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【写真説明】 ・中秋の名月(9/30)を迎える前の半月です。
・満月よりも、半月の方がクレータに立体感が出てよく見えます。
・8/25,φ13cm 反射望遠鏡で撮影

撮影者：三須幸一郎(知財部門長)

9 月の特許相談会
※今月は鳥取地区のみで開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。
【鳥取地区】
相談員：滝本智之弁理士
（電気・機械関係他）
日 時：9 月 4 日（火）13：30 より
場 所: 産学・地域連携推進機構 2 階

会議室

【目

相談員：冨田憲史弁理士
（医獣・バイオ関係他）
日 時：9 月 5 日（水）13：30 より
場 所：産学・地域連携推進機構 2 階 研修室
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【日時】
【会場】
【主催】
【対象】

平成２４年１０月５日（金） １３：００～１７：００
米子コンベンションセンターBiG SHiP １階 情報プラザ
（〒683-0043 鳥取県米子市末広町 294）
とっとり産業フェスティバル 2012 実行委員会
中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）
企業、一般、各種支援機関、学生など

鳥取県内外の産学官の交流や製品の販売促進、産業の活性化等を目的として、「とっとり産業
フェスティバル 2012」
（鳥取環境ビジネス交流会 2012 との同時開催）が 10 月 5 日(金)～6 日(土)
に、米子コンベンションセンターで開催されます。
このフェスティバルでの催しとして、大学等研究機関が保有する新技術の活用や企業等への技
術移転を目的として「山陰発技術シーズ発表会 in とっとり 2012」を 10 月 5 日に開催いたしま
す。本発表会では、鳥取大学、島根大学、鳥取環境大学、米子工業高等専門学校、松江工業高等
専門学校、鳥取県産業技術センター、島根県産業技術センター、鳥取県農林総合研究所から最新
の研究成果・新技術を発表いたします。ぜひご来場下さい。

発表プログラム
１）13:20-13:40

免疫力を高めながら、がん細胞を破壊する

２）13:40-14:00

複合低エネルギーを利用した生体組織接合技術

島根大学 医学部 教授 原田 守
松江工業高等専門学校 電子制御工学科 助教 青代 敏行

３）14:00-14:20

黄砂・大気汚染物質成分の人体への影響と飛来経路による黄砂現象の分類

４）14:20-14:40

アセトニトリルをシアノ化剤として利用した反応

鳥取大学 医学部 助教 大西 一成
島根県産業技術センター 技術部 科長 田島 政弘

５）14:40-15:00

好熱菌発酵物の生産と農水産業への応用法開発

６）15:10-15:30

氷温領域検出のための試料凍結センサの開発

鳥取大学 農学部 准教授 有馬 二朗
米子工業高等専門学校 電子制御工学科 教授 山本 英樹

７）15:30-15:50

蛍光灯代替白色 LED、カラーLED を用いた光る衝立の試作開発

８）15:50-16:10

時系列テキストデータからの派生情報の取り出し

鳥取県産業技術センター 機械素材研究所 副所長 草野 浩幸
鳥取大学 大学院工学研究科 教授 村田 真樹

９）16:10-16:30

鳥取県における環境情報の計測拠点の整備と閲覧システムの構築

１０）16:30-16:50

地下流水音探査法を用いた山地斜面での水みち位置の推定

鳥取環境大学 経営学部 経営学科 教授 今井 正和
鳥取県 農林総合研究所 林業試験場 主任研究員 矢部 浩

【お申込み・お問合せ】
知的財産管理運用部門（中国地域産学官連携コンソーシアム 加藤）
TEL 0857-31-5703
FAX 0857-31-5474
E-mail chizai@adm.tottori-u.ac.jp
（※参加を希望される方は、氏名・所属・連絡先をお知らせください。）
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お知らせ
本イベントでは、大学発のライセンス可能な特許(未公開出願を含む)を発明者自ら発表します。
企業関係者を対象に実用化を展望した技術説明会を行い、広く実施企業・共同研究パートナーを
募ります。
鳥取大学からも 2 名の教員が研究成果を発表します。
◆日時◆

平成 24 年 9 月 7 日(金)

9:50～16:00

◆場所◆

キャンパス・イノベーションセンター東京(港区・田町)

◆主催◆

キャンパス・イノベーションセンター東京
独立行政法人科学技術振興機構

◆後援◆

独立行政法人中小企業基盤整備機構
全国イノベーション推進機関ネットワーク

◆参加大学◆

山形大学・千葉大学・東京工業大学・新潟大学・奈良先端科学技術大学院大学・
鳥取大学・岡山理科大学・広島大学・山口大学・鹿児島大学・高知工科大学

Ａ会場

10:30～11:00

材料／医療・福祉／デバイス･装置／センサー

「まぶたの動きや表情運動を簡単に解析できる装置の開発」
医学部附属病院 形成外科 准教授 中山 敏
顔表面の運動機能（例えば、運動距離や運動速度）を測定する測定装置及び
その測定に用いる補助具に関する発明。簡易な方法で精度よく、顔表面の部
位（例えば、上眼瞼）の運動機能（運動量、運動速度）を測定可能な装置を提
供する。

14:30～15:00

「自発的高分散化による金ナノ粒子の調製」
工学研究科 化学・生物応用工学専攻 准教授

奥村

和

NH4-USY ゼオライトに塩化アンモニウム水溶液を浸すことで、金を最大 5wt%
担持することが出来た。この金担持 USY ゼオライトを水素雰囲気下、300℃以
上で焼成すると、金が自発的に分散し、直径約 2nm の金ナノ粒子が自発的に
生成することを見出した。
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【日時】 平成 24 年 8 月 29 日

13：30～16：30

【場所】 鳥取大学 広報センター2 階 スペース C

8 月 29 日、鳥取大学広報センターにおいて、中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさん
コンソ）が主催する「未利用資源活用ワークショップ」を開催しました。第２回目となる今回は、
「マイクロ水力発電の活用方法と地域活性化」を主題として開催し、前半では、津山工業高等専
門学校・機械工学科・佐藤 紳二教授から「マイクロ水力発電の技術的説明」をテーマに、また
島根大学・法文学部・江渕 武彦教授から「水利権や流水に関する法制度について」をテーマに
講演をして頂きました。当日は、鳥取県内外の企業や自治体等から約 60 名が参加しました。
ワークショップの後半には、鳥取県産
業技術センター・野嶋主任研究員、鳥取
環境大学・三野特任教授、鳥取大学大学
院農学研究科・日下氏からマイクロ水力
発電装置の開発などの研究事例を発表し
て頂きました。講演者や参加者によるデ
ィスカッションでは、マイクロ水力発電
活用のヒントを得ようと、来場者から発
表者へ様々な質問がなされました。
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＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊
９月になりましたが、まだまだ暑い時期が続きますね。早く涼しくな
って、快適に過ごしたいものですね。

＊＊＊ 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
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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