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 今年は本当に暑い夏でした。この暑い季節に熱い気持ちでビジネスや研究開発に勤

しんでいる皆さまには悪いのですが、とある東京出張のときに、高校時代に読んでか

ら久しく埃をかぶりページまでもが黄ばんでしまった小説をブリーフケースに入れて、

往復の道中で久しぶり読み返してみました。若かりし頃に思ったことは記憶の彼方に

なってしまったのですが、この歳になって初めて深く感じることや腑に落ちることが

あるものだと思いました。 

閑話休題。このニュースがお手元に届く頃は、“やまぐちグリーン部材クラスター”

がキックオフしてからほぼ 1 年になります。そんなことも思いつつ、これまた夏のあ

る日、1 年半も前に書いた“やまぐちグリーン部材クラスター”の提案書にも目を通し

てみました。今ならこう書くなと反省することもありましたが、書いたときの初心が

思い出され、いい充電ができたと思っています。ところで、世界に目を転じると、アジア中心で経済が回り始めたという

实感があったこの 1 年です。我々のクラスター事業もいよいよ真価が問われる時期になってきたと思います。ビジョンの

实現には現場が大事と考えている小生としては、参画企業の方のご要望やご意見をお聞きすること抜きに事業の成功はな

いと思い、この夏、幾つかの会社を訪ね歩いたり、大学の研究グループに飛び入りで討議に参加させてもらったりしまし

た。その中で、世界を見据えた熱い心と冷徹な判断とを併せもって事業展開されている企業の方々や大学で日々緻密な研

究をされている研究者の方々のお話をお聞きし、研究開発の加速または方向修正の必要性も感じたところです。 

我々のクラスター事業は、地域を中心とする参画企業の事業に研究成果が結实しなければならないことは言うまでもあ

りませんし、大きなイノベーションにつながる研究成果は科学的な先進性ももっていなければなりません。1 年という節

目を迎える時期に当たり、不屈の前進力を失わず、小職のやるべきことはやっていきたいと思っています。引き続き、皆

様方のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

梅干しは日本人にとって「お茶漬け」や「おにぎり」でおなじみの食材であるだけでなく、最近では焼酎のお湯割りで

も活躍しています。梅干しは紀元前から存在していたようで、そもそもは漢方薬の材料として使われていましたが、日本

では薬よりむしろ食材として重宝されてきました。 

というのも、梅干しは 400 年以上も前の 16 世紀に漬けたものさえ、いまだに問題なく食せるくらい、腐りにくい効能

をもっているのです。 

我が家では、夫婦共々梅干し入りのおにぎりが大好きです。今年のように猛暑日が続く中、お弁当として持ち歩いても

傷みにくいので安心です。特に海苔巻きのおにぎりはお米が手につかず、磯の香り

も楽しめてとてもおいしいですよね。 

梅干しのまわりにお米がクラスター（まさに葡萄の房）のようにくっついていて、

さらに、その外側の海苔がおにぎり全体の形をしっかりと保ってます。このすっぱ

く癖のある梅干しを眺めていると、クラスターセンターの大事な役目を感じてしま

います。  

やまぐちグリーン部材クラスター事業開始から 1 年を迎えて 

                     研究推進部会長 三木俊克 
１ 

コラム「梅干しとクラスター」 
                       広報企画員 豊守亜希 

２ 



2 

≪これまでの成果≫ 

①高濃度条件下での安価な金属ナノ粒子の新規合成法開発 

②金属ナノ粒子と金属微粒子（マイクロメートルサイズ）を 

混合したペーストの作成 

 

 

 

 

 

 

≪研究の背景と目的≫ 

 金属、その他の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、

元の物とは全く異なる性質を示すようになる。その一つに融点が低くなる現象がある。従

来のマイクロメートル（百万分の 1 メートル）サイズの銀粒子を含むペーストでは約 850℃

の加熱により、銀粒子の一部が融解し、銀粒子同士が結合し導電性を示すようになる。こ

の現象が銀ナノ粒子のペーストでは、200℃以下で起こる。しかしながら、銀ナノ粒子は価

格の面で競争力が务る。山口

県産業技術センター・岩田専

門研究員は、山口東京理科大

学や企業と共同で金属ナノ

粒子の合成方法に関する研

究に取り組み、より安価に金属ナノ粒子を製造する技術の開

発に取り組んでいる。また金属ナノ粒子の応用例として印刷

による導電細線の形成のための研究開発を企業と共同で行

っている。 

 

≪研究の概要≫ 

①金属ナノ粒子の量産合成法開発（シラン還元法による高濃度条件での金属ナノ粒子の合成、保護剤の種類など合成条件

の最適化、金属ナノ粒子の評価） 

②導電ペーストの作成（金属ナノ粒子、バインダー樹脂や溶剤を混合し、分散状態を SPM により評価） 

③印刷による導電細線の形成（四探針法と SPM による導電性評価） 

 

 

 

 

 

 

 

  

研究グループ紹介(3) －金属ナノ粒子分散ペーストの開発とその導電性配線への応用－ ３ 

≪社会への波及効果≫ 

①金属ナノ粒子の製造コスト削減 

②焼成温度の低温化による省エネ 

 

≪産業界への波及効果≫ 

①金属ナノ粒子の普及 

②液晶ディスプレイ、太陽電池等の導電細線 

 
≪研究实施体制≫ 

〈山口東京理科大学〉 

戸嶋 直樹（教授）  木練 透（准教授） 

白石 幸英（准教授）西田 直人（ＰＤ） 

〈山口県産業技術センター〉 

友永 文昭（リーダー） 

岩田 在博（専門研究員） 

 金属ナノ粒子を含むペーストの SPM 像 

サブグループリーダー 
山口県産業技術センター 

岩田在博 
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ソーワイヤ 

ダイヤモンドワイヤ 

ジャパンファインスチール株式会社は、設立 15年目のまだまだ若い会社です。 

特殊鋼線メーカーとして、主に 0.1mm 前後の極細ワイヤの製造・販売を通してさまざまな

場面で社会の発展に貢献しています。 

特にシリコンウェハーなどの精密切断加工に欠かすことのできない主力製品「ソーワ 

イヤ」は、半導体や今後も拡大が続くことが見込まれる太陽電池関連商品として世界を 

リードし続けています。 

独創的な技術で差別化をより鮮明にするために、製品を更に進化させる研究開発を 

積極的に進めています。太陽電池用シリコンインゴットの切断速度を従来の約 3倍に 

高めるダイヤモンドソーワイヤは、次世代型ソーワイヤで最も有望な商品の１つです。 

お実様での大幅なコストダウンはもちろんのこと、従来産業廃棄物でしかなかった 

シリコンくず等の分離・リサイクルを实現し、環境負荷低減への効果を期待されています。 

     「勇気と誇りをもって、未来の扉を切り拓こう」 

 社員一人ひとりが、「己を磨き、情熱を燃やし、夢を追い続け」仕事だけでなくいろ 

いろな場面で感動し、そして感動させることができるよう、尐しでも多くの気付きと楽 

しく仕事ができる会社を目指しています。 

＜会社概要＞                                  

■ 社名：ジャパンファインスチール株式会社       

■ 設立：1996年4月10日 

■ 資本金：1億円 

■ 代表取締役社長 杉村隆士 

■ 本社/工場所在地 

〒756-0063 山口県山陽小野田市石井手一丁目19番1号 

Tel 0836-83-4982 ／ Fax 0836-83-2953 

■ 従業員数 220名（2010年 6月現在） 

 

 

 

 

 猛暑日がつづく 8 月中旬、クラスターセンター有志が國武先生をお訪ねした。文

化功労者でもある先生の部屋をおそるおそるノックしたところ、予想に反して、ち

ょっとはにかみながらも笑顔で我々を迎えていただいた。 

國武先生が理事長を務める北九州産業学術推進機構は、かって石炭の積出港とし

て栄えた北九州の若松地区の荒野に拓かれた北九州学術研究都市の中心部に位置

する。（Ⅰ期；平成 7 年～18 年度、121ha＜東京ドーム約 26 個分＞、Ⅱ期；平成

14 年～26 年度、136ha＜東京ドーム約 29 個分＞）。 

同地区には、4 大学（九州工大、北九州市立大、早稲田大、福岡大）のほか、各

種研究機関が集結しており、昼間人口は 3000 人に達し、今なお膨張を続けている。 

 國武先生は、細胞膜と同じような構造と厚さ（厚さ 20 ナノメートル程度）をもつ人工膜を作り出すことに世界で初めて

成功した著名な化学者。また、その膜を巨大化（膜厚の 100 万

倍以上）させることにも成功され、ベンチャ企業を興してその

事業化を進めている。巨大ナノ薄膜は、海水の淡水化や、燃料

電池の電解質分離膜などに利用されたりしており、その偉大な

功績により文化功労者など多くの表彰も受けられている。 

先生には、やまぐちグリーン部材クラスターの外部評価委員

として貴重な助言を頂いている。 

インタビューのあと、北九州における知的クラスター事業（福

岡先端システムLSIクラスター）との交流ミーティングをもち、

その幅広さとパワフルな活動に圧倒されながら帰路についた。 

（シリーズ）企業紹介③ ジャパンファインスチール株式会社 
～独創的な技術で世界をリードし続ける～ 

４ 

こんにちは 國武先生 

（北九州産業学術推進機構理事長）      事業総括 倉重光宏 
５ 

弊社屋上の太陽電池発電システム 100ｋW 
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 福岡クラスターは、県内はもとより国内外に多くの研究開発拠点

を構えている。年に一度、全拠点関係者が一堂に会した会議「拠点

推進会議」を開催し、全拠点のベクトルあわせを行っている。 

2010 年度の会議は、8 月 3 日、ホテルオークラ福岡で開催され、

約 500 名が参集。やまぐちグリーン部材クラスターも、山田隆裕山

口県産業技術センター理事長他合計 3 名が参加した。 

会議は冒頭、麻生福岡県知事および鎌田クラスター会長など、政

財界のトップが基調講演するなど、さすが、全国で唯一の S 評価を

受けたクラスターかと頷けた。 

クラスタートップの力強いリーダシップ、濃密な連携、ニーズプ

ルコンセプト（たとえば学内ワンセグ放送のプランを立てた上で個

別技術の R&D を牽引）など、クラスター事業の力強い推進を实感した。 

会議の主な内容は以下の通り。 

(1) 特別講演 2 件（半導体の世界戦略、ミニファブ構想） 

(2) 福岡プロジェクトの新たな展開（総額 30 億円規模の半導体实装評価センターの新設など） 

(3) H21 年度事業報告 

(4) 交流会 

 

 

 

首記、「白色 LED 照明」をテーマとした講演会が、やまぐち LED

照明研究会（会長：岡本要 長州産業㈱代表取締役社長）と、もの

づくり先端技術懇話会等 5 団体の共催で 8 月 5 日、山口県産業技術

センターで開催され、約 100 名が参加。 

講師は、山口大学の只友教授、LED 光源普及開発機構の小林理

事長及び京セラ㈱形部氏の 3 名。 

岡本会長から、「立派な材料のある山口県から元気な LED 企業を」

との力強いあいさつを受けたあと、只友教授から「白色 LED の基

礎と将来展望」と題して、LED の原理や基礎技術に加え、研究開

発中の GaN ベースサファイア加工基板の紹介や今後の技術開発のポイントなどについて紹介を受けた。 

続いて、LED 光源普及開発機構の小林理事長から、内外の LED 照明普及实態や最新 LED 照明の市場動向について紹

介を受けたほか、特に LED 照明機器の規格化について迅速な対応の必要の指摘を受けた。 

京セラ㈱形部氏からは白色 LED 照明機器の具体的な評価試験方法の提案理由や自社製品について紹介を受けた。 

聴講者からは、LED 照明機器の利点とされる「寿命」評価に関し数多くの質問出されたのが印象的だった。講演会終了

後は近隣のスペイン料理レストランで和やかな交流会も催された。 

福岡先端システム LSI クラスター拠点推進会議陪席報告 

～県知事自らがリーダシップ～      技術管理マネージャー 木村信夫 
６ 

≪会議報告≫やまぐち LED 照明研究会・ものづくり先端技術懇話会「白色 LED」 
～LED 照明の本格普及期到来！～           事業総括 倉重光宏 

 

７ 



5 

 

 今後急成長が見込まれる太陽電池産業を睨んで、川上～川下関連産

業（研究開発、部素材、製造装置、セル・モジュール）を連携して発

展させ、「中国地域を一大供給基地に」を合い言葉に、2009 年首記フ

ォーラムが設立された。座長は吉野勝美島根県産業技術センター理事

長・阪大名誉教授。 

2010 年度はさらに充实すべく、基本方針を話し合う第 1 回幹事会

が 7 月 30 日（金）、中国経済産業局で開催され 34 名が参加、以下の

方針が決められた。 

(1)「中国地域太陽電池フォーラム」運営事業 

総会、幹事会の開催、研究会の運営支援、web サイトの制作、管理 

(2) 研究開発事業 

コーディネータの配置やアドバイザの派遣、産学連携促進のためのマッチング交流会 

(3) 事業化・市場化支援事業 

セミナー、ビジネスマッチング交流会、企業紹介、海外展示会出展支援（11 月 9 日～13 日、上海「2010 中国国際工

業博覧会」日本パビリオン出展支援） 

(4) 海外市場調査事業 

文献調査、海外現地調査 

山口県関係参加機関は、県庁、（地独）山口県産業技術センター、山口大学、長州産業㈱、㈱トクヤマ、ジャパンファ

インスチール㈱の 6 機関 

 

90 年代、世界を制覇した日本のテレビや半導体事業などが海外からの圧力もあり、いったん萎み、以後は低迷が続くこ

とになったが、先端環境技術をテコにこのようなアクティブな個別産業政策の復活はおおいに歓迎できる。 

 

 

 

「中国地域太陽電池フォーラム」第 1 回総会が 8 月 27 日に広島

国際会議場にて開催され、やまぐちグリーン部材クラスターを代表

して参加しました。中国地域太陽電池フォーラムは中国経済産業局

が主導して、中国地域における部・素材産業や製造装置産業の集積

を活かした取り組みで太陽電池関連産業の創出を目指すものです。

参加者は、世界的な環境・エネルギー分野への取り組みを反映して

か、約 120 名程度で盛会でした。平成 22 年度事業の概要に加え、

記念講演が三本組みこまれていました。岐阜大教授野々村先生より

｢未来型太陽電池システムの最新情報｣、産総研吉田先生より｢有機

薄膜太陽電池の課題と展望｣、企業から三菱化学山岡氏から｢有機薄膜太陽電池の開発と今後の展開｣の講演がありました。 

太陽電池に関しては、シリコン系、化合物半導体系、有機半導体系と種々ありますが、今後は、それぞれ｢応用分野の棲

み分け｣が進むと思われます。中国地域が、世界の部・素材、製造装置の発信基地としての地位を確固たるものにするため

にも、｢産学官の連携の重要性｣を再認識しました。 

中国地域太陽電池フォーラム幹事会（22.7.30 広島） 

～中国地域を太陽電池関連産業の一大集積基地に～   事業総括 倉重光宏 
８ 

≪会議報告≫中国地域太陽電池フォーラム第 1 回総会・記念講演会へ参加 

～世界に向けた部素材・製造装置の供給基地へ～ 科学技術コーディネータ 宮城盛二 
９ 
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 8 月 18 日、福岡先端システム LSI クラスターの友景教授と津留科学技術コーデ

ィネータが、山口県産業技術センターを訪問、やまぐちグリーン部材クラスターと

交流した。 

交流会では、福岡クラスターから先端半導体实装研究に関する最前線の報告を受

けた後、山口県産業技術センターの開放機器（部外者の利用のために開放されてい

る機器）を視察、最後に産学公による連携のあり方について語り合った。 

福岡クラスターにおける「成果のグローバルスタンダード化へのすさまじい熱意」

がひしひしと伝わってきた。また、標準化を牽引する友景教授らは「グローバルス

タンダード化への最大のボトルネックは個別企業の過剰な差別化戦略へのこだわ

り」と断じた上で、オープンイノベーション（多様な技術やアイディアを組み合わ

せて、革新的な商品やビジネスを生み出すこと）が不可欠との提案を相互に確認し 

       あう貴重な交流会となった。 

 

 

 

同社は 1935 年呉市で創業した工作所

を母体とし、現在は製鋼部門、鋳造部門、

産業機械部門および化工機部門の 4 部門

を持つ中堅企業である。 

本年 4 月、東京ビッグサイトで開催さ

れた「ファインテックジャパン 2010」に

多種多様なナノ粒子分散液を出展、また

同社が開発した「世界初ナノ粒子分散装置」は、昨年「第 3 回ものづくり日本大賞」の「経済産業大臣賞」を受賞。地域

イノベーションクラスタープログラム（山口地域）の研究テーマの一つである「ナノ粒子応用グリーン部材開発」におい

て、ナノ粒子の分散が共通基盤的課題となっているため、同社を訪問した。 

同社の「ナノ粒子分散装置」の特徴はフィルターを使わない独自の分離技術にある。具体的には①微粉材料の凝集体の

分散に 0.015mm の他社が追随できない微小ビーズを使用、②生成したナノ粒子とビーズの選別に、遠心分離を使用する

ことにある。世界最先端の分散機械開発に成功した理由として、当社は分散機械開発自体には歴史がなく、固定観念に捕

らわれなかったこと、遠心分離に精通していたことがあげられる。「例え当初は他社からの技術導入でスタートしても、独

自技術を加えることによってオンリーワンの商品を提供する」という企業精神が現实化したもので、伝統ある企業の底力

を垣間見ることができた。 

分散に対する有用な知見を得ることができたとともに、当クラスターへ今後の協力を御願いした。 

 

 

 

クラスターセンターが設置されている山口県産業技術センターは、例年、8 月下旬に

一般公開を行っている。今年も、8 月 26 日～27 日一般公開が行われた。 

 オープンセレモニーでは山田理事長が、参加した児童達を前に「ものづくり」の大

切さを説きながら、このセンターが山口県内の機械、食品、化学など様々な分野の産

業に対してものづくりの手伝いをしながら県民の暮らしに貢献していることを訴えた。 

 实技コーナーでは、ローソクをエネルギー源にして電気を起こし（熱電変換）、その

電気で船を動かす模型づくりなどの教室がもたれた。 

 児童を中心に数 100 名が参加し、海を見下ろすあすとぴあに「わっ！動いた！動い

た！」と久々に黄色い歓声がこだました。 

福岡先端システム LSI クラスター交流分科会報告 

～半導体实装研究の第一人者友景福岡大教授～ 技術管理マネージャー 木村信夫 
１０ 

（企業訪問）寿工業（株）－広島県呉市－ 

～ナノ粒子分散技術の最先端企業～   科学技術コーディネータ 北淳一郎 
１１ 

(地独)山口県産業技術センターが一般公開 
～なるほど！産業技術センター～     事務管理マネージャー吉村弘之 

１２ 

半導体試作装置に見入る、 

友景福岡大教授 
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備後地域（現在の福山市を中心とする広島県の東部地域）はエネルギッシ

ュな起業家が多いことで知られている。不断のチャレンジ精神と世界に名を

馳せる技術力で急成長を続けるタツモ社はその中でも傑出した企業の一つで

ある。 

社名の「タツモ」とは創業者と縁のある住職の名前「龍雲」に由来してい

る。龍は想像上の動物であり、天に昇り雲を起こし、雨を降らし田畑を潤す。

そのような会社でありたいという思いから社名とした。本社を創業地の岡山

県井原市（イバラシ、広島県福山市の近隣）に置き、県内に 7 工場を構える。

社員等約 500 名を擁する、1972 年創業の中堅先端エレクトロニクス製造装置メーカ。 

現在の主な事業は、液晶製造装置、半導体製造装置、ウェーハ搬送装置、精密金型及び樹脂成形品。開発事業の一つと

して、球状シリコン太陽電池用製造装置にも取り組んでいる。 

代表取締役専務の池田俊夫氏は中国経済産業局が主催する「中国地域太陽電池

フォーラム」の幹事なども務めており、山口県とも縁の深い経営者である。 

失礼ながら、片田舎のベンチャでありながら、液晶パネル用などの大型基板に

薄膜を塗布する、スリットコーターと呼ばれるハイテク塗布装置は世界トップシ

ェアを占め、まさにグローバルスタンダードを獲得している。 

 

 

 

今回は「LED 照明」をテーマとして取り上げてみました。下の図は前回と同様に Web 上で提供される有償ツールを使

って各企業の保有する特許を質的側面から評価したものです（評価法については 8 月号をご参照下さい）。なお、タイミン

グよく特許庁が昨年度行ったこのテーマに関する日・米・欧・中・韓の特許出願動向調査（1990～2007 年）の結果が公

表されましたので、その中から出願件数上位 20 社の表をつけました。併せてご覧いただくと解りやすいかと思います。 

 まず表から見ますと、小糸製作所、スタンレー電気などの自動車部品メーカが目立ちますが、これはヘッドランプ等の

車載用 LED 照明に関する出願で、全体の約 18％を占めています。ちなみに、屋内照明、屋外照明、演出性照明に関する

出願の合計も同じく約 18％、用途を特に限定していない出願も約 18％となっています。家電メーカでは、パナソニック

が 2 社合計で 551 件となり全体のトップ、フィリップス電気（オランダ）、オスラム（2 社合計：ドイツ）、東芝ライテッ

クがこれに続きます。 

一方、図の特許力マップは日本出願のみですが、まずパナソニックの総合力・個別力の大きさ／高さが目立ちます。ま

た、フィリップス電気は日本でも有力特許を積極的に出願していることが分かりますが、オスラムはそうでもないようで

す。なお、シャープは LED 照明事業への参入が 2008 年だったことから、上位にあるのを意外に感じられる方もあるかも

知れませんが、实は同社は 1968 年以来 LED の研究開発を行っており、1970 年からは LED 素子の量産も開始し液晶パネ

ルなどにも応用しています。その意味では、むしろ“満を持しての LED 照明市場参入”だったと言えるのではないでしょ

うか。

（企業訪問）タツモ（株）－岡山県井原市－ 

～備後の先端エレクトロニクス製造装置メーカ～   事業総括 倉重光宏 
１３ 

（シリーズ）特許分析にみる技術開発動向（２） 
知財コーディネータ 三宅雄二 

１４ 
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平成 22年 2 月 1日付で商標登録の出願をしていた

下記商標に対して、特許庁から 7 月 16 日付で登録査

定の通知がありました。登録料も既に納め、このほ

ど左下の登録証がクラスターセンターに届きました。 

なお、商品区分及び指定商品は次のとおりです。 

第 1 類：液晶、その他の化学品、非鉄金属、セラミック製基礎製品 

第 9 類：太陽電池、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品 

これにより上記指定商品についてこの登録商標を独占的に使用する権利を得た訳ですが、商標権

の内容としてはこのほかに、上記指定商品と同一または類似の商品に登録商標と同一または類似の

商標を他人が無断で使用することを禁止する権利もあります。 

 今後この登録商標をどのように活用するかにつきましては、事業の進捗状況や会員の皆様のご要

望等を踏まえ、あらためて検討したいと考えています。 

 

 

 

（1）シリーズ先端講演会 

やまぐちグリーン部材クラスターは尐しでも会員のために役に立つように 

と、時宜に適ったテーマを取り上げ 2 ケ月に 1 回のペースで開いている定例の 

講演会。今年に入って下記のようにすでに 3 回開催し好評を得てきた。 

①22/2/26「照明器具から白熱電球が消える日～LED 照明の将来展望～」 

下出澄夫講師（パナソニック電工） 

②22/5/6「窒化物光半導体のフロンティア」名西憓之(ヤスシ)講師（立命館大学） 

③22/7/28  ～太陽電池の技術動向及び周辺材料～ 

「太陽電池の最新技術動向と市場動向」桑野幸徳講師 （太陽光発電技術研究組合理事長）、 

「太陽電池用基盤部材の技術と市場動向」小田開行講師（㈱トクヤマ） 

「ソーワイヤの現状とスライシング技術」尾崎則行講師（ジャパンファインスチール㈱） 

次回は 10 月中旬、「ナノ粒子の不思議と応用（仮）」をテーマに、宇部市文化会館で開催する予定。 

（2）研究サブグループ会議 

やまぐちグリーン部材クラスターは、現在、3 テーマ（①高効率な LED 用部材開発と LED 応用製品の開発、②廃シ

リコンの減量・再生プロセスの開発、③ナノ粒子応用グリーン部材開発）を掲げ、11 の研究サブグループを結成し、そ

れぞれに討論しながら研究開発を進めているサブグループ会議を 2 ケ月に 1 回程度のペースで開催している。 

 その中でやりとりしている情報は機密情報扱いとし、サブグループ所属会員止まりとしている。 

 

 

 

 

①戸嶋直樹，西田直人：「省エネルギー型液晶ディスプレイの研究開発―ナノ粒子分散と色順次方式の組合せ― 

（特集：薄型テレビの「低消費電力化」に貢献する光学機能マテリアル）、Material Stage（技術情報協会）、10 （4）、 

pp. 65-67 （2010 Jul.） 

②阿武宏明他：「導電性高分子ポリアニリンと無機ナノ粒子とのハイブリッド膜の検討」、第７回 日本熱電学会学術講演会

（TSJ2010、ポスター）（2010 Aug.） 

③倉重光宏：「ものづくり価値革新研究分科会（寄付研究会）中間報告～アフターマーケット事業による価値獲得の 

事例研究～」、㈳映像情報メディア学会２０１０年次大会、特別企画シンポジウム （2010 Sep.）

「やまぐちグリーンバレー」が商標登録！ 
知財コーディネータ 三宅雄二 

１５ 

こんな会議を開きました。 

   事業総括 倉重光宏 
１６ 

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

１７ 
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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） 

9月 30日（木）   第 1回知的財産セミナー2010in山口（新山口ターミナルホテル） 

10月 28日（木）   第 2回知的財産セミナー2010in山口（新山口ターミナルホテル） 

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） 

11月 28日（木）  第 3回知的財産セミナー2010in山口（新山口ターミナルホテル） 

＊知的財産セミナーの申込先：（社）発明協会山口県支部（（財）やまぐち産業振興財団内） 

 

 

 

「LED ジャパン 2010 」に出展する「やまぐちグリーン部材クラスター」からの出展者が決定しました。皆様のご来

場をお待ちしています。 

 なお、（財）やまぐち産業振興財団との共同出展となっていますので、ブース名は「（財）やまぐち産業振興財団」と

なっています。 

 

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 

出展内容：（財）やまぐち産業振興財団との共同出展 

出展企業 ：宇部興機株式会社、水口電装株式会社、株式会社トクヤマ、やまぐちグリーン部材クラスター 

 

 

 

まだまだ厳しい残暑が続きますが、第３号の編集を無事に終えること

が出来ました。 

今年は毎日のように猛暑が続き、地球温暖化をはじめとする様々な環

境問題についてたくさん考えさせられました。ひとりの力は小さいです

が、このやまぐちグリーン部材クラスターの様々な研究成果が大きく实

り、未来の子供たちに今よりもっと美しい地球を残せる事を切に願いま

す。

行事予定 

事務管理マネージャー吉村弘之 
１８ 

クラスターセンターからのお知らせ 

～LED ジャパン 2010 出展者決定～  事務管理マネージャー吉村弘之 
１９ 

編 集 後 記                 広報企画員 豊守亜希 
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第３号（平成２２年 9 月 1 日発行） 


