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 わが国の科学分野におけるノーベル受賞者は、異口同音に人材育成の重要性を説か

れている。レア・メタルもしくはレア・アース問題に顕著に示された我が国の資源の

無さを思えば当然とも言える。未来を切り拓く人材育成は教育の根幹である。 
 ところで、このような人材育成はどのようにしたら良いのか？オヤジの背中ならぬ、

先生の背中を見て育てるのもひとつの方法であろう。手取り足取りして育てるのもあ

るであろう。いずれにしても、最も大事なのは「想像性」を身に付けさせることでは

ないだろうか。科学の世界は正確性、再現性を目指しているが、その裏打ちとしては

科学者の想像性と知的憧憬が不可欠であることが、そしてさらに説明と責任との重要

性が指摘されている。 
 教育される側が、自分自身本当に納得できているか否かが要点であろう。これがな

いと説明責任も困難となる。突き詰めれば、確固たる哲学をもたせるようにすること

である。想像性と哲学の先に自立化が存在するように思われる。 
毛利元就遺訓の３本の矢に象徴されるように、クラスターは集団として効果を生む。その源は、想像性と哲学を有する

人材集団である。グリーン部材クラスターが次世代を担う優秀な人材を数多く輩出することを期待したい。 
 
 
 
株式会社カネカは、1949（昭和 24）年の創立以来、化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、医薬品、医療機器、電

子材料、合成繊維の製造・販売と、幅広い分野にスペシャリティの高い製品を提供し続け、おかげ様で 2009（平成 21）
年 9 月 1 日に創立 60 周年を迎えました。 
これを機に、「『変革』と『成長』を実現するカネカの絆」を合言葉に、長期経営ビジョン「KANEKA UNITED 宣言」

をスタートさせました。そして「人と、技術の創造的融合により未来を切り拓く価値を共創し、地球環境とゆたかな暮ら

しに貢献します」を新しい企業理念として掲げています。  
 この企業理念のもと、グローバル企業として飛躍的に成長・発展するために、成長分野で競争力のある事業を次々に創

出してまいります。 
 電子材料を取り扱う電材事業部では、IT・エレクトロニ

クス製品に用いられるフィルム・ケーブル・電子部品など

を開発・生産しています。独自の高分子技術に異種技術を

複合し、高機能化・小型軽量化・プロダクトデザインに応

じたカスタマイズなどお客様の製品にさまざまな付加価値

を提供します。主にLCD光学補償材として使用される光学

用フィルム『エルメック®』、主にフレキシブルプリント基

板や耐熱性絶縁材料として使用される超耐熱性ポリイミド

フィルム『アピカル®』、主に熱拡散・放熱材として使用さ

れる超高熱伝導グラファイトシート『グラフィニティ™』な

どを取り揃えています。  
＜会社概要＞  
◆社名 株式会社カネカ  
◆設立 1949（昭和 24）年 9 月 1 日 
◆資本金 330 億 46 百万円（2010（平成 22）年 3 月 31 日現在） 
◆本社 大阪本社 大阪市北区中之島 3-2-4（朝日新聞ビル） 
東京本社 東京都港区赤坂 1-12-32（アーク森ビル） 
◆代表取締役社長 菅原 公一  
◆従業員数 (連結) 8,155 名  (単独) 3,323 名 （2010（平成 22）年 9 月 30 日現在）  
◆事業内容 化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、医薬品、医療機器、電子材料、合成繊維等の製造及び販売 

「想像性」 
                     評価委員会 委員長 下村輝夫 １ 

【シリーズ会員企業紹介】株式会社カネカ 
～もっと、驚く、みらいへ。思い描いた未来を、その手に。先見的価値共創グループ～ 

２ 

左上：エルメック     右上下：アピカル 
左下：グラフィニティ 
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日産化学工業㈱の小野田工場に保存されている、ルブラン法と呼ばれる炭酸ソ

ーダ製造装置の設備を、当紙第 2 号（平成 22 年 8 月 2 日発行）で紹介した。（注：

炭酸ソーダ；別名ソーダ灰；学術的には炭酸ナトリウム：Na2CO3）。 
同設備は平成 22 年 3 月、㈳日本化学会より化学遺産に指定された。保存され

ているのは炭酸ソーダの製造時に排出される塩化水素ガスを処理する装置。高さ

が 10 メートルを超え、御影石で作られた処理塔 10 本が残されている。 
 日産化学工業㈱は、もともと硫酸製造を生業とし、小野田で 1887 年に日本舎

密（せいみ：オランダ語でケミストリ（化学）を意味する）製造会社として創業

された。その後、化学工業会社として発展を続け、塩や石灰岩に恵まれた地の利

を生かして炭酸ソーダの製造を開始、1937 年に日産化学工業㈱と改称され、現在

に至っている。 
 同工場前に延びた美しい 1 ㎞に及ぶ道路は「せいみ通り」と名付けられている。 
 同社は独自開発した農薬原体（除草剤や殺虫・殺菌剤など原料となるもので、

独自開発品は 6 種類に及ぶ）とそれらを使った農薬製剤（除草剤や殺虫・殺菌剤

などの最終製品）、機能性化学品（半導体や LED 関連などの電子材料用途；商品

名；TEPIC）、コレステロールや高血圧などによく効く独自開発した医薬品の原

料（原薬）を製造している。 
 農薬や医薬関係で多くの超優良独自技術と製品群を誇る。 
現在、研究開発部隊の主流は富山と千葉にあり、めまぐるしい技術革新をリー

ドしている。 
 クラスターから、出版したばかりの「研究紹介パンフレット」などを持参し、

支援を呼びかけた。 
 
 
 
 宇部マテリアルズ社の概要については、すでにクラスターセンターニュース第

5 号（平成 22 年 10 月号）にて紹介した。このたび（平成 22 年 11 月 16 日）同

社の美祢工場（カルシア製造工場、山口工場長）、と宇部工場（マグネシア製造

工場、根本工場長）を山口県産業技術センターの有志が見学した。 
 美祢工場は秋吉台の麓に位置する山口県美祢市にある石灰岩採掘場に隣接し

てそびえる。遠くからでも、2 本の巨大な煙突と 8 本の高さ約 40 メートル直径

約 4 メートルの巨大な円筒型炉が目印。ここでは石灰岩（炭酸カルシウムが主成

分）を焼いて、生石灰を生産、1 日あたりの生産量は約 3,000 トン。生石灰は製

鉄所で、製鋼用に 2～3％混ぜて不純分除去のために使われたり、加工した消石

灰は排水の中和、ゴミ焼却場の酸性ガス吸着、土壌改質など環境対策剤として使

われるほか、宇部工場に輸送し、海水からマグネシアを生産する際に、海水のマ

グネシウムを抽出し濃縮する際の生産剤としても大量に使われている。山口県の

石灰岩は他地域に比べて純度が高いことが（98～99％）、競争力の源泉になって

いるという。  
 宇部工場は宇部港に面した広大な埋立地に広がり、海水からマグネシア（マグ

ネシウム酸化物）を製造している。年間の生産量は 25 万トンに達する。海水の

マグネシウム含量はわずか 0.2％、これに上記の美祢工場で生産された石灰を混

ぜてマグネシウムを抽出し、直径数 10 メートルの巨大な円形の沈殿池を使って

濃縮し、最後に焼いて製品にする。マグネシアは、主に耐火煉瓦の製造に大量に

使用される。そのほか、高純度（99.99％）のものは、PDP（プラズマディスプ

レイパネル）を発光させるのに欠かせない陰極材料として使われたり、厚さが

0.5～0.7 ミリメートルしかない薄い液晶用硝子に混ぜて、丈夫にしたり透明度

を上げたりするハイテク用途にも使われているという。びっくりしたのは、食品

サプリメントとしてスポーツドリンクなどにも添加されており、我々が知らず知

らずのうちに口にしていることを知ったことであった。 
暗くなった夕暮れ時の海岸の帰途、改めて海や山を振り返りながら山口県が環

境分野に素材面で著しく貢献していることを噛み締めた。 
 

（企業訪問）“日産化学工業株式会社 小野田工場” 
    ～農薬・製薬で多くの独自技術を誇る先端化学工場～   事業総括 倉重光宏 

３ 

≪化学遺産≫ 
ルブラン法による 

炭酸ソーダ製造装置の塩酸処理塔 

（企業訪問）“宇部マテリアルズ株式会社 美祢工場＆宇部工場” 
  ～石灰岩と海水からﾊｲﾃｸ～ 環境原料を一貫製造する世界の大工場  事業総括 倉重光宏 

４ 

宇部マテリアルズ社美祢工場 

宇部工場会議室にて、 
中央: 根本工場長 

中央左: 倉重事業総括 
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10 月 26 日に周南市の周南地域地場産業振興センターにおいて、山口県、㈶やまぐち

産業振興財団、周南新商品創造プラザの主催で、「やまぐち総合ビジネスメッセ」が開

催された。 
山口県ふるさと産業振興条例の趣旨を踏まえ、商工労働施策を活用して開発した新製

品などの成果を紹介するとともに、県内事業者間の取引を活性化させることを目的とし、

「新商品開発・新規事業進出」に係る講演や、経営革新等の各種相談なども併せて実施

し、良質な県産品の開発・販路開拓を総合的に支援することで、ふるさと産業の振興を

図ることを目的とし、2 開催された。 
10 時のオープンセレモニーの後、県及び関係機関の最新の商工労働施策とそれを活

用した企業の取組成果の紹介、新製品フェア、講演会、商談会、相談コーナーなど、総

合した“ビジネスメッセ”であった。 
展示には、44 社の出展があり、分野は、情報、環境、生活文化、土木建築、関係機

関と多岐にわたっており、担当者のよる開発から製品化への丁寧な説明があった。 
左の写真は展示中の第 1 回「山口県産業技術振興奨励賞」山口県知事賞、山口県産業

技術センター理事長賞に輝いた製品である。（両製品とも、平成 21 年度受賞） 
講演会は、｢新商品開発・新規事業進出における具体的手法について｣と題してニュー

ビジネス・コンサルタントの新居先生から講話があり、約 100 名が参加して活発な質

疑応答があった。 
また、ふるさと調達売り込みプレゼンテーションには、約 250 名の方が熱心に聴講

し、開発経緯、新製品の特徴、価格など興味深い話があった。 
 
 
 
やまぐちブランド技術研究会は、平成 20 年（2008 年）7 月、産学公の連携により、自動車などの輸送機械産業や IT 産

業などの高度技術産業において、県内企業のものづくり基盤技術の高度化を推進することを目的として設立された。年 6
回程度の研究会と技術分野ごとの分科会を開催している。 
山口県商工労働部長が会長をつとめ、事務局を山口県新産業振興課においている。県内企業約 80 社が入会し、支援機関

（27 機関）やオブザーバー（中国経済産業局）などが加わって構成している。 
 
主な活動内容として以下の 5 点を掲げている。 
◇講演会、工場見学会などを活用した産学公ネットワークの構築支援 
◇6 つの技術分科会を中心とした体系的な技術の獲得支援 
◇山口県独自の「技術革新計画」承認制度による高度技術の獲得促進 
◇㈶やまぐち産業振興財団研究開発支援事業等の活用による研究開発支援 
◇ブランド技術をベースとする高度技術産業への参入促進支援 
特筆すべきは山口県が「九州自動車・二輪車産業振興会議」に参加し、 
自動車産業の協業化を推進している点にある。 
 
やまぐちブランド技術研究会とものづくり先端技術懇話会の共同での講演会が平成 22 年 10 月 29 日、山口グランドホテ

ルで行われ、約 80 名が参加。マツダ㈱の松岡上級研究職による「今後の自動車開発に求められる技術」、㈶山形県産業技

術振興機構の當摩ゼネラルマネージャーによる「有機 EL ディスプレイ・照明～最近の話題と将来展望」の 2 件の講演・

討論が行われた。 
マツダの松岡講師は、ガソリンエンジンながら、圧縮比をディーゼルエンジンなみの 14:1 と従来比の 2 倍に高めたり、

アイドリング時にエンジンを止める「i－Stop」（セルモータを使わず、燃料噴射で再スタートさせる技術）など省エネに

向けた同社の革新的な技術を紹介。また今後に向けて、特に安全性に視野をおいた次世代自動車への課題を提示した。 
當摩講師は、東北パイオニアの出身で、日本で最初に有機 EL デバイスを商品化した方。有機 EL（習慣的に OLED：

Organic Light Emitting Diode と呼ぶ）照明装置は効率がまだ白熱電球並に低いなど課題が山積みと指摘した上で、液晶

では得られないフレキシブルで超軽量な薄膜型の特徴を持つことから、世界的な開発競争が繰り広げられており、小型の

携帯電話用からディスプレイとしての実用化が進んでいる状況の紹介があった。OLED 照明は LED 照明と違って面発光

の魅力をもち、代替技術がないことから今後開発の加速が進むこと、したがって、山形県は OLED 照明発祥の地として、

産学官あげて、地元企業による早期の商品化にチャレンジしているとの決意が表明された。 
 

≪会議報告≫やまぐち総合ビジネスメッセ開催される 
～１日商工労働部 ふるさと企業をサポートします。～ 科学技術コーディネータ 宮城盛二 ５ 

≪会議報告≫やまぐちブランド技術研究会／ものづくり先端技術懇話会 
                               事業総括 倉重光宏 ６ 

山口県知事賞 
（自由降下式救命艇） 

山口県産業技術センター 
理事長賞 

（食品乾燥機） 
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FPD インターナショナル 2010 は日経が主催するディスプレイに

特化した展示会。内外の最先端技術が勢揃いすることで注目されて

いる。今年で 17 回目となり 11 月 10 日～12 日、幕張メッセで開催

され、380 社が出展。例年パシフィコ横浜で開催されるが、今年は

APEC（アジア太平洋経済協力：Asia-Pacific Economic Cooperation）
と重なったため、幕張での開催となった。 
同展示会では、多くのフォーラムが併催されるのが特徴で、特に

内外の著名な業界トップによる基調講演はプレスの注目を集める。

今年は「グリーンデバイスサミット」と題して、サムソン（韓国）

の Chang 液晶事業部長、シャープの長谷川役員、BOE（中国）の

王副社長、LG 電子（韓国）の Jun 事業部長が講演した。 
共通課題として、液晶事業は成熟産業（イノベ－ションの S 字曲

線の飽和点）に達しつつあるので）、今こそ新技術によって新市場

を創造し、新しい価値の獲得を目指す必要性が強調された。 
中国を代表する液晶パネル企業の BOE はこれまで中小型パネル

製造を担ってきたが、2011 年頃からは 7～8 世代と呼ばれる大型の

パネル板工場を立ち上げ、テレビ用パネルの製造を目論む。 
成熟しかかった液晶分野の流れの認識の背景のもと、新しい市場開拓を目指し

た多くの挑戦が目についた。その典型的なトレンドとして「3D ディスプレイ」、

「タッチパネル」、「電子ペーパー」、「印刷エレクトロニクス」コーナーが特設さ

れたのが指摘される。 
山口県の企業で、やまぐちグリーン部材クラスターの正会員でもある長州産業

㈱も、有機 EL 製造装置を試作した有機 EL パネルとともに出展、岡本社長が自

ら説明に立ち注目を集めていた。（長州産業㈱は NEDO の「次世代大型有機 EL
ディスプレイ」基盤技術の開発（グリーン IT プロジェクト）のメンバーとして

参画中。） 
ディスプレイデバイス関連では液晶や有機 EL の目新しい技術展示（特に韓国

勢）が目を引いた。たとえば、酸化物半導体（従来のアモルファスシリコンに比

べて約 10 倍の高速駆動を可能にする）TFT を使った 70 型液晶（高速性を誇示

した超高解像度（UD：Ultra Definition：4k×2k 仕様）でかつ 4 倍速駆動

（120Hz,3D 表示）の開発品、透明液晶（後方が透けて見えるディスプレイ）、有

機 EL ディスプレイ（大型；最大 31 型およびフレキシブル小型含む）、モバイル

用途を意識した極薄型（厚さ 2 ミリメートル以下）の軽量（10.1 型で重量 28ｇ：

ガラス基板の従来型比 1/5）樹脂基板液晶、狭額縁液晶ディスプレイ（デジタル

サイネージ市場対応を狙ったマルチ画面表示用：額縁幅 6 ミリ前後が開発競争目

標）などが特筆される。 
また、AUO（台湾）は、透明なタッチパネル式キーボード直下に太陽電池搭載

したノート PC 試作品を公開、太陽電池には 3W 程度の出力を想定していた。 
日本を代表するシャープは、アジアが追い上げている先進的液晶ディスプレイ

技術のほとんどはすでに開発または上市済みであるが、今回は LED 照明装置と

太陽電池にも出展の重点を置いていたのが特筆される。 
材料関係では、ディスプレイに加え、LED照明や太陽電池用途を睨んだ新材料

が数多く出展され、中でも多機能フィルムや、希少金属代替材料の開発（たとえ

ば、三井金属のスパッタターゲット類：透明電極用のZnO（酸化亜鉛）、AZO（酸

化亜鉛にアルミニウムを少量加えたもの）、SnO２など、想像以上に開発が進んで

いたのに驚かされた。 
DOWA エレクトロニクス社などによる銀ナノ粒子の出展など当クラスターの研

究開発テーマに関係するものも散見された。 
今回に限れば、冒頭紹介した APEC に付合させて「APEC Green Showcase」

が設けられ、環境配慮型の次世代技術や産業の課題が展示・討論されたことも特

筆される。 

基調講演会場 
約 1000 人の聴衆で満席 

正会員長州産業㈱の 
展示コーナー 

篠田プラズマの 
PTA（プラズマアレイチューブ） 

≪視察報告≫FPD（フラットパネルディスプレイ） International 2010 
～内外の最先端ディスプレイ技術等が勢揃い、韓国・台湾勢の新技術力が注目の的～ 事業総括 倉重光宏 ７ 
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 今回はスクラップなどの固体廃

棄物やスラジ・スラリー等から金

属を回収し再資源化する技術をテ

ーマとしました。右図はこれらに

関する国内特許出願を自動分析ツ

ールによってマップ化したもので

す。 

 大手メーカーを中心に廃棄物の

再資源化に取り組んでいることが

分ります。ちなみに特許明細書か

らその内容を概観してみますと、

鉄鋼メーカーではフライアッシ

ュ・製鋼ダスト等から、NTN 等の

部品メーカーは研削スラジ等から 、セメントメーカーはセメントキルンダスト等から、家電メーカーは有機物・無機物複

合体（廃家電等）から、また製紙会社は製紙スラッジ（脱墨フロス）等から金属類を回収する技術のようです。 

 ところで、「都市鉱山」ということばをご存知でしょうか。平成 20 年 1 月に（独）物質・材料研究機構が発表した国内

に蓄積されリサイクルの対象となる金属の推定量によると、金は約 6,800 トンで世界の現有埋蔵量（42,000 トン）の約

16％に相当、同じく銀は 60,000 トンで 22％、また透明電極としてディスプレイや太陽光発電に用いられるインジウムは

61％などとなっています。 

 まさに「都市鉱山」で、今後こうした再資源化技術はその重要性が増すものと思われます。 

 

 

 

1. 平成 22 年度第 7 回企画部会（2010.11.22） 

毎月開催する、当クラスターの重要事項を決める定例会議。11 月度は 11 月 22 日に開催。平成 22 年度の成果と課題

を諮る外部評価委員会や次年度計画を決める本部会議など、年明けの重要なスケジュールの審議や新規入会希望の準会

員候補者の承認などを行いました。 

2. 第 9 回知的財産戦略部会（2010.11.5） 

クラスターにおける研究開発の方向付けに資するために、取り組んでいる全部で 11 テーマに関する特許から見る技

術動向を調査・分析しています。11 月度は廃シリコンのリサイクルに関する 2 テーマを取り上げ、審議しました。 

3. 第 1 回内部評価委員会（2010.10.21） 

当クラスターは、プロジェクトの進行状況について、プロジェクト開始から 3 年目にあたる 2011 年度に文部科学省

による中間評価を受ける予定です。 

これに向けて、すでに準備を開始しており、2 年目の今年度から本格的な自己評価も行うこととし、内部評価委員会

を立ち上げ、第 1 回の委員会を開催しました。 

 

こんな会議を開きました。 
事業総括 倉重光宏 ９ 

（シリーズ）特許分析にみる技術開発動向（5）“廃金属リサイクル” 
                     知財コーディネータ 三宅雄二 ８ 

特
許
総
合
力 

特許個別力 
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◆やまぐちグリーン部材クラスター関係記事◆ 

10/27 【山口新聞】（山口産技ｾﾝﾀｰ）中国 5 県の優れた発明、開発者表彰「中国経済産業局長賞：山口県産業技術ｾﾝﾀｰ」 

10/28 【山口経済】（宇部興機）宇部興機、シミュレーション技術助成金「アルミ製ソーラー外灯を試作・テスト完了」 

11/4  【日刊工業】（山口東京理科大学）着る多機能ナノボーグ「曲げられる太陽電池、熱電変換する布」 

11/8  【日刊工業】（山口東京理科大学）理想の熱電変換を目指して「工場廃熱から発電、普及のカギ握る材料開発」  

▼関連記事▼ 

10/29 【日経ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ】（日本電球工業会）ついに国内規格が決まった直管形 LED ランプ 

11/6  【朝日新聞】（三菱マテリアル）金属ナノ粒子の研究「研究を製品に育てる喜び」 

11/9  【日経産業】（パナ電工）直管形 LED 照明開発担当者に聞く「光のムラを抑え主照明に」 

11/11 【電材流通】（三菱電機オスラム）直管形 LED ランプシステムを発売「大幅な省エネを実現」 

11/16 【日刊工業】（住友電工）窒化ガリ基板直径６ｲﾝﾁ製品を開発「来年度後半にも量産」 

11/18 【化学工業日報】（三菱化学）蛍光体事業拡大急ぐ「近紫外対応、青色も供給へ」 

 

 

 

(1)只友一行：「サファイア加工基板上の窒化物半導体成長」、科学技術交流財団 (2010 Oct.) 

(2)只友一行：「学振 162 委員会 第 4 回ワイドバンドギャップ半導体スクール」、独立行政法人日本学術振興会 (2010 Oct.) 

(3)只友一行：「窒化物半導体材料とプラズマ加工」、学振 153 委員会 第 99 回定例研究会 (2010 Nov.) 

(4)只友一行：「サファイア加工基板上の窒化物半導体成長」CUTE 講演会 (2010 Nov.) 

(5) Hiroaki Anno et al.：「 Thermoelectric Properties of Conducting Polyaniline/BaTiO3 Nanoparticle Composite 

Films」、3rd International Congress on Ceramics（ICC３） (2010 Nov.) 

(6) K. Oki, M. Inokuchi et al.：「Preparation and Function of Liquid Crystal Displays Doped with Pd Nanoparticles 

Stabilized by Cyanobiphenyl Side-chain Polymers」、The 10th Japan-China Joint Symposium on Conduction and 

Photoconduction in Organic Solids and Related Phenomena (2010 Oct.) 

(7)沖功士、井口眞 他：「シアノビフェニル部位を有する高分子保護 Pd ナノ粒子の調製と機能」、日本化学会西日本大会

(2010 Nov.) 

(8)白石幸英 他：「シクロデキストリン誘導体保護シリカナノ粒子を添加した液晶表示素子の電気光学特性」、日本化学

会西日本大会(2010 Nov.) 

(9)Y. Shiraishi et al.：「 Construction and electro-optic properties of liquid-crystal display doped by cyclodextrin 

polymer-stabilized nanoparticles」、ASIA Nano (2010 Nov.) 

(10)澤井寬哉、西田直人 他：「ポリ(γ-シクロデキストリン)保護ジルコニアナノ粒子を添加した液晶表示素子の応答速度」、

日本化学会西日本大会 (2010 Nov.) 

(11)吉岡靖治、白石幸英 他：「ククルビツリル保護白金ナノワイヤーの合成と電気化学特性」、日本化学会西日本大会 (2010 

Nov.) 

(12)S.Kobayashi：「Displaying High Quality Images on Field Sequential Color LCD using Nanoparticle Doped 

NTN-LCD and PSV-FLCDs」、Latin Display 2010（International Display Research Conference 2010)、SID (2010 

Nov.) 

新聞掲載情報 
事務管理マネージャー吉村弘之 

 

 

１０ 

知財・部外発表 速報              
技術管理マネージャー 木村信夫 １１ 
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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：㈶やまぐち産業振興財団 

12 月 3 日（金）     ものづくり先端技術懇話会（山口グランドホテル） 

12 月 3 日（金）     山口県産業活性化人材養成事業「精密加工とその周辺技術」（山口県産業技術センター） 

12 月 9 日（木）～11 日  エコプロダクツ 2010（東京ビックサイト） 

12 月 14 日（火）     もっと活用！産業技術センター（海峡メッセ） 

12 月 15 日（水）     日本のものづくりシンポジウム（ITE 冬季大会、東京） 

12 月 17 日（金）     シリーズ先端講演会（第 5 回）（宇部市；下記［13］参照） 

 

 

シリーズ先端講演会（第 5 回）「日本のあかり･世界の照明/21 世紀の akali」を下記のとおり開催します。 

 今回の講演は、M&O デザイン事務所 代表 落合 勉 先生（武蔵野美術大学 客員教授）をお招きして、21 世紀 

の主要光源である LED と OLED、その世界照明デザイン最新動向と今後の日本照明界のあり方について、日本の 

あかり文化を交えて語っていただきます。皆さんの多数の参加をお待ちしています。 

                       記 

１．日   時：平成 22 年 12 月 17 日（金）・16：15～18：15 

２．場   所：山口大学工学部（常盤キャンパス）D 棟 3F 

山口県宇部市常盤台 2-16-1 TEL ：（0836）85－9005 

３．参加資格：やまぐちグリーン部材クラスター会員（特別会員・正会員・準会員）、および準会員候補者、 

大学関係者、学生、照明学会会員 

４．申 込 先：地方独立行政法人 山口県産業技術センター内 

やまぐちグリーン部材クラスター （担当 池辺） 

電話：（0836）53－5061 FAX：（0836）53－5072 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ygc@iti-yamaguchi.or.jp  

５．そ の 他：無料・事前申し込みが必要です。（申し込み締め切り・12 月 15 日まで） 

 

 

 

  

今年も残り 1 ヶ月をきりました。みなさんはどんな一年を過ごされたでしょうか？ 

さて、今月 17 日は今年最後の「シリーズ先端講演会」が山口大学で行われます。 

毎回、ご好評の講演会ですが、来年も充実した内容の講演会を開催できるように、よ

り一層努力したいと思います。

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 １２ 

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 １３ 
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第６号（平成２２年１２月 2 日発行） 


