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林≫ 鎌倉の寺院で見た竹林です。竹林以外にも、さまざまな植物の緑色が美しい季節です。
（2017.5/1,PowerShot SX40HS で撮影）
撮影者：三須 幸一郎(知財部門長)

◆６月の特許相談会
※今月は鳥取と米子地区の２会場で開催いたします。相談をご希望の方は予約をお願いします。

【米子地区】

【鳥取地区】
相談員:下田

一弘

相談員:冨田

弁理士

弁理士

(医獣・バイオ関係)

(機能性材料・バイオ・太陽電池他)

日時：６月８日（水）１３:３０より

日時：６月７日（水）１３:３０より
場所：産学・地域連携推進機構２階

憲史

場所：総合研究棟３階

会議室

【目

セミナー室

次】

6 月の特許相談会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
【お知らせ】知財インターンシップのご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・2
【お知らせ】さんさんコンソ主催「知財教育セミナー」のご案内・・・・・・・3
【特許用語集】「クレーム」、「パテントマップ」について ・・・・・・・・4
【報告】特許相談会・発明審査委員会の件数
・・・・・・・・・・・・・4
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今年は下記日程、内容にて予定しています。興味のある方は知財部門までお問い合せ下さい。

（１）特許基礎セミナー
日

時：9 月４日（月）

内

容：特許に関する初心者向けセミナー。条約を含めた特許制度の基礎知識を解説します。

10:30～15:30

発明の把握、発明を特許権とし適切に保護するための特許請求の範囲等の出願書面作成の
基本的事項を学びます。
講

師：下田 一弘

場

所：鳥取大学 工学部 ものづくり教育実践センター（鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地）

客員教授・弁理士（下田知財経営綜合事務所）

定

員：10 名程度
Paten

（２）特許検索セミナー
日

時：9 月５日（火）

10:30～15:30

内

容：特許検索の初心者向けセミナー。特許審査と特許要件（新規性，進歩性）について

解説し、特許要件を満たす特許出願をするための先行技術調査の基本的な考え方を解説します。
特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を使った特許検索演習によって、特許検索の基礎を
学びます。
講

師：下田 一弘

客員教授・弁理士（下田知財経営綜合事務所）

場

所：鳥取大学 工学部 ものづくり教育実践センター（鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地）

定

員：10 名程度

（３）インターンシップ実務実習
日

時：9 月 1１日（月）～1３日（水）

9:30～17:00

※最終日は 15 時まで

内

容：特許事務所における実務的実習を通して、特許等の書類作成や各種手続き方法、

特許成立の過程等について学びます。
講

師：冨田 憲史

客員教授・弁理士ほか（青山特許事務所）

場

所：青山特許事務所（大阪市北区角田町 8 番 1 号

定

員：3 名以内

梅田阪急ビルオフィスタワー）

※実務実習(3)にご参加の方は、セミナー(1)(2)も原則受講して下さい。
(1)～(3)の全てのコースを受講された方には「修了証書」を発行します。

◆各コースの対象：大学生、大学院生、大学等教職員
◆費用：参加費は無料。旅費のみ各自でご負担下さい。（詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい）
◆申込方法：募集ホームページ http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/chizaiseeds/seminar/ に掲載の
「実施要項」と「実施計画」をご確認の上、「応募用紙」を下記の申込み先へ、所属部局の教務係等を
通じて提出して下さい。
◆申込締切り：8 月７日（月）

【申込み・問合せ先】鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門
〒680-8550 鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地
TEL：0857-31-6000

FAX：0857-31-5474

E-mail：chizai@ml.adm.tottori-u.ac.jp
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鳥取大学産学・地域連携推進機構では、鳥取県内全体の知財スキルアップを目指し、
6月から8月にかけて知財教育セミナーを4回開催します。企業・大学・高専で研究開発に
従事されている研究者・エンジニアや知的財産に係わりのある教員・職員の方々はもちろん、
学生や一般の方の参加も歓迎いたします。知的財産に関心のある方はぜひご参加ください。
なお、本知財教育セミナーはさんさんコンソ（中国地域産学官連携コンソーシアム）と連携し、
岡山大学からWEB配信を受けて実施します。

6/1（木）

6/29（木）
■知財実務教育１（Ａ2 コース／中・上級）

■「知財基礎教育」（A1 コース／初級）
【日

【日

時】６月０１日（木）13:00～16:30

時】６月２９日（木）13:00～16:30

【講義内容】特許管理の実務に焦点を絞った中・上

【講義内容】特許、実用新案、意匠、商標等の知財

級知財教育セミナーです。

全般にわたる解説。初めて知財に関連する研修を

◆「特許制度と特許要件」

受講したい方にも、わかりやすい内容の初心者向

…発明が特許されるためには。

けセミナーです。

◆「特許出願に必要な書類作成」

※「知的財産管理技能検定(３級)」試験の勉強にも

…明細書の記載方法について。

役立ちます。

8/24（木）

7/20（木）
■知財実務教育２（Ａ3 コース／中・上級）
【日

■知財実務教育３（Ａ4 コース／中・上級）

時】７月２０日（木）13:00～16:30

【日

【講義内容】特許管理の実務に焦点を絞った

時】８月２４日（木）13:00～16:30

【講義内容】特許管理の実務に焦点を絞った

中・上級知財教育セミナー。

中・上級知財教育セミナー。

◆「請求項作成演習」

◆「特許権の権利解釈について」

…明細書を読んで請求項を作成してみよう。

…特許権の権利範囲について考えよう。

◆「日本及び外国での審査手続」

◆「特許権侵害対策・他者特許対策」

…どのような審査手続で特許されるのか。

…特許権を用いた攻めと守り。

【セミナーのお申し込み・お問い合せ先】
知的財産管理運用部門
電話番号:(0857)31-6000 (内線:2765)
E-mail:chizai＠ml.adm.tottori-u.ac.jp
【会 場】
鳥取大学 産学・地域連携推進機構２階 研修室
鳥取県鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地
【講師】せとうち国際特許事務所
中務茂樹弁理士

＊駐車場ご利用の方は
お申し出ください。
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○クレーム
特許に関して、クレームといえば「特許請求の範囲」をいいます。特許出願書類の中で、一番重要な
項目であり、発明についてどのような権利範囲を求めるのかを記載します。クレームの記載が発明を特
定することに対して不十分又は不備がある場合、適切に特許発明が保護されません。またクレームに記
載する内容は、明細書により十分に効果が裏付けされたものでなくてはならないなど、特許出願に必要
な書類には、夫々記載に必要な要件が定められています。
クレームの書き方を勉強すると、特許性を理解することにもつながります。

○パテントマップ
パテントマップは、これまで蓄積された膨大な特許情報から特定の技術分野、テーマに沿って、情報
を抽出・分析し、図面、表やグラフなど視覚的に表現したものです。事業性評価に対して有益な技術動
向調査や研究開発の方向性や課題の整理、解決方法の摸索などで使用されています。一般的にパテント
マップには、出願日など特許に関するデータをまとめた統計解析パテントマップと、特許の技術的内容
をまとめた内容解析パテントマップに大別されます。
具体的な例として、特許庁において毎年特定のテーマでパテントマップを利用した技術動向調査が公
開されています。ぜひ、ご確認ください。

参考） 特許庁 特許出願技術動向調査等報告書
https://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm

5 月の件数
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＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊
我が家では朝食に納豆を食べる事が多いのですが、先日スーパーで新商品を見つけ
たので購入してみました。その商品はメーカー所有の健康をサポートする特許取得
菌採用、
かつ付属のたれには他社の登録商標されている乳酸菌を使用しているとの
事。２つの知的財産が詰まった商品でした。知的財産はこのように意外と身近な存
在です。
今月は知的財産についてのインターンシップとセミナーについてご案内し
ております。ご興味のある方のご応募、ご連絡をお待ちしております。

＊＊＊ 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・准教授）TEL：0859-38-6496(直通)
（又は内線（米子）6496）
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@ml.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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