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【鳥取地区２】

相談員：冨田憲史弁理士

         （医獣・バイオ関係他）

  日 時：3 月 12 日（月）13：30 より

  場 所: 鳥大産学・地域連携推進機構 2階 研修室

                

【鳥取地区１】

  相談員：滝本智之弁理士

        （電気・機械関係他）

日 時：3 月 12 日（月）13：30 より

場 所：産学・地域連携推進機構 1階 技術相談室

３月の特許相談会

※今月は鳥取地区で同時開催です。相談をご希望の方は予約をお願いします。
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  産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース
６０号
(通番 89号)

2012 年 3 月刊

佐々木茂雄先生退職記念号

樹木名：アオキ
撮影場所：動物医療センター手前

交差地点の盛り土側面
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企業紹介 シリーズ第２４回   －大村塗料株式会社―

大村塗料株式会社

代表取締役 大村善彦

【会社紹介】

１９１２年（大正元年）に薬種商・染料店として創業しました。塗料を本格的に取り扱うよう

になったのは昭和に入ってからと思われます。営業エリアは鳥取県全域と島根県東部までをカバ

ーしており、工業用塗料、産業機械向け塗料、自動車補修用塗料、建築用塗料、溶剤、接着剤、

化学薬品等幅広く扱っております。

独自製品の開発・商品化は平成元年ころからはじめまして、現在では全売り上げの約１０％を

占めております。

【特色】

過去２０年にわたり蟹ガラから得られるキトサン（図１）の

特性を活用した機能性コーティング材料への応用開発に携わ

っており、保湿性とプラス荷電を利用した木工用静電塗装前処

理剤、顔料・染料の吸着性を利用した木工用着色むら防止前処

理剤、金属イオンの吸着性を利用した電磁波シールドめっき用

前処理剤等の商品化に成功した実績があります。

     図１ キトサンの化学構造

また、２年前よりキトサンと消石灰を含有する塗布型漆喰塗

材(暮色漆喰)を開発し、昨年発売しました。本塗材は強力な

抗菌性と抗ウイルス作用を持っていますが、そのデータは鳥

取大学農学部で実証していただいたものです。さらに次世代

の新素材として鳥取大学工学部で開発されたキチンナノファ

イバーについても鋭意応用開発中です。

【会社概要】

社 名：大村塗料株式会社

代表者：大村 善彦

所在地：鳥取県鳥取市千代水三丁目８７番地

電 話：0857-28-7881

ＦＡＸ：0857-28-7716

URL：http://www.omuratoryo.co.jp/
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  鳥取大学を退職するにあたり－知財部門ニュースに係わって－

佐々木 茂雄

2004 年 10 月に本学の知的財産センター総括ディレクター・教授として、本学にお世話になってか

らこの 3 月の退官まで、振り返りますと、あっと言う間の 7 年半だったと感じます。

発足した当初は、鳥取大学での知的財産運用に係わる『知的財産関連規則の制定』や『知的財産情

報システム構築』などの知的財産インフラ整備とともに、学生諸君への知財教育と教職員の皆様への

知財情宣活動に追われました。その後は教員の先生達が国内外に出願した特許案件に関する登録に向

けた知的財産管理業務のルール作りとその運用に没頭。

後半の 3、4年は、取得した特許の活用のためのイベント開催、企業との技術移転交渉・契約締結、

あるいは鳥取大学と岡山大学とが産学官連携戦略展開事業戦略展開プログラム「特色ある優れた産学

官連携活動の推進」に提案し 2008 年 7月に採択された「中国地域産学官連携コンソーシアム事業」な

ど、知的財産を管理・運用する立場から本学の教育・研究・地域貢献・マネジメントの全ての分野を

俯瞰できたことは、大変貴重で、かつ面白い経験をさせてもらったと思います。

これら一連の業務を通じて大切にしたことは、教職員の皆様に対して知財での相談事などにおける

「肝胆相照らす※」姿勢を貫いたことではないかと思っています。その姿勢は、毎月 1回のペースで発

刊してきました『知財部門ニュース』（2007 年 3 月までは『鳥大知財ニュース』として発刊）の原稿

を作成する場合にも貫いてきたつもりです。

最後に、私に『継続は力なり』と、『知財部門ニュース』を毎月発刊するため地道な執筆活動を続

けるように・・とのご示唆とともに、当該ニュースの表紙を飾る挿絵作成などで常日頃からご指導・

ご支援をいただいた中村宗和先生（現非常勤理事）をはじめ、産学・地域連携推進機構の教職員の皆

様や読者としてご協力いただいた全学の教職員の皆様に厚く御礼申し上げます。また、この『知財部

門ニュース』が今後も継続発刊されることを期待致します。

※互いに心の奥底まで打ち明けて理解し合い、親しく交わるの意。

佐々木茂雄先生 定年退職記念講演・懇親会のご案内

知的財産管理運用部門長である佐々木茂雄先生の退職記念講演会を、長年にわたるご功績に対する敬意を込めて開催

します。 詳細は知財部門にお問い合わせください。

佐々木先生は平成 16 年 10月から鳥取大学知的財産センター 統括ディレクター・教授として、鳥取大学の知的財産

管理の基礎を築かれ、また平成 19 年からは産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門長として、知財教育や企業

への技術移転活動に尽力されました。その活躍では、全国初の知財条例である「鳥取県知的財産の創造等に関する基本

条例」の制定に寄与し、平成 21年には第 4回モノづくり連携大賞「特別賞」を受賞されました。また知的財産に関す

る鳥取県内連携体制の構築に貢献された功績から、平成 22 年には特許庁長官表彰「知財功労賞」を受賞されました。

このように佐々木茂雄教授は、研究から知的財産の普及と教育、また社会貢献に多大な貢献をされました。

日時：平成 24 年 3月 16日（金）  会場：ホテルニューオータニ 3階 鶴の間

次第：16：00～17：00 記念講演会『産官学連携と知的財産』 佐々木茂雄 先生

               17：15～    記念懇親会

また、定年退職教員を特集した企画展（鳥取大学総務企画部広報企画室）に佐々木先生

のコーナーがあり、教員生活の思い出や略歴、後輩たちへのメッセージをまとめたポスタ

ーや関係した産学連携商品などが展示してあります。会場は広報センター、3月 27日まで

開催されていますのでご覧ください。

詳しくは鳥取大学 HP で

http://www.tottori-u.ac.jp/dd.aspx?itemid=7976#itemid7976
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有体物移転取扱
（MTA）セミナー

研究成果物である有体物（動物、植物、微生物、化合物、素材など）は、研究の発展又は

産業利用の目的で、外部の研究機関や企業等に提供されることがあります。本学において

も、そのような有体物の利用形態に合わせて、有体物移転に伴う取扱い規則を定める方針

です。本セミナーでは、有体物の提供（受入れ）の際の注意点や契約（Material Transfer 

Agreement，MTA）について、本学の状況と先進的な大学の取組み事例を紹介します。

【日 時】 平成 24 年 3 月 19 日（月） 15：00～16：50

【会 場】 鳥取会場 多目的会議室（地域学部棟 2Ｆ）

米子会場（LAN 中継） 学務・研究課第 2会議室

【講 演】 「研究を円滑に行うための、産学連携ならびに
有体物の取り扱い方」

【講演概要】ここ 10年における産学官連携の状況ならびに、連携をスムーズに行な

うための有体物契約について 。特に、岐路に立たされている産学官連

携の、アカデミアにおいて今後のあるべき姿や日本の展開など

【講 師】

前田裕子 氏

全国イノベーション推進機関ネットワーク プロジェクト統括

（主な役職）
京都府立医科大学 特任教授
早稲田大学 研究戦略センター 客員教授
農工大ティー・エル・オー株式会社シニア・アドバイザー（顧問）
文部科学省 科学技術・学術審議会 専門委員
経済産業省 産業構造審議会 産業技術分科会委員
その他多数

15：00-15：05 開会挨拶 井藤久雄（研究､米子地区担当理事）

15：05-16：15 講演 前田裕子 氏

16：15-16：45 本学の状況報告 佐々木茂雄（知的財産管理運用部門長）

16：45-16：50 閉会挨拶 菅原一孔（産学・地域連携推進機構長）

学外にサンプル

提供を検討して

いる方は、

是非ご参加くだ
さい!!
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大学の法人化に併せて「知的財産センター」（平成 16年 6月）が設立しましたが、その初代センター長

に就任されたのが、当時教育地域科学部教授で副学長だった中村宗和先生です。

中村先生の水彩画は有名で学内外の紙面を飾っていて、産学・地域連携推進機構の改編前の体制である、

地域共同研究センター誌「鳥取大学産官学連携推進たより」（平成 17 年 4月初回発行、年 4回）には毎回

すてきな風景画をコメントと共に掲載されていました。

平成 18 年 3月で退職され、名誉教授となられてからも、改編後の産学・地域連携推進機構（平成 19 年 4

月設立）機関誌「産学・地域連携推進たより」の風景画の掲載は継続していたので、そんな経緯もあって

平成 21年度から部門ニュースの表紙絵をお願いしました。絵は 5月、8月、11 月、2月の年 4回で題材を

植物と指定。平成 21 年 8 月からは花言葉や描かれた思いなども寄せられました。平成22 年度からは理事

職として多忙な中にもかかわらず描いていただき、感謝でいっぱいです。

しかし、残念ながら今年度でこのシリーズを終了します。そこで平成 24 年 2 月までの全 12 枚の表紙絵

を特集しました。3年間楽しませていただき本当にありがとうございました。（以下の＜コメント＞は中村先生）

【平成 21 年度】

凌霄花（ノウゼンカズラ）

＜花言葉＞栄光・女性らしい

＜コメント＞「中国や北米原産ですが、最近交配

種が日本でも見られるようになってきました。こ

の花（と言っても高さ 10ｍにもなる落葉樹）を

描きたかったのは、その花言葉が知的財産部門に

ぴったりであることに加えて、花のつけ方が必ず

十文字になる風変わり（茎を縦棒として、花が左

右対称に付く）が気を引いたからであります」

その花言葉として、部門長には知財部門の「栄

光」、女性部門員には「女性らしい」を送ってい

ただきました。 （知財部門）

薄（ススキ）

＜花言葉＞活力・精力・心が通じる

＜コメント＞ススキの背景は箱根（箱根は外輪山に囲まれて、中にい

くつも山がある）の中にある山で、その黒々とした木々とススキの明

るく靡く姿を描きたかった。

クリスマスローズ

＜花言葉＞ 私の不安を取り除いてください

＜コメント＞鳥大の知財部門が地域社会の不安に応えてくれることを願っ

ています。

平成 21 年 8 月

ノウゼンカズラ
平成 21 年 5 月パンジー

平成 21 年 11 月ススキ

平成 22 年 2 月

クリスマスローズ
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【平成 22 年度】

【平成 23 年度】

苧環（オダマキ）

＜花言葉＞ 必ず手に入れる・断固として勝つ（紫）勝利への誓い

＜コメント＞オダマキの花言葉は「勝利の誓い」であります。今の知

的財産管理運用部門にもっとも必要な心得でありましょう。

綿菅（ワタスゲ）

＜花言葉＞努力する

＜コメント＞昨夏、長野県にある標高1880ｍの栂池（ツガイケ）自然園

を訪ねました。白馬の山麓には鳥大知財部門の花が群生していました。

花は綿菅（スズメノケヤリ）で、花言葉は『努力する』であります。

コスモス

＜花言葉＞ 乙女の純心・乙女の愛情  （赤）調和

＜コメント＞秋桜（コスモス）は、花言葉「乙女の純心」が有名だから描いたわ

けではありません。Cosmos には「宇宙」という意味もあります。Cosmopolitan は

国際人であります。知財部門にふさわしい花でしょう。

寒牡丹（ボタン）

＜花言葉＞ 壮麗・高貴・王者の風格

＜コメント＞寒牡丹の花言葉は「壮麗・高貴」であります。藁の菰をかぶせ暖かく保

護する姿は、知財部門のインキュベーターを彷彿させます

注）インキュベーターとは卵を雛にかえすふらん器のことですが、転じて「起業」に

使われます。知財は企業支援の役割を担っています。

アネモネ
＜花言葉＞ （赤）あなたを愛す （紫）あなたを信じて待つ

＜コメント＞アネモネは知財部門の花です。赤いアネモネの花言葉は「あ

なたを愛す」、紫のアネモネは「あなたを信じて待つ」。あなたは知財部

門のお客様・知的な人。

向日葵（ヒマワリ）

＜花言葉＞ あこがれ・光輝

＜コメント＞ヒマワリは洋の東西を問わず、太陽をイメージします。花言葉

も『あこがれ』や『光輝』を与えられています。知財立国、知財立県にあっ

て、わが知財部門は鳥大のひまわり足りうるや？

平成 22 年 5 月オダマキ

平成 22 年 8 月ワタスゲ

平成 22 年 11 月コスモス

平成 23 年 2 月寒牡丹

平成 23 年 5 月アネモネ

平成 23 年 8 月ヒマワリ
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【特別に・・・】

【まだ言えば・・・】

これもお世話になりました。

☆パンフレット表紙絵 2点

左：知的財産センター

（2005 年 5 月作成）

右：知的財産管理運用部門

（2007 年 6 月作成）

                                            

【中村先生のコメント】

昨年、「産学連携学会」で当誌が事例発表され、話題を集めたそうです。好評の理由は広報力と継続力にあったと

聞いています。そんな話題誌に、いまだ手習い中の水彩画を掲載していただけたことは無上の光栄であり、心から御

礼申し上げます。

この誌が継続するコツは、発刊時に終わり方を考えておくことだと申したことを思い出します。当時から、89 号は

12 年 3月、佐々木先生ご退職記念号と計算していました。今その時が来て、知財部門は新たな歴史を作り始めること

でしょう。その際の『不易』と『流行』を見つめて行きたいと思います。

文 責：中村宗和

                                               
＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊

平成 23 年度が終わり佐々木先生が退職されます。知財部門一同は感謝とともに

慰労の念を表し、佐々木先生の未来を応援しています。そして、これから始まる新

たな関係を大いに期待し楽しみにしています。お世話になりました。

さて来年度からは新体制です。部門ニュースも気分を変えて・・・、表紙は？
中村先生、カムバック!! 今度は新しいテーマで始めませんか？ いつでも待って
います。

＊＊＊ 特許等の相談 ＊＊＊

相談員；佐々木茂雄（部門長・教授） TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
    山岸 大輔（副部門長・助教）TEL：0857-31-6094(直通)（又は内線 4072）
場 所；産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
知的財産管理運用部門 E-mail アドレス； chizai@adm.tottori-u.ac.jp
FAX 専用； 0857-31-5474（又は内線 2771）

栗（クリ）

＜花言葉＞満足・豪奢

＜コメント＞栗は縄文人の大切な食糧でした。栄養価は抜群、美味しくて、

保存が効く。さて栗は穀物でしょうか、はたまた果物か野菜でしょうか？

チャールズ・ロイヤル・ヨット模型

1660 年にオランダが英国国王チャールズⅡ世に贈った
帆船。8門の大砲を備え、金色の装飾が特徴

（部品点数 658、制作時間 90時間）

帆船を制作されていることを聞き、退職予定の佐々木部門長の

新しい旅立ちにと写真をお願いしました。左は船首、右は船尾

からの撮影です。実物の 1/64 で全長は約 50cm。ここまで細かい

パーツを組み合わせる根気と情熱には脱帽です。写真をありが

とうございました。（知財）

平成 23 年 11 月クリ

平成 24 年 2 月チャールズ・ロイヤル・ヨット

＊＊＊刊行物＊＊＊
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産学･地域連携推進機構

雨晴らし海岸から見た立山連峰知的財産センターは、孫子の兵法「風林火山」を行動軌範とし
ています。「はやきこと風の如く」皆様の元へ馳せ参じます。
上図は「徐かなること林のごとし」をイメージしたものです。


