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明治 22 年（1889 年）創業の日本舎密製造会社（舎

密＝化学）の創業期のプラントの一部であり、貴重

な産業遺産として保存されてきた日産化学工業（株）

小野田工場のルブラン法炭酸ソーダ製造装置塩酸

吸収塔が本年 3 月、日本化学会から「化学遺産」と

して認定されました。 

近代化学工業は産業革命発祥の地である英国で、

ルブラン法によるソーダの工業生産とともに始ま

ったのですが、それはまた塩酸の大気への放出など

の環境汚染問題を引き起こすことになりました。 

このたび化学遺産に認定された塩酸吸収塔はル

ブラン法炭酸ソーダ製造プロセスにおける環境対

策であると共に副生する塩酸を有効利用するため

のプラントでもありました。 

近代化学工業発展の歴史はまた環境問題への取り組みの歴史でもありました。環境負荷の低減、副産物の有効利用、コ

スト低減への絶えざる挑戦が技術革新を生み出し、それが化学産業発展の原動力になりました。 

京都議定書が調印された 1997 年に、企業の経営に責任を持つ立場に立たされた私は、環境問題への取り組みとともに

発展してきた企業および産業の歴史を踏まえれば、環境問題への取り組みを企業、産業の制約条件としてではなく、企業

の成長につながるものと前向きにとらえるべきではないかと考え、「環境経営」を経営の基本方針の重要な柱として位置

づけることにしました。 

やまぐちグリーン部材クラスターが目指すものは、環境関連分野における新しい事業の創成を通じて、新しい産業集積

を形成することですし、国の新しい「成長戦略と産業構造ビジョン」においても、その第一にグリーン・イノベーション

による環境・エネルギー戦略があげられています。 

私はいま日本化学会で化学遺産委員会の活動に参加していますが、ただ古いものを大切にするという視点だけでなく、

産業遺産とその歴史的な位置づけを現在の私たちの課題との関連でとらえていきたいと考えています。 

 

 

 

 「ローソクは身を削って灯火をともし、すりこぎは身を減らして味をだす」

（佐藤一斎、言志四録）との格言的な名言があります。クラスターセンター

は会員サービスが悪く何のために入会しているのか分からないなどのお叱

りも尐なくなく、一同会員サービスの不行き届を反省することしきりの毎日

です。 

しかし、我々一同は、蝋燭となり自らを燃え尽きさせて会員サービスは言

うまでもなく、地域産業を明るく照らして元気にしたいと頑張っていますし、

時には、スリコギのように身を削って会員同士のネットワークを濃くして味

を付けて行きたいとも考えています。 

 私たちは、クラスターセンターの蝋燭となりスリコギとなることを目指し

ます。 

環境と経営                          本部長 三浦勇一 １ 

ルブラン法炭酸ソーダ製造装置塩酸吸収塔（日産化学工業小野田工場） 

コラム：ローソクとスリコギ                 事業総括 倉重光宏 ２ 
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≪研究の背景と目的≫ 

 万物を形づくる固形物をナノメートル（10 億分の 1 メートル）サイズまで細かくすると、

もとの固形物とは全く異なる性質が現れてくる。 

 山口東京理科大学の戸嶋教授は、ナノ粒子研究のパイオニアで、原著論文の価値を示す、

他の研究者による引用件数が、100 回を超すものを 12 編も執筆するなど、世界的な権威で

ある。特に有名なもの

は、コア・シェル構造

（例えば 2 種類の金

属の一方が饅頭のあ

ん、片方が皮となるようなイメージ）の発現である。

同教授は５年前の 2005 年、同大学に先進材料研究

所を設立し、20 名以上の若手研究者を起用して、

研究開発を先導している。右図に示すように、液晶

などへナノ粒子をほんの尐し混ぜるだけで、特性を

コントロールできることなどを見いだして開発を

急いでいるが、その効果を予見する仕組みなどの解

明が課題となっていた。このため、「ナノ粒子に関

する共通基盤技術の開発」研究グループを結成し、

基礎的研究に力を入れている。 

 

≪研究の概要≫ 

具体的には次の 3 方向の研究を行っている。 

①ナノ粒子の合成と機能（物理的方法と化学的方法、金属と酸化物、粒子とロッドとワイヤーなど幅広くナノ粒子を 

合成し、いろいろな機能への展開を図る。） 

②ナノ粒子の分散・安定性（液晶系と固相系、レーザー法など非破壊法と、凍結レプリカ・超薄切片の TEM 観察など 

の破壊法とで比較） 

③ナノ粒子の作用機構の解明（コンピューターシミュレーションとモデル系液晶の基本物性の比較） 

 

≪これまでの成果≫ 

本サブグループは結成されたばかりであるが、それぞれの研

究者は既に多くの実績を上げている。それらの研究テーマのい

くつかを列挙する。 

①液晶へのナノ粒子の分散による液晶表示機能の改善 

②有機導電性高分子およびハイブリッド熱電材料の創製 

③省白金の燃料電池用電極触媒の開発（図 1） 

④水素センサー用薄膜材料の作製 

⑤磁性金属ナノ粒子の化学合成と磁気記録媒体への応用（図 2） 

⑥超分子で保護安定化したナノ粒子の創製と機能 

⑦光エネルギー変換材料の作製 

 

 

 

 

 

 

1 

燃料電池触媒用白金 
ナノネットワーク 

SmCo5-Au 
磁性ナノ粒子 

研究グループ紹介(2)  －ナノ粒子に関する共通基盤技術の開発－ ３ 

≪社会への波及効果≫ 

①省エネルギー型ナノ粒子添加液晶表示素子の開発による 

省エネルギーの促進 

②フレキシブル熱電素子でのユビキタスエネルギー源の確保 

③高効率触媒による省エネ、安全安心の社会へ貢献 

④高密度磁気記録による情報の高密度化 

⑤光エネルギー変換効率の向上によるエネルギー革命 

 
≪産業界への波及効果≫ 

①省エネルギー型液晶テレビおよび液晶サイネージの開発による 

電子産業への波及効果 

②フレキシブル熱電変換素子による新エネルギー変換体制の提案 

≪研究実施体制≫ 

〈山口東京理科大学〉 

戸嶋 直樹（教授）  小林 駿介（教授） 

橋本 慎二（教授）  高頭 孝毅（教授） 

酒井 吉雄（教授） 木練 透（准教授） 

 井口 眞（准教授） 阿武 宏明（准教授） 

星  肇（准教授） 白石 幸英（准教授） 

穐本 光弘（助教）  佐伯 政俊（助教） 

〈東京理科大学〉 

西尾 圭史（准教授）古江 広和（准教授） 
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目指すは「世界舞台」。技術の独創性で、グローバルに事業を展開している、元気と活力と魅力のある企業です。  

1980 年（昭和 55 年）、山口県小野田市（現、山陽小野田市）に誕生した長州産業㈱は、住宅関連機器の製造・販売か

らスタートし、太陽熱温水器を皮切りに家庭用風呂釜、給湯器、ソーラーシステムなどの商品を次々と発表し、企業とし

ての地歩を固めました。 

転機は、昭和 59 年山口日本電気㈱の進出がきっかけで、半導体関連業務を手掛けたいとの創立当初よりの情熱で、大手

半導体製造装置メーカーとの業務提携、新分野への進出を果たしました。半導体製造装置の製造・メンテナンス業務を通

じて得た機械・電気・電子、ソフトウエアなど

の技術はその後の長州産業㈱の FA・メカトロ

分野での事業拡大の基礎となっています。 

“新たなもの・未知なるものへの好奇心と、

前向きなチャレンジ意欲”が長州産業㈱の原動

力です。現在は、エネルギー機器事業、洗浄事

業、真空メカトロ機器事業と幅広い領域をカバ

ーする企業としてその名声を轟かせています。 

21 世紀の技術立国を担う人材育成に努め、

｢技術・人材・財務面すべてが超一流たるオン

リーワン企業｣を目指し、近代日本建設の先駆

けとなった維新の志士たちのように、熱き志と

ロマンをもって、21 世紀の｢技術維新｣を巻き

起こそうと頑張っています。 

 

 

 

7 月 1 日（木）、宇部全日空ホテルにて、 

平成 22 年度 第 1 回（通算第 3 回） 本部会議が開催された。 

（1）決議事頄（下記の①②がいずれも承認） 

①H22 年度の決算…… 

国からの委託費（研究開発委託費：約 3 億 4 千万円、 

事業運営費：約 2 千万円）をほぼ予算どおり実施。 

また地域資金の決算は約 2 億 3 千 8 百万円。 

②会員規約の一部改正…… 

H22 年度から「山口県農林総合技術センター」が 

研究実施機関として参画することになり、これに伴い 

「会員規約」の一部を改正。 

（2）報告事頄 

・評価委員会（H22.3.1 開催）……下村評価委員長より、事業スタート後半年であり、「着実にスタートしているか」、

「成果が見込めるか」の観点で評価し、前者は高い評価が、後者は成果が見込めるとの見解が得られた旨の報告が 

なされた。 

・全体推進会議（H22.3.15 開催）……研究開発の状況や特別講演の紹介及び会場ロービーでの準会員によるパネル展示 

等について実施報告された。 

 

～オンリーワン企業を目指す維新の志士～ 
（シリーズ）会員企業紹介 ②「長州産業株式会社」 

４ 

平成 22 年度第 1 回本部会議開催 
～事業は項調にスタート！今後が楽しみ。～ 技術管理マネージャー 木村信夫 

５ 
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7 月 1 日（木）、宇部全日空ホテルの国際会議場にて、平成

22 年度 第 1 回（通算第 2 回）全体推進会議が開催された（参加

者は評価委員、会員、準会員等の約 80 名）。 

会議の前半は、まず倉重事業総括より「H21 年度活動報告と

H22 年度計画」と題し、クラスターの決算や出願特許の状況、

H22 年度の研究開発目標等について報告された。次に只友研究

統括と戸嶋研究副統括より推進中の計 11 のテーマを対象に「研

究開発状況と今後の予定」について、詳細な報告がなされた。

詳細は「宇部日報」平成 22 年 7 月 13 日版参照。 

会議の後半は、準会員 6 社より、動画を含めて「自社技術の

紹介や本事業に参画した狙い」等について各社 10 分の紹介がなされた。会議終了後準会員を交えた交流会が場所を別室

に移して開かれ、会員間の交流が図れた（参加者約 40 名）。 

 

 

 

平成 22 年 7 月 28 日（水）、山口大学工学部前の（社）常盤

工業会会館において、やまぐちグリーン部材クラスター主催の

「シリーズ先端講演会（第３回）太陽電池の技術動向及び周辺

材料」を開催した。 

講師には、世界最先端を行く日本の太陽電池業界を長年引っ

張ってこられた 「太陽光発電技術研究組合理事長 桑野先生

（写真左）」、製造現場で研究開発をされている太陽電池用シリ

コンのトップメーカーの「（株）トクヤマ  小田先生（写真中央）」、

太陽電池用シリコン用ソーワイヤーのトップメーカーの「ジャ

パンファインスチール(株) 尾崎先生（写真右）」をお招き

し、雨天にも拘わらず 100 名近い多数の参加者があった。 

桑野先生は、砂漠に太陽電池を設置し、それらを超電導

ケーブルで引っ張ると、全世界の全てのエネルギーをまか

なえる GENESIS 計画を提唱した経緯などを含め、グロー

バルな省エネルギー社会の構築構想など技術のみならず、

未来に向けた政策的課題まで触れて頂いた。 

小田先生には、製造メーカーならではの太陽電池用シリ

コンの製造方法比較や設置コストなど、尾崎先生には、太

陽電池シリコンを薄くスライスする技術の最新情報など、

開発者ならではのショッキングな内容であった。 

 

（シンポジウムの参加者約 100 名） 

  

シリーズ先端講演会（第 3 回）「太陽電池の技術動向及び周辺材料」 
～太陽電池市場は近未来液晶並の 10 兆円産業に急成長～事務管理マネージャー 吉村弘之 

７ 

平成 22 年度第 1 回全体推進会議開催 
～2012 年度末までに LED 加工基板を実用化～  技術管理マネージャー 木村信夫 

６ 
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 平成 22 年 7 月 3 日（土）、山口東京理科大学において、同大学の主催、

やまぐちグリーン部材クラスターの共催で「第 7 回先進材料研究所シンポ

ジウム 設立 5 周年記念」が開催された。 

 設立 5 周年を記念して、東京理科大学藤嶋学長から「光触媒はどのよう

に開発・展開されたかー産学連携の在り方を考える－」と題した特別記念

講演が行われた。藤嶋学長は、「本多・藤嶋効果」で知られる酸化チタン

光触媒の発見者であり、発見から応用展開、今後の展望までをご自身の経

験に基づいて手にとるようにわかりやすく講演された。また藤嶋学長が研

究だけではなく、次世代を担う子供達への教育にも熱心に取り組まれてお

り、先生の人間性の大きさを感じ、感銘をうけた。 

先進材料研究所は、情報機能ナノ材料部門、エネルギー変換材料部門お

よび精密機能解析部門の 3 部門から構成されており、本シンポジウムはこ

れらの研究成果を広く一般に知ってもらうことを目的としている。 

戸嶋所長の「金属ナノ粒子技術の新展開」と題した総合講演に

始まり、Zhang 博士による特別講演が行われた後、合計 10 件の

個別課題について研究発表が行われた。情報機能ナノ材料部門か

ら、ナノ粒子の液晶への応用、情報記憶に有用なナノ磁石の合成

等が、エネルギー変換材料部門から、新規熱電材料の開発等が、

精密機能解析部門から SERS(Surface Enhanced Raman 

Scattering、表面増強ラマン散乱)を用いた液晶分子の構造解析等

の発表が行われた。これらの報告の多くが、やまぐちグリーン部

材クラスター事業に関係しており、興味深い最新技術の報告であ

った。                               （当シンポジウムの参加者 59 名） 

 

 

 

日本では 1993 年以来特許情報の電子化が進めら

れてきたが、その後の情報処理技術・通信技術の

発達とも相俟って、これら特許庁に蓄積されてい

る膨大なデータがインターネット端末を通して

様々な切り口で分析できるようになった。 

右図はその一つで、Web 上で提供される有償ツ

ールを使って作成したものです。内容は出願され

た特許の質的側面から技術開発動向を分析しよ

うとするもので、今回の技術テーマは「ナノ粒子

の製造法」にしました（注）。アルゴリズムの詳細

は省きますが、分かりやすく言うと、出願された

特許に対するその後の(1)出願人自身、(2)審査官、

(3)第三者の各アクションと、いわゆる「強い特

許」・「いい特許」とみなされるものとの相関関

係に着目して特許力を指数化したものです。これ

によれば、出願人自身の権利化の意欲が高く、審査官や第三者の注目度も高いものほど右方にプロットされ（個別力）、

またそうしたものを多く持っていればいるほど泡が大きくなり位置も上方にプロットされます（総合力）。逆に出願はし

たものの、出願人自身の権利化意欲が薄くしかも誰も注目していないようなものは左側に、またそのようなものしか持っ

ていないと下方で円も小さく表示されることになります。 

図によれば、DOWA、三菱マテリアル、三井金属工業といった名だたる素材メーカーが個別特許的にも総合力においても

上位にあるのはさすがと言えます。注目すべき点として、これはと思うものに集中投資することで有名なあのサムスンが

総合力上位にあることは、その本気度がうかがえます。また、九州大学、大阪大学、産総研、大阪市工研等の公的研究期

間が上位の一角に名を連ねていることは、こうした基礎研究においてその存在感を示していると言えるでしょう。 

この図が全てとは決して思いませんが、従来にはなかった質的側面に切り込んだという点でおもしろい試みだと思います

ので、今後本クラスターの各テーマについてもやってみたいと思います。一つの参考として見ていただければ幸いです。 

（注）関連する技術全てを網羅的に抽出したものではなく、分類コードとキーワードによりある程度大胆に絞り込んだ。 

光触媒の藤嶋東京理科大学学長が名講演 
～第7回先進材料研究所シンポジウム(設立5周年記念)～ 科学技術コーディネータ 北淳一郎 

８ 

（シリーズ）特許分析にみる技術開発動向（１）  知財コーディネータ 三宅雄二 ９ 
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LED 電球の価格低下が急激に進んでいます。 

今回、クラスターセンターにて、市販 LED 電球（日本製、中国製）の特性を 

分光放射照度計と 40 インチ積分球測定装置を使って調査しました。 

結果を表に示します。価格が一番安い中国製品（ブランド A）も 

日本製ブランド品と極端に相違はない結果となりました。 

今年 4 月の LED 電球の平均価格は、3,062 円、全国家電店における電球全体の販

売数量 50%超は、LED 電球と報告されています。 

ますます LED 電球への置き換えが進みそうです。 

                        【表】 

参考値2)

消費電力 定格寿命 相関色温度（Ｋ） 演色性 全光束2) 発光効率

(円） (W) (ｈ） 積分球1) 積分球1) (lm） (lm/W)

1 LED A 中国製 1,980 6 40,000 4,854 67 387 64.5
2 LED B 日本製 3,990 3 40,000 8,850 86 123 41
3 LED C 日本製 3,360 6.9 40,000 4,975 69 498 72.2
4 LED D 日本製 3,360 6.9 40,000 6,623 76 496 71.9
5 LED E 日本製 3,360 7.5 40,000 4,878 70 463 61.7
6 LED F 日本製 3,150 6.0 40,000 4,695 69 366 61
7 FL G 日本製 756 12 6,000 5,682 76 546 45.5
8 FL H 中国製 13 6,000 2,770 82 728 56
9 IL I 日本製 54 2,703 100 441 8.2

10 IL J 日本製 54 1,000 2,747 99 719 13.3

実測値
ブラ ンド

国名4）
NO. TYPE

ブランド

3）

売値
カタログ仕様

注：FL:Fluorescent Light（蛍光灯）　IL:Incandescent Light bulb（白熱電球）

  1）（地独）鳥取県産業技術センター　技術開発部応用電子科測定　測定装置：４０ｲﾝﾁ積分球測定装置

  2）発光効率は、(実測全光束/ｶﾀﾛｸﾞ消費電力)として求めた

  3)ブランド:シャープ、パナソニックなど    4)ブランド国とは、海外生産が多いためどこの国の製品かを示した  

 

 

5月 23日～5月 28日に米国シアトル市で開催された第 48回 SID(The Society 

for Information Display：世界唯一のディスプレイ専門学会)に参加した。 

 SID はディスプレイ専門の権威ある世界的学会で、研究者、技術者、生産者

および消費者が一堂に会する最も伝統のある学会である。今回は液晶および

PDP を始めとして、最新の 3D ディスプレイ、有機 EL ディスプレイ、フレキシ

ブルディスプレイ、大画面のプロジェクションディスプレイまで、広い範囲の技

術や応用分野が紹介された。 

 合計523件の報告が行われ

た。国別発表件数は、韓国 189

件、台湾 153 件、米国 110 件、続いて日本 107 件の項であった。30 年

前は日本の発表は 4 件だけだったのに対して、15 年前には全体の 40%

に増加し、本年度は韓国台湾からの発表が 65%を占めた。アジアのこ

の分野への進出の著しさを反映している。 

 特筆すべきニュースは、当クラスターの正会員のシンテック(株)の北

村専務が「シミュレーターの実用化とその国際的普及」により、特別

表彰を受賞されたことである。 

  

正会員シンテック㈱、北村氏が「Special Recognition Award」を受賞 

～ SID 2010（視察報告）～         科学技術コーディネータ 小林駿介 

 

１１ 

特別表彰を受賞された 

シンテック(株)北村道夫専務（右） 

家電量販店の LED 電球売り場 

市販 LED 電球のサンプル調査 

～発光効率は蛍光灯以上、演色性は今一歩～    科学技術コーディネータ 宮城盛二 
１０ 
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上記の日経主催のセミナーが 2010 年 6 月 29 日東京で開催された。GaN（窒化ガリウム）は LED 電球の主役材料であ

り、SiC(単価珪素）はパワー半導体として一部の分野で応用が展開され始めている。 

パワー半導体はエアコンなどのインバータはもとより、電気自動車や太陽電池用などのパワーコンディショナーなど、

これからの省エネ・環境技術に欠かせない電子部品である。 

GaN や SiC は、従来の単元素からなる Si（珪素）に比べて、耐電圧性や電気抵抗特性の点で格段に優れた性質をもつ。

しかし、それらは化合物が故に基板材料が作りにくく、また、トランジスタなどのデバイス化の際に必要となる絶縁膜の

形成が極めて難しいなど、まだまだ多くの課題を抱え、研究開発途上にある。 

先行する SiC は、すでに多くのメーカーがスイッチング素子を商品化しているが、GaN はこれからの段階にある。2015

年頃までには SiC が主流になり、GaN はそれに続くとのコメントが、産総研の講師が主張されていた。 

本テーマは、現在のクラスターの取扱テーマとは直結しないが、太陽電池や LED 照明システムなどに欠かせないパワー

コンディショナーなどの周辺装置のキィー技術なので、これらの動向も注視しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 21 日、クラスターセンター有志が、正会員企業の戸田

工業(株)小野田事業所を見学。 

戸田工業(株)は約 190年前の江戸時代に岡山県でのベンガラ

製造を生業とする。ベンガラ製造は、亜硫酸ガスの発生を伴い、

大きな公害問題を引き起こしていた。そこで、同社は約 40 年

前、湿式法と呼ぶ無公害の製造法を開発し、それをコア技術と

して、種々の微粉末の製品展開を行ってきた。 

小野田事業所は、戸田工業の主力工場であり、酸化第二鉄（ベ

ンガラ）の他に、ビデオ、プリンター、リチウムイオン電池と

時代の最先端製品の登場に合わせて、次々とそれらのコア材料

を製品化してきた。例えばビデオテープ用材料は世界シェアの

６割以上を占めたほどである。この事業所は原料の再利用率が 

99.9%と高く、山口県のエコファクトリーにも認定されており、 

製品およびその他の部分の両方で最先端を走っている。  

～パワー半導体時代の花形～化合物半導体～ 

“SiC や GaN を用いたパワー素子の基礎と応用セミナー”報告 
１２ 

創業 190 年の先端老舗企業（企業訪問） 

～(正会員) 戸田工業株式会社 小野田事業所～    科学技術コーディネータ 北淳一郎 

 

１３ 

半導体性能指数の比較 
Si-MOSFET と SiC-MOSFET の 

模式的比較 
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 京都環境ナノクラスター（平成 20～24 年度、グローバル拠点型）は、やまぐちグリーン部

材クラスターより１歳年上の兄貴分にあたる。ナノテクノロジーを基盤技術として、地球環

境問題の解決を目標として研究開発テーマを５本掲げている。 

 今年度は３年目の中間評価時期を迎えており、京都 EnviNano フォーラムと称する以下３

本のフォーラムを企画・実施した（H22.7.21~23 京大）。 

①クラスターフォーラム 

（H22 年度成果発表会） 

②エコナノフォーラム 

（関連機関成果発表会） 

③国際フォーラム 

～グリーンソサエティの実現に向けて～ 

 国際フォーラム（経費は別枠で獲得）は環境問題を国際的な視野でディ

スカッションするために、海外から世界をリードする 3 名の講師（UCLA

＜米＞、ドイツ連邦教育研究省＜独＞、ナノグローブ社＜シンガポール＞）

を招聘し、半日にわたって熱い討論が行われた。 

 環境問題は、技術、価値基準、政策、国際協力など階層横断的な解決策

を要する。技術のみの情報交換になりがちな点を反省し、環境問題に 

「ナノテク」をどう役立てるか、グローバルネットワークをどう築きどう 

発展させるかが最重要との共通認識が結論された。 

 

 

 

 備後地域は広島県内でも起業家を多数排出していることで名が知れている。経済産業省の

支援で H21 年度まで開催してきた「FPD フォーラム」は廃止になったが、ならば自力でと、

継続組織「電子デバイス事業化フォーラム」を立ち上げ再スタートを切ったもの。H22 年度

第 1 回フォーラムが 7 月 24 日、ポリテクカレッジ福山で開催され、猛暑の中、百数十名が

参加。 

 経済産業省から「経済産業省の情報経済革新戦略」と題した基調講演に続き、地元企業の

ローツエ社の崎谷社長から「日本のもの作りを強

くするために何が必要か」と題した特別講演が行

われた。最後に「備後地域 IT・電子デバイス産業の現状と将来展望」と題した

パネル討論が行われた。 

 崎谷社長の講演が印象的で、中国をはじめとするアジアのキャッチアップが

凄まじい中、たとえば中国製太陽電池のパネル価格がすでに 0.82$/W と 1 ドル

を切っている中、もはや性能や信頼性だけでは土俵圏外と悲痛な訴えがあり、

電気代などのインフラコスト差や税制をはじめとする諸制度の格差解消の必然

が指摘され、大胆な特区の提唱などが行われた。 

 

 

 

①西田直人他：「金属ナノ粒子分散液晶の表示素子への展開」、液晶－構造制御と機能化の最前線、加藤隆史監修、 

シーエムシー出版、pp275～282（2010 Jul.） 

②戸嶋直樹：「有機‐無機ハイブリッド熱電変換材料(特集：有機‐無機ハイブリッド材料) 」、未来材料、10、(4)、 

pp38～46 、(2010 Apr.)  

③戸嶋直樹：「有機熱電変換材料としての導電性高分子の可能性（特集：熱電変換材料の研究トレンドおよび用途開発）」、 

Material Stage、10、(1)、No.109、pp42～45、(2010 Apr.) 

④戸嶋直樹：「ナノテクノロジーを推進する金属ナノ粒子―事始めから最近の展開まで―」、現代化学、No.472 、 

pp56～62、（2010 Jul.） 

⑤戸嶋直樹：「金属ナノ粒子技術の新展開」、第 7 回先進材料研シンポジウム講演要旨集、pp.1～2（2010 Jul.） 

⑥白石幸英：「ナノマテリアル・シクロデキストリン」、第 7 回先進材料研シンポジウム講演要旨集、pp.6（2010 Jul.） 

⑦赤木史生・北條 信：「新しい機能性材料を指向した有機導電性高分子の合成と物性評価」、 

第 7 回先進材料研シンポジウム講演要旨集、pp.7（2010 Jul.） 

⑧阿武宏明：「ナノ構造・組織制御による新規熱電材料の開発」、第 7 回先進材料研シンポジウム講演要旨集、 

pp.8（2010 Jul.） 

⑨橋本慎二：「SERS を用いた液晶分子の構造解析」、第 7 回先進材料研シンポジウム講演要旨集、pp.14（2010 Jul.）  

環境革命にグローバルネットワークをどう強化し、ナノテクをどう役立てるか 
～京都環境ナノクラスター国際フォーラム（視察報告）～     事業総括 倉重光宏 

１４ 

京都環境ナノクラスター 
プログラムディレクター 

松重和美京大教授 

京都大学百周年時計台記念館 

“日本の電子デバイス産業が危ない！”（視察報告） 

電子デバイス事業化フォーラム ～備後地域 IT・電子デバイス産業の現状と展望～事業総括 倉重光宏 
１５ 

知財・部外発表 速報             技術管理マネージャー 木村信夫 

 

１６ 
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（1）企画部会 

企画部会は企業の会議にたとえれば、役員会に相当する会議。毎月 1 回、 

クラスターの重要事頄を審議・決定している。委員は、本部会議（株主総会 

相当）の審議を経て、中核機関の山口県産業技術センターの理事長が委嘱す 

る。現在、3 つの部会長ほか合計 11 名で構成している。 

直近の 7 月度の企画部会は、さる 7 月 20 日に産業技術センターで開催さ 

れ、各種報告に続き、以下 6 本の議案を審議決定した。 

①第 3 回シリーズ先端講演会「太陽電池の技術動向および周辺材料」の 

企画案 

②クラスターセンターニュース 8 月号の構成案 

③特許分析レポート＆知財形成の方向性についての提言（その 1） 

④知的財産戦略部会の委員増強について 

⑤LED ジャパン (H22 年 9 月 29 日～10 月 1 日、パシフィコ横浜）クラスター関連出展 

⑥クラスターの行事予定  

（2）知的財産戦略部会 

企画部会の傘下に設けた、知的財産戦略を練る部会。やまぐちグリーン部材クラスターの研究開発テーマは、 

細分すると 11 テーマにのぼるので、特許分析ツールなどを駆使しながら技術動向や研究開発の方向性を項番に分析 

し、逐次まとめて提言する。直近の部会は 7 月 26 日開催、1 ヶ月半に一度の割合で開催している。 

 

 

 

8 月  3 日（火）  福岡クラスター拠点推進会議会（ホテルオークラ福岡） 

8 月  5 日（木）  やまぐち LED 照明研究会 ものづくり先端技術懇話会（山口県産業技術センター） 

8 月 18 日（水）  福岡クラスター交流会分科会（山口県産業技術センター） 

8 月 26 日（木）27 日（金）  「なるほど！産技センター」一般公開（山口県産業技術センター） 

9 月  1 日（水）～3 日（金）  真空展（東京ビックサイト） 

9 月  3 日（金）  真空フォーラム 2010「本格導入進む白色 LED フォーラム」（東京ビックサイト） 

9 月 15 日（水）  宇部キューブサロン（ホテル河長） 

9 月 24 日（金）  宇部興機（株）（クラスター正会員）新工場竣工式（宇部新都市貸工場） 

9 月 29 日（水）～1 日（金）  LED ジャパン 2010（パシフィコ横浜） 

10 月 30 日（土）  山陽小野田市 市民環境フォーラム（山口東京理科大学） 

 

 

 

やまぐちグリーン部材クラスター「LED ジャパン 2010 」出展計画 

展示会名称：LED ジャパン 2010/Strategies in Light 

会    期：2010 年 9 月 29 日（水）～10 月 1 日（金）10:00-17:00 

会   場：パシフィコ横浜 

主   催：株式会社 ICS コンベンションデザイン PennWell Corporation 

募集対象者：クラスター会員（LED 研究に関連する正会員、特別会員、準会員） 

出展料等 ：1企業1万円（基本装飾、電気使用料、消費税込み） 

申込期限等：2010 年 8 月 12 日（木）＊ 詳しくは、ホームページを参照してください。 

展示品目 ：LED研究開発関連技術について紹介する機器・部品の実物、模型、パネル等を展示していただきます。 

 

 

 

クラスターセンターニュースは 1 ヶ月に 1 回の割合で発行することとしており、今回は、創刊号に次ぐ第 2 号というこ

とでかなりのプレッシャーでしたが、無事編集を終えることが出来ました。 

 本号では、研究グループ紹介や会員企業紹介をシリーズ化し、執筆を担当していただいた先生や企業の皆様には、原稿

締切までの時間のない中、御協力ありがとうございました。 

今後も幅広く前向きなニュースを提供するよう創意工夫して紙面充実に努めますので、皆様からの御意見をクラスター

センターまでお寄せ下さい。 

編 集 後 記                 広報企画員 豊守亜希 

クラスターセンターからのお知らせ 

～LED ジャパン 2010～      事務管理マネージャー 吉村弘之 
１９ 

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

 

１８ 

こんな会議を開きました。                事業総括 倉重光宏 

 

１７ 

第 10 回企画部会風景（22.6.22 開催） 

http://www.ics-inc.co.jp/
http://www.ics-inc.co.jp/
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