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 事を成すには「運・鈍・根」が必要だと言う。よく知られた言葉だと思っていた

が、若い人は知らないという。私は小さい時、父からこの言葉を聞かされた。その

時には気にしていなかったが、最近ふとこの言葉を思い出し、確かに私の研究も

「運・鈍・根」で進んできたなと思うようになった。同僚に話すと「自分も学生の

時にボスから運鈍根の話を聞いた」と言う人が何人も現れた。 

 私の「運・鈍・根」の解釈は次のようである。「運」は単に何もせずに待つ運命

ではない。人や物事に遭遇する運もある。そのため、人との出会い、他分野への興

味（野次馬根性）などを通じて運を拓く努力も必要であるし、実験結果に宝を見出

すセレンディピティー（serendipity）もいる。「鈍」は、粘り強いことと解釈されているようであるが、むしろ時の流れ

に流されない鈍感さ、個を大切にし、確立することと理解する。これが独創性の発揮に繋がる。「根」は、「石の上にも 3

年」、「継続は力なり」の根気である。根気よく続けることが成功の秘訣である。 

 こう考えると、確かに「運・鈍・根」が私の研究を支えてきたように思う。金属ナノ粒子触媒では世界でも一級の研究

者と認められるようになったのは、高分子錯体の研究を始め、たまたま金属コロイドを作ってしまい、それを発展させる

ことができたからである。その金属コロイドが最近のナノテクブームに乗って注目されるようになった。それを深めて二

元系のコア・シェル構造のものを見つけることができ、独創性を高めることができた。コア・シェルを見つけたのも運で

あるが、学生諸君と一緒に「鈍」と「根」で続けたことが新しい独創を生む源となった。 

 こうして見てくると、「運・鈍・根」は古臭い言葉ではあるが、真理を言い当てた言葉に思えてくる。本当に独創性の高

いコア技術なら、「鈍」に構えて、「根」を続けていけば、「運」も開けると信じている。それでこそ、大学のシーズを基と

した文部科学省の地域イノベーションクラスターとして、山口県ひいては我が国の発展につながるものとなろう。 

 

 

 クロス・カップリング（cross coupling）とは有機化学の分野で、「構造が異なる分子間」（cross）で、「炭素間結合を形

成する」（coupling）反応を表す化学用語である。2010 年のノーベル化学賞が「有機合成におけるパラジウム触媒クロス・

カップリング反応」に対して与えられたことで一躍有名になった。 

ノーベル化学賞は Richard F. Heck、根岸英一、鈴木章の 3 氏に贈られたが、3 人のうち 2 人まで日本人であることは、

この分野の我が国の水準の高さを示している。この 2 人が共に米国パデュー大学の H. C. Brown 教授の弟子であることは

報道でご存知だろう。私事になるが、私のボスだった守谷一郎教授（故人）が、H. C. Brown の日本人の一番弟子である

ので、鈴木、根岸の両博士は私にとって叔父になる。ついでに言うと、Heck の受賞対象となった、「オレフィンを含むパ

ラジウム触媒クロス・カップリング反応」の最初の発見者は守谷一郎・藤原祐三（1967）であり、溝呂木勉・尾崎萃（1971）

が先行している。かれらの論文はノーベル化学賞を選考したスウェーデン王立アカデミーの説明書にも引用されている。

それまでの反応速度論を用いた有機反応機構から有機合成へと、研究の中心が大きく動いた時代であった。 

授賞の対象となった反応で用いられるパラジウム触媒は、無機のパラジウム金属ではなく、有機パラジウム化合物であ

る。実は、海外で無機化学者が研究対象としていた有機金属化合物を、我が国では有機化学者が有機合成に利用したので

ある。領域を超えた研究が大きな成果につながった。 

やまぐちグリーン部材クラスターも、LED、シリコン、ナノ粒子と領域を超えたクロス・カップリングで、グローバル

な新天地が山口の地に拓かれることを目指している。 
 

「運・鈍・根」 
                        研究副統括 戸嶋直樹 １ 

コラム「クロス・カップリング」 
                        研究副統括 戸嶋直樹 ２ 
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株式会社 HDT は、5 年前に株式会社ヒューネットの液晶事業本部を分社して出来た会社です。そのルーツは、株式会社

ブライト研究所というフィールドシーケンシャル液晶を研究開発していたベンチャー企業から始まっており、約 15 年間こ

の液晶技術ひとすじにやってきました。携帯電話の液晶がようやくカラー化された平成 11 年末には、フィールドシーケン

シャル液晶技術を用いて 1.5 インチの QVGA (320 x 240 ドット)という非常に高密度な小型液晶を開発しました。また、

平成 18 年には成田空港第 2 ターミナルに大型ディスプレイ用の液晶モジュールを納入し、現在も稼働しています。 
フィールドシーケンシャル液晶は、通常のカラー液晶がカラーフィルタを使用して、赤、緑、青の 3 色のドットで 1 ピ

クセルを構成するのに対して、高速応答の液晶と 3 色の光源の点滅を同期させることにより、1 ドットが赤、緑、青の 3
色に高速に切り替わることによりカラー化する方式で、液晶パネルの透過率が 5 倍くらい高くなります。 
本来省エネルギーには有望な技術ですが、15 年前はようやく青色 LED が普及し始めた頃で LED の効率は決して良い

とはいえず、前述の成田空港の大型ディスプレイでは 3 色の冷陰極管を使いました。LED の大型ディスプレイよりも消費

電力は少ないものの、一般的なカラー液晶に対して消費電力を大幅に削減できる技術とまではいえませんでした。 
分社時点では十数名の社員がおりましたが、上述の様な状況で大型ディスプレイ用の液晶モジュールの開発・製造部門

は岡谷電機産業に事業譲渡し、現在は 1 名で台湾の中華映管という液晶パ

ネルメーカーを指導しながら、TFT タイプのフィールドシーケンシャル

液晶の開発を続けています。LED の効率も良くなり、大型の液晶テレビ

であればバックライトの消費電力は、従来のカラーフィルタを用いた液晶

に対して 1／10 位にまで削減できる目処が立っており、商品化をめざして

開発に取り組んでいます。 
≪会社概要≫ 
●社名：株式会社 HDT（エイチ ディー ティー） 
●設立：平成 17 年 8 月 1 日 
●資本金：1 億円 
●代表取締役：沖田 雅也 
●本社：広島県呉市広小坪一丁目 38 番 17 号 
 
 
 

 

やまぐちグリーン部材クラスターに関連して、正会員等のＬＥＤ製

品を出展し、広く国内外に情報発信等をするとともに、やまぐち発「省

エネルギー社会」の実現やＬＥＤ関連ネットワーク構築の促進を図る

ために、パシフィコ横浜で行われた「LED ジャパン 2010」に 9 月 29
日（水）から 10 月 1 日（金）にかけて出展を行った。 
【展示方法】㈶やまぐち産業振興財団との共同出展 
【展示内容】 
・宇部興機㈱‥LED 外灯関係 
・㈱トクヤマ‥窒化アルニウム粉末等 
・水口電装㈱‥LED 水中誘魚灯、人感センサー付 LED 蛍光灯 

【来場者の主な動き】 
・宇部興機㈱の LED 外灯については、明るさと消費電力について興味を示される方が多く、300 部用意したパンフレッ

トは、3 日目の午後 3 時には無くなった。 
・㈱トクヤマの窒化アルミニウム等の放熱材料関係について、多数の方が興味を示された。詳しい説明については、近

くの㈱トクヤマの出展ブースを案内した。 
・水口電装㈱の LED 水中誘魚等については、水槽に入れて展示したこともあって注目を浴び、光と誘魚効果については

パネルにて説明をした。 
【来場者数】 
「やまぐちグリーン部材クラスター」29 日（水）80 名、30 日（木）120 名、1 日（金）150 名 計 350 名 
「LED ジャパン総来場者」3 日間合計 12,213 名  

【シリーズ企業紹介】株式会社 HDT 
３ 

写真：フィールドシーケンシャル液晶 
（1.5 インチ QVGA） 

（出展報告）「LED ジャパン 2010」 
                     事務管理マネージャー 吉村弘之 ４ 
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安部社長（左）と 
倉重事業総括（右） 

 

平成 22 年 10 月 7 日に東芝ライテック㈱北九州工場を訪問した。（訪問者：倉重

事業総括、木村技術管理マネージャー、宮城科学技術コーディネータ、三宅知財コ

ーディネータ、池辺事業化コーディネータ） 

見学後に㈶北九州産業学術推進機構（FAIS）との打ち合わせも開かれ、東芝ラ

イテック㈱の紹介が行われた。（打ち合わせの記事は本号 5 頁） 

東芝ライテック㈱北九州工場はランプ（白熱電球）発祥の地であり、製品展示場

には白熱電球の歴史を物語る製品・写真の展示が数多く見られた。東芝ライテック㈱は今年 3 月 17 日に「白熱電球生産」

は打ち切りを公表しており、今後、蛍光灯及び LED 電球に特化して照明事業を推進するとしている。（最終生産ロットの

白熱電球 1 個を記念品として寄贈された。） 

現状では、LED 電球は街路灯・庭園灯などの屋外灯及び室内用ダウンライトが中心であるが、今後、室内用 LED 電球

（家庭用）・ビル用直管型 LED 照明（直管蛍光灯の代替）の充実を図ることが重点施策とのことであった。 

展示場見学時に業界紙「九建日報」（平成 22 年 10 月 7 日付）が配布され、九州地方整備局が平成 22 年 10 月 5 日に行

った「平成 22 年度第 2 回新技術活用評価会議」において、「LED を使用した道路照明灯への適用に関する技術」の審査が

行われ、17 社の応募から 5 社の技術を選定した記事が紹介された。選ばれたのは、MARUWA SHOUMEI、岩崎電気、東

芝ライテック、因幡電機（以上 4 社は平均路面輝度：1cd/㎡）、パナソニック電工（平均路面輝度：0.7cd/㎡）の 5 社であ

る。 

今後、今年 12 月頃を目途に試行フィールド設置を行い、来年 3 月までに明るさ・視認性等の特性評価が行われる。その

後も耐久性などの長期評価が継続される計画である。 

また FAIS 交流会では、電球工業会を中心とした製品規格化・安全性の強化などが紹介された。東芝ライテックではま

もなくチップ内製を始める計画である。 

 

 

 宇部マテリアルズ㈱はマグネシウム事業を生業とする日満マグネシウム㈱

（1933 年設立、のちに宇部化学工業㈱と社名変更）とカルシウム事業（石灰部

門）を生業とする㈱日本石灰工業所（1941 年設立、のちに㈱カルシードに社名

変更）が、1997 年、合併して設立されたマグネシアとカルシアを主力製品とす

る企業で、本社を宇部市中心部に構える先端基盤素材会社。生石灰の生産量は日

本一、海水からのマグネシウム生産は世界一、クリンカー（焼塊）生産は日本で

は唯一の企業。また、高純度マグネシウムは大画面薄型テレビの代表格である

PDP（プラズマディスプレイパネル）の明るさや発光効率などの基本性能を決め

るキィー材料で、世界トップシェアを誇る。 

 同社の高純度マグネシウムはリチウムイオン電池や次世代メモリー、また、 

インジウム代替え透明電極材料などへの用途としても注目を浴び、次世代環境 

部材（グリーン部材）に必須の「材料」としての市場を広げている。 

 

（企業訪問）マグネシウムの第一人者“宇部マテリアルズ株式会社” 
事業総括 倉重光宏 

６ 

（企業訪問）“東芝ライテック株式会社” 
事業化コーディネータ 池辺謙三 

５ 
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 従来の技術では計れないものを計ったり、分析できないものを分析したりする新技術

に焦点をあてて、新産業を興そうとする委員会が、㈶ちゅうごく産業創造センター（CIIC）

により、平成 22 年 7 月設置され、第 2 回目の委員会が平成 22 年 10 月 4 日に、広島市

の中国電力本社で開催された。 

まずは域内の企業、大学、公設試験研究機関などに対して、手持ちの機材や関係する

技術シーズならびにニーズの調査をベースにした活動がスタートしている。 

山口県から、三木俊克（山口大学）氏が副委員長、倉重光宏（山口県産業技術センター）、 

小畑登紀夫（宇部興産）氏が委員として参加している。 

 

 

 

CEATEC はもともと 1962 年「日本電子工業展」としてスタートし、1964 年から「エ

レクトロニクスショー」として親しまれてきたもの。2000 年からコンピュータ系の展示

会 COM JAPAN と統合し、CEATEC JAPAN に生まれ変わり現在にいたっている。国内

最大の最先端 IT・エレクトロニクス展。 

今年（2010 年）は 10 月 5 日～9 日、幕張メッセで開催され、616 社・団体が出展し

た。登録来場者は、昨年より約 3 万人増え約 18 万人。共通テーマは、「Digital Harmony 

－ もっと快適に、もっとエコに」。 

今回の話題はなんと言っても 3D（三次元映像）。家電メーカーのブースは 3D 一色。

ソニーは 21.7m×4.8m の大画面 3DLED（28“ LED モジュールを横 34 枚×縦 10 枚接

続）、パナソニックは 152“3DPDP、シャープは４色表示方式（クオリア）を出展。デ

ィスプレイに加え、3D ビデオカメラ、3D デジカメ、ブルーレイ録画装置、放送（BS211、

スカパー、WOWOW,BS 朝日）などのメディアも加わってビジネスシステムが勢ぞろい

したのが特徴。 

その他注目されたのは、ワイヤレス接続のスマートフォン（例：シャープ社ガラパゴスなど）、LTE（Long Term Evolution）

型次世代携帯電話方式（世界共通方式で、日本勢が起死回生を期しているもの。ドコモが平成 22 年 12 月、サービス開始

を計画）、アンドロイド（Google 社が開発したモバイル OS、NTT ドコモの「GALAXY」などに搭載）、ピコプロジェク

ター（携帯電話サイズのポータブル型プロジェクター）、スマートグリッド（太陽光などの再生可能エネルギーの普及に伴

って、電力を貯め、最適配電するシステム）などが目を引いた。 

セミナーの中では「ディスプレイデバイスフォーラム」において「日本の FPD 産業と産業政策」について METI（経済

産業省）が講演、中国が希少金属の輸出制限をかけることは、ハードディスクなどの部品の供給不足を招き、天につばす

るようなものと断じたほか、量産段階における日本の苦戦要因として、①過小投資、②標準化戦略の不備、③内向き志向

（プラットフォーム化視点の欠如）を掲げたのち、勝てるルール作りの必要性などを指摘した。 

また「FPD パネルガラスリサイクルの現状と課題」と題した JEITA（電子情報技術産業協会）の講演では、テレビのフ

ラット化率が、2014 年には後進国を含め 100％に達するのに併せて、JEITA では、ガラス部材などのリサイクル技術を完

成させ（再商品化率 50％～60％）、今後、実証試験に入るとの報告があった。 

≪会議報告≫CEATEC2010 (H22.10.5 ~10.9、幕張メッセ) 
～いよいよ3Dビジネスが本格化か？～       事業総括 倉重光宏 ８ 

マイクロビジョン社（米）のピ
コプロジェクター 

≪会議報告≫㈶ちゅうごく産業創造センター主催、第 2 回地域産業創出調査委員会 
～計測・分析技術で中国地域機械工業の振興を目指す～    事業総括 倉重光宏 ７ 
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FAIS は福岡先端システム LSI クラスターの一員として、北九州地区を中心に

シリコン半導体産業のグローバル拠点を目指して活発に活動している。さらに活

動分野を LED などの新たな固体照明分野まで広げて更なる拡大展開を目指して

いる。 

この分野ではやまぐちグリーン部材クラスターともテーマの重なりもみられる

ため、手を取り合うべく協議・検討を進めている。 

 

 

平成 22 年度ノーベル化学賞を鈴木、根岸の両日本人が受賞とのビ

ッグニュースが飛び込んできて間もない 10 月 15 日（金）、宇部市文

化会館にて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」を開催した。 

10 億分の 1 メートルという超微細なナノメートルサイズを扱う技

術は、デジタルテレビやパソコンなどに使われている半導体に典型的

に生かされている。このほか、動植物の細胞を包む細胞膜の厚みも実

はナノメートルサイズで、その極薄膜が実は生き物の様々な「生命」

機能を司っている。やまぐちグリーン部材クラスターでも、有機・無機の材料をナノメートルサイズまで小さくすると多

種多様な効能が現れることを見出しており、その研究開発に取り組んでいる。 

「巨大ナノ膜とは何か、そのポテンシャルを考える」と題してご講演いただいた國武豊喜先生（㈶北九州産業学術推進

機構理事長、現やまぐちグリーン部材クラスター評価委員）は、生き物の様々な機能を支える細胞膜を人工的に作り出す

ことに世界で初めて成功した著名な化学者で、文化功労賞の受賞者。膜厚の 100 万倍以上の大きさの巨大ナノ膜の成膜技

術と、今後の応用分野について講演され、巨大ナノ薄膜技術が拓く高機能透過膜、光学膜、導電膜、バイオ膜など、その

ポテンシャルの大きさを紹介され、驚かされた。 

友景先生（福岡大学教授、福岡クラスター半導体実装研究を指導）は、宇部市出身のためか、宇部に愛着のある一言を

交えながら、「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評価技術」のご講演を頂いた。福岡県が掲げる

SSB（シリコンシーベルト）構想では、東アジア諸国や欧米との連携を深めながら、福岡を世界の半導体グローバル拠点

にとバイタリティーある活動に果敢に挑戦している。 

寿工業㈱院去博士の「ナノ分散装置の開発とナノ分散技術」の講演

では、世界最先端のナノ粒子の分散装置の開発を語っていただき、そ

の成果はナノ粒子の研究者、技術者をうならせるレベルの高い講演で

あった。 

参加者は、総員 66 名、交流を深めている隣県の福岡クラスターの

メンバーにも十数名参加され、交流できたことは特筆すべきことであ

った。  

左から國武先生、友景先生、院去先生 

≪会議報告≫北九州産業学術振興機構（FAIS）との LED 応用技術展開に関する打ち合わせ 
～SSB（シリコンシーベルト）構想の一環で LED 応用分野も拓く～ 事業総括 倉重光宏 ９ 

≪会議報告≫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」   科学技術コーディネータ 宮城盛二 １０ 
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会場風景（総入場者数 18,000名）

 

 

 

 癌の治療法としては、手術、放射線治療、抗癌剤投与などがよく知られている。

「ワクチン」療法はかって「丸山ワクチン」などが話題になったことはあるものの、

未だ確立された療法はなく未踏領域となっている。 

 久留米クラスターは、やまぐちグリーン部材クラスターと同期のクラスターで、

癌ワクチン療法の開発に挑んでいるが、その特徴は個人個人の体質にあわせた、テ

ーラーメイド（カスタマイズ）のワクチン療法の開発を目指している点にある。 

 平成 22 年 10 月 26 日（火）、同クラスターの大内田（オオウチダ）事業総括代

行（大鵬薬品出身）および一木（イチキ）担当次長が山口県産業技術センターを訪

問、センター内を一通り見学のあと、イノベーションマネージメントや「産学官」

連携の悩みや課題について意見交換をした。いますぐに両クラスター間で連携しあ

えるテーマは見当たらないが、今後連携を深めあっていくことを約束した。 

 

 

 

イノベーション・ジャパン（大学見本市）は、国内最大の産学連携イベントである。JST と NEDO が共催して、例年

全国の大学・高専等の研究シーズを展示会場に一堂に集め、「未来のビジネスの卵」を企業関係者へ紹介する場を提供する。 

テーマは環境(43 件)、医療・健康(94 件)、ものづくり(53 件)、新エネルギー・省エネルギー(45 件)、ナノテクノロジー

(34 件)、IT(60 件)、アグリ・バイオ(34 件)、材料(44 件)などの分野に分かれ、合計 400 件（機関数：235）、また、企業・

大学発ベンチャー(49 件)、企業・独立行政法人などの展示が合計 80 件、総合計 480 件の発表・展示が行われた。 

≪山口大学関連≫ 

①Mg 酸化物ナノ構造制御から次世代エネルギー貯蔵材料への応用展開（理工学研究科 中山雅晴教授） 

②耐熱性酵母を用いたバイオエタノール生産コスト削減技術（医学研究科 星田尚司准教授） 

③非水素結合性ゲル化剤の開発と応用（物質工学系 岡本浩明准教授） 

④特許検索システム（YUPAS）を中心とした高等教育向け知的財産教育（技術経営研究科 木村友久教授） 

の 4 件であった。①に関しては来訪者も多く、当クラスターの中山先生・森先生が対応されていた。 

≪東京理科大学関連≫ 

①東京理科大学科学技術交流センター「燃料電池」 

「貴金属フリー・中温作動の燃料電池の開発」桑野潤准教授 

②東京理科大学科学技術交流センター「色素増感太陽電池」 

「光合成を模倣した安価で高性能な色素増感太陽電池」荒川裕則教授 

≪興味を引いた展示≫ 

①徳島大学…LED を応用したライフ産業の創出に向けたライフイノベーション 

②日本工業大学（システム工学科 鈴木敏正教授） 

…全窒化物 RGB 発光 LED 材料の作成と評価 

③慶応義塾大学発ベンチャー「株式会社 SNT」…フッ素を使わない超撥水技術 

④福岡大学・産学官センター…紫外線照射による都市ごみ焼却灰の鉛不溶化技術と応用 

⑤奈良先端技術大学…SiC パワーデバイスを高性能化する MOS 界面欠陥の低減技術等があった。 
 

 

≪会議報告≫久留米先端医療開発クラスター交流会 
～未踏 癌ペプチドワクチンの開発に挑む～     事業総括 倉重光宏 １１ 

≪会議報告≫イノベーションジャパン 2010 
「大学見本市」         事業化コーディネータ 池辺謙三 １２ 

産技センターを見学中の、 
大内田事業総括代行（中）と 

一木担当次長（右） 
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 山口大学は、各種講座事業、地域の教育・文化・観光の振興、まちづくり支援など

多彩な活動を展開するなどして地域の活性化にも取り組んでいる。その一環として今

年も「実用講座 真空技術の基礎と応用」を 10 月 1 日開講した。 参加者は、41 名

（学生 30 名、企業 10 名､公設試 1 名）。開講に先だって、山口大学大学院理工学研

究科副研究科長 堀教授が「今回で、5 回目。社会貢献・地域貢献の一環として開催、

製造の中核人材育成を目的としている。真空技術は、ものづくりの必須技術、日頃の

大学の講義と一風変わった実務にすぐ役に立つ内容

となる、頑張ってください」と挨拶。 

真空技術は、グリーン部材クラスター関係の研究テーマ（LED 基板、廃シリコンリサ

イクル、ナノ粒子グリーン部材関連）の展開にも必須で、これなしには何も前へ進めるこ

とができない共通基盤技術なので、やまぐちグリーン部材クラスターは、中核機関である

山口県産業技術センターとともにこの活動を支援している。 

 

 

 

 今回の技術テーマは光学

フィルムです。 

 右の図はこの分野の国内

出願をこれまでと同様、自

動分析ツールを使ってマッ

プ化したものですが、今回

のように 2 社だけが突出し

た形で表れるのは珍しいケ

ースだと思います。 

そこで気になってくるの

が両社の研究開発費ですが、

富士フィルムホールディン

グスの有価証券報告書を調

べてみますと、2009 年度で

約 1,910 億円、対売上高比 

率で 7.8％となっています（前 3 ヶ年度は 6％台後半、2010 年度見込みは 1,751 億円で対売上高比 8％）。この業界の平均

対売上高比は 3％～4％だそうですから、上記の結果も説得力を帯びてきます。 

では、一方の日東電工はどうでしょう。同様に有価証券報告書で見てみますと、2009 年度で 208 億円（対売上高比 3.5％）、

前 3 ヶ年度も売上高比で 3％～4％で推移しています。一概には言えませんが、これで上記の結果だとすれば、こちらは的

を絞った効率的な研究開発と知財戦略が実施されていることが想像できます。いずれにしろ、この 2 社の特許網がかなり

強力だということだけは確かなようです。  

経済産業省地域中核人材育成事業「山口大学公開講座 真空技術の基礎と応用」 
～平成 22 年度の公開講座が 10/1 からスタート～  科学技術コーディネータ 宮城盛二 １３ 

（シリーズ）特許分析にみる技術開発動向（4） 
                     知財コーディネータ 三宅雄二 １４ 

特
許
総
合
力 

特許個別力 
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1．平成 22 年度第 6 回企画部会（2010.10.18） 

月 1 回の定例会議で、当クラスターの重要事項を決める。第 6 回は（1）平成 22 年度事業成果について内部評価を行

うこととし、内部評価委員会の立ち上げを決めたり、（2）平成 22 年度後半の主な計画を審議したりして、年度後半の事

業展開に必要な重要事項を決めた。また、新しく準会員として入会希望のあった宇部興産㈱の入会承認をした。 

2．平成 22 年度第 2 回研究推進部会（2010.10.18） 

クラスターセンターでは、各研究サブグループに毎月研究開発の進行状況の報告書（月報）の提出を求めている。月

報には機密事項の記載もあるため、非公開の月報検討会を別途開催し、研究開発の進行状況や課題をチェックして、研

究開発のマネジメントに生かしている。数ヶ月ごとにその検討結果をまとめ、研究推進部会にあげて審議し、現況と課

題の共有化を図っている。 

3．特許分析レポート 

企画部会の傘下に知的財産戦略部会を設けて、特許技術分析を行いながら知的財産形成の方向性についての提言をま

とめている。各課題について、一定の総括がなされるごとに企画部会にも報告がされている。また、当該情報の一部は

要約版の形で、クラスターセンターニュースにも掲載している。 

 

 

◆やまぐちグリーン部材クラスター関係記事◆ 

10/1  【日  経】（長州産業） 太陽光発電機、新工場 「本社で技磨き海外も視野」 

10/6  【宇部日報】（山口大産学公連携・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構）ナノテク支援で実績 真空利用核に共同研究や人材育成」 

10/6  【日刊工業】（山口県）高度技術産業の集積促進 「環境分野 2012 年度までに 50 件事業化」  

10/7  【九建日報】（九州地方整備局）第 2 回新技術活用評価会議開く「5 者技術を年内試行 LED 使用の道路照明」 

10/7  【宇部日報】（宇部興機）威海市に LED 街灯 宇部興機が市長に設置報告 

10/15 【中国新聞】（中国地方の石油化学メーカー）環境や医療分野 新素材生産強化 「需要や販路開拓が課題」   

10/21 【宇部日報】（宇部興機）省エネ環境関連事業が軌道「太陽光発電白色ＬＥＤ街灯など好調」 

▼関連記事▼ 

10/12 【化学工業】（日産化学）光硬化性エポキシ 高速、強靱性前面に「事業化を加速 LED 向け封止材など」 

10/14 【日刊工業】（広島県立総合技研）LED 最終製品短期間で開発「LED 製品の開発に関する関連設備を一般公開」 

10/15 【化学工業】（パナ電工・三洋電機）太陽電池と LiB 一体化「新ソーラ街路灯発売へ」 

10/18 【日刊工業】ニーズに柔軟な対応 LCD「求められる 3D 用材料の性能、液晶シェア全体を左右」 

10/18 【日刊工業】可能性を秘める LED「最大のポイントは高輝度化、GaN 基盤に注目」「放熱対策が大きな商機」 

10/19 【日刊工業】LED 産業最前線「酸化亜鉛次世代材料で脚光、さらに高輝度化・希少金属が不要」 

10/22 【化学工業】（シチズン電子）大光量・高効率を両立「照明用白色 LED」 

10/22 【化学工業】（ソウル半導体）LED 事業 14 年に売上高 5 兆ウォン「世界トップシェア狙う」 

10/22 【化学工業】（nintac）銀ナノ粒子で導電性接合材料「ハンダ混ぜ強度向上 LED 向けなど狙う」 

 

 

 

今月の速報は、以下のとおりです。 

(1) N. Toshima et al.：「Liquid Crystal Sol Containing Eleophilic Pd Nanoparticles Stabilized by Multidentate  

Copolymer Ligand and Its Application To LCD」、AsiaNANO 2010 (2010 Nov.).  

新聞掲載情報 
事務管理マネージャー吉村弘之 

 

 

１６ 

こんな会議を開きました。 
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 １７ 
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11月10日（水）～12日 FPD International2010（幕張） 

11月10日（水）～12日 Green Device（幕張） 

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） 

11月21日（日）    特別講演会「マツダロードスター開発ストーリー」（山口東京理科大学） 

11月24日（水）    セミナー「自然エネルギー利用技術」（山口県産業技術センター） 

12月1日（水）～3日  セミコン・ジャパン 2010（幕張） 

12月1日（水）～3日    IDW‘10（福岡国際会議場） 

12月2日（木）     LED照明技術講習会 （山口グランドホテル）申込先：（財）やまぐち産業振興財団 

 

 

 内閣府において、平成 23 年度科学・技術関係予算についての意見募集が 9 月 3 日から 9 月 17 日の間に行われ、総数で

7,735 件の意見の提出がありました。文部科学省の「地域イノベーションプログラム」については、148 件中 133 件が「こ

のまま推進すべき」との意見が寄せられ、科学技術関係予算の優先度判定に向けて好材料となりました。意見募集につい

ては、皆様のご協力ありがとうございました。 

 また、平成 23 年度概算要求における科学・技術関係施策の優先度判定で、「地域イノベーションプログラム」について

は、「地域クラスター形成に関し、大学等による組織的な連携を強化し、その形成と自立化を促進する重要な施策であり、

他の地域科学技術施策との役割分担を明確にした上で連携を図りつつ、現在支援をしている地域に対して、引き続き、着

実・効率的に推進すべきである。」との判定となりました。 

 今後も、来年度予算成立までは、まだまだ道のりが長いですが、昨年同様皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 
「いよいよ、民間の宇宙旅行が現実に！」 
先日、テレビを観ているとそんなニュースが流れてきました。 

 ニュースでは、民間宇宙旅行の発着基地となる世界初の「スペースポート」が公開され、

ついに、スターウォーズの世界が近くなってきたのだ！と、このニュースを見ていてちょ

っとワクワクしました。 
私が生まれてからの 30 年あまり、便利なものが急激に増え、めまぐるしく科学は進歩し

ています。このプロジェクトを微力ながらお手伝いさせていただき、さらにその進歩を身

近に実感しています。  

編 集 後 記                 広報企画員 豊守亜希 

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 
  事務管理マネージャー吉村弘之 １９ 
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第 5 号（平成２２年１1 月 1 日発行） 


