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この記事を書くよう依頼をされ、改めて「やまぐちグリーン部材クラスター」の組織構成を

眺めて気がついたのが、委員会、部会、グループなど種々のサブユニットがあり、そのなかで

「戦略」の名称が付されているのは『知的財産戦略部会』のみということです。そこで「戦略」

について最近目を通した書籍を紹介して小職の責を果たすことにします。戦略というコトバは

誰でも知っていますが、では戦略とは何ですかとあらためて聞かれると答えに詰まる、そうい

うものではないでしょうか。実際もそのイメージのとおりで、戦略とは何かという命題に対し

て、名高い戦略家や学者達が言っていることを挙げるとたちどころに両手では足らなくなりま

す。 

つまり、それだけ多様な側面を持っており、捉えどころが分かり難いシロモノといえます。 

戦略に関心のある方が、戦略論の全貌について知るために適した書籍として、最近出版され

た以下の二点を挙げておきます。 

１）『経営戦略の思考法』沼上著（日本経済新聞出版社） 

２）『戦略原論』石津他編著（日本経済新聞出版社） 

いずれも学者の手になるもので、気楽な読み物というわけにはいきませんが、それでも１）は実務家が読者になること

を想定してあり、読み方の指針も記されています。２）は戦争戦略の教科書で副題が「戦争と平和のグランド・ストラテ

ジー」となっています。ナポレオン、クラウゼヴィッツから現代の環境、

地球温暖化問題まで扱われていて歴史に多尐とも興味ある人なら比較的容

易に読み進めることができると思います。読書の秋にじっくり取り組まれ

るのも一興かと思います。 

えっ？おまえは戦略についてどう考えるのか、ですか。うーん、それが

一言で表せないから研究の対象になっているのです。ま、それでは身も蓋

もないから、「戦略とは・・・・ではない」というのを幾つか示しておきま

すから、何かの参考にしてください。 

戦略とは「目標、スローガンではない」「アクションプラン（のリスト）で

はない」「法則ではない」「駆け引きではない」・・・などです。はっ？余計

分からなくなった・・・ですか。やはりじっくりと上の書籍に親しむのが

早道かと。

 

 

 

 

 クラスターセンターには、現役を引退した貫禄のある素敵なおじ様達がたくさんいらっしゃいます。このクラスターが

立ち上がった昨年 9 月に「新人」として入った私たち２名の女性職員とは、大きく世代が異なります。 

先日、昼食休憩の時に流行った歌の話になり、事業総括に「山口百恵」を知っているかと聞かれ、リアルな「山口百恵」

をほとんど知らないと答えました。 

私の 10 代前半の頃の印象に残っているアイドルといえば、「小泉今日子（キョン 2）」でした。1980 年代に「なんて

ったってアイドル」などヒットをとばし、そのファッションもとても個性的で、子供心に「かわいいなぁ」と思ったアイ

ドルの 1 人でした。 

「山口百恵」は“しなやか”な歌風のボーカルで 1970 年代に「いい日旅立ち」など多くのヒット曲をとばし、人気の

背景には、当時まだ冷戦と呼ばれた米ソの硬直した対決時代の中で、「硬直」に嫌気がさしていた庶民感情の“癒し”の

存在だったそうです。 

大きく世代の違うセンターの仲間達ですが、力を合わせて皆さんの研究のサポートを“しなやか”に出来ればなと思っ

ております。 

  

～戦略～「最近読んだ書籍」 
                      知的財産戦略部会長 久保元伸 

１ 

【コラム】ジェネレーションギャップ 

                         広報企画員 豊守亜希 
２ 
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≪研究の背景と目的≫ 

 農作物に対する病害防除は、農業生産における生産性確保に非常に

重要な問題であるが、現在の防除技術の基本は化学農薬の使用に頼っ

ている。化学農薬への依存は、農薬高度耐性菌の出現、環境への高負

荷、さらには生産者の労働環境などの課題を伴っている。 

 我々のグループは、「植物病理学」、「植物生理学」、「光環境制

御」等について優れた研究成果をもつ山口大学農学部、LED 街灯など

さまざまな「LED 照明装置の開発と製造」に優れた実績をもつ宇部興

機㈱・長山電機産業㈱、「植物の栽培技術・評価技術」をもつ山口県

農林総合技術センター、および「LED ランプ・LED 照明装置の設計

と評価技術」をもつ山口県産業技術センターの各技術の専門家がタッ

グを組み、LED 等光技術を農業現場に応用する技術の開発を行う。 

 具体的には、405nm 紫色光による殺菌・静菌技術を確立し、農薬使

用量の低減を図り、食の安全性への要求に応える農産物の生産システ

ムの開発を目指す。また、光に対する菌や植物の反応を詳細に解明し、

植物の生育を制御する技術の確立を目指す。  

 

≪開発技術の概要≫ 

①殺菌・静菌作用 (※1) 

 ・効果がある菌種の特定 

 ・メカニズム解明 

 ・条件検討 

②生育制御作用 

 ・特定部位への光照射効果の検討(局所補光） 

 ・照明植生の抑制 

③装置・システム開発 

 

≪これまでの成果≫ 

①要病害の病原菌を単離 

ﾏｲｸﾛｱﾚｲによる遺伝子発現変化を調査 (※2) 

 灰色かび病菌に対する静菌作用を確認 

②花きの形態制御に対する効果を確認 

 照明植生の主要種の分離培養に成功 

③専用 LED ランプの設計と試作  

 

 

 

 

 

 

  

≪社会への波及効果≫ 

・食の確保、食の安全 

・生産量の安定化 

・環境負荷の低減（COx，NOx） 

・労働環境の改善        など 

≪産業界への波及効果≫ 

・病害防除用照明システム 

・植物栽培用照明装置 

・照明植生抑制照明装置     など 

※2  ﾏｲｸﾛｱﾚｲ：検査・実験の対象物を多数固定化しておき、これに対して一度に検査・実験を行うための材料または技術 

※1 静菌：菌を殺して減らすのではなく、 

菌の増殖を抑制して菌を減らすこと 

 

山口県産業技術センター 

吉村 和正 専門研究員 

（サブグループリーダー） 

山口大学 

農学部推進責任者 

生物資源環境科学科 

荊木 康臣 教授 

研究グループ紹介(4) 

－LED 光照射による農作物病害防除システムおよび生育制御システムの開発－ 

 

３ 

≪研究推進体制≫ 

（国立大学法人 山口大学）     

 伊藤 真一（教授）、荊木 康臣（教授）、真野 純一（教授）、荒木 英樹（助教） 

（山口県農林総合技術センター）    

山本 雄慈（室長）、品川 吉延（専門研究員）、井上 興（専門研究員）、 

棟据 信一（専門研究員）、吉岡 陸人（専門研究員）、廣林 祐一（技師） 

（(地独) 山口県産業技術センター）  

吉村 和正（専門研究員） 

（宇部興機㈱） 

（長山電機産業㈱） 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E9%A8%93
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≪研究推進体制≫ 

（独立行政法人 水産大学校） 

濱野 明（教授）、毛利 雅彦（准教授）、川崎 潤二（准教授） 

梶川 和武（助教）、中村 武史（助教） 

（(地独)山口県産業技術センター） 

吉村 和正（専門研究員） 

（水口電装㈱） 

 

 

 

≪研究の背景と目的≫ 

 燃油価格の高騰や漁業従事者の高年齢化により、操業の効率化

や操業当たりの漁獲量の増加が切望されている。青色 LED は、

低消費電力という特徴や、水中での高い透過率や魚の視感度の高

さを理由に、急速に注目を集めてきた。 

 我々のグループは、「漁獲機構のモデリング」、「選択漁獲技

術の開発」、「漁業情報学」、「海洋生物の定量的モニタリング」、

「音響資源計測学」等について優れた研究成果をもつ水産大学校、

集魚灯を始めさまざまな「LED 照明装置の開発と製造」に優れた

実績をもつ水口電装㈱および「LED ランプ・LED 照明装置の設

計と評価技術」をもつ山口県産業技術センターの各技術の専門家

の共同研究により、LED 等光技術を漁業現場に応用する技術の開

発を行う。具体的には、消費者のニーズや市場動向に応じて、必

要な種の魚を、必要な量だけ漁獲することで、漁業現場での収益

性を保ちながら、持続的な漁業生産を実現する集魚灯の開発と漁 

獲技術の確立を目指す。 

  

≪開発技術の概要≫ 

①海洋生物の光反応の解明と行動制御技術の開発 

②魚群識別技術の開発 

③光技術を融合した新型漁法の開発 

④LED を用いた各種魚灯の開発 

 

≪これまでの成果≫ 

①既存集魚灯下での光環境の評価、海洋生物の時系列 

的な蝟集機構の解明 

②定点ソナーおよびステレオカメラによる 

魚体長推定技術の開発 

③船体運動評価技術の検討 

④専用 LED ランプの設計と試作 

≪社会への波及効果≫ 

・食の確保 

・漁業生産量の安定化 

・持続的な漁業生産(資源保護) 

・環境負荷の低減（COx，NOx） 

・労働環境の改善          など 

≪産業界への波及効果≫ 

・各漁法に対応した集魚灯 

・養殖漁業への応用 

・水中照明への応用      など 

山口県産業技術センター 
吉村 和正 専門研究員 

（サブグループリーダー） 

ステレオカメラ画像 画面の中央に、つい立を立てて、 
実験画像が立体的に浮かび上がる 

水産大学校 推進責任者 
海洋生産管理学科 
濱野 明 教授 

研究グループ紹介(5) 

  －LED 等光技術を用いた新型漁業技術の開発－ 
４ 
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≪研究の背景と目的≫ 

 地球温暖化ガス排出を削減できる太陽電池は広く

注目されている。太陽電池材料には、主に Si 結晶が

用いられ、今後もその使用は増加すると予測されてい

る（図 1）。しかし Si 融液から製造した Si 結晶は、

全て太陽電池になるわけではなく、切断時の切りシロ

(切断ロス)等で半分以上が無駄な廃棄物になり、これ

が Si 結晶系太陽電池の低コスト化の阻害要因になっ

ている。 

 本研究では、この切断ロスが出ない切断フリーの新

しい太陽電池用 Si 結晶の育成法の開発を目的にしてい

る。現在日本は、Si 原料（金属 Si）の 90%以上を中国

からの輸入に依存している。ロスを出さない Si 結晶の

新育成法の開発は、太陽電池の低コスト化につながり、

同時に Si 原料輸入量を削減できるので、太陽電池の安

定供給にも寄与すると考えている。 

 

≪研究の概要≫ 

 廃シリコン減量を達成する新しい育成方法 

①撥液性基板開発 

 ハスの葉の上では水滴が球状になることは広く知られているが、Si 融液でも

このような性質をもった基板(撥液性基板)を作製できれば、切断フリーの Si

結晶が作製できるので、撥液性基板開発を研究している。 

②球状 Si 製造 

撥液性基板の上での Si 融液は球状（図 2）になるので、 

球状 Si が製造出来、太陽電池（図 3）として用いられる。 

  ③薄板 Si 

撥液性基板で Si 融液を両側から挟みこむと Si 薄板（図 4）が 

製造出来る。 

 

 

≪これまでの成果≫ 

①撥液性基板開発 

 撥液性基板が凡そ開発できた。 

②球状 Si 作製 

 開発した撥液性基板で球状 Si が再現性良く製造でき、また撥液性基板も複数回 

連続使用できることが判った。1-3ｍｍφ程度の球状 Si が作製できた。 

③Si 融解挙動の検討 

 Si 結晶の融解挙動を明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

≪社会への波及効果≫ 

①低コスト Si 太陽電池製造による太陽電池普及 

②地球温暖化ガス削減加速 

③廃シリコン減量による廃棄物の削減 

≪産業界への波及効果≫ 

①新しい低コスト Si 太陽電池導入による市場拡大 

②周辺産業の拡大 

≪研究実施体制≫ 

（国立大学法人 山口大学） 

小松隆一（教授）、伊東洋典（博士研究員）  

（ジャパンファインスチール㈱） 

（シンテック㈱） 

（長州産業㈱） 

他１社 

 

サブグループリーダー 

山口大学 

大学院理工学研究科 

小松 隆一 教授 

球状Ｓi 

 

球状Ｓi 

図 1 高純度シリコン原料の需要予測 

図 4 撥液性基板と薄板状 Siの模式図 

図 3 球状 Si を用いた太陽電池 

図 2 撥液性基板と Si 融液の模式図 

図 5 作製した球状 Si 結晶（径 1-3mmφ） 

Si融液

種類 割合(%,2007)

単結晶Si 27.2

多結晶Si 56.3
アモルファス（薄膜）
Si

11

Ribbon-Si 3

CdTe 1.8

CIS 0.7

太陽電池の種類と生産割合

研究グループ紹介(6) 

－ルツボ材への撥液性付与による廃シリコン減量と省資源化－ 
５ 
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≪研究の背景と目的≫ 

 半導体基板材料であるシリコンウエハーは、その切断の際に原料の 60～70％の廃シリコンの

切屑を排出し、その有効な再利用手段が待たれている。一方、近年の太陽光発電市場はシリコン

原料の不足を引き起こすほど急拡大している。本研究では、シリコンインゴットの切削加工時に

大量に排出される廃シリコンを化学的手法によって太陽電池グレードシリコンにリサイクルす

る技術を開発している。処理技術は主に二つの工程からなり、前段では、廃シリコンとハロゲン

化水素との反応により、ハロゲン化シランとして廃シリコンからシリコン成分を抽出し、後段で

は、ハロゲン化シランをシリコンに転換する。 

 

 

 

≪研究の概要≫ 

 シーメンス法は多結晶シリコン材料の代表的な製造方法で、

クロロシラン類からシリコンを析出させる方法である。このよ

うに含塩素シリコンの反応がよく知られ、工業的にも利用され

ているのに対し、含臭素プロセスはあまり知られていない。例

えば、シリコンと臭化水素との反応は基礎研究レベルでもほと

んど行われていない。しかし、ブロモシランからのシリコン生

成は熱力学的に有利であり（右図）、米国の Schumacher らはブ

ロモシランを出発原料としたクローズドプロセスの可能性を指

摘している。当研究グループはこの点に着目し、臭素を含むク

ローズドサイクルにおいて廃シリコンを太陽電池グレードに再

生するためのプロセス開発に取り組んでいる。 

 

≪これまでの成果≫ 

① 反応系の設計・設置、各種評価法の確立 

② シリコンと臭化水素との反応によるブロモシランの生

成を確認 

③ 収率 100%を達成 

④ 不純物の低減を実現 

 

 

 

≪社会への波及効果≫ 

①含臭素プロセスが含塩素プロセスよりも熱力 

 学的に有利であるということから、より省エネ 

 ルギーでの生産が可能になると考える。 

②含臭素プロセスはクローズドサイクルの構築 

 に好適と考えられ、原材料である臭素のコスト 

 高を補うものと考える。 

≪研究実施体制≫ 

（国立大学法人 山口大学） 

中山雅晴（教授）、 酒多喜久（准教授） 

吉本 誠（准教授）、櫻木史郎（客員教授） 

（ジャパンファインスチール㈱） 

（シンテック㈱） 

（長州産業㈱） 

他１社 

 

≪産業界への波及効果≫ 

廃シリコンを太陽電池グレード程度まで精製す

るものであり、急速に拡大する太陽電池の需要

から研究成果のインパクトはきわめて高い。 

生成したブロモシラン 

臭素化のための反応装置 

サブグループリーダー 
山口大学 

大学院理工学研究科 
中山 雅晴 教授 
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研究グループ紹介(7) －廃シリコンのブロモ化によるブロモシラン合成および 

ブロモシランからの太陽電池グレードシリコンの生成－ 

 

６ 

ブロモシランとクロロシランの 
熱力学的性質 
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熱電発電の原理模式図 

電気 

 

 

 

≪研究の背景と目的≫ 

 近年、太陽光発電、風力発電など環境にやさしい新しいエネルギーへの転換が注目されてい

る。当グループは熱エネルギーを電気エネルギーに変える「熱電変換」について研究している。

効率的な熱電変換ができれば、例えば、工場排熱や、温泉、地熱、体温などの自然熱から電気

を取り出すことができる。無機材料では既に実用化されているものもあるが、当グループは有

機導電性高分子材料と無機ナノ粒子をハイブリッド化することにより導電性高分子の熱電変

換効率を高め、有機材料の特徴を活かした安価で大量生産可能でフレキシブルな熱電材料の開

発を目指している。そのための、導電性高分子の熱電材料としての熱電物性の最適化、さらに

無機材料のナノ粒子化とその添加効果について検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪研究の概要≫ 

具体的には次の項目について研究を行っている。 

①熱電応用のための無機ナノ粒子合成技術の確立 

②導電性高分子の探索と熱電物性の向上 

③導電性高分子と無機ナノ粒子とのハイブリッド技術の確立と熱電性能の向上 

④導電性高分子および導電性高分子・無機ナノ粒子ハイブリッドの熱電特性の

解析・理論的考察 

 

≪これまでの成果≫ 

本サブグループは、ナノ粒子合成、高分子合成、熱電工学、電子物性理論を

専門とする研究者で構成したチームで研究を遂行している。これまでに着実に

実績を上げており、研究成果のいくつかを列挙する。 

①化学的手法による無機熱電材料のナノ粒子合成に成功 

②高い電気伝導性をもつ汎用有機導電性高分子の合成プロセス確立 

③有機導電性高分子と無機ナノ粒子とのハイブリッドによる熱起電力増加 

④導電性高分子の導電機構の理論的解析･考察

 

≪社会への波及効果≫ 

①フレキシブル・ウエアラブルなサポート電源 

②ユビキタスエネルギー源としての利用 

③低温排熱・自然熱回収によるエネルギー有効利用 

≪産業界への波及効果≫ 

①低環境負荷・安価な熱電変換素子の提供 

②体温発電・太陽光熱などの自然熱からの電源技術： 

ユビキタス電子機器への波及効果 

③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） 

Jiravanichanun Nattha（戸嶋研 PD）   

北條 信（教授）赤木 史生（助教） 

阿武 宏明（准教授） 

（山口大学メディア基盤センター） 

赤井 光治（准教授） 

（戸田工業㈱） 

サブグループリーダー 

山口東京理科大学 

工学部 電気工学科 

阿武 宏明 准教授 

熱電素子をアルコ

ールランプで加熱

すると熱が電気に

変換され、その電

気で扇風機が作動

する。 

ナノ粒子 導電性高分子 

ナノハイブリッド 

フレキシブル有機熱電素子 

研究課題 

P 型と N 型の熱電材料か

らなる素子に温度差を与

えるとゼーベック効果に

より熱起電力が発生し

“熱電池”となる。 

研究グループ紹介(8) 

－フレキシブル有機熱電変換素子の開発－ 
７ 
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≪これまでの成果≫ 

山口東京理科大学は以下の技術を保有しており、これらを有

効に活用する。 

①金属ナノ粒子、酸化物ナノ粒子の合成技術 

②上記各種ナノ粒子の表面処理技術 

③上記各種ナノ粒子の有機溶媒への分散技術 

 

サブグループリーダー 
山口東京理科大学 
工学部 電気工学科 
高頭 孝毅 教授 

 

≪研究の概要≫ 

まず、負の屈折率異方性、光分散性制御性、表面硬度付与性

等の性質を有するナノ粒子の探索と合成を行う。 

次に、上記性質を有するナノ粒子の表面処理を行い、光学フ

ィルム用樹脂へ均一に分散させるため、有機溶剤への分散技術

等の検討を行う。さらに、ナノ粒子の種類や形状、粒径、濃度

等を検討し、目標の性質を有する光学フィルムを作製する。 

具体的には、屈折率異方性を有する光学フィルムおよび表面

硬度を向上させた偏光板保護フィルムの開発を目的とする。 

 

 

 

≪研究の背景と目的≫  物質たとえば金属粒子などを、ナノ粒子（1 億分の 1m～10 億分の 1m）まで細かくすると、新

しい性質が現れることが知られている。 

 我々はそのナノ粒子を光学フィルムに加えることで、光学フィルムに新しい特性を付け加え

ることを試みている。日常生活で最も

目にするフィルムには、食品包装フィ

ルムがあるが、実はその外に高度な機

能を持たせた、多種多様なハイテクフ

ィルムが開発、実用化されている。代

表的なものとして、液晶パネル用フィ 

ルムが挙げられる。 

液晶パネルは、バックライトの光を

液晶の電気光学効果によって、明暗をつけ、画像表示させる。こ

のため、数十枚の光学フィルムが用いられている。当グループで

は既存フィルムへのナノ粒子添加による性能の改善や、新規フィ

ルムへのナノ粒子添加による新機能の付与に取り組んでいる。特

に位相差フィルムと呼ばれ、画像の視野角を広げたり、色ムラを

防いだりするフィルムへの添加に注目している。 

 ≪社会への波及効果≫ 

種々の機能を有するナノ粒子の添加により、反射防

止、光拡散、高硬度化などの複合化機能を持つフィル

ムを開発することにより、液晶ディスプレイの低価格

化と画質の向上が達成できる。 

≪産業界への波及効果≫ 

新しい技術として以下の提案ができる。 

①新しい光学フィルムの作成方法 

②光学フィルムの差別化技術 

≪研究実施体制≫ 

（山口東京理科大学） 

高頭 孝毅（教授）  穐本 光弘（助教） 

戸嶋 直樹（教授） 木練 透（准教授） 

（㈱カネカ） 

研究グループ紹介(9) 

－ナノ構造ハイブリッド光学フィルムの開発－ 
８ 
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≪研究の背景と目的≫ 

 液晶ディスプレイ（LCD）はテレビやコンピュータの表示などに多く用いられ、今や 10 兆円

超えの産業となっている。市販のカラー液晶ディスプレイは、赤、緑、青のカラーフィルターに

より、フルカラー表示している。（例えば赤＋青＋緑＝白、赤＋緑＝黄（青の部分は使用しない））。

しかし、この方式ではそれぞれの３原色フィルターを通過する光のみが利用され、それ以外の光

は利用されない。すなわちバックライトの 2/3 は捨てられる。当研究グループが目指すフィール

ドシーケンシャル（FSC）方式は、カラーフィルターの画素の代わりに、赤、緑、青の３原色の

光を画面ごとに同期させて切り替えることによってフルカラー表示する方式である。この方式は

カラーフィルター方式に比べ、原理的には３倍明るい画像を得ることができる。 

 一方、 LCD の技術的課題の一つに、応答速度の向上がある。応答速度の向上は、液晶セル

の間隔を狭くする（Narrow gap）こと、および本研究グループが見いだしたナノ粒子の液晶へ

の添加効果（Appl. Phys. Let. 2002）を併用することにより達成できると考える。本研究では、

約 1/3 への省エネルギーを可能とする次世代 FSC-Narrow gap LCD の開発を目指す。 

 

       カラーフィルター方式                    FSC 方式 

 

 

 

 

 

 

≪研究の概要≫ 

具体的には次の項目について研究を行っている。 

①ハイブリッド・ナノ粒子の創製  

実用的な液晶中に長時間安定して分散可能とするため、ナノ粒子の表面を処理し、表面処理分子の種類・構造を最適化

したハイブリッド・ナノ粒子を合成する。調製したハイブリッド・ナノ粒子を液晶材料に添加することにより LCD の動作

電圧の低減及び低温における高速度応答を図る。 

②Narrow gap LCD を用いた省エネルギー型 FSC-LCD の実現 

 光の利用効率の向上による次世代省エネルギー型フィールドシーケンシャルカラー（FSC）-LCD を実現する。特に低

温での特性向上を目指す。 

 

≪これまでの成果≫ 

本研究プロジェクトは、平成 18 年～平成 20 年に行われた文部科学省都市エリア産学官

連携促進事業「新規ハイブリッド・ナノ粒子を用いた高機能デジタル素材の開発と省エネ

ルギー型液晶ディスプレイへの応用」の成果を基礎とし、これを発展させる。 

・新規酸化物ナノ粒子の合成に成功 

・新しい NTN モード(Narrow gap TN)の液晶にナノ粒子を添加した液晶表示素子の応 

  答速度が、未添加のものと比較して格段に向上し、駆動電圧の低下にも成功 

・バックライト制御を行うための制御プログラムの開発 

 

 

 

 

 

 

≪社会への波及効果≫ 

省エネルギー型で明るい照明の下でも明瞭に見える表示特性を持った

LCD は、二酸化炭素の削減にも寄与し、最も強くその実現が望まれてい

る。 

≪産業界への波及効果≫ 

PC の表示、各種パーソナル機器、LCD テレビ、業務用 LCD など 

低温で高速度応答を示す屋外用 LCD および車載用 LCD など 

≪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） 

高頭 孝毅（教授）  見山 知裕（教授） 

白石 幸英（准教授） 

（ＤＩＣ㈱） 

（㈱ＨＤＴ） 

サブグループリーダー 
山口東京理科大学 

工学部 応用化学科 
白石 幸英 准教授 

↑色表示の例 

（光らない部分は黒で

表示している） 

←色表示の例 

（光らない部分は黒で

表示している） 

研究グループ紹介(10) 

－次世代フィールドシーケンシャル（FSC-LCD）の開発－ 
９ 
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≪研究の背景と目的≫ 

 液晶ディスプレイは 1973 年に、デジタル時計、電卓等の表示用として初めて実用化されて

以来、相次ぐ技術革新のおかげで、今日では液晶なしには私達の生活は成り立たない状況であ

る。我々は種々ある液晶表示方式の中で、現在、主として車の表示パネルなどに使用されてい

る STN(Super-twisted Nematic)方式、及び次世代型液晶表示機器として期待される。

PS-V(Polymer Sustained Vertical Alignment)方式の飛躍的な性能改善に挑戦している。山口

東京理科大学が豊富な知見を持つナノ粒子を、既存の液晶に添加することにより、氷点下 20℃

の低温でも使用可能な省エネルギー型液晶表示装置（スーパーグリーン LCD）の開発を目指

している。 

 山口東京理科大学小林駿介教授は液晶ディスプレイ研究の創始者的存在で、早くから液晶の

可能性を世に示した。また 40 数年間にわたる研究の中

で、開発実用化した“無欠陥 LCD”の技術無しには現

在の LCD 産業は成立しなかったと言って過言ではない。

本サブグループでは、Society for Information Display 

Fellow であり、日本液晶学会功績賞を始めとして多く

の受賞歴を誇り、液晶研究の重鎮である小林教授の下に、

研究開発を進める。 

 
 

≪研究の概要≫ 

①新規な液晶とナノ粒子を組み合わせることよる、低温高速応答 STN-LCD の開発。 

②光重合で配向膜表面にポリマー層を形成させ（光重合分子界面配向）、新規な液晶材料とナノ粒子を用いた 

次世代低温高速応答 PS-V-LCD の開発。 

③ナノ粒子添加効果の機構解明。 

 

≪これまでの成果≫ 

①STN-LCD では、予備実験で-20℃で、ナノ粒子添加により、従来に比べて 3 倍の高速応答を確認。 

②PS-V-LCD では電極近傍光漏れの低減の他、電気光学特性の向上が確認されている。

 

 

  

≪社会への波及効果≫ 

 ①LCD の動作電圧低減による省エネルギー効果 

②低温駆動達成による、LCD 応用分野の拡大 

≪産業界への波及効果≫ 

①スーパーグリーン（省エネルギー）LCD 

②寒冷地での車載用 LCD 表示の販路拡大 

≪研究実施体制≫ 

（山口東京理科大学） 

小林 駿介（教授） 戸嶋 直樹（教授）   

木練 透（准教授）白石 幸英（准教授） 

（ＤＩＣ㈱） 

（ホシデン㈱） 

現行車載用 V-LCD 製品例（ホシデン㈱提供） 

サブグループリーダー 
山口東京理科大学 
工学部電子工学科 
小林 駿介 教授 

研究グループ紹介(11) 

－スーパーグリーン LCD（STN、PSV）の開発－ 
１０ 
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宇部興機㈱は、山口県宇部市大字善和に本社を置き、昭和 44 年の創業

以来、油圧管工事を原点として、電力、自動車、橋梁、化学、セメント、

食品、薬品業界向けの設備、プラント工事をはじめ、水門、橋梁、上・

下水道等の社会インフラ設備工事にも取り組んできました。非鉄金属の

加工から重量物の据付まで、仕事の選り好みはタブーです。若い技術者

のたゆまぬ努力はお客様の要求に必ずや応えることができるものと確信

しており、ものづくりを極め、職人のノウハウを繋ぎ、小さくても日本

の未来を支える企業を目指しています。 

新規事業として始めた LED 照明の主力製品は、太陽光発電（ソーラー 

発電）と「第 4 の光源」として期待されている高輝度白色 LED を組み 

合わせたもので、業界で最初に LED を用いた省エネ効果の高い街灯を 

開発しています 。 

昨年度は、高輝度 LED 街灯 300 基以上、前年度対比２倍以上の売上を上げ、自治体、企業等からの問い合わせが殺到

しているところです。 

「やまぐちグリーン部材クラスター」への取り組みとしては、LED 光照射による農作物病害防除システムおよび生育制

御システムの開発に取り組んでいます。 

 

 

 

㈶ちゅうごく産業創造センター主催の首題フォーラムを受講した。 

山口大学丸本学長から基調講演で「自身も含めて、中国 5 県の国立 5 大学のうち 3 大

学学長が農学部出身」との紹介があり、中国地域の農業との結びつきの強さが強調さ

れた。同じく基調講演の矢野経済研究所杉本部長の話では、葉物野菜を中心に植物工

場での生産は増加するであろうが、最も有力と思えるレタスに限っても 2020 年見込み

は 288 億円／年であり、全体市場（1000 億円）の 30％に及ばず産業としての自立は

難しいのではないかとの予測を述べられた。杉本氏が最近訪問されたオランダでは農業は、電気/熱＋CO2のトリジェネレ

ーションで完全に自立しており、1 件当たり 10ha 以上の面積が一般化している。又、植物工場の M&A も盛んに行われ、

余剰電力を販売するなど日本とは比べものにならないほどの規模である、との報告があった。一般講演はフェアリーエン

ジェル社／江本社長（主にレタスなど葉物）、布引施設園芸／倉本組合長（主にイチゴ）、㈱アルミス／奥田常務（葉物育

成、及びアルミ製育成棚・器具製販）があったが、皆さんそれぞれの事業を立ち上げた方で、事業に対する思い入れの強

さは強烈なインパクトとして残った。特に、倉本組合長が「大企業もブームに乗って参入しているが情熱がないのですべ

て失敗して退場している」という言葉が事業化における難しさを物語っている。 

フェアリ－エンジェル社は三菱化学と組んで「コンテナ植物工場」をカタールに実験的に納入しており間もなく生育実

験を始める予定とのこと。結果が良好であれば、アラブ・アフリカ圏へ積極的に出る予定とのことであった。現状では植

物工場に占める LED の役割は決して大きくはない印象であった。  

（シリーズ）会員企業紹介④ 「宇部興機㈱」 

～ものづくりを極め。職人のノウハウを繋ぐ。日本の未来を支える企業を目指して。～ 
１１ 

中国地域「植物工場みらいフォーラム」 
～植物工場のススメ第 2 弾～    事業化コーディネータ 池辺謙三 

１２ 

宇部市新都市貸工場 見学会（H22.9.24） 
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 ㈱日立製作所笠戸事業所の前身はもともと日本汽船㈱

の笠戸造船所として 1917 年（レーニンがロシア革命を起

こした年）に起業されたもの。しかし、同社は 1920 年に

造船を断念し、蒸気機関車の製造を開始。その後、1921

年に㈱日立製作所と合併し、日立製作所笠戸工場として

生まれ変わり、鉄道車両の製造を開始、2000 両あまりの

SL を製造し日本の近代化を支えた。 

1963 年には初の東海道新幹線車両を製造、現在は 2011

年 3 月開業予定の九州新幹線用最新鋭車両を製造中。 

案内いただいた中山事業所長の説明を聞くまでは、新

幹線の最高速度はモーターの馬力で決まるものと思って

いたが、実は発生する騒音のレベルで決まっていると聞

いてびっくり、鼻先が鋭く長く進化しているのは騒音を

抑えて最高速度を上げるためであるという。 

 ざっと見学するだけでも 1 時間はかかる広大な敷地で、新幹線をはじめとして、国内はもとより世界各地で見かける最

新鋭の車両を日夜製作している。 

 圧巻は、新幹線の鼻先加工で、従来は板金たたき出しで作っていたものを、現在は大型の削りだし機械で作っている様、

分厚いアルミ板がみるみるうちにあの美しいフォルムに変わっていった。 

忘れられないのは、製造中の九州新幹線用の新鋭車両を見せていただいたこと。見学した仲間一同は尐年時代に帰って、

「スゲエ、デッケー」などとはしゃいだ。 

聞いたところでは車内などの照明も LED 照明に変わってきているという。 

 

 

 

 

 元社員で現クラスター所属のコーディネータの計らい

で、2010 年 9 月 7 日、クラスターセンターの有志が同社

笠戸事業所を訪問した。同社の紹介ならびに工場見学を

させていただくとともに、クラスターセンターの概要の

紹介をさせていただいた。 

同社は、㈱日立製作所のハイテク製造装置部門と専門

商社の日製産業が 2001 年事業統合した「製・販・サ」が

一体となったユニークな企業。ハイテク製造装置の開

発・製造・販売を生業とする。 

現在、電子デバイスシステム、ライフサイエンス、情

報エレクトロニクス、先端産業部材の 4 部門を擁してお

り、笠戸事業所は、特に半導体製造用のエッチング装置

を得意としている。同社のエッチング装置は、日立製作

所の中央研究所より技術移管を受け製品化したもので、

米国大手の MPU の製造などを支えている。今や、世界

最先端の線幅 20 ナノメートル台（1 ナノメートルは 10

億分の 1 メートル）の加工装置まで手がけている。 

  

（企業訪問）㈱日立製作所笠戸事業所 
～世界の先端鉄道車両製造基地～        事業総括 倉重光宏 

１３ 

（企業訪問）㈱日立ハイテクノロジーズ笠戸事業所 
～ハイテクソリューション事業におけるグローバルトップを目指す～ 事業総括 倉重光宏 

１４ 

川原事業所長（左）と藤井部長（右） 
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 宇部港を挟んで宇部興産㈱と向き合う大工場がセント

ラル硝子㈱宇部工場である。9 月 15 日、クラスターセン

ター有志が同社の阿山工場長を訪問し、やまぐちグリーン

部材クラスターを紹介するとともに、同社の沿革と技術の

紹介を受けた。同工場はソーダ灰（無水炭酸ナトリウム：

ガラス・石鹸などの工業用原料）の製造を生業とし、県内

の他の基礎素材工場とおなじように埋め立て地に立地し、

原料に石灰岩を使用しながら現在に至っている。 

リーマンショックによる自動車や FPD（フラットパネ

ルディスプレイ）産業の落ち込みで主力のガラス需要が落

ち込んだため、現在はガラス製造ラインを止めている。 

現在の主力製品はソーダ灰や肥料などに加え、フッ素化

合物（ファインケミカルと呼ばれる半導体製造用材料や医

薬品、農薬など）などに強みをもつ。 

  また、リチウムイオンバッテリ用電解液、太陽電池用

硝子部材の開発に向けて、雇用創出産業立地推進事業費補

助金などの公募事業に取り組み、地域の産学公連携にも力

を入れており、今後ともおつきあいを続けていくこととし

た。 

 

 

 

 正会員宇部興機㈱（宇部市）が、山口県産業技術センタ

ーに隣接する宇部市新都市貸工場に 2010 年 7 月、「太陽

光発電式白色 LED 街灯工場」を新設したのにあわせて、

9 月 24 日、～Next Innovation 技術が照らす地球の明日

～と題した講演会や新製品紹介イベントを開催し、100 名

を超す参加者で賑わった。 

 同日午後、山口県産業技術センターで開催された講演会

では、河村建夫衆議院議員（山口 3 区選出）や山田隆裕山

口県産業技術センター理事長の挨拶に続き、「LED の現状

とこれからの展望」（吉村和正山口県産業技術センター専

門研究員）と「LED の植物への応用と今後の展望」（荊木

康臣山口大学農学部教授）と題した講演が行われた後、新

設の工場の見学会が行われた。小玉社長が、全国に 700 基

を設置してきたが、今年 7 月に山口県厚狭地区を襲った集

中豪雤時、1 週間日照がなかった中でも同社の LED 街灯は

街を照らし続け市民から喜ばれたと高い信頼性と高性能を

アピールした。  

（企業訪問）セントラル硝子㈱ 

～「人」と「生活」のために 21 世紀の素材分野を牽引する～ 事業総括 倉重光宏 
１５ 

正会員宇部興機㈱が、新工場開設記念イベントを開催 

～Next Innovation LED の未来を語る～        事業総括 倉重光宏 
１６ 

阿山工場長（左）と山田管理部長（右） 

出展された LED 街灯新製品群 
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 キューブサロンは宇部の地名(UBE)をもじったネーミングで、

2003 年に設立された任意団体。産学公連携に意欲的な地元の有志

に宇部市近郊の活性化を話し合う場を提供し、2 ケ月に 1 回の割合

で、地元の老舗ホテル「河長（カワチョウ）」で会合を開催してい

る。 

 同サロンの会員は近郊企業 59 社、山口大学をはじめとする地元

大学等 8 機関、および山口県をはじめとする 16 官公庁が入会して

いる。やまぐちグリーン部材クラスター関係では宇部興機㈱、ジャ

パンファインスチール㈱、㈱アサヒテクノリサーチが入会。 

第 49 回のサロンが平成 22 年 9 月 15 日開催され、省エネルギー 

センター中国支部大場事務局長による「省エネルギーと企業経営」 

と題した講演のあと、久保田宇部市長の発声で懇談会に入り、それ 

ぞれに熱い思いを交わしあった。約 80 名が参加。 

 

 

 

 首記学会は、もともとはテレビの研究者達が集まって 1950 年に

設立された学会である。技術の進歩のおかげで、最近はネットでも

テレビが見られるようになり、放送と通信が一体化してきたのを反

映して、当該学会は“メディア工学”全般を扱うようになっている。

倉重事業総括らは、デジカメやデジタルテレビに代表されるなじみ

の家電製品が“値下がり”で製造元企業が苦しんでいることに疑問

を抱き、2000 年に、アントレプレナー・エンジニアリング（起業

工学）研究会を設立して、技術や事業シーズを新事業や新産業につ

なげていく、イノベーションプロセス（技術革新による価値獲得 

の道筋）の研究を続けている。  

毎年 8 月末に会される年次大会は、今年は 8 月 31 日～9 月 2 日、 

愛媛大学で開催された。その中で「価値獲得と地域活性化」と題し 

た特別企画シンポジウムが組まれ、「葉っぱがお金に変わった町」、 

「世界最先端 LED ベンチャーの起業と地域活性化」、「アフター 

マーケットにおける価値獲得の事例研究」など、当事者による迫力 

に満ちたイノベーション事例の発表に会場がわいた。 

  

≪会議報告≫第 49 回宇部キューブ（C-UBE）サロン 

～産学公連携に意欲的な有志 80 名が熱い討論～      事業総括 倉重光宏 
１７ 

≪会議報告≫㈳映像情報メディア学会 2010 年年次大会 

                         事業総括 倉重光宏 
１８ 

あいさつする久保田宇部市長 

「葉っぱがお金に変わった町」を熱く語る 

“㈱いろどり”の滑川里香さん 
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 主題 2 件のセミナーを受講した。 

真空工業会は毎年「真空展」を開催しており、フォーラムとして LED セミナ

ーは 2007 年に次いで 2 回目である(参加者 170 名)。京大／川上先生の基調講演、

日亜化学・東芝ライテック・シャープの LED／ランプメーカーによる製品紹介、

大陽日酸・サムコによる生産設備紹介、最後に講演者全員によるパネルディスカ

ッション、とバランスのとれた内容豊富なセミナーであった。各講演者に共通し

ていたのは「LED は今や汎用品の入り口にありコスト競争になる事は確実である。 

生き残るためには効率アップ・材料選定・エピ成長基板がキーとなる。又、現在進んでいない特性評価・標準化を急ぐ

必要がある。」ということであった。印象的であったのは、松本社長／大陽日酸 EMC の「現在の MOCVD など関連設備

の引き合い状況は異常である。このままでは間違いなく能力過多になり価格競争が始まる。GaN 基板も４インチで 4 万円

/枚なら LED にも利用されるが現状の 40 万円では no chance である。」との話であった。 

一方、JLEDS シンポジウムは JLEDS（LED 照明推進協議会）が毎年開催するシンポジウムで、今回は「LED 照明飛

躍の幕開け―今後の 10 年」のテーマで品川区総合区民会館「きゅりあん」にて 700 名参加者で行われた。経産省／吉本課

長・東京大学／月尾名誉教授の基調講演、野村総研・前原氏の市場動向、シリウスライティング戸恒代表の「東京スカイ

ツリーLED 化への挑戦」の一般講演、清水建設・大光電気・照明デザイナーなどによるパネルディスカッションと、こち

らも盛りだくさんな内容であった。講演の要約は、今後 10 年間で見ると、「LED という言葉自体が生活に溶け込み、『LED

照明』という言葉は使われなくなる。」（照明＝LED）。短期的な課題としては標準化・コスト・効率がキーワードであり、

この 2 年間で解決されるであろう。LED 照明は省エネ・CO2 削減のための必須技術であり、大量普及期に入りつつある。 

 

 

 

1．第 5 回企画部会（平成 22 年 9 月 13 日開催） 

毎月 1 回、やまぐちグリーン部材クラスターの重

要事項を審議決定する会議です。8 月は休会にしま

したが、9 月から再開しました。9 月度会議の主な

審議事項は、シリーズ先端講演会（第 4 回）「先端

ナノテクイノベーション」の企画、LED ジャパン

2010（平成 22 年 9 月 29 日～10 月 1 日パシフィコ

横浜）への出展計画、平成 22 年度後半の事業スケ

ジュールなどでした。 

2．第 8 回知的財産戦略部会 

クラスターで研究開発中のテーマについて、知的財産戦略を練るのに必要な特許技術調査と分析をテーマ毎に順次行っ

ています。平成 22 年度中には全テーマについて一通りの調査を終える予定です。 

  

≪会議報告≫真空フォーラム 2010＆JLEDS シンポジウム 2010 

                     事業化コーディネータ 池辺謙三 
１９ 

こんな会議を開きました。 

                         事業総括 倉重光宏 
２０ 
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今回は熱電素子のうち、ゼーベック素子を技術テーマとして取り上げてみました。3 回目ですので評価法自体の説明は

省きますが、特許総合力で産総研がかなりリードしているのが一目瞭然です。また、クラスターメンバーの東京理科大が

個別力で高評価されている点も注目されます。 

マップは公的研究機関の基礎研究が産業界の実用化研究に移行する時期のパターンを示しているのではないでしょうか。 

話は変わりますが、特許庁の 1 階ロビーに工業所有権制度 100 周年を記念して作られた「偉大なる発明者 10 人」のレ

リーフがあるのをご存じでしょうか。その中の一人、KS 磁石鋼【特許第 32234 号（1918 年）】の本多光太郎博士が残し

た名言に『産業は学問の道場なり』というのがあります。産業に役立つ研究こそが学者の本質であると説いたのです。産

学公連携に携わる研究者の皆様には心に響くことばではないでしょうか。 

  

（シリーズ）特許分析にみる技術開発動向（3） 

                     知財コーディネータ 三宅雄二 
２１ 

特許個別力 

特
許
総
合
力 
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(3) 小林駿介：「創刊 15 周年によせて、映像情報文明に生きる」、月刊ディスプレイ(2010 Jun.) 

(4) 中山雅晴：「廃シリコン処理に関する最近の技術動向と化学プロセスの可能性」、おかやま電池関連技術研究会第 2 回

セミナー(2010 Aug.) 

(5) A.Uchida et al.：「Dependence of refractive index of thick mask layers on light-extraction efficiency  

of InGaN Light-Emitting Diodes」、International Workshop on Nitride-semiconductor (IWN)2010 (2010 Sep.) 

(6) Hiroyasu Oshita et al.：「Selective area growth of semipolar and nonpolar GaN from sapphire sidewall on patterned 

sapphire substrate by controlling generation of nucleation using low-temperature GaN buffer layer」、IWN2010 

(2010 Sep.) 

(7) Akihiro Kurisu et al.：「Growth of semipolar {101-1} GaN from c-plane sapphire sidewall of patterned n-plane 

sapphire substrate and multicolor emission from InGaN quantum wells」、IWN2010（ポスター発表） (2010 Sep.) 

(8) E. Kobayashi et al.：「Biexciton luminescence from InGaN ternary alloys by scanning near-field optical microscopy」、

IWN2010 (2010 Sep.) 

(9) H. Murotani et al.：「Optical polarization properties of Si-doped AlGaN ternary alloy epitaxial layers」、IWN2010

（ポスター発表） (2010 Sep.) 

(10) H. Murotani et al.：「Recombination dynamics of localized excitons in AlxGa1-xN (0.37<x<0.81) ternary alloys」、

IWN2010（ポスター発表） (2010 Sep.) 

(11)只友一行：「白色 LED 照明の基礎」、日本太陽エネルギー学会 (2010 Sep.) 

(12)田渕慎一 他：「サファイア加工基板上へ成長した非極性面 GaN を用いた LED の作製」、2010 年秋季第 71 回応用物

理学会学術講演会(2010 Sep.) 

(13) 内田 聡充 他：「光取りだし効率に及ぼす InGaN-LED のストライプ形状マスク層の屈折率依存性」、2010 年秋季第

71 回応用物理学会学術講演会(2010 Sep.) 

(14) 品川 拓 他：「柱状のナノ周期パターンを有する加工基板上に作製した発光ダイオード」、2010 年秋季第 71 回応用物

理学会学術講演会(2010 Sep.) 

(15) 栗栖 彰宏，只友 一行,他：「r 面サファイア加工基板上へ成長した{112-2}GaN 上への厚膜 InGaN の成長」、2010 年

秋季第 71 回応用物理学会学術講演会(2010 Sep.) 

(16) 髙見成希 他：「オフ角の付いた n 面サファイア加工基板上における InGaN 量子井戸からの多色発光」、2010 年秋季

第 71 回応用物理学会学術講演会(2010 Sep.) 

(17) 大下 弘康 他：「窒化処理を用いたサファイア加工基板上の非極性 GaN の成長」、2010 年秋季第 71 回応用物理学会

学術講演会(2010 Sep.) 

(18) 古家 大士，岡田 成仁，只友 一行：「サファイア基板の浅いエッチングによる GaN の選択成長」、2010 年秋季第 71

回応用物理学会学術講演会(2010 Sep.)  

(19) 戸嶋直樹，今井将太：「ポリアニリンとテルル化ビスマス（III） ナノ粒子のハイブリッド化による新規有機熱電変換

材料の創製」、第 59 回高分子討論会、1M19(2010 Sep.) 

(20) Nattha Jiravanichanun, Naoki Toshima：「Thermoelectric Performance of Electric Conductivity of 

PEDOT-PSS/Gold Nanoparticle Hybrid Films」、第 59 回高分子討論会、ポスター発表 3Pb082(2010 Sep.) 

(21) N. Toshima：「Construction of Metal Nanoparticles for Catalysts and Materials, International Conference on 

Nanoscopic Colloid and Surface Science」, Keynote Lecture (2010 Sep.). 

(22)戸嶋直樹、「熱電変換材 10倍の変換性能達成～山口東京理科大～低温の熱源に対応」、9/8日刊工業新聞記事(2010 Sep.). 

(23) 白石幸英 他：「ポリ γシクロデキストリン保護金/白金二元ナノ粒子による可視光誘起水素発生」、日本応用糖質科学

会平成 22 年度大会（第 59 回）(2010 Sep.) 

(24) 白石幸英 他：「シクロデキストリンポリマーで安定化酸化物ナノ粒子を添加した液晶表示素子の電気光学特性」、第

27 回シクロデキストリンシンポジウム (2010 Sep) 

  

知財・部外発表 速報              

技術管理マネージャー 木村信夫 
２２ 
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10月 15日（金）   第 4回シリーズ先端講演会（宇部市文化会館） 

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 29日（金）   やまぐちブランド技術研究会（山口グランドホテル） 

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 18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） 

 

 

 

１ 第 4 回シリーズ先端講演会「先端ナノテクイノベーション 」 

【日   時】2010 年 10 月 15 日（金）13:00～16:55 

【会   場】宇部市文化会館（宇部新川駅徒歩 5 分） 

【主   催】やまぐちグリーン部材クラスター 

【後   援】中国経済産業局、山口県、（財）やまぐち産業振興財団、山口大学、山口東京理科大学、水産大学校 

【講演  内容】 ①「巨大ナノ膜とは何か、そのポテンシャルを考える」…國武豊喜（（財）北九州産業学術推進機構 

理事長） 

            ②「福岡先端システム LSI クラスターの紹介と先端半導体実装技術」…友景肇（福岡大学教授） 

            ③「ナノ粒子の分散技術」…院去貢（寿工業（株）化工機事業部技師長） 

【参  加  料】無料（要事前申込み：締切 10 月 12 日） 

【参加 対象】やまぐちグリーン部材クラスター会員、大学関係者、及び準会員候補企業 

【そ  の  他】講演会終了後交流会（会費３，０００円、ホテル河長）を予定しています。 

【問合せ先】やまぐちグリーン部材クラスターセンター 

 TEL 0836-53-5061   FAX 0836-53-5072   E-mail  ygc@iti-yamaguchi.or.jp 

 

２ やまぐちブランド研究会／ものづくり先端技術懇話会（共催） 

【日   時】2010 年 10 月 29 日（金）13:30～17:00（講演会）17:00～18:30（交流会） 

【会   場】山口グランドホテル（JR 新山口駅新幹線口前） 

【講演 内容】 ①「次世代自動車技術について」…松岡 孟（マツダ（株）車両開発本部 主幹） 

           ②「有機 EL の技術動向、事業化推進について」…當摩 照夫（産学官連携有機エレクトロニクス事業 

化推進センター ゼネラルマネージャー） 

【参 加 料】無料（要事前申込み：締切 10 月 22 日） 

【そ の 他】講演会終了後交流会（会費5,000円）を予定しています。 

【問合せ先】事務局（山口県商工労働部新産業振興課次世代産業班） 

             TEL 083-933-3150   FAX 083-933-3159   E-mail  a16900@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

 

 ドッグイヤー【dog year】というものを御存じでしょうか？我が家の近所に満 1 歳の子犬がいます。満 1 歳といえば、

クラスターセンターに勤めさせていただくようになって、9 月でちょうど一年、つまりクラスターは満 1 歳を迎えたこと

になります。 

 犬にはドッグイヤーというものがあって、おおよそ人間の約 7 倍の速度で年をとります。つまり人間でいう 35 歳相当の

犬は、満 5 歳程度ということになります。 

 思えばこの一年間はキックオフ以来、事業仕分けでひやりとし、継続が決まったとほっとしたのも束の間、年が明けれ

ば新年度に向けての行事が目白押しと、あっという間に過ぎていきました。 

 たった 1 年ですが、私にとっては数年間の仕事をしてきた思いです。 

クラスターはドッグイヤーで走っています。 

編 集 後 記                   経理主任 竹内郁恵 

行事予定 

事務管理マネージャー吉村弘之 
２３ 

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 
２４ 
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