研究推進機構

135 号

知財ニュース

(通番 164 号)
2018 年 6 月刊

【木星】夜の南空方向に一番明るく見えているのが木星です。大赤斑が見える時間帯を狙って撮影しました。
衛星も 2 つ写っています。
（2018.05/11,EOS-M,φ13cm 反射望遠鏡で撮影）[動画で撮影した画像 11667 枚を処理]
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◆６月の特許相談会
※今月は米子地区で開催いたします。

【米子地区】

【米子地区】
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：６月６日（水）１３:３０より

日時：６月７日（木）１３:３０より

場所：第２中央診療棟３階

場所：アレスコ棟６階

病院 TV 会議室
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◆相談件数

※医学部…医学系研究科、附属病院を含む

◆発明届出数（特許のみ）

※工学部…工学研究科、工学部附属 GSC センターを含む

◆発明届出数（特許のみ）の学部別割合、発明届出件数のうちの単独出願及び共同出願割合
その他
研究施設
15%

単独出願
15%

る相談件数は 141 件、発明届出数は 40 件で

医学部
35%
農学部
15%

平成 29 年度の知財部門における発明に関す

した。件数が突出して多かった昨年度より
少ないですが、27 年度とほぼ同等の件数で

工学部
35%

共同出願
85%

す。学部別の割合や、共同出願と単独出願
の割合は昨年度とほぼ同じでした。
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平成３０年度鳥取大学大学院

募集人数20名

持続性社会創生科学研究科 講義「起業・知財論」
場

所

工学部講堂

時

限 月曜 第２時限（１０：３０～１２：００）

研究成果の事業化や研究開発等について得ておくべき知識として、知的財産権制度、イノ
ベーション政策、ベンチャー企業等について、最新の社会情勢や動向等をふまえ、外部より
専門家を迎えてオムニバス形式による全８回の講義を行います
【第１回】６月１８日（月）

【第５回】7月１７日（月）

山岸 大輔（鳥取大学研究推進機構 准教授）

下田 一弘（下田知財経営綜合事務所所長、弁理士）

知的財産権の基礎とその活用

イノベーションを実現するモノづくり

講義ガイダンス、知的財産に関する効率的研究開発と
有効な知的財産権の保護、鳥取大学の知的財産の活用
事例について

フラットパネルディスプレイ用光学フィルム、大学
発ベンチャーから生まれた色素増感太陽電池を事例
として、イノベーションを実現するためにモノづく
りに必要なこと
【第６回】7月２３日（月）

【第2回】６月25日（月）

後谷 陽一（特許庁 審査第三部長）

前波 晴彦（鳥取大学地域価値創造研究教育機構 准教授）

大学や企業を巡るイノベーションや
事業展開と、政府の動向

科学技術イノベーションと地域

政府の知的財産やイノベーションに関する政策の背景
や目指す方向性など、イノベーションや事業展開の事
例より、どのようなことに注意しながら産学の連携や
起業に繋げていくかについて

科学や技術に基づいたイノベーションによって国際競
争力を強化しようとする潮流が世界的にみられ、日本
も例外ではない。科学・技術・イノベーションの関係
や、「地方創生」政策との関連等について

【第３回】７月2日（月）

【第７回】7月３０日（月）

冨田 憲史（青山特許事務所パートナー、弁理士）

芦原 康裕（京都大学産官学連携本部本部長室長、特任教授）
京大における産学連携活動と
ベンチャー起業支援について

発明を活かそう
研究成果としての発明をうまく活用するための施策や
制度について

【第８回】８月６日（月）

【第４回】７月９日（月）

根本 義久

京都大学における産学連携活動の事例、及びベン
チャー起業支援について

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
管理部長

三須 幸一郎（鳥取大学研究推進機構 教授）

起業の手引き「企業設立に必要なこととは」

知的財産権における工業製品への展開

最先端の研究開発の社会実装の手段となる「事業
化」を遂行していくため、必要な研究開発や知的財産
権のあり方、とくに “ベンチャー企業創設による事
業化プロセス（投資をいかに受けるか）”について

工業製品を例に、知的財産権がどのように製品に関
係するかについて

お申込み・お問合せ

鳥取大学学生部 教育支援課教務企画係 TEL
０８５7－３１－６773
E-MAIL st-kyokikaku@adm.tottori-u.ac.jp

申込受付期間
•各授業科目の初回開講日1週間前から前日まで
申込受付は先着順にて、定員になり次第締め切らせていただきます。
•受講料 1科目7,400円 （全８回のうち1～２回受講の場合は無料）

詳細はHP（公開授業講座）をご確認ください。
https://www.tottori-u.ac.jp/koukaijugyo/

鳥取大学では、岡山大学と Web 中継にて開催します。
【場

所】鳥取大学

【参加費】いずれも無料【講

研究推進機構２階

研修室

師】せとうち国際特許事務所 中務茂樹弁理士

【セミナーのお申し込み・お問い合せ先】研究推進機構
TEL : (0857)31-6000 (内線:2765)

研究戦略室（知財）

E-mail : chizai@ml.adm.tottori-u.ac.jp

※開催日の１ヶ月前から申込受付を開始します。※駐車場ご利用の方は、事前にお申し出ください。
知財基礎教育（A1 コース／初級）

日

時：２０１８年５月３０日（水）１３：００～１６：３０

【講義内容】特許、実用新案、意匠、商標等の知財全般にわたる解説。※終了いたしました
知財実務教育１（Ａ2 コース／中・上級）

日

時：６月２２日（金）１３：００～１６：３０

【講義内容】・「特許制度と特許要件」・・・発明が特許されるためには
・「特許出願に必要な書類作成」・・・明細書の記載方法について
知財実務教育２（Ａ3 コース／中・上級）

日

時：７月１９日（木）１３：００～１６：３０

【講義内容】・「請求項作成演習」・・・明細書を読んで請求項を作成してみよう
・「日本及び外国での審査手続」・・・どのような審査手続で特許されるのか
知財実務教育３（Ａ4 コース／中・上級）

日

時：８月２２日（水）１３：００～１６：３０

【講義内容】・「特許権の権利解釈について」・・・特許権の権利範囲について考えよう
・「特許権侵害対策・他者特許対策」・・・特許権を用いた攻めと守り

5 月の件数

＊＊＊ 編集後記 ＊＊＊
知的財産インターンシップにご興味のある方、参加されたい方は
下記連絡先までお問い合わせください☺
＊＊＊刊 行 物 ＊＊＊
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＊＊＊ 特 許 等 の 相 談 ＊＊＊
相談員： 三須 幸一郎 教授
TEL：0857-31-6000(直通)（又は内線 2765）
場 所：研究推進機構 2F 研究戦略室
相談員： 山岸 大輔 准教授
TEL：0859-38-6496(直通)（又は内線（米子）6496）
場 所：研究推進機構 （米子地区、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
研究推進機構 HP：http://www.cjrd.tottori-u.ac.jp/
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