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～干潟星雲(M8)～

夏の銀河の濃い領域にある散光
星雲です。
露出の異なる写真を使って、
明るい領域が露出過多になるの
を防ぎ、微細な構造を映し出し
ています。
※2017.05/20 撮影
EOS60Da,φ13cm 反射望遠鏡で
撮影、光害対策フィルタ使用。
[60 秒,30 秒(ISO6400),30 秒
(ISO3200)画像各 10 枚を処理]

撮影者：三須幸一郎（知財部門長）

◆８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

弁理士

相談員:冨田

(機能性材料・バイオ・太陽電池他)

憲史

弁理士

(医獣・バイオ関係)

日時：８月９日（水）１３:００より

日時：８月８日（火）１３:３０より

場所：産学・地域連携推進機構１階多目的室

場所：総合研究棟
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産学・地域連携推進機構 イベント案内

イノベーション・ジャパン 2017－大学見本市
日時

場所

８月３１日（木） 9：30～17：30
９月

入場無料（事前登録制）

１日（金）10：00～17：00

東京ビッグサイト

東 1 ホール、東４ホール（東京都江東区有明有明 3-11-1）

■8 月 31 日：13：50 「製造ビッグデータの確率推論によるリアルタイム・リスクアセスメント」
（東 4 ホール）

工学研究科 情報エレクトロニクス専攻 北村 章 教授

■9 月 1 日：12：35 「次世代遺伝子導入技「人工染色体技術」の限りない可能性」
（東 1 ホール）

染色体工学研究センター バイオモデル動物開発部門 香月 康宏 准教授

※事前登録は右記 URL より行えます。http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/entry.html

国際フロンティア産業メッセ 2017
日時

２０１７年９月７日（木）～８日（金）10：00～17：00
神戸国際展示場

場所

１・２号館（神戸ポートアイランド）

（神戸市中央区港島中町 6 丁目 11-1）

鳥取発産学連携成果の紹介－伯州綿製品他

鳥取大学/和歌山大学合同ビジネス連携交流会
日時

2017 年 9 月 19 日（火）13:00～16:40

参加費無料

グランフロント大阪カンファレンスルームタワーC
場所

RoomC05

(大阪市北区大深町 3-1 大阪タワー８階)

■13:25～13:40 「GPU を用いた画像処理」
工学学研究科システムデザイン研究室

三柴数准教授

■13:40～13:55 「人とのインタラクションを可能にする技術
工学研究科メディア理解研究室 岩井儀雄教授
■13:55～14:10 「バスネットシステムについて」
工学研究科計算機応用研究室 菅原一孔教授
■14:10～14:25 「ビジュアルセンサを用いた車椅子移動支援ロボットの開発」
工学研究科知能システム制御研究室 竹森史暁教授
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募集して
います!!
募集を行っている、知的財産インターンシップですが、申込締切を 8 月 7 日（月）までとし
ています。(3)インターンシップ実習は 3 名以内と少人数で募集していますが、(1)特許基礎セ
ミナー、(2)特許検索セミナーは 10 名程度募集しています。参加をご希望の方は、申込締切日
を過ぎていましても、知的財産管理運用部門までお問合せ下さい。この機会に知的財産の世界
に触れてみませんか？たくさんのお申込みをお待ちしています！！
【コース】
（1）特許基礎セミナー
（2）特許検索セミナー
（3）インターンシップ実務実習

日時： 9 月 4 日(月) 10:30～15:30
日時： 9 月 5 日(火) 10:30～15:30
期間： 9 月 11 日(月)～13 日(水)

【会 場】
(1)(2)セミナー：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）
(3)実 務 実 習 ：青山特許事務所
（大阪市北区角田町 8 番 1 号 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。
【申込締切り】

８月 7 日（月）

◆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、食事代、滞在費、保険料等の経費は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。

(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。

【申込み・問合せ先】

電

話：0857-31-6000

鳥取大学 産学・地域連携推進機構 知的財産管理運用部門

FAX ：0857-31-5474

（〒680-8550

Email：chizai@ml.adm.tottori-u.ac.jp

鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地）
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分割出願
分割出願とは、二以上の発明を包含する特許出願の一部、又は出願当初の明細書や
図面に記載されている発明を新たな特許出願として出願することをいいます。分割出願
は、元の出願の出願当初の明細書等に記載された範囲内で出願することでき、その出願
日は、分割出願の日ではなく、元の出願日であるとみなされます。
なお分割の要件を満たせば、含まれる発明の数だけ、複数回行うことが可能です。
本学の特許出願においても、主に特許要件である単一性保持違反の解消や特許性が
否定された請求項について権利化を目指す場合などで分割出願を行っています。
参考：特許庁ＨＰ 審査基準

（分割出願のイメージ）

元の出願

分割出願

分割出願

7 月の件数
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毎年、言っているような気がしますが今年は特に暑いですね。
また、全国各地で急な豪雨等の異常気象も多く、この度の思わぬ豪雨により被
害にあわれた皆様におかれましてはお見舞い申し上げます。最低限の備えは必
要とここ近年切に思います。

＊＊＊ 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）
場 所： 産学・地域連携推進機構 2F 知的財産管理運用部門
相談員： 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 米子地区地域連携部門
（医学部アレスコ棟 6F）
E-mail アドレス： chizai@ml.adm.tottori-u.ac.jp（米子、鳥取共通）
FAX：0857-31-5474（又は内線 2771）※鳥取地区
産学・地域連携推進機構 HP：http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/
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