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園芸部花壇にて

「クロッカス」を撮影

４月の特許相談会
※今月は鳥取地区と米子地区で開催です。相談をご希望の方は予約をお願いします。

【米子地区】
相談員：冨田憲史弁理士
（医獣・バイオ関係他）
日 時：4 月 12 日（木）13：30 より
場 所：鳥大医学部総合研究棟 4 階セミナー室
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【鳥取地区】
相談員：滝本智之弁理士
（電気・機械関係他）
日 時：4 月 13 日（金）13：30 より
場 所: 産学・地域連携推進機構 2 階
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会議室

皆既月食
昨年 12 月の皆既月食の時の皆既中の月
です。当時、横浜は曇っていて、雲の合
間を狙って撮影しました。

彩

雲

子供の運動会の時に、偶然、虹色の雲を
見かけて撮影しました。

オリオン大星雲
オリオン座三ツ星の南側にある散光星
雲です。横浜の明るい夜空で撮影したた
め、背景の夜空を暗く、星雲を明るく画
像処理しています。
（撮影：三須幸一郎）

就任挨拶
知的財産管理運用部門
部門長・教授
三須 幸一郎

この４月より、産学・地域連携推進機構知的財産管理運用部門 部門長・教授として採用
されました三須幸一郎です。よろしくお願い致します。
出身は東京都です。３月まで神奈川県にある電機メーカの研究所に 30 年間勤務していま
した。これまで、弾性波デバイス、超音波非破壊検査、電磁ノイズ等についての研究開発を
担当しました。民間企業の研究所なので、知的財産の権利化は必須であり、競合他社の動向
を注視しつつ、いかに権利化を実現するかに苦心する毎日でした。特に、社会的に注目され
る技術分野は、他の機関からも似たような出願が出ることも少なくないため、出願範囲と権
利化の可能性の見極めや、論点の明確化は重要でした。
これからは、知的財産を通じて、大学の成果を社会へ還元する活動に貢献していきたいと
思います。また、民間企業での経験を生かして、実用化に際しての技術面以外の課題にも目
を向け、大学の成果がうまく社会で生かせるような役割も果たしたいと思っています。
今後も、皆様のご指導、ご協力を賜りますよう、お願い致します。
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佐々木茂雄先生 定年退職記念講演会・懇親会
前知的財産管理運用部門長である佐々木茂雄教授の退職記念講演会・懇親会を、平成 24 年 3 月 16
日（金）にホテルニューオータニ鳥取で長年にわたるご功績に対する敬意を込めて開催しました。
講演の題名は『産官学連携と知的財産』、会場前方には平成 22 年に鳥取県内連携体制の構築に貢献
された功績から受賞された特許庁長官表彰「知財功労賞」の表彰状と盾が披露され、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た活躍が紹介されました。
また懇親会は次のとおりでした。
１.開会の辞 鳥取大学 井藤久雄理事(研究担当･米子地区担当)・副学長
２.祝 辞
鳥取県商工労働部産業振興総室 山下喜夫室長
三菱電機㈱開発本部開発業務部 榎戸和彦担当部長
３.祝 吟
吟道翔風流日本吟翔会 南 翔嶺（作吟）
吟詠（代理）鳥大支部 支部長 奥田万風
４.乾 杯
(財)鳥取県産業振興機構知的所有権センター 景山隆センター長

当日は鳥取大学をはじめ、鳥取県公設試機関・県内外企業および特許事務所等の職務上の出席者だ
けではなく、多趣味を通じた交友関係者の参加もあり、出席者約 100 名という盛大な記念講演会と懇
親会でした。歓談後の祝辞をご交友の方と学内教授が、また記念品を在学中に知的財産インターンシ
ップや卒論・修論で指導を受けた鳥大 OB と OG が代表して贈呈しました。最後に佐々木夫妻の挨拶が
あり、記念写真撮影後、菅原一孔産学・地域連携推進機構長の閉会の辞で、佐々木夫妻とご家族をお
見送りして名残惜しくも終了しました。
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最後に佐々木前知的財産管理運用部門長から 3 月 16 日に開催された退職記念講演会（最終講義）に
ついてコメントが届いていますので、お伝えします。

この度は、多くの皆様に対して「産官学連携と知的財産」と題した退職記念講演会（最終講義）を
行うことができ、大変光栄に存じます。
さて、最終講義では、自分の技術者の立場と知的財産管理者の立場を通じて学んだ知識・経験を、
大学における知的財産管理運用や産官学連携を推進するためにどのように生かすことが出来たかにつ
いて実例を踏まえてお話させていただきました。
その本学の知的財産の活用に係わる技術移転の典型的な例を紹介しました。即ち、鳥取大学で 2004
年 4 月の法人化後に出願した案件の中で初めてライセンス契約に成功した事例は、農学部獣医感染症
学の實方剛先生による「世界初の金粒子標識 IgM モノクローナル抗体を用いたイムノクロマト法によ
る高感度なイヌパルボウイルスの検出法の開発」です。この研究成果は、「イヌパルボウイルスの検
出キットの商品化」にも成功しました。

日本海新聞
平成 18 年 5 月 11 日掲載
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ところで、最終講義では触れませんでしたが、本学における知的財産の活用として、出願した特
許は個人の所有であるが、2004 年 6 月に（当時の）知財センターが開設された後に初めて実用化
第 1 号となった事例に、医学部保健学科教授の浦上克哉先生による「アルツハイマー型痴呆症を早
期に発見し、治療に役立てるタッチパネル式コンピューター検査機器システムがあります。このシ
ステムは「アルツハイマー型痴呆症検査機器：物忘れ相談プログラム」としていち早く実用化され
ています。このことは、本学の『鳥大知財ニュースの創刊号』（平成 16 年 8 月号、讀賣新聞 8 月
26 日付記事）に記載されていますので、ご参照下さい。

以上、この二つのライセンス事例は、
本学の知的財産活動展開に大きな足
跡を残しています。最終講義では、浦
上先生の内容をご紹介しなかったこ
とにお詫び申し上げるとともに、この
紙面を借りて、新ためてご紹介をさせ
ていただきましたので、ご理解とご了
承いただけば幸いです。

日本海新聞
平成 16 年 9 月 8 日掲載
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バイオフロンティアシンポジウム＆
さんさんコンソ第 9 回経営戦略講演会 報告
【３月６日（火）開催：米子コンベンションセンター】

米子地区を拠点とした「とっとりバイオフロンティア」における研究成
果の産業化を促進させることを目的に、「地域経済活性化を目指したバイ
オビジネスと今後の戦略」をテーマとして、産学・地域連携推進機構、
（財）
鳥取県産業振興機構、（財）鳥取バイオサイエンス振興会、中国地域産学
官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）が、「バイオフロンティアシン
ポジウム」と「さんさんコンソ第 9 回経営戦略講演会｣を合同開催致しま
した｡本シンポジウムには､56 名の参加者があり､医薬･バイオ分野におけ
るベンチャー企業経営に関して優れた実績を有する 3 名の経営者からの講
演の後､知的財産戦略や､首都圏と地方における違い等､ベンチャー企業経
営における考え方について、染色体工学研究センターの押村光雄センター
長をコーディネーターとしてパネルディスカッションを行いました。

＜プログラム＞
【講演】
「新しい創薬シーズ開発企業のビジョンとビジネスモデル」
【講師】高山喜好氏（㈱エヌビー健康研究所 代表取締役）

【講演】「産官学民連携と地域おこし
～セルフログ時代のヘルスケアビジネス～」
【講師】 一圓 剛氏
（ヒュービットジェノミクス㈱ 代表取締役社長）

【講演】「研究からビジネスへ
～産業化へ向かうバイオテクノロジーの潮流～」
【講師】 中江裕樹氏
（特定非営利活動法人 バイオチップコンソーシアム 事務局長）

【パネルディスカッション】
【パネラー】コーディネーター：押村光雄氏
（鳥取大学染色体工学研究センター センター長）
上記講師３名
山本 格氏（㈱アスコルバイオ研究所 代表取締役社長、岡山大学名誉教授）
岡村整諮氏（鳥取県商工労働部 筆頭室長兼産業振興総室長）
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有体物移転取扱
（MTA）セミナー
【3 月 19 日(月) 開催：地域学部棟 2F 多目的室､学務･研究課第 2 会議室（テレビ会議）】

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）の、学外からの受入又は提供
に関する取扱い方法および契約について、産学連携を含めた大学の先進的な取組み事例を全国イノベ
ーション推進機関ネットワークのプロジェクト統括である前田裕子氏に発表して頂きました。また、
知的財産管理運用部門の佐々木部門長より鳥取大学のＭＴＡ（有体物移転契約）に関する現状を説明
致しました。参加者から研究の進展に係るＭＴＡの内容についてなど多くの質問がありました。
【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

【本学の状況報告】
佐々木茂雄（前知的財産管理運用部門長）
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鳥取大学知的財産シーズ集 2012 を刊行しました。本シーズ集
は本学の教員が生み出した知的財産について、その内容を一人で
も多くの方に知っていただけるように、ユーザーの立場に立って
簡潔にまとめたものです。
大学における研究には基礎的な研究と応用的な研究があるとい
われ、大学では基礎的な研究に力を入れるべきとの意見が根強く
あるのも事実です。しかし、基礎的研究であろうと応用的研究で
あろうと、大学の研究により生み出された成果は社会に還元され
るべきものであり、どのような形であろうと社会に貢献して始め
てその成果が認められるものであると考えます。
本シーズ集では、鳥取大学での研究から生み出されたシーズをライフサイエンス分野、ナノテ
ク・材料分野、ＩＴ分野、環境分野に大分類して取りまとめています。これらの各分野における
“種”が共同研究や技術移転等の成果として“結実”することが機構の目指す「社会への還元」
の一つの形であり、本学の研究者にとって大きな意義になると思います。
本シーズ集をご覧いただいた結果、事業化
に役立つ案件がありましたら本学にご連絡
いただき、双方で産学連携による新しいイノ
ベーションを創出し、社会に貢献できれば幸
いです。

本書６３シーズﾞの

技術分野別円グラフ
＊本書６３シーズとは…
本学単独出願のうち、
２００２年１月～２０１１年９月
に特許出願し、技術移転を希望してい
る案件です。

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊
＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊
知財部門ニュース
み･ん･なのニュース 4 月号
＜61 号＞（通番 90 号、
2012 年 4 月 1 日発行）
編集・著作：
知的財産管理運用部門
発行:鳥取大学
産学･地域連携推進機構

平成 24 年度が始まりました。新メンバーになり、平成 19 年度から続いた『知財部門ニュ
ース』に副題『 み・ん・なのニュース』を加えました。このニュースが知財活用・産官学連
携他いろんなことに役立つことを願って、みんなで作るニュースを 目指します。投稿・写真
など引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

＊＊＊ 特 許 等 の 相 談 ＊＊＊
相談員；三須 幸一郎（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）
産学・地域連携推進機構 HP； http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/
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