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～着雪～
鳥取砂丘ジオパークセンターの砂丘側に
ある木々が着雪で覆われていました。
砂丘は強風で積雪が飛ばされており、午後
には木々の雪も少なくなっていました。
（2016.01/24,EOS7D,EF70-200mmF4L
USM で撮影）
撮影者：三須 幸一郎(知財部門長)

2 月の特許相談会
※今月は鳥取地区と米子地区で開催されます。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：下田 一弘 弁理士
（機能性材料･バイオ･太陽電池関係他）
日 時：2 月 3 日（水）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：2 月 2 日（火）13：30 より
場 所：総合研究棟 3 階 セミナー室
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平成 20 年度に文部科学省の「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」に鳥取大学と岡
山大学が共同で応募し、採択され事業が開始しました。平成 25 年度からは、鳥取大学と岡山大学が
費用負担し、自立化事業として継続しています。
参加校は以下 27 校の他、特別会員が 48 団体、企業会員が 570 団体参加しています。
さんさんコンソの事業としては、JST 新技術説明会、マッチングイベント、人材育成、会議等を行
っています。その中で、平成 27 年度に実施した JST 新技術説明会と人材育成について紹介、及び平
成 28 年 1 月 29 日に行った会議について報告します。

 JST 新技術説明会
山陰（鳥取・島根）発新技術説明会、中国地域さんさんコンソ新技術説明会を、科学技術振興機
構（JST）等の他機関と合同で開催しています。
新技術説明会では、未公開特許を含む新技術の発表、ポスター展示を行い、発表後は技術移転等
に向けた個人面談及び名刺交換を行います。

全体の参加者数 115 名（のべ参加者数 138 名）

【名刺交換・個人面談】
大学院医学系研究科
白吉安昭 准教授
プレゼン聴講者数 59 名

【プレゼン】
大学院工学研究科
阿部友紀 准教授
プレゼン聴講者数 56 名
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【さんさんコンソ事業紹介】
産学・地域連携推進機構
及川信三 産官学連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

全体の参加者数 148 名（のべ参加者数 510 名）

【開会挨拶】
産学・地域連携推進機構
松原雄平 機構長

【プレゼン】
大学院工学研究科
野上敏材 准教授
プレゼン聴講者数 58 名

【名刺交換・個人面談】
大学院工学研究科
野上敏材 准教授

 人材育成
中国地域全体の知的財産に関するリテラシーの向上を目指し、様々な知財教育セミナーを開催し
ています。
岡山会場では、知財基礎教育セミナー（Ａコース）、特許検索教育セミナー（Ｂコース）を開催
しています。受講レベルを初級・中級・上級で設定しているため、自分のレベルに合った内容を受
講することが可能です。
鳥取会場では、知的財産インターンシップで、特許基礎セミナー、特許検索セミナーを開催し、
特許事務所での実務実習を行っています。今年度は、さんさんコンソ参加校である山口大学の学生
を受け入れ、学生にとってとても充実した体験となったことと思います。

特許基礎セミナー・特許検索セミナー

実務実習（青山特許事務所）

 会議
平成 28 年 1 月 29 日（金）に岡山大学にて、さんさんコンソコーディネーター会議を行いまし
た。平成 27 年度事業の進捗経過報告を行った他、来年度の計画等について意見交換を行いました。
今回は 21 機関から、事務局を除いて 33 名
の参加者があり、大変盛況でした。会議では、
中国経済産業局、JST、NEDO から 28 年度に予
定されている事業の説明、「ものづくり系」
マッチングサービスを事業展開しているリン
カーズからの事業説明もあり、大変内容豊富
な会議でした。
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カニの甲羅等から製造したキチン又はキトサンのナノファイバーは、当該物性や
その生理活性機能等による幅広い効果から樹脂等の複合材料、医療や化粧品材料等
への利用開発が進められています。また既に化粧品として商品化されているなど、
今後益々実用化が期待される新規素材です。現在、当該素材は、試験研究用途で提
供を行っています。ご関心のある方は、是非知財部門までご連絡ください。
これまでに権利化されたナノファイバー関係の特許の一例です（権利化前は除いています）。
特許番号

特許 5186694

名 称
キチンナノファイバーの製造方法、キチン
ナノファイバーを含む複合材料および塗
料組成物、ならびにキトサンナノファイバ
ーの製造方法、キトサンナノファイバーを
含む複合材料および塗料組成物

特許 5592218

ナノファイバー強化タンパク質多孔膜

特許 5496427

炎症性腸疾患治療剤

特許 5700283

ナノファイバー補強透明複合材

内

容

キチン、キトサンナノファイバーの製造方
法、および塗料用途への応用に関する技術。
ナノファイバーを利用した高い通液性と、
高い膜強度とを有する濾過膜およびその製
造方法に関する技術。
キチンナノファイバーまたはキトサンナノ
ファイバーを含む炎症性腸疾患の治療剤。
また、ＮＦ－ｋＢ活性化阻害剤。
キチンまたはキトサンナノファイバーを補
強繊維として用いた透明複合材。広い範囲
の樹脂屈折率において高い透明性を発揮で
き、フレキシブルであり、機械強度、軽量
性、表面平滑性、耐熱性、耐ＵＶ性等を発
揮する。

1 月の件数
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1 月後半に一度に雪が降り、一気に冬らしくなりました。これからも雪が降
るのか、暖かくなるのか、2 月の天気も気になるところです。

＊＊＊ 特 許 等 の 相 談 ＊＊＊
相談員： 三須

場

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・准教授）TEL：0857-31-6094(直通)
（又は内線 4072）
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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