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昨年９月１日にスタートした本クラスターは、事業開始後まもなく事業仕分けなどありましたが、

事業も垂直的に立ち上がり事業継続できたことは、ひとえに皆様方のご支援、ご協力の賜物と厚く

お礼申し上げます。ここに遅ればせながら、７月１日、第１号の発刊にこぎ着けました。 

 コンソーシアムの力の源はなんと言っても「濃密な人的ネットワーク」と「情報共有」と考えて

います。「ニュース」と謳うからには、話題の鮮度がものを言いますが、「記者」役のコーディネー

タには数に限りがありますし、「記事」にも不慣れな者ばかりです。 

ニュースとはそもそも何か？ベテラン記者に尋ねたところ、答えは「へー」「ホー」の世界だというのです。つまり、あ

っと驚くような「事件」の発生、たとえば床下から生えた竹の子が床を突き破り天井を破ったって、「ヘー」、あるいは賛

辞を思わず送りたくなるようなハプニング、たとえばプロゴルファー石川遼君が５０台のスコアをだしたって？「ホー」

というわけです。 

 私たちはこの「ヘー」、「ホー」の世界に目を光らせ、クラスターに新鮮な話題を提供し続けます。 

 

 

 

株式会社トクヤマは、１９１８年（大正７年）、実業家岩井勝次郎により、産

業の基礎素材である「ソーダ灰（炭酸ナトリウム）」を製造する会社（日本曹達

工業株式会社）として山口県徳山町（現山口県周南市）に設立されました。昭

和１１年に社名を徳山曹達株式会社へ変更し、平成６年には株式会社トクヤマ

へ変更して現在に至っています。 

創業当初は、ソーダ灰、苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）等の無機化学品の

製造・販売が中心でしたが、その後さまざまな化学品を製品群に加えながら、

現在では、有機・無機化学品を始め、樹脂、セメント・建材、電子材料、メデ

ィカル分野まで幅広い事業を展開し、創業から９０年を超える歴史を有する企

業です。 

株式会社トクヤマは、「技術力を核にした、小粒でもユニークな会社」、「未来

に視点をおいた、社会と共鳴する経営」を通じて、オリジナリティにあふれる

存在感のある企業を目指しています。 

２００９年度の連結売上高は、２，７３１億円、国内の製造拠点は、徳山製造

所（周南市）、鹿島工場（茨城県神栖市）の２拠点、海外の製造拠点としては、中国を中心とした東南アジアに幅広く展開

しています。 

２０１８年、株式会社トクヤマは創立１００周年を迎えます。「人財の活力と化学の創造力で未来を拓く、社会と共鳴す

るものづくり企業」をトクヤマグループの創立１００周年ビジョンとし、数値目標として、売上高５千億円以上、売上高

営業利益率１５％以上、海外売上高比率３０％以上を設定しています。 

また昨年１１月には、多結晶シリコンの第二製造拠点として、マレーシア、サラワク州に進出することを決定しました。

２０１１年初頭から建設開始、２０１３年春より試運転を開始する計画です。 

株式会社トクヤマは、今後も地域の皆さま方に信頼され、支持される、グローバルカンパニーを目指して成長し続けて

います。 

センターニュース発刊によせて              事業総括 倉重光宏 １ 

（シリーズ）会員企業紹介 ① 「株式会社トクヤマ」 ２ 
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≪研究の概要≫ 

 

 

 

 

≪研究の目的≫ 

 エジソンの発明以来、１００

年以上親しまれてきた電球が、

２０１２年にはとうとう消える。

そこで登場してきたのが、固体

照明すなわち LED（Light 

Emitting Diode 発光ダイオー

ド）である。 

山口大学・只友教授は LED の

研究に長年取り組み、とりわけ、

より明るく光らせる技術を得意としている。中でも LED

を作りつける基板技術は、世界標準にもなっているほどで

ある。 

只友教授は、さらに、明るい LED を実現するために、

特殊な基板技術の開発に取り組んでいる。地域企業と組ん

で、部材（サファイア加工基板）から装置まで、一貫した

サプライチェーンを作り上げることを視野に入れている。 

 

 それでは具体的に何をし 

ているのか？(右表赤部分) 

①高発光効率 GaN 層成長のためのサファイア加 

 工基板の最適化（加工基板・設備・成長条件・ 

設計・構造、等） 

②生産効率化のための大型基板開発 

③高発光効率サファイア加工基板を使った 

高品質非極性面 GaN 基板の開発：GaN 基板は 

高効率 LED 適用 

④高品質非極性面 GaN 基板を使った高発光緑色 

LED の開発：グリーンギャップを埋める 

次世代緑色 LED 

 

≪これまでの成果≫ 

①近紫外 LED において外部量子効率 50％達成 

②マスク型加工基板開発及びこれを応用した GaN 基板 

実現 

③サファイア基板全面に非極性面 GaN 成長技術の開発 

④ナノプリント技術による微細パターン化検討 

⑤緑色 LED 試作（実験サンプル下写真） 

 
 

≪社会への波及効果≫ 
 
①照明 LED 化の促進による省エネ 
②高効率化による省エネ 
③LED-TV による画像分野での省エネ 
④太陽電池との組み合わせで非電化地域へ明りを 
⑤新たな概念の照明機器の浸透 
 
 

≪産業界への波及効果≫ 

①超薄型 LED-TV、デジタルサイネージ、等新製品への 

適用 

②グリーンギャップを埋める新しい技術の導入 

 

 
≪研究実施体制≫ 

＜国立大学法人山口大学＞  

只友 一行（教授）、羽野 光夫（教授）、 

山田 陽一（教授）、堀田 昌志（准教授）、 

浅田 裕法（准教授）、甲斐 綾子（准教授）、 

岡田 成仁（助教）、岡田 秀希（技術専門職員）、 

河本 直哉（技術専門職員）、 

研究グループの紹介(1) －発光素子(LED)部材の研究開発－ ３ 
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 「やまぐちグリーン部材クラスター」の倉重事業総括ほか５名

が「福岡先端システム LSI 開発クラスター」を訪問し、交流会を

した（右写真）。 

福岡のクラスターは、シリコンシーベルト地域（九州、韓国、

北京、上海、台湾、香港、シンガポール等を結ぶ半導体生産のベ

ルト地域）の核となる世界最先端のシステム LSI 開発拠点の構築

を目指している。システム LSI という性格上、ソフト寄りではあ

るが、半導体を扱う点では「やまぐちグリーン部材クラスター」

と基盤技術的に共通点を持つほか、国際共同研究の実施、相互の

直接投資の促進、世界最先端の情報交換の実施にも力を入れてお

り、参考にすべき点も多い。 

交流会ではお互いの研究内容を紹介した後、「福岡システム LSI 総合開発センター」を見学した。 

本交流会を通じ、①福岡クラスターは、麻生本部長（福岡県知事）の下、まず技術ありきという「シーズプッシュ型」

を捨て、徹底した「ニーズプル型」のコンセプトで運営されていること、②８０の企業、４２の大学が参加する研究開発

（参加者約３８０名）がよくコーディネートされており、深い信頼関係が築かれている。 

なお「福岡先端システム LSI 開発クラスター」の詳細は、http://www2.lab-ist.jp/ 。 

 

 

 

 本クラスターの LED 研究と関連が深い窒化物半導体に関する講演を、本クラスター主催で、山口大学工学部において５

月６日に開催した。講師には、立命館大学教授 名西憓之（やすし）先生をお招きし、連休明けにも拘わらず多数の参加

者があった。 

グローバルな低二酸化炭素社会に向けて、LED 固体照明、液晶バックライト用途の急激な広がりの背景から、窒化物光

半導体の最新の研究動向、名西先生ご自身の研究に触れられ、InN のバン

ドギャップエネルギーが、従来値（1.9eV）より低い 0.67eV であることの

発見談を織り混ぜて最先端のお話を聞くことが出来た。さらに、窒化物光

半導体の波長を適切に選択することで、照明応用、産業応用、バイオ、医

療、環境技術といったさまざまな使い方が可能であること、最新の GaN 単

結晶成長方法の技術の詳細と課題に関してのﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰ技術の必要性など解

り易く解説して頂いた。 

 今回の講演は、若干専門性の色彩が強く感じられたが、大学関係者、企

業研究者にとっては、震撼を覚える内容であり今後の開発方向性など示唆に富んだものであった。 

 

 

特許庁では、第 3期科学技術基本計画において重点推進 4分野及び推進 4分野と定められた 8分野(ライフサイエンス、

情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、エネルギー、ものづくり、社会基盤、フロンティア)を中心に、出願件数の伸

びが大きいテーマ、今後の進展が予想されるテーマを選定して、特許出願技術動向調査を実施しています。特許情報は、

企業や大学等における研究開発の成果に係る最新の技術情報及び権利情報であり、特許情報の分析に基づく技術動向調査

は、先端技術分野等の出願状況や研究開発の方向性を明らかにし、企業や大学等における研究開発テーマや技術開発の方

向性を決定する上で極めて有効なものです。平成 21年度までに実施された調査結果の要約版は下記 URL で入手すること

ができますが、当クラスター関連では、「LED 照明」分野についての報告がなされています。 

特許庁ホームページ： http://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm 

 

～知的クラスターの優等性～ 
福岡先端システム LSI 開発クラスター訪問 5月 21 日  技術管理マネージャー 木村信夫 ４ 

シリーズ先端講演会(2)「窒化物光半導体のフロンティア」科学技術コーディネータ 宮城盛二 ５ 

特許出願技術動向調査報告書（LED 照明）～特許庁～      知財コーディネータ 三宅雄二 ６ 

http://www2.lab-ist.jp/
http://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm
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日本初のラビング
マシン(1971) 

 

欠陥フリーの TN液晶 

小林駿介山口東京理
科大教授(1973) 

NHK 技研：直径 16cm

で60gの軽量高分子膜

スピーカーを開発 

会場風景 

触覚テレビの実演デモ 

 

 

 

FPD（フラットパネルディスプレイ）や LED、ナノテクなど、時代の寵児的な部材と製造 

装置をフォローする注目の国際展示会。今年は２０回目を迎え、内容も以下のようにより充実

したものとなっていた。総出展社数は内外あわせて７５８社、過去最大規模。 

(a)第２０回 FPD 研究開発製造技術展 

①第２回国際タッチパネル技術展、②第５回部品・材料 EXPO、③第１回高機能フィルム技

術展（フィルムテックジャパン）、④第１回ナノインプリント技術フェア、⑤Display2010 

(b)第２回次世代照明技術展（ライティングジャパン） 

会場スペースの約半分がライティングジャパン、LED 産業の急拡大を反映。中でも、台湾、

韓国、中国が、部材、製造装置分野において、従来のバイヤーからサプライヤーに変身してき

ているのが目を引いた。 

やまぐちグリーン部材クラスター関連企業では、・トクヤマ：高放熱兹電気絶縁体の窒化アル

ミ粉板材、およびその加工品、・シンテック：ARASA（商品名）（独自の光学的な反射・吸収測

定器）、・カネカ：絶縁熱伝導性樹脂、熱伝導性エラストマー、透明導電フィルム・耐熱耐光性

樹脂など、太陽電池や有機 EL デバイスなどを視野に入れた部材。 

山口東京理科大学は特設の「FPD 技術革新の歴史展」に、日本初のラビングマシンを出展。 

 

 

 

１.開催概要 (日時)H22年 3月 9日～12日(場所)東京ビッグサイト(出展社)146社   

 日本経済新聞社主催のこの展示会は、毎回、Japan Shop、建築・建材展、リテールテ

ック Japan、などと併設で 25～30万人を動員する展示会である。 

２.LED シンポジウム―「さらに拡がる LED の可能性」のテーマで名古屋大学・竹田美

和教授、東芝ライテック・佐藤企画部長、日本電球工業会・鈴木 JIS 制定分科会主査、

パナソニック電工・助野ナショップ調光事業部長、の講演があり、各分野から LED 照

明急拡大の紹介があった。 

今回先ず目に付いたのは家電大手メーカーがこぞって最新型の LED 省エネ照明を展示していたことである。各メーカー

共品揃えは 700から 1000点以上を謳っており、ダウンライトを中心に、暖色系室内灯、店舗内間接照明、屋外灯・街路灯、

など多種多彩であった。もう一つ特徴的な点は、大手家電メーカー・従来の照明器具メーカー（コイズミ・スタンレー・

浜井電球など）以上に、「何故この会社が」と言う異業種企業の参入が目立った点である（エコリカ、三菱化工機、栗原工

業、大塚商会、東亜無線、等）。更に、台湾・中国・韓国の中小メーカーの展示も多く、概ね会場の 25％を占めていたと

言っても過言ではない。 

 

 

 

NHK 技研は、毎年、５月下旬、一般公開する。 

今年は創立 80周年。来場者は約 2万人。研究成果物の公開(44件)に加え、講演会、研究発表会が併催された。スーパ

ーハイビジョン（SHV）は、一歩一歩実用化開発が進んでおり、2012

年のロンドンオリンピックの生中継が予定される一方、2020年の試

験放送開始を目指しているなど、ポストハイビジョンの研究が目を

引く、また、ハイブリッドテレビとかソーシャルテレビと名づけた、

放送通信連携（融合とは言わない）サービスを目指した技術開発も

進んでいる。一方、SHV 用途を目指した撮像技術、録画技術、伝送

技術、ディスプレイ技術（ハイビジョンの１６倍の信号容量を裁く

必要があるため）などの基盤技術の開発も着々と進められている。 

ファインテックジャパン 2010 視察報告 4 月 14 日～16 日    事業総括 倉重光宏 ７ 

LED NEXT STAGE 2010 視察報告              事業化コーディネータ 池辺謙三 ８ 

2010 年度 NHK 技研公開(5 月 27 日～30 日)視察報告        事業総括 倉重光宏 ９ 
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山口東京理科大にて第４２回国際化学オリンピックのプレイベントが６月１２日に開催された。 

中高生を対象にした、国際科学技術コンテスト（各教科の能力

試し）が多々あり、このうち日本は数学、物理、化学、情報、

生物の５教科に参加しており、これまで金、銀、銅賞を数多く

獲得してきた。このうち、化学分野の大会（化学オリンピック）

が今年は７月下旬日本で開催されるのに伴い、そのプレイベン

トが、山口東京理科大学で開催された。やまぐちグリーン部材

クラスターで活躍する多くの先生方が指導役として参加、中高

生がそれぞれ、２０数名ずつ参加し、熱心に課題に取り組んで

いた。 

 

 

 メルパルク大阪で開かれた、首記 PDP に関する専門家会議でパナソニック

が 2010年４月に発売した３D テレビの詳細を明らかにした。パナソニックが

採用しているのは、メガネ式で左右の映像を交互に切り替えるフレームシケ

ンシャル（FS）方式。低残光の新型蛍光体や超高速駆動技術の開発で、クロ

ストーク（左右の映像が混ざって二重像が発生する現象）を究極的に抑え、

超高画質なフルハイビジョン３D テレビを実現。 

 PDPテレビは液晶方式の３Dテレビに比べて本質的に高速駆動の点で勝る

ので市場での評価も高く、通常の２D テレビ分野でも人気が高まっている。 

 

 

やまぐちグリーン部材クラスターの評価委員をお願いしている千葉宇

部興産㈱取締役のご厚意により、倉重総括、コーディネータ 4 名の総勢 5

名が 4 月 13 日に宇部興産㈱を見学した。最初に千葉取締役から、創業時

の理念である「有限の石炭から無限の工業へ」の精神が今日まで脈々と受

け継がれ、常に新事業へ挑戦し続ける宇部興産㈱の沿革と事業内容の説明

を受けた。 

次に製品を展示した「UBE i Plaza」を見学し、宇部興産グループの製

品が、我々が使う様々な製品に広く使用されていることに驚かされた。 

なお、この「UBE i Plaza」は事前に申し込めば誰でも見学できるので、

会員の皆様にも是非ご覧いただきますようお勧めいたします。 

最後にセメント工場、コールセンターおよび興産大橋を見学した。セメン

ト工場では約 92m の NSP（ニューサスペンションプレヒータ）キルンの頂

上から宇部の工場群を見下ろし、その広さに驚かされた。 

宇部興産㈱には、今後ともクラスター事業へのご協力をお願いしたい。 

 

 

（企業訪問）宇部興産㈱                       科学技術コーディネータ 北淳一郎 １２ 

第 42 回国際化学オリンピック視察報告                事業総括 倉重光宏 １０ 

パナソニックが３D テレビの詳細を明らかに 

～第 53 回 PDP 技術討論会～             事業総括 倉重光宏 
１１ 
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やまぐちグリーン部材クラスターではLED加工基板とLED

光の一次産業（農業・漁業）への応用に向けた研究開発を行っ

ているが、両技術の中間にある素子のモジュール化技術を知る

べく、産業技術センター等が主催する LED 照明研究会でかね

てお付き合いのあった同社に関係者５人で工場見学をさせて

いただいた。 

同社は昭和 54 年に設立、大手電機メーカーの下請けとして

電解コンデンサ等の製造から始め、やがて LED 数字表示のア

ッセンブリなどもするようになり、その後本格的に LED 応用

製品を製造する別会社を設立、平成 21 年に両社が合併し現在

に至っている。主力製品は砲弾型 LED ランプである。砲弾型

はリードフレームに LED チップを組み込む縦型の製品である

ため、表面実装型に比べ製造設備も比較的小型で場所も取らないというのがその理由。製品には同社オリジナルのものも

あるが OEM 製品の方が多い。 

製造工程は大きく分けて、①ダイボンディング工程（LED 素子をリードフレームの先端にあるカップ上に接着ペースト

で固定）、②ワイヤ－ボンディング工程（リードフレーム上の LED 素子表面電極部に金線を装着し反対側のリードフレー

ム先端部に繋ぐ）、③モールド工程（LED ランプのレンズ部になる樹脂を型に注入し、その中に上記リードフレームを浸

漬。電気炉で熱硬化させ成形）、④ダイバーカット工程（プレス機でリードフレームの中ダイバー部とカソードリードの

一部をカット）、⑤ハンダ工程（リードフレーム部分をハンダディップする）、⑥外観検査工程、⑦切り離し工程、⑧特

性検査工程である。生産設備は新旧混在していたが、一部に中国製と台湾製の装置／設備も導入されていた。上田社長に

よると、中国製のものは日本製に比べ生産能力は２倍で価格は 1/3、導入時にメーカーから据付指導に 2 週間来日しただ

けで以降問題なく稼働しているとのこと。台湾製のものも同様で、改めて中国・台湾の技術進歩に驚かされた。 

現社長の上田氏は二代目であるが、非常に合理的な考え方の持ち主であり、また意欲的に経営を進めている方でもある。

今回は上田社長のご厚意により全行程をくまなく見学させていただくとともに、当方を信用しノウハウに係る部分まで丁

寧にご説明いただいた。あらためて感謝申しあげるとともに、同社が今後益々発展することを期待する。 

 

 

 

                                                              

 

 

 

「やまぐちグリーン部材クラスター」では、本事業に参加いただける準会員を募集しています。 

準会員は次の特典が得られます。 

【本クラスター分野に関する各種助成金に関する支援、交流会、セミナー等の参加、クラスターニュース等の受信】 

詳しくはホームページをご参照ください。 http://greenvalley.iti-yamaguchi.or.jp/ 

 

 

（企業訪問）㈱トリコン 島根県邑智郡邑南町中野 3825 番地 8     知財コーディネータ 三宅雄二 １３ 

準会員募集                                     事務管理マネージャー 吉村弘之 １４ 

省資源・省エネルギーグリーン部材の世界最先端拠点を目指して 

～「やまぐちグリーン部材クラスター」の準会員募集～ 

http://greenvalley.iti-yamaguchi.or.jp/
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【事業説明】文部科学省補助事業：地域イノベーションクラスタープログラム(グローバル型)について 

１ 事 業 名   やまぐちグリーン部材クラスター 

２ 事業期間   平成２１年９月１日～平成２６年３月３１日 

（H21.9.1～H22.3.31:知的クラスター創成事業（グローバル拠点育成型）で実施） 

３ 事 業 費     平成２２年度 ３３２，０００，０００円（国補助金）              

４ 研究内容    （１）高効率発光素子（LED）用部材とＬＥＤ応用技術の研究開発 

（山口大学、水産大学校、山口県産業技術センター、山口県農林総合技術センター） 

（２）太陽電池用シリコンの減量・再生技術の開発（山口大学） 

（３）ナノ粒子添加材料及び素子開発（山口東京理科大学、山口県産業技術センター） 

【実施体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび、本事業に参加されている方々の意思の疎通を図る為、情報交流の場の一つとして、クラスターセンターニュ

ースを発刊する事に致しました。「クラスターに関する情報」「各研究テーマに関する外部情報」「本事業の関係イベン

ト情報」などを毎月1 回初旬に皆様にお届け致します。皆様からのご意見・記事等のご投稿も歓迎致しますので、どしど

し事務局までお寄せください。このニュースをご活用くださいますようお願い致します。 

 

 

                                                                                      

７月 １日（木） 平成２２年度第１回（通算第３回）本部会議、 

平成２２年度第１回（通算第２回）全体推進会議（宇部全日空ホテル） 

７月 ３日（土） 先進材料研究所シンポジウム（共催） （山口東京理科大学） 

７月 ７日（水） デジタルものづくりセミナー（セントコア山口） 

７月２８日（水） シリーズ先端講演会（主催）「太陽電池の技術・市場動向（仮）」（山口大学工学部（予定）） 

講師：桑野理事長（太陽光発電技術研究組合）他 

 

          

 

長らくお待たせいたしました、記念すべきクラスターセンターニュースの第１号をお届けします。昨年9月1日に事業ス

タートし、事業仕分けや事業制度の変更など様々なことが起こりましたが、無事、クラスターセンターニュースを発刊す

ることができました。 

現在、時代の流れは環境産業が脚光を浴び、特にLED分野の成長の早さには驚くものがあります。 

今後も、会員の皆さまのお役に立てるよう、クラスターセンターニュースを月 1回程度発行して参りますのでよろしく

お願いします。

編 集 後 記                   広報企画員 豊守亜希 

事業説明および実施体制            事務管理マネージャー 吉村弘之 １５ 

クラスターセンターからのお知らせ       事務管理マネージャー 吉村弘之 １６ 

行事予定                   事務管理マネージャー 吉村弘之 １７ 
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