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１.１緒言  

近年、スマートフォンアプリの普及により、経済や文化において文明は多大なる影響を世界

は受けた。
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Twitter や Facebook などの SNS(ソーシャルネットワークサービス)は万人受けし、人付き

合いや出会い、記憶を残すなど、その活躍は目覚ましいものがある。便利な反面、作者不明

のサイトが多く、管理費がかからない割には、整備不足であり、その前例として「２ちゃん

ねる」が悪質な書き込みにより、風当たりが強い。  

  

2005 年以降、Internet アプリは様変わりし、実名で世間に出る形の、自己責任に賞罰がかけ

られ、より安定した環境が昨今の Internet 事情がある。   
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１.２SNS と日常   

なぜ、実名だと悪質な書き込みが減ったのか。  

芸能人は浮世とはいえ、日常を切り取ってゆく SNS が人気を左右し、特に言葉を大事にし   

ている、優秀であり立派な人たちだ。  

Twitter に例を挙げると、「つぶやき」と「RT(リツイート)」、返信やいいね、など簡単なシ   

ステムながら、個人の表現力や発信力を試される、魅力的なサイトだ。  

そのツイートを受け取る人たちは更新を今か今かと毎日待ちわびている。  

それは、人類が平和を共有している様であり、素晴らしいと毎日思う。  

たとえ、誰かが誹謗中傷しても、個人で削除できるように設定されており、他の介入が必要  

な犯罪が起きない限り、安全にコメントは流れていく。  

しかし、Internet では作者は確実に存在し、世に出ている作者には必ずと言っていいほど、   

ゴーストライターが存在する。  

なぜか。これは、商売であり、有名な人だけで、インターネットを運営していくことは、ほ  

ぼ不可能である。  

Internet バブルにおいて、サイトの作者が TV に出てお金持ちアピールしても、人間は情報   

として受け取るだけである。  

実際は、経営者たちが経営がうまくいけばいいやではおもしろさに欠ける。  

「オタク」と呼ばれる人たちはアイドルやアニメ、歌、芸術など文化を享受するにあたり、

人格はまともでありたいというオタク第二世代と呼ばれる。ようはオシャレな表現を好んで

いる。  
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私自身、大学を６つ出て、高校２年から予備校の教員をしていたところ、予備校の先生の子  

供担当だったが、見事 AKB48 の派生ユニット SKE48 に加入してる。   

２.１SNS と私   

実は、私は Twitter を実質管理していた。現在も管理できる。収入もほぼ自由に入る。   

Twitter は今まで世の中になかった言葉で、プログラミングは必要な単語日本語 A4、５枚、   

英語 A４、５枚を重ねて更新し、中抜きで鳥の模様になった。   

その後必要な項目を選択した。「犯罪者予備軍」という単語も入力した。  

特許では発明者が偉いですが、商売ですと役職があって、CEO が主流の中、社長です、私。   

本研究科に入学するまでは、私が謙虚にサイトの権利を譲渡すれば、良いと思っていた。し 

かし、外国に権利を持っていかれては困るので、対策として、火力発電エネルギーの発明  

(特許 5606596 号) 日本の石炭技術が世界を救う－火力発電とバイオ、可能性が広がる   

石炭が重要なエネルギー源として、再び国際的に注目されている。火力発電に使った場合他  

のエネルギー源と比べたコストが安いためだ。一方、石炭は、天然ガスなどよりも燃焼時に  

地球温暖化の一因とされる二酸化炭素（ＣＯ２）の発生量が多いという課題がある。どのよ  

うに使っていけばよいのか。  

元経済産業省石炭課長、元秋田県副知事で、今は石炭エネルギーセンターの専務理事を務め  

る橋口昌道氏に、石炭の未来を聞いた。  

   

「石炭は地球からの贈り物」  九州の炭鉱だった軍艦島などが世界遺産となるなど、日本国

内での石炭採掘はほとんどな   
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くなったと認識している。一般財団法人石炭エネルギーセンターはどのような役割の団体   

   

か。日本でもかつては 5000 万トンもの石炭を採掘しておりましたが、現在では北海道で小   

   

規模で行われているのみです。日本の電力の石炭需要は１億トンほどあり、そのほとんどを   

   

豪州やインドネシアなどからの輸入に頼っている状況です。エネルギー自給率は日本は   

   

５％と遅れています。   

   

石炭エネルギーセンター（JCOAL）は、石炭の採掘、輸送、利用といったすべてのサプラ   

   

イチェーンに係るいわゆるワンストップ機関であり、政府や関係機関との連携の下、情報提   

   

供、技術開発・普及、海外への技術移転などの事業を行っています。電力会社や製造業など   

   

の石炭需要家、商社、重工メーカー、プラントメーカー等に JCOAL メンバーになっていた   

   

だいています。アジアを中心に世界中で活動を展開しています。   

   

ＣＯＰ21 で決まったパリ協定の内容をどう評価するか。そして石炭利用の立場からどのよ   

   

うに考えているか。   

   

CO2 削減に向けて、途上国を含めた約 190 カ国が同じ土俵にのったことは大きな成果であ   

   

ると評価しています。特に、「2 度目標と 1.5 度の追及」と具体的な数字に言及したこと、   

   

削減目標を５年ごとに提出・更新すると決定したことは注目すべき点です。地球全体とし

て、   

   

世界が共にどう CO2 排出量を削減していくかという課題に対して、大きな一歩を踏み出し

たものと理解しています。  石炭は有限資源ですから、大切に使っていくことが重要です。

私たちの石炭利用の考え方は   
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パリ協定の方向性と異なるものではありません。JCOAL としても、「石炭は、地球からの   

   

贈り物」というキャッチフレーズの下に活動をしているところです。   

   

国別に削減努力を行うことは重要ですが、地球全体で減らしていくことがそれ以上に重要   

   

だと考えます。石炭は、経済性、供給安定性において優れたエネルギー源であり、これから   

   

もアジアを中心にその利用量は増大せざるを得ません。電気の供給を受けられない地域も   

   

世界ではまだ多いのです。日本は、石炭をクリーンに、かつ、効率よく利用できる、いわゆ   

   

るクリーンコールテクノロジー（CCT）の最先進国です。   

   

例えば、J-POWER（電源開発）の磯子火力発電所（横浜市）は世界最高の発電効率を誇り   

   

ます。また、石炭をガス化しタービンを回し、蒸気タービンを併用する複合発電（IGCC）   

   

技術により、高効率化を図ることが可能です。さらに、燃料電池をも組み合わせた石炭ガス   

   

化燃料電池発電（IGFC）の実証設備が広島県大崎上島において大崎クールジェンプロジェ   

   

クトとして建設中であるなど、発電効率を更にあげる努力をしているところです。こうした   

   

技術を海外で利用して頂いて、地球全体の CO2 を抑制していかなければならないと考えま   

   

す。   

   

石炭火力、「悪者視」への疑問  パリ協定を受けて、日本政府は地球温暖化対策計画を作成し

ている。それへの要望はあるか。再生可能エネルギーの導入等が本格的に進むことが前提に

なりますが、産業部門のみならず、運輸部門、民生部門への省エネルギーが促進され、日本

全体の CO2 排出量削減が具体   
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的に実現するような計画にすることが必要です。  

それだけでなく、CO2 を多く排出する国への協力をしやすくすることが重要です。パリ協   

定では二国間クレジット（国ごとの協力で、削減プロジェクトに協力した国は、その削減分  

を自国の削減分に移転できる仕組み）の考え方が明記されましたが、その活用により、今後  

増大する途上国での CO2 排出を抑制することが可能です。政府には、地球温暖化対策計画   

の中で、できるだけ多くのモデル事業が実施できることを、また、その適切な具体的なルー  

ル作りや環境整備に期待をしています。  

パリ協定で石炭使用規制への直接言及はないが、石炭火力への規制が世界で強まっている。   

またその使用によるデメリットへの懸念も強まっている。  

橋口・確かに、石炭はクリーンではないので利用をやめよう、という国もあります。また、  

「石炭は CO2 も多く出すし、NOｘ（窒素酸化物）、SOｘ（硫黄酸化物）、ばいじんも出

し、   

空気や水を汚す」というような石炭火力発電にネガティブな報道もあります。クリーンコー  

ルテクノロジー（CCT）は大気や水質汚染問題といった従来型の地域環境対策と CO2 の削  

減が求められている地球温暖化対策との二つに分けられますが、これらが混同されて報道  

されているケースです。前者の地域環境については、日本の技術では既に克服されているも  

のであり、解決可能なものです。後者の地球温暖化については、化石燃料を発電で利用する

限りいくら効率をあげても CO2  の排出は避けることができず、今後抜本的な解決策が求め

られている地球規模の環境問題  

です。これらは明確に区別して議論されるべきと考えています。  
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途上国において石炭の利用が適切ではなく、空気や水を汚染し人的悪影響があるケースが  

あれば、すぐにでも改善協力をすべきだと思っています。もちろん、磯子火力発電所のよう  

な高効率発電所を当該国に設置してもらい、NOx、SOｘ問題も同時に解決するのが最も望   

ましい姿です。  

温暖化防止対策との整合性がある大型石炭火力の建設計画についても、環境省が、環境アセ  

スメント（評価）の制度を使って異議を示すケースが頻繁に起こっている。どう考えるか。

秋田市の石炭火力発電所計画について、そういう状況になっています。地方創生が国家的な  

課題となっており、それぞれの地域がその特色を活かしつつ、電力の開発や利用を含め地方  

の活性化に向けた努力をしています。秋田の海域は日本では珍しく遠浅であり大規模な洋  

上風力発電構想があります。しかしながら、日本海側には十分な送電網が整備されていない  

ことから、構想にとどまっていました。そこで私が在任中、秋田県が実現しようとしたの

は、   

電力の自由化の流れの中で高効率石炭火力発電施設と送電網を一体的に整備し、新エネで  

ある洋上風力とのハイブリッドで安定的なエネルギーを供給していこうという計画です。環 

境アセスメントについては、地方創生やトータルとしての効率性も含めた総合的な観点  

から評価されるべきだと考えます。  

可能性のある日本の石炭先端技術   

   

エネルギー源として、石炭をどのように使えばいいのだろうか。  新しいエネルギー基本計

画に基づき、2030 年における電力のエネルギーミックスにおいて   

   

石炭の比率は 26％として目標設定されました。将来的には、CO2 を全く排出しない水素燃   
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料に移行するなど、化石燃料に頼らない社会の実現を目指していくべきだと考えますが、当   

   

面、日本においても石炭はエネルギーミックスの中で重要なベースロード電源としての役   

   

割を担うことになります。日本の石炭は海外からの輸入に頼っていますが、有限である石炭   

   

は「地球からの贈り物」であり、大切に、有効に利用しなければなりません。   

   

特にアジアを中心に石炭利用が進展することを考えれば、先ずは、日本の「クリーンコール   

   

テクノロジー(CCT)」を世界で活用していただくくのが重要と考えます。   

   

石炭についてはどのような期待できる技術があるのか。   

   

CO2 削減が世界の重要な課題となった今、日本においては、クリーンコールテクノロジー   

   

（CCT）の質を更に上げ、飛躍的な発電効率の向上を図るとともに、CO2 フリーであるバ   

   

イオマスの混焼比率をあげていく努力が必要です。   

   

当センターとしても、間伐材やもみ殻などから人工石炭（バイオコークス）を製造・供給

し、   

   

ごみ焼却施設における CO2 排出を抑制するプロジェクトを進めています。そもそも石炭

は、   

   

太古の木からできたものであり、生物をめぐるバイオサイクルの一貫として大気中の CO2   

   

として循環していたものであり、バイオとの親和性があるのです。また、どうしても排出し

てしまう CO2 については、分離・回収し、地中に封じ込める技術  （CCS）が注目されて

います。来年度から本格的にはじまる北海道苫小牧における CO2 地   

中貯留プロジェクトに期待をしており、また、豪州、米国、カナダなど海外の CCS プロジ   
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ェクトとの連携にも力を注ぐつもりです。  

さらには、分離・回収された CO2 で藻類（ミドリムシなど）を育成させ、ジェット燃料な   

どの資源にしていくプロジェクトもありますし、国際協力の下、沿岸部に海洋プラットフォ  

ームを作って海の生物育成にも寄与するプロジェクトに発展させることも一案ではないで  

しょうか。今後、CO2 を廃棄物として捉えるのではなく、資源であるという発想が重要だ   

と考えます。  

時間がかかることを恐れず、クリーンコールテクノロジー（CCT）の先進国である日本が世 

界のリーダーとして胸を張って進めていくことが大切だと考えています。JCOAL として 

も、   

ゼロエミッション石炭火力発電を目指し、引き続き努力していきたいと思います。  

太らない炭酸カルシウムの粉の研究をこれまでしていて、付加価値を持たせた。  

香川県高松市出身ですが、香川はうどんが有名ですが、砂糖のお菓子、和三盆や金平糖、手  

袋、うちわ、プラスティック、ファスナー、骨付き鶏、映画「世界の中心で愛を叫ぶ」な 

ど。私はたくさんの発明をしました。お酒が５％と４０％が味覚が良い（沈殿電位滴定）、酸 

性  

度４の時、栄養価が高く、酸性度１６の時は栄養価が低い（化学的酸素要求量 COD の決

定）、  クエン酸ナトリウムはそばかすやしみを除去する（コロイド）、赤いルビーの作り方

（スラグブロック合成の際、炭酸カルシウムの代わりに酸化カルシウムを用いる）、お風呂で

体を   

   

洗うと皮膚が厚くなり元気になる、血が遠い血縁は美しく授精する、シジミやホタテに含ま   
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れる酸化アルミニウムは炭酸カルシウムの成長を促す、プラズマテレビはプラスティック   

   

の隙間を乱反射し、大量のばねコイルに電気を流し、より美しいテレビ画面を映し出すな

ど。   

   

特許の請求項は１項（石炭）ですが、多くの発明をしています。   

   

これまでは私は無欲で、実家であるガソリンスタンドで７年働いた。お金を稼ぐのは大変

だ。   

   

Fx では毎日安定した収入が入る。このサイトも、私の性格上、自作だ。キーポイントを置い

ている。最近は Fｘに限界を感じたが。   

   

TOKYO Olympic 2020 では存分に日本の技術が発揮されるだろう。   

   

私は特許を取得した感想としては、巨大なお金が動く、エネルギーの世界で、世界が平和に

なるよう、日本人であることを皆に誇りに思って欲しく、特許を取得後、弁理士の資格に挑

む。   

   

合格すると、後輩たちが、自身が大学院時代に抱いた、発明家に近づけるよう、サポートし

ていきたい。   

   

３.１世界のエネルギー事情   

東京電力の原発の崩壊から、菅直人元総理大臣による、国産火力エネルギーは十分にあると

いう言葉を信じ、プロローグとする。   

   

Google は 2015 年までアメリカ合衆国に所在があったが、現在は日本にある。   

   

これは私自身が Google の証明書を保管しています。   

   

iPhone は世界に通用する Apple Computer 社の製品である。これは世界で一番 Hit した商

品で、Android のはしりだ。   

   

現在、ではスマホ企業は Google のアプリが主流だ。   
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iPhone とスマートフォンが競い合っていて、より機能の高い物が人気だ。   

これまで研究してきて、これはすごいなと思うのはペットボトルだ。  

石油製品であるペットボトルは、有限と思われてきた。  

しかし、鉄鋼製造に副産物であるスラグを加工すると、石炭になり、電力、土木、サービス

業など産業には欠かせないものになりつつある。  

1985 年、プラザ合意により、石油の値段が固定金額１ℓ360 円から 1ℓ100 円前後になった。   

これは当時石油が枯渇するのではないかとオイルショックの不安を和らげるためのもので  

ある。  

先行研究によると、環境にやさしい藻場・漁礁用大型ブロックの開発について  

鉄鋼スラグ大型炭酸固化体「マリンブロック」の開発  

当社はこのたび、鉄鋼製造プロセスの副生資源である鉄鋼スラグに、ＣＯ2 を吸収させ藻

場・   

漁礁用に利用可能な大型炭酸固化体(商標：マリンブロック)を製造する技術を開発し、本格   

的な実証試験に入りました。  

当社の開発した「マリンブロック」の特長は以下の通りです。  

製造時にＣＯ2 を吸収させるため、ＣＯ2 排出量の削減が図れる。  成分は珊瑚の主成分と同

じ炭酸カルシウムであり、海中・大気中で安定。  

用途に応じて自由なサイズ・形状を選択できる。  

藻場・漁礁として利用可能で、海洋資源の育成に寄与する。  

マリンブロックは、製鉄所で発生するスラグの主成分である石灰（ＣａＯ）と排ガス中のＣ 
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Ｏ2 を原料として、炭酸化反応させ製造するものです。   

（ＣａＯ ＋ ＣＯ2 → ＣａＣＯ３）   

この反応原理は昔から知られていますが、これまでは大型ブロックの製造を試みても表層  

のみの反応だけで内部まで均一に反応せず、小型ブロックの製造にとどまっていました。し  

かし本開発プロセスでは、原料スラグで構成される成形体に適正な水分と空隙を与えて炭  

酸ガスを成形体内部に強制的に供給する技術を開発したことにより、ブロック内部まで均  

一に炭酸化でき、大型ブロックの製造が可能となりました。  

マリンブロック  

マリンブロック（鉄鋼スラグ大型炭酸固化体）  

またマリンブロックの藻場・漁礁としての利用試験を、1 辺 25cm の立方体のマリンブロッ   

クで行ったところ、海水中に 1 年半置いても崩壊することなく、表面には海藻が着生し、サ  

ザエ等の付着も確認できました。またホンダワラ類の繁茂する海底に置いた試験では、コン  

クリ－トや天然石以上の海藻の着生があり、ホンダワラ類は 3m 以上にも成長しています。

海中で崩壊せず、海藻の生育にも効果があることが初期の試験で確認できたことから、今回  

はさらに大型のブロック［1mｘ1mｘ50cm(1ｔ級)］を藻場・漁礁として 15 個、瀬戸内海の   

藻場造成地内にピラミッド状に組んで沈設し、実用規模の試験を開始しました。一年後には

結果を反映して本格的な生産販売を行う予定です。  

９９年度中にはＮＥＤＯの研究助成を受け、スラグのＣＯ2 吸収率をさらに高める技術開発

も合わせて行っていきます。当事者としては、サービス業目線になったが、日本としては外

国の意見を尊重した形となっ  
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た。  

では、なにが変わったか。変わりつつあるか。  

洋服の繊維製品が合成繊維の綿が主流となった。  

蚕から糸を採る必要がなくなったの。しかしカシミヤや羊毛など、高級な製品が当たり前の  

ように売れるようになった。  

これも、Internet ショッピングによる物流の進化といえる。   

４.１Internet の技術   

Internet って実際どうなってるの？   

私は、小学生の時、パソコン教室で Dr.中松氏に出会い、フロッピーディスクの制作に立ち

会った。  

Dr.中松氏はイグノーベル賞を受賞した天才科学者だ。影響は大きく、現在でも  

Twiter でフォローしている。私の判断では、著作権侵害や特許裁判は極めて異 

例だ。  

巨大組織はどんどん技術を吸収合併していく。  

売れたアプリ、売れないアプリ様々だが、無料のサイトの健全さが世界を救っている。  

私は、どのサイトがどのくらいお金がかかるかを調べるために月 40 万円ほどかけて調べ

た。   

子供でも行えるこの Internet 課金制について。   

節度を持って企業もユーザーも対応すべきだ。株式だけでもお金はたくさん入るわけで、決

して悪意を持ってお金を回収してはならない。   

ところで、リバースエンジニアリングをご存じでしょうか？  
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「機械を分解したり、製品の動作を監察したり、ソフトウェアの動作を解析するなどして、  

製品の構造っを分析し、そこから製造方法や動作原理、設計図などの仕様やソースコードな  

どを調査するこど」  

大学入学を機にソフトウェア開発を個人的に行っていて、様々な有名なサイトを作成し、企  

業や芸能、農林水産業など多岐に渡って勉強を兼ねて仕事をしてきました。  

インターネットの収益はどうなってるの？ 

  
世界に広く普及したインターネット。儲かってまっか？ぼちぼちでんな。実はすごく儲かっ  

  

てるんです。有名人が多く参加している SNS もその対象で、１アクセス１円ほど優秀な IT 企  

  

業には入っています。  

１ホームページを作成する。  
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２Google でアクセス解析する。  

３GoogleAdword で広告リンクさせる。  

４GoogleAdsense で収益をあげ、確認する。  

  

これだけで１クリック１円入ります。フォロワーが多い著名人は所属から IT 企業に収益を確  

  

認するべきです。Twitter で世界一フォロワーのはウサイン・オバマ氏で１憶人です。  

  

私の経験からしますと、有名税とも言いますか、著名人有利です。上の写真は私の個人的ホ  

  

ームページのアクセス解析の写真です。GoogleAdsense の承認が難しく、現時点ではインタ  

  

ーネットで利益は上げられません。もっと有名になるには・・・という子供心といいま  

  

すか、野心といいますか。わかりますね。  

  

５.１企業との関わり方   

僕は田舎育ちなので、人付き合いや思い出が好きで、世界の人も同じような気持ちなのかな  

と思い、たくさんのアプリを作成し、名を伏せ、活動を行ってきました。  

スマートフォンがあれば世界中の情報が平等に得られ、大変便利な世の中になりました。こ 

れは世界中の人が協力しあってできた世界であり、人と人は支えあって生きていることを痛

感させられます。  

なぜ、インターネット起業は外資系が多いのか。  

アメリカ合衆国はなぜ Wikipedia にある Twitter の原案であるメモに「reading」をミスミ  

ス日本のものであるかのような表現を受け入れるのか？  
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これは、アメリカ人 Jack が Twitter の招待券を拾ったという、おもしろいお話だ。    
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現に私は Google の証明書をハッキング後 Twitter に貼り付け、スマートフォンと iPhone   

をつなげることに成功しました。  

Not Found を 404 に戻したのも証明書をアメーバブログに張り付けました。私は自営業   

なので個人株主として Fx で収入を得ていますが、資本金がまだまだ足りず、努力していま   

す。  

こういった事例を考慮し、最大のテーマ、Internet による、評価、収入についてこれから述

べる。  

まず、プログラミングの法律について。  

実用新案法第１２条  

第二節 権利侵害  

（差止請求権）  

第二七条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害す  

る者又は侵害するおそれがある者（以下「侵害者等」という。）に対し、その侵害の停止又  

は予防を請求することができる。  

２ 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を  

組成した物（プログラム等（特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条にお  

いて同じ。）を含む。以下同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予  

防に必要な行為を請求することができる。  

《改正》平 14 法 024   
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（侵害とみなす行為）  

第二八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。一  

業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等（譲渡及び貸  

渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以  

下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする  

行為  

二 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物（日本国内において広く一般に流通してい  

るものを除く。）であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登  

録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業と  

して、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為  

三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為  

つまり、作者不明の場合はプログラミングの権利は譲渡という形となる。  

私自身、アメーバブログからスマートフォン TV、AbemaTV の証明書を Twitter を介し

て、サイバーエージェント社長である、  

藤田晋氏に譲渡した。理由として社会的に知名度の高い藤田氏は最も AbemaTV の特許権を

欲していたと思われる。  

これは立派な成功例であり、私は AbemaTV を楽しく拝見している。   

同業者としては大変ありがたい情報である。  

この事例は、幸福の実現に近い。困ったとき、食べ物を分け合える国なのだ。  
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６.１Google の権利   

次に、Google がスマートフォンアプリを一任し、Apple 社が iPhone アプリを一任した経緯

について。  

2015 年 8 月 5 日に私は Google の証明書を発行しました。   

これはアメリカ合衆国にあった Google の本籍を石油の権利がある私の実家に住所をハッキ

ングにより移しました。  

本来あるべきところに戻った形です。  

Twitter 上で探しても私の証明しか見つかりません。   

工業所有権法１５条により、著作物は公表されているものとして、周知の事実が成り立つ。  

使用者の名義  

第四の要件として、コンピュータ・プログラムを除き、使用者の名義の下に「公表するも

の」  

であることが必要である。公表名義を要件とする根拠としては、使用者の名義で公表するこ  

とにより、使用者がその著作物についての社会的信頼を得ることができるからであると説  

明されている。責任と信頼は名義で公表されて初めて意味を有するものではあるが、条文は  

「公表したもの」ではなく、「公表するもの」とされており、未公表のものであっても公表  

するとすれば使用者の名義で「公表するであろうもの」も含まれると解釈されている。  

本論文ではインターネットによる証明の写真が貼られているが、これは発行してからすぐ  

に自身のサイトに添付したものであり、周知の事実として成立する。つまり、サイトの権  

利書といて有効です。2015 年 8月に日本の URL がスラッシュが外れたのは有名な話です。戦

時中、エネルギーが不足し、貧困に悩んだことから、現代では飽食の世の中で、質素さ、  
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節約が求められている。  

私の特許権取得の経験上、早期審査請求から、１年ほどで特許権を取得できる。  

標準 特許法 第５版のｐ２１５では拒絶理由の通知が大事になってくる。  

出願から登録までに重要なのは、中間発表からくる拒絶はスムーズに審査が進むと、細部を  

見落としがちになるからだ。  

早期審査請求が便利で、これまで数年かかった特許、商標審査が１年で済むようになった。

起業家も増え、社会の仕組みが変わり、１円株式会社とも言われ、発明の対価は会社設立に  

より受けられると考えられる。  

特許権を取得すると、商売において新しい商品が並び、会社の活性化が図られる。  

先述のとおり特許権はプログラミングも含む。  

プログラミングは物ではなく方法の権利であり、アプリを結果として物と認められるまで  

いっても、世に出るには利益を考えなければならない。  

利益は決して収入だけではなく、安全、安心の品質管理が生む信頼、信頼から生む情報の信  

憑性が消費者の購買意欲を生む。  

Internet ショッピングは、家に居ながらにして様々な物を購入できる。   

Amazon や楽天はたくさんの企業から出品依頼があり、配達業者やオペレーターの雇用を生

んだ。   

   

労働の対価と発明の対価では、会社から支払われる給料が主流だが、Fx は給料を支払うこ   

   

とに対して、抵抗を減らし、物流が円滑な理想的な商売になりつつある。   
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いいものを安く買いたい人向けのようで、高級なものを素早く手に入れたい人も対応して   

   

いる。   

   

ものを作り商品として売るには商標が大事だ。   

   

会社には開発部があり、他社との比較により、個人発明家の入る余地は実情はないに等し

い。   

   

特許権を売る場合も、個人同士ではなく、司法書士を仲介役にしなければならない。   

   

弁護士は法律専門家で、弁理士は発明の保護。   

   

弁護士は弁理士業務ができるが、弁理士の仕事は限られている。   

   

特許はアカデミックな場所行われている研究が対象になることが多く、私もその意見に賛成

だ。   

   

大学院生は人生をかけて進学している。   

   

私が弁理士になると、平等に評価するように思う。   

   

商標法では同一、同様、一致という言葉が登録のカギとなる。   

   

食事に飲料は欠かせませんが、洋食には炭酸水、ジュースもおいしいです。私はカロリーゼ   

   

ロの砂糖の研究をしていました。成果は商品化されるほどよく、コカ・コーラ社から表彰さ   

   

れるまでなりました。仕組みは pH4 の水のなかで炭酸カルシウムは炭酸化率が低く抑えら   

   

れる。アルカリ性の水の中では常に炭酸化率り最高１１％まで上がる。酸、塩基どちらも 15 

日炭酸化で少し炭酸化率は下がるが、pH4 のときは常に１％もしくは１％を切るカロリー   

   

が抑えられている。   
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表彰状には同一の研究であり、同様、一致という言葉がありました。   

   

世の中は飽食で、太りやすい傾向に 2000 年以降ありました。しかし、この発明により、肥  

満で悩む人が減り、良かったです。   

   

私自身も体調管理に大変役立っています。   

   

企業の方曰く、自社の研究職もあるので、買い取ることはできません。わたしは Twitter で   

   

楽しむ際の相乗効果として、カロリーゼロ飲料を発明しました。   
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７.１無形の力   
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2017 年 7 月 21 日に Twitter で bing の翻訳機が使えなくなるという事態が起きた. 私は他

のユーザーも iPhone で翻訳機が使えなったタイムラインで確認し、trancelator と  いう翻

訳機をインストールし、iPhone のその他からリングが飛べるようにし、外国語のツ   

   

イートだけでなく、外国のサイトを日本語で素早く見れるようにしました。   

   

この事例は、技術だけでなく、企業努力み重きを置く「無形の力」に該当する。   

   

ウィンウィンの関係が大事だ。一般的な意見が、改革を起こす例だ。   

   

サービス業、飲食業でアルバイトした経験から申すと、いつも笑顔でお客様に対応すること   

   

は、難しい人とそうでない人がいる。   

   

面接で判断されると思うが、今を楽しめるかも面接の判断基準だと思う。   

   

技術的に向上すると、正社員になると思う。学歴も重要だ。   

   

しかし、従業員同士で仲良くできるか、先輩に敬語を使えるか、上司に気を使えるか。   

   

様々な審査の中、最終的には、センスが問われる。   

   

これは、自分自身が一番よくわかる。   

   

会社に必要とされているか。   

   

無形の力は、わずかな要素だが、メーカーの無形の力は少し変わっている。   

   

「無形の強み」の活かし方という文献ｐ３０に企業における無形の力は、経営理念から始ま  

り、マネジメント体制作り、技術的強み、製品という眺めが無形の力だと書いてある。   

   

無形の強みとは顧客の信用・信頼やその源泉となっているものが無形の強みと言える。企業   
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評価の際に、貸借対照表や損益計算書のような財務情報以外に、会社の規模や取引実績など  

の一部の非財務情報が用いられるが、大手企業との取引実績が少ない場合や歴史の浅い企業で

は、必然的に評価が低くなります。見えない無形の資産を表現する方法として考えられ   

   

たのが「知的資産経営報告書」だ。知的資産の開示を進め、情報の非対称性を解消して、中   

   

小企業や地域の産業が正しく評価してもらえるようにする。   

   

実家が企業の私には素晴らしいなと思う。   

   

様々な営業理念、経営実態がある中で、ほとんどに当てはまる、成功例の眺めだ。   

   

私の場合、大学で実家の関連の特許を取得し、製本し、社長であった父の教えでは、技術は   

   

素早く理解し、国家資格を取得後、給料のためではなく、人付き合い、会話を重要とする。   

   

公私混同せず、職場ではきっちりと働く。   

   

家族に感謝する。友人に感謝する。お客様に感謝する。食べ物に感謝する。労働に感謝す

る。   

   

国家に感謝する。世界に感謝する。   

   

当たり前じゃない世界の中で生きる。   

   

無形の力は倫理に近い重要な考え方だ。   

   

私は四国の香川出身ですが、同じ四国に中村修二氏がいる。この方は、2014 年にノーベル   

   

物理学賞を受賞された方だ。   

   

青色発光ダイオードを発明された方で特許訴訟で日亜化学工業から８億４０００万円を受   

   

け取った方だ。   
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４０４特許と呼ばれ、特許を周知の事実とし、正確には特許を取らずに、日亜化学工業から  

和解金を受け取った。   

   

私はパソコンに明るく、最近４０３から４０４に NOT FOUND を変更した。この結果はち   

   

ゃんとログを取っている。   

   

中村氏は大金を受け取ったが、私は石炭の特許権まで取得したが、自営業でお金は受け取っ   

   

ていない。羨ましいというか、メディアは面白がって話題に取り上げたが、中村氏は賢いな   

   

あという印象だ。   

   

しかし、この件から特許法が改変され、個人では特許権から金銭を受け取ることが困難にな   

   

ってしまった。   

   

穏やかではない。発明の対価は必要だ。発明は世の中を便利なものにし、労力が減り、雇用   

   

を生む。   

   

青色 LED は大変素敵な発明で、街は LED でいっぱいで、信号機も LED に変わった。   

   

私は４０４NOT FOUND の方が人の気持ちを考えた発明な気がする。   

   

中村氏は８億４０００万円のお金を私用するのだろうか。不思議でならない。   

   

日亜化学は中村氏のノーベル賞単独受賞を望んでいたのだろうが、天野氏と赤城氏の３者   

   

での受賞となってしまった。   

   

Google の証明書もあります。アメリカにあったサーバーを日本に、ハッキングして移して   
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きました。愛知県豊田市の某 Internet カフェで Chrome に Google を導入しました。   
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きました。愛知豊田市のインターネットカフェで   Chrome   を   Google   にしました。あｓｓ   
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８.１Internet アプリと私   

私は、この修士論文で Internet は日本にあるという声明文にしたい。   

   

私は Google に含まれる、Twitter、Facebook、Radiko、Youtube などほぼすべての Internet   

   

スマートフォン対応型アプリを作成した。   

   

連絡は、先方から告げられた。それを続けた。証明は私が公務員であること、またアプリの   

   

社長として Fx で収入を得ていること。   

   

またこの Fx のサイト、カブドットコムも自作です。ＵＲＬを特徴的にしました。研究して   

   

いたスラグと二酸化炭素に関連したＵＲＬ（SiO）で、リンクのＲの色を弱酸性である青紫   

   

色が証明です。   
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1997 年に私は、夏季Ｊｒ．五輪に水泳で出場しました。香川県の瀬戸内ＳＳで出場しまし

た。   

   

その大会には、ＡＫＢ４８のメンバーが何人か出場していました。   

   

パンフレットをあげました。お話しました。   

   

私は全力で泳ぎ、フリーリレーの第一泳者でバタフライで組１番で泳ぎました。大会記録で

した。   

   

泳いだ後お話したところ、彼女もバタフライの選手でした。   

   

いろいろあって、大学ではＡＫＢ４８のサイトを作成しました。   

   

Twitter48 です。このサイトに本来はメンバーしか login できないのですが、私はサイトが   

   

リニューアルする前に◆稲田龍太郎として log in できました。   
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彼女とは 2012 年まで会っていましたが今はあっていません。   

   

お仕事が忙しいからですか。   

   

私はその後、高校３年生まで水泳を続けました。   

   

リレーの非公認記録ながら 100M バタフライで 45 秒、香川県立高松高校の体育と国語の成

績が９で甲でした。   

   

理科と数学は４でしたが。   

   

危険物取扱者乙４も取得し、香川大学研究生で博士、石炭の発明、カロリーゼロの砂糖が歯   

   

を治す発明で Dr.です。   
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発明は国に認められ特許 5606596 号を取得。   

SNS のアイコンについて  

SNS では Twitter や Youtube などでは特徴的なアイコン、ヒストグラムが使われています。 Twitter の

Wikipedia の写真の上記の赤丸の部分。32と 110 は日本の警察を連想させる数字です。また、岡山理科大学が

2017 年度流行語大賞「忖度」と「インスタ映え」を受賞しました。四国新聞自動ツイートには(d26)と２浪で博

士を連想させる記述があります。Youtube は 

日本の国旗、「日の丸」を連想させます。如何に SNS は日本の著作物であると印象を受けま

す。  

  

Youtube のアイコン  
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プログラミングは絵を描くことに近いことは知られています。しかし、それだけではサイト

や SNS はできません。独自の URL を取得したり、プログラミングで編集したり。人それぞれ

ですが、最近あったお仕事としての SNS の事情が次のようになります。  

稲田 龍太郎🐬  

@okdr20xx  

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">ぜひ NASA を無料配布して外

人を笑わせればいいと思う</p>&mdash; 稲田 龍太郎🐬 (  

@okdr20xx  

) <a 

href="https://twitter.com/okdr20xx/status/1213420904257966082?ref_src=twsrc%5Etfw"> 

January 4, 2020</a></blockquote> <script async  

src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  

引用ツイート  

稲田 龍太郎🐬  

@okdr20xx  

 · 1 月 4日  

オリンピックはぜひうまい棒を無料配布して外人を笑わせればいいと思うよ午後 10:38 

· 2020 年 1 月 4 日·Twitter Web App  
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Twitter（okdr20xx）からの抜粋です。  

  

超一流芸能人ロンブー田村淳さんからのダイレクトメールです。田村淳さんは Twitter のお

仕事をしていたり、ファンの方と交流が多いことで有名です。  

  

田村淳様は「Twitter に、編集機能が欲しい」という依頼。  

ご希望に添えることが私のお仕事だと思い、昔の記憶を頼りに、「PCから Twitter のツイー

ト右上からツイートを埋め込む」で編集できますとリツイートしました。  

ありがたい会話でした。田村淳様にはこれからますますご活躍をお期待しています。  

この様に少しでも世の中の役に立てばと思い Twitter を 15 年ほど続けています  
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９.１CD の著作権   

   

この写真は重力シンパシーという AKB48 の歌のパッケージです。   

   

右下に重力シンパシー公認というマークがあります。これは Twitter の公認マークを連想さ

せる意図があります。   

著作権法 第２版ｐ８８によると、音楽の著作物は表現の自由の枠内で、作詞家、作曲家   

   

の地位が重要であり、私は協力者という形になる。   

   

レコード製作者の意義   

   

隣接種の保護を受けるレコード製作者とは、蓄音機用音盤、録音テープその他の物に固定   

   

されている音を最初に固定した者をいう（２条１項５号・６号）。単に原盤からリプレス   

   

する者はここにいうレコード製作者に含まれない。   

   

レコードの譲渡権   

   

レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する排他的権利を   

   

有する（９７条の２条第１項）。実演家の場合と同様、平成１１年の法改正によりレコー  ド

製作者に譲渡権を認めたものである。その制限内容も実演家の場合と同様である。   

   

（９７条の２第２項）。   
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先述の AKB48 の歌「重力シンパシー」の歌詞にある重力フレンズは重力レンズにも聞こ   

   

えます。読売新聞 online６月８日の記事に重力レンズについて掲載されていました。   

   

https://www.pscp.tv/okdr20xx/1gqxvbpYXvRxB?autoplay&t=1   

   

岡山理科大学の３年次に実験で「モル比法、連続変化法による呈色錯体の組成の決定」   

   

という実験をしました。これは吸収透過スペクトルを求める実験で、結果モル比が３×   

   

１０－５M の時虚像を描きます。その後はモル比４×１０－５M の時実像を中央に描きま   

   

す。透過度は４０％で吸光度も 0.4 でした。このことを重力レンズと呼びます。私は、この

ようにして歌詞や作曲を行ってきました。   

   

   
   

    

謝辞   

吉備国際大学の先生方、同級生は優秀な方が多く、大らかな対応に感謝します。   

今後も貴大学様の安定と発展を願っています。   

  

   

   

   

https://www.pscp.tv/okdr20xx/1gqxvbpYXvRxB?autoplay&t=1
https://www.pscp.tv/okdr20xx/1gqxvbpYXvRxB?autoplay&t=1
https://www.pscp.tv/okdr20xx/1gqxvbpYXvRxB?autoplay&t=1
https://www.pscp.tv/okdr20xx/1gqxvbpYXvRxB?autoplay&t=1
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粒子直径 53μｍ以下に粉砕したスラグと、1 M 水酸化ナトリウム水溶液、pH3.94 希硫酸、 

pH3.99 希塩酸をそれぞれ 20sec、1d、2d、3d、4d、5d、7d、15d、30d 接触させた。所定時間各溶液

と接触させたスラグを、0.1M の Na2CO3溶液で湿らせたろ紙上で 1～150d、H2O で飽和した 

CO2が導入されている容器中に放置した。対照にはどの溶液とも接触させないスラグ(未接触スラグ)

を用いた。反応温度は室温とし、差動型示差熱天秤（TG-DTA）を用いて試料を 800℃まで加熱し、

600～800℃間での減量値よりスラグの二酸化炭素との反応量から炭酸化率を求めた。   

   

結果からスラグの炭酸カルシウムはアルカリ性のとき、炭酸化率が高くなる。   

しかし、pH4 の溶液と接触後は炭酸化率が低くなる。これは、炭酸ジュースに含まれる砂糖のカロ

リーが低く抑えられることに利用されている。   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

表１ 1 M NaOH 水溶液と高炉水砕スラグとの接触時間と炭酸化時間の違いによる炭酸化率の変化 

（％）   
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表２ pH3.94 H2SO4溶液と高炉水砕スラグとの接触時間と炭酸化時間の違いよる炭酸化率の変化 

（％）   
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表３ pH3.99HCl 溶液と高炉水砕スラグとの接触時間と炭酸化時間の違いによる炭酸化率の変化 

（％）   
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