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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。 

  

～戦略～「最近読んだ書籍」 
                      知的財産戦略部会長 久保元伸 １ 

こんな会議を開きました。 
                         事業総括 倉重光宏 ２０ 
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明けましておめでとうございます。 

すがすがしい新春を迎え、謹んで新年のお喜びを申し上げますとともに、皆

様にとりまして、今年が希望に満ちた素晴らしい一年となりますよう心からお

祈りいたします。 

私は、今年一年をこれまで進めてきた「住み良さ日本一の元気県」を実現す

る上で、極めて重要な年と考えています。また、10 月には、いよいよ第 66 回

国民体育大会「おいでませ！山口国体」、第 11 回全国障害者スポーツ大会「お

いでませ！山口大会」が県下全域で開催されます。両大会を皆様の心に深く刻

まれる、夢と感動にあふれる大会として成功させ、さらにその成果も活かして、

県民誰もが住み良さを実感でき、活力に満ちた県づくりに全力で取り組む、こ

のような思いを強く胸に抱き、新年を迎えました。 

さて、私は、これまで長期的な県政運営の指針である「やまぐち未来デザイン 21」に基づき、「21 世紀の山口県づくり」

を進めてきましたが、その成果を次代にしっかり引き継ぐため、平成 21 年 3 月に「住み良さ日本一元気県づくり加速化プ

ラン」を策定し、諸施策の着実な推進に取り組んでまいりました。  

「加速化プラン」の策定後は、景気の長期低迷と厳しい雇用情勢が続き、また、昨年来の急激な円高の進行により、我

が国経済の先行きは依然として不透明な状況にあります。また、国においては、一昨年の政権交代以降、新たな政策の実

施や従来の政策の方針転換が行われるなど、地方を取り巻く環境は大きく変化しております。地方が自主性を発揮しなが

ら存続していくためには、的確な対応力が必要であり、自らが途を切り拓き、強固な基盤づくりを進めることが重要です。

そのため、今年は、優先すべき事業や課題に集中的に取り組み、「加速化プラン」の総仕上げを進めていく所存です。 

中でも産業分野は、本県の経済や雇用を支える根幹でありますことから、より活力あふれたものとなるよう「新規雇用

2 万人創出構想」の実現や「企業誘致等の促進」などに積極的に取り組むこととしております。こうした中、環境負荷低

減型の次世代産業の集積を目指す「やまぐち型産業クラスターの形成」に向け、産学公連携による研究開発の戦略的推進

と、その研究成果を活用した県内企業の事業化に対する支援等に積極的に取り組んでいるところです。とりわけ、独創的

な研究開発力を持つ県内大学を核とし、企業・関係機関等の皆様との協働で推進する「やまぐちグリーン部材クラスター」

の取組は、本県の強みである基礎素材型産業と中堅・中小企業の環境負荷低減技術を結びつけ、ものづくり基盤技術の一

層の強化につながるものとして、大いに期待しております。 

今年の干支は「辛卯（かのと・う）」、動物で言えば「兎」です。「卯」には繁栄するという

意味があり、「兎」は素早く跳躍する姿から飛躍を表す動物と言われています。 

いよいよ「やまぐちグリーン部材クラスター」の取組が 3 年目を迎える本年は、これまでの

研究開発が花開き、成果の事業化に向けて、一層の躍進の年となりますよう、どうか関係者の

皆様方のなお一層のご尽力をよろしくお願いします。 

 
 

新年のごあいさつ                    山口県知事 二井関成 １ 
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創業 37 年、技術を通じて社会に貢献できる企業を目指し取り組んで参りました。 
水産、食品、化学、半導体等各分野の生産設備の制御機器、機械装置の開発、設計製作を行っています。 
機械設計製作、制御装置設計製作、ソフト開発、工事施工とすべてを自社の技術者、工場で行い品質管理、低コスト化

迅速なアフターサービスで他社との差別化を図っています。 
近年の技術革新、市場変化はめざましいものがありますが、弊社においても小さな大企業を目指し、エンドレスに企業

経営を活性化させていくため、“未知への挑戦の克服”・“顧客の利益追求” を 念頭に邁進していく所存です。  
開発中の省エネ選択漁獲型集魚灯「LED 誘魚灯」、LED 型蛍光灯「LECOLX」も昨年より販売開始し、さらに市場ニ

ーズを求めて LED 応用製品の新たな商品開発を進めています。 
 

【事業内容及び主な商品】 
◆制御システム事業：「電気計装システム、制御盤製作、 

自動化装置開発、省エネ環境システム構築他」 
◆マシナリー事業：「産業用機械開発、機械加工、鉄工、 

機械仕上、保守メンテナンス他」 
◆環 境 事 業：「LED 応用製品研究開発、試作、民生品 LED 

応用製品販売、水産分野特殊 LED 照明開発他」 
【会社概要】 
◆会 社 名：水口電装株式会社 
◆設   立：1974 年 5 月 1 日 
◆資 本 金：3,500 万円 
◆従 業 員 数：43 名 
◆代表取締役：代表取締役社長 水口 千津雄 
◆本社所在地：〒750-0074 山口県下関市彦島本村７丁目 29-2 

電話 083-266-4321 
 
 
 

 11 月 25 日、「やまぐちグリーン部材クラスター」の有志２名が「浜松オプト
ロニクスクラスター」を訪問し、星 事業総括、岡村研究統括他と交流を深める
とともに、同クラスター主宰の「オプトロニクスフェア 2010 in 浜松」を視察
した。浜松・東三河地域はトヨタ、ホンダ、スズキ、ヤマハ、カワイ等の多く
の著名な創業者が起業した大企業も数多く、また文化勲章受賞者、高柳健次郎
先生を創始者とするテレビジョン開発の世界拠点でもある。この風土に根ざし
た「浜松・東三河地域オプトロニクスクラスター」は、センシング、イメージ
ング、情報通信等の光技術を核としたクラスター（H19～H23）で、現在、静
岡大学他 11 大学、浜松フォトニクス(株)他 31 企業、5 公的研究機関等が参画し
ている。 
展示会は全出展者81ブースの内、約4割が同クラスターに関係したブースで、

CMOS 等の高機能・高性能イメージングデバイスや、医療分野応用等、光技術
といっても出口は多彩な内容であった。「やまぐちグリーン部材クラスター」に
関係する内容の展示では、稲害虫のＬＥＤ灯波長選好性、ＬＥＤ照明装置、植
物の生育状態の見える化、レーザ法によるナノ粒子製造等の展示がみられた。 
展示会の後の交流会ではお互いの研究内容を紹介した後、クラスター推進上

の課題等について討議し、課題を共有した。 
なお「浜松オプトロニククラスター」の詳細は、http://www.hamatech.or.jp/opt-cluster/ 。 

 
 
 
 
 去る 11 月 17 日（水）広島市の広島国際会議場にて、中
国経済産業局主催の「産学マッチング交流会」が開催され
た。関東・関西からの参加もあり約 70 名の参加者数。 
 プログラムは、講演会、ポスター発表、製品・技術プレ
ゼンで、企業ポスター15 社、大学等 12 学校で売り込みに
必死であった。 
やまぐちグリーン部材クラスターの参画企業（準会員含

む）4 社が自社開発製品等をポスターセッションで大学・
企業へ説明し注目されていた。講演会では､産総研「太陽
光発電分野における産学連携」の取組が紹介され、コンソ
ーシアム型共同研究を通じた新産業創出の例が興味を引
いた。 

【シリーズ会員企業紹介】水口電装株式会社 
～少人数頭脳集団：わたしたちは、新しい価値の創造を通じて社会に貢献します。～ 

２ 

（他地域クラスター交流報告）『浜松オプトロニクスクラスター』 
～オプトロニクスの世界拠点～          技術管理マネージャー 木村信夫 ３ 

≪会議報告≫中国地域太陽電池フォーラム「産学マッチング交流会」 
～産学連携の重要性再認識、大学を利用しなければ損ですよ！～  科学技術Ｃ 宮城盛二 ４ 

「ｵﾌﾟﾄﾛﾆｸｽﾌｪｱ 2010 in 浜松」 
の展示風景 

LED 誘魚灯 

http://www.hamatech.or.jp/opt-cluster/
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宇部キューブサロンについては、クラスターセンターニュース第 4 号（10 月号）でも紹介し

た。宇部近郊の企業 59 社や地元大学など多数の有志機関が入会しており、産学公の連携の場

づくりの拠点となっている。2 ヶ月に 1 回毎奇数月に地元の老舗ホテル“河長（カワチョウ）”

で「サロン」が開催されている。 
第 50 回記念の会が 22 年 11 月 24 日開催され 99 名が参加。

キューブサロンは産学公が気軽に出会える場を広げることを

目的に 2003 年、当時の藤田宇部市長の発案で設立され、今回

で 50 回目を迎えた。 
話題提供として「ものづくり、商品企画におけるデザイン戦

略」と題して㈳山口県デザイン協会の縄田健次クリエイティ

ブディレクターが講演。デザインは商品開発と一心同体のも

の、商品の成功はネーミングやデザイン次第と訴えた。 
今回は第 50 回を祝して、市内８名の有志が勇ましい「宇部太鼓」を披露した。 

 
 
 
首記研究会が㈳映像情報メディア学会（ITE）＜会長、永井健二 NHK 専務理事・

技師長、会員 6000 名＞内に設立されたのは 10 年前の 2000 年秋。以来、革新的

な技術シーズや事業シーズを新規事業や新産業創出につなげるプロセスの解明、

たとえばブリヂストン社が足袋とゴム底を結びつけた地下足袋の開発で一財をな

した経緯の解明などの研究を続け、年 6 回の割合で研究会などを開催している。 
平成 22 年度第 2 回の研究会が 11 月 24 日、京都で開催され、地域振興などに

関する合計 6 件の研究発表が行われた。中でもとりわけ、周防大島にある国立大

島商船高専が 20 年度から始めた、地域再生人材育成事業「島スクエア」は予想以

上の成果を生み出し注目を集めた。 
「島スクエア」は、文科省支援の 5 年プロジェクト。 
典型的に少子高齢化が進み、人口が 2 万人に満たないミカン栽培が唯一の山口

県に属する瀬戸内の周防大島で挑戦されている人材育成事業の名称。“起業”で自立できる人材の育成策しか島の再生はな

いことを導き、同高専内にスクールを開講。受講生総数はまだ 3 年目にも拘わらず、目標値の倍以上の 120 名に達してい

るほか、受講生の 2 割が起業と予想をはるかに超え、約半数が何らかの事業興しに挑戦している。その他 IBM やソニーが

工場移転したあとの再生に取り組んでいる滋賀県の野洲市などが強い興味を示した。 
 
 
 

IDW は 1994 年我が国で情報ディスプレイに関する国際会議を毎年開催できる

よう、電子・通信・放送関係の各学会が開催している研究委員会が各セッション

を受け持つという形で SID のアジア代表副会長であった関係から筆者が提唱し、

SID と ITE（映像情報メディア学会）の共催の形で始められた。 
今回の第 17 回は世界 24 ヶ国から合計 1463 名の参加があり、前年 1299 名より

164 名増加した。発表論文は 599 件で、昨年より 35 件増加した。国別発表は、日

本 241、韓国 145、台湾 115、米国 27、中国 25、ドイツ 8 件などであった。この

ように参加者、発表論文が増加しているのは IDW が世界でも類を見ない存在による。特徴的な点は SID（米国）が最終

製品、出口指向であるのに対して、今日の IDW は基礎的な新しいコア技術の発表が中心であること。 
分野としては、発表件数が多い順に、複合的なアクティブマトリクス(AM)（オーラル O-47、ポスター P-26）、液晶技

術 LCD（O-24、P-42）、OLED（O-25、P-32）、フレキシブルディスプレイ（O-30、P-15）、マテリアルズ（O-16、P-38）、
3D（O-25、P-16）であった、3D が新しいトピックス。そのほかディスプレイ技術がまんべんなく発表された。やまぐち

グリーン部材クラスターからは山口東京理科大学から Kundu ほかによりナノ粒子添加高速省電力 NTN-LCD が紹介され

た。 

≪会議報告≫第 50 回宇部キューブサロン ～宇部太鼓を披露～  
事業総括 倉重光宏 ５ 

≪会議報告≫ITE：「平成 22 年度第 2 回アントレプレナ・エンジニアリング研究会」 
～大島商船高専が瀬戸内島嶼部における地域再生人材育成事業「島スクエア」を発表～ 事業総括 倉重光宏 ６ 

≪会議報告≫第 17 回ディスプレイ国際ワークショップ～IDW’2010～ 
 科学技術コーディネータ 小林駿介 ７ 

挨拶する藤田前宇部市長 

宇部太鼓 

講演する、 
国立大島商船高専講師の北風氏 
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平成 21 年度循環型社会形成推進科学研究補助金で実施された研究成果を一般に公開する発表会で、参加費は、無料。12

月 2 日（木）、今回初めて福岡で開催され、全国 4 箇所において日程を変えて発表会を実施中である。参加者は、50 名（大

学、企業、公的機関の方 各々1/3）。 
レアアース回収技術、廃棄物の再利用の難しさは、①原料受入の品質保証がない②前処理に膨大なコストが必要、と解

説。やまぐちグリーン部材クラスターのテーマ「廃シリコンの太陽電池用 Si への再利用」も同様と痛感した。 
九州大学後藤教授の「環境調和型溶媒イオン液体を用いた廃家電品からのレアメタルリサイクル技術の開発」は、新抽

出法としてインパクトがあり、かつ経済・産業的にもタイムリーな内容で多くの参加者の関心を集めていた。他にイオン

液体使用製紙スラッジからのパルプ成分と無機成分の分離、コンクリート内パルスパワー放電による骨材再生など種々の

分野におけるリサイクル技術の研究成果報告があった。 
発表会終了後、アンケートの自由欄には来年も福岡で開催をお願いしますと記載して帰った。会員の皆様も、是非、異

分野の研究に興味を持ち知的好奇心を高めましょう。 
 
 
 
山口県商工労働部が主催するものづくり先端技術懇話会（2007 年設立、事務

局：山口県商工労働部）とやまぐち液晶パネル応用研究会（2007 年設立、事務局：

(財)やまぐち産業振興財団）の合同講演会が平成 22 年 12 月 3 日（金）に山口グラ

ンドホテルで約 60 名が参加して開催された。 
講師は篠田プラズマ㈱代表取締役会長兼社長の篠田傳氏（現広島大学教授。現

在市販されている PDP（プラズマディスプレイパネル）のコア技術の発明者で、

紫綬褒章など多数の受賞歴）、ブラザー工業㈱NID 開発部プロジェクト・マネージ

ャーの藤井則久氏の 2 名。 
篠田氏は、PTA（プラズマチューブアレイ）と名付けた、PDP の原理を生かす

超大型フレキシブルディスプレイの発明者で、PDP 事業を中止した富士通㈱にかわり、これを事業化するために、2005
年ベンチャー企業篠田プラズマ㈱を設立、現在㈱アルバックの支援を受けながら順調に事業を展開中である。 

篠田氏は PDP、PTA など世界初の新技術にかけた経験を熱く語られた。製品開発は育んだ夢を現実化するものであり、

そのためには、成功を信じること、まずやってみること、考えて考えて考え抜くこと、決してあきらめないことのサイク

ルを回していると必ず大きなチャンスが巡ってくること、同時に、開発するものへの愛、協力してくれる人への愛、家族

への愛が必要であるという姿勢に感銘を受けた。 
藤井氏からは「電子ペーパー技術の動向と製品応用について」として、電子ペーパー（紙のように、電気を加えなくて

も情報表示を保持するディスプレイ）の原理から最新の開発状況について報告された。電子ペーパーは電子ブックなどの

製品として販売され、各社独自での方式で研究開発が進んでいる。期待が大きい分、熾烈な競争が行われている現状の紹

介を受けた。 
 
 
 
㈳映像情報メディア学会（会長；永井研二 NHK 専務理事・技師長、会員 6000

名）は、夏期の年次大会に併せて、冬季（12 月）に冬季大会を開催している。 
2010 年冬季大会（平成 22 年 12 月 14 日～15 日、東京）において「日本のモ

ノづくりは大丈夫か？」と題する特別企画シンポジウムが開催された。講師は西

口泰夫元京セラ会長、小川紘一東大教授、佐伯耕三経済産業省課長補佐ほか計 6
名が登壇。 
西口講師は日本企業の業績推移を示した上で、1990 年バブル経済崩壊後の長

期低落傾向はアナログからデジタルへの技術の大変革にともなって、ビジネスモ

デルの大変革が必然であったにもかかわらず、事業構造改革の遅れが主因と断じ

た。また、経営トップ傘下にスタッフ部門を配した垂直型の組織構造より、経営

層も含めてフラット構造にした「共鳴主義」が日本の風土に合うと提言した。 
小川講師は、液晶パネル、DVD プレイヤ－、太陽光パネルなどの世界市場における日本製品のシェアの推移を示しなが

ら、日本はグローバルな量産ステージになると例外なく市場撤退の道を歩むと指摘した上で、日本の技術開発成果が事業

の国際競争力に寄与していないのはビジネスアーキテクトの欠如と指摘した。 
佐伯講師は、日本のモノづくり強化に向けて国内投資促進に向けた施策の必要性を強調した。 

シンポジウム全体を通じて、アナログからデジタルへの技術の変革に対するビジネスの仕組みの改革の遅れが共通課題と

指摘された。 
 
 

≪会議報告≫平成 22 年度循環型社会形成推進研究発表会 
～リサイクル技術…レアメタル回収、製紙スラッジ、バイオマスほか～ 科学技術Ｃ 宮城盛二 ８ 

≪会議報告≫ものづくり先端技術懇話会／やまぐち液晶パネル応用研究会 
 科学技術コーディネータ 北淳一郎 ９ 

≪会議報告≫ITE：冬季大会特別シンポジウム『日本のモノづくりは大丈夫か？』 
～デジタル化が産業構造に大変革～      事業総括 倉重光宏 １０ 
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㈳電子情報技術産業協会（JEITA）主催による「フラットパネルディスプレイ ス
クール」が 12 月 17 日（金）山口東京理科大学で開催された。JEITA は電子機器、電
子部品の健全な生産、貿易及び消費の増進を図ることにより、電子情報技術産業の総
合的な発展に資し、我が国経済の発展と文化の交流に寄与することを目的とした会員
数約 350 からなる業界団体である。上記目的のため、標準化活動など多く活動にとり
組んでいるが、今回開催された「フラットパネルディスプレイ スクール」は次世代
の FPD（フラットパネルディスプレイ）産業を担う人材育成を目的としたディスプレ
イデバイス部会の社会貢献活動の一つである。主に理工科系の大学生を対象とし、毎
年約 10 大学程度で開催されている。 
今回は東芝モバイルディスプレイ㈱の森田氏、近藤氏から、それぞれ「各種 FPD について、ポイントを横断的に比較・

紹介」、「LCD 技術について構造原理から製造方法、用途、将来展開までの概論」についての講演がなされた。最初の講演
では各種 FPD の研究開発状況について、最近の展示会出展状況などの写真を交えながら丁寧に説明された。また次の講演
は、FPD の中の LCD にターゲットを絞り、初心者対象であることを意識し、3D パネルの実物を示すなど、非常に分かり
やすいものであった。FPD の研究開発は既に成熟産業ではないかとの質問に、「現在の問題を解決すれば、現時点では予
想もできなかった新たな挑戦課題が出てきて、決して成熟してはいない」との回答であった。透明液晶パネル、3D パネル、
大型のデジタルサイネージ（電子広告板）用液晶パネルなどに代表される、新たな技術の登場を見ると確かに頷ける。も
う少し時間がほしいと思う名講演であった。 

 
 
 
今回の講演会は「日本のあかり・世界の照明/21 世紀の akali」の演題で 12 月 17

日（金）に山口大学（常盤キャンパス）D 棟で開催した。 
講師は照明デザインの第一人者である、M&O デザイン事務所代表・落合勉氏にお

願いした。演題にある通り、①「日本のあかり」では世界中で日本人が最も巧みに明
りを利用していることが紹介され、障子・提灯など生活に溶け込んだ「明り文明」の
紹介があり、改めて日本の文化を見直す価値があることを知らされた。②「世界の照
明」では一転してフランクフルトライティングフェアー（Light+Building 2010）で
の斬新な LED 照明の紹介、中国での目を見張る照明産業の拡大、等を紹介戴き、日
本と世界の照明に対する考え方の対比をつぶさに知らされた。③「21 世紀の akali」では LED／EL を縦横に使う世界の
照明技術・照明製品の中で、材料・流通・工法などの要素も加味して考えなければならないことを教えられた。LED 埋め
込み建材・地下 60cm 埋め込み型照明・多色照明、などが紹介され、山口県内企業でも新しく挑戦出来る分野ではないか。
④新しい照明技術の人材育成機関として落合氏が理事長を務める NPO 法人「あかりの架け橋」の紹介があった。照明デ
ザイン・プランニングを中心としたコースであるが、基礎・応用・実用研究を経て製品化・商品化に至るカリキュラムを
用意している。 
今回は、「照明デザイン」の観点で LED を見ておられ、クラスターが志向する材料からは多少ベクトルが異なる。「欧米

では 100 ルーメン／Ｗの発光効率で十分と認識されている」とのことであるが、LED の発光効率が上がれば使用チップ数
も減少し、コストも下がると考えられ、高効率 LED も照明機器のデザイン・使用法・工法等とリンクして初めて市場に受
け入れられるのであろう。とは言っても、LED で 200 ルーメン／Ｗの発光効率を達成するのは世の流れであり、我々クラ
スターに期待されている部分は大きい。又、落合氏自身がそうであったように（2000 年以降 LED 照明以外の照明は扱わ
ない）、LED にかける情熱と思い入れも今後の LED 事業の方向性を決める大きなファクターである。 
 

 
 
 
やまぐちグリーン部材クラスターに関連して、正会員等の省エ

ネルギー商品を出展し、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」の実現や省エネ関連ネット
ワーク構築の促進を図るために、12 月 8 日（水）から 12 月 12
日（日）東京ビッグサイトにて、エコプロダクツ 2010 に出展し
た。 

来場者の中には多くの小学生が社会科見学で訪れており、各
ブースではこれからの未来を担う子供たちに環境についての
大切さを分かりやすく教えていた。また家族連れなど一般の来
場者も多く、エコへの関心の高さが感じられた。 
【出展方法】㈶やまぐち産業振興財団との共同出展 
【出展内容】 

＊長州産業㈱…太陽電池モジュール 
＊水口電装㈱…LED 蛍光灯（人感センサー付き） 

及び、水中誘魚灯（パネル） 
【来場者の主な動き】 

＊長州産業㈱の太陽電池モジュールに関しては、他出展物との比較するために興味を示される方が多かった。 
詳しい説明等を聞きたいというお客様に対しては、長州産業㈱の出展ブースへ案内した。 

＊水口電装㈱の LED 蛍光灯は人感センサー付きということで興味を示される方が多かったが、詳しい説明に 
関してはパンフレットを渡し、連絡先を案内した。 

 

日付 展示会来場者数 クラスターブース来場者 
12 月 9 日（木） 61,915 人 約 200 名 
12 月 10 日（金） 69,680 人 約 230 名 
12 月 11 日（土） 51,545 人 約 220 名 

3 日間合計 183,3140 人 約 650 名 

≪会議報告≫フラットパネルディスプレイ スクール 
～㈳電子情報技術産業協会の人材育成・社会貢献活動～  科学技術コーディネータ 北淳一郎 １１ 

【講演会開催報告】                事業化コーディネータ 池辺謙三 
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」 １２ 

【展示会出展報告】『エコプロダクツ 2010』～子供たちも考える環境問題～ 
   広報企画員 豊守亜希 

 
１３ 

〔企業訪問〕マツダ株式会社 防府工場 ～ひとにやさしい自動車工場～ 
     事業化コーディネータ 池辺謙三 

 
１４ 
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山口県内唯一の自動車製造工場であるマツダ防府工場を訪問した。残念

ながら、クラスターには当工場に直接関係する研究テーマはないが、カー

エレクトロ二クス・液晶表示板など将来関与できる分野を念頭に見学。 
防府工場は西浦地区（アクセラ、アテンザ完成車 48 万台/年）と中関地

区（変速機―10 タイプ・119 機種 114 万台/年）の合計２工場（4100 人）

からなっている。この工場は、完成車の 90％は、約 90 の国と地域へ輸出

しており、また、国内では、お客様からの受注後 2 週間での納車を目標と

している。それを可能にしているのは、1300 台の溶接ロボット（spatterless 
welding）・部品のモジュール化を進めた SBL（simple base line）システム・

塗装工程の 3 wet on system（乾燥工程を一部省略したシステム）などのマ

ツダ独自の生産工程である。 
自動車産業は「城下町」に支えられていると言われるが、防府工場も県内に 96 の部品納入サプライチェーン（防府市内

17 社）を構成しており、JIT(ジャストインタイム)方式に基づき各部品メーカーからの納品トラックは 2000 台/日とのこと

である。クラスターテーマでこれらの部品メーカーとの関係を作り上げ、山口県の産業振興及びマツダ殿に寄与したいも

のである。 
最近のトレンドであるエコカーに関しては「i stop」技術がマツダの代表であるが、先日マツダは次世代技術「スカイア

クティブ」を発表し、高効率の直噴エンジンで燃費 30ｋｍ/ℓの実現を公表した。 
つくば市においては、EV の実証プロジェクトにも参画し、ハイブリット車の開発も進められているとのことであった。 
マツダは自動車の基本性能である「ベース技術」を優先的に改善した上で、段階的に減速エネルギー回生システムやハ

イブリットシステムなどの「電気デバイス」を導入する「ビルディングブロック戦略」で一部の環境対応車だけでなく、

すべてのお客様へ「走る歓び」と「優れた環境安全性能」をお届けしますとの言葉が印象的であった。 
 
 
 
 

１．第 2 回内部評価委員会（平成 22 年 12 月 13 日) 
当クラスターは、設立後 3 年目にあたる平成 23 年度後半に文部科学省の中間評価を受けることになっています。

10 月 21 日に委員の選任を含めた第 1 回の委員会を開いた後、各研究グループに、予め定めた評価の物差しにそって

自己点検評価報告書を作成していただき、第 2 回内部評価委員会で、評価を受けました。 
評価結果は 2 月 3 日の外部評価委員会に参考資料として提出する予定です。外部評価委員会の評価結果は、今後の

事業計画や予算配分に反映をさせて行く予定です。 
２．研究開発に関するサブグループ会議 

当クラスターでは、3 つの大テーマ（LED 加工基板と LED 応用、廃シリコンのリサイクル、ナノ粒子応用）の下

に、11 のサブテーマを設定し、それぞれに適宜サブグループ会議を開いています。平成 22 年 11 月中旬～12 月末に

かけて、2 サブグループの会議が開催されました。 
 

 
 
 
 

11/22 【山口新聞】（東洋鋼鈑）ダクトで太陽光運ぶ「銀鏡めっき技術で実現」 
11/29 【日本経済新聞】（パウデック）パワー半導体製造コスト 1／5「パウデック、窒化ガリウム使用」 
12/1  【化学工業】（タキロン）放熱用ゲルシート「LED 向けなど部品に密着、効果向上」 
12/7  【日経産業】（東京大学）多色 LED 1 基板に「東大、3 色同時に道 TV より鮮明に」 

12/8  【日経産業】（三菱化学）LED 基板、製造費 9 割減「三菱化学、12 年量産、窒化ガリウム製」 
12/15  【半導体産業】（部材動向）GaN ウェハー市場は 90 億円前後に成長「大口径ウェハー登場で新市場広がる」 
                 サファイア結晶・ウェハーともに絶対量が不足「6 インチ需要の立ち上がりを注視」 
  

こんな会議を開きました。 
事業総括 倉重光宏 １５ 

新聞掲載情報 
事務管理マネージャー 吉村弘之 

 

 

１６ 
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(1) 只友一行：「LED 照明」、中部産業レポート “LED 照明” (2010 Dec.) 
(2) 由良聡、木練透他：「BaTiO3 ナノ微粒子添加による液晶の物性への影響」、2010 年度 材料技術研究協会討論会 

 (2010 Dec.) 
(3) 白石幸英：「液晶中に分散させたナノ粒子の電場応答特性」、Colloid & Interface Communication 35 巻 3 号(2010 Dec.) 
(4) B. Kundu, Y. Shiraishi et al.：「Enhancement of Electro-Optical Performance of Narrow-gap TN-LCDs by Doping 

 Newly Synthesized Nanoparticles」, SID (2010 Dec.) 
(5) A. Nakazawa, T. Kineri et al.：「The electro-optic properties of the liquid crystal doped with hydrophobic BaTiO3  

nanoparticles」、The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (2010 Dec.) 
(6) Y. Shiraishi, N. Toshima et al.：「Low driving voltage of twisted nematic liquid crystal displays by doping poly (γ 

-cyclodextrin) stabilized zirconia nanoparticles」、The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin  
Societies (2010 Dec.) 

(7) Y. Shiraishi, N. Toshima et al.：「Construction and electro-optic properties of liquid crystal displays by cyclodextrin  
stabilized silica nanoparticles」、The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (2010 Dec.)  

(8) Y. Shiraishi, M. Nakao, and N. Toshima：「Syntheses of poly(γ-cyclodextrin)-stabilized AuPt bimetallic  
nanoparticles with a core-shell structure and their quenching abilities of reactive oxygen species」、The 2010  
International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (2010 Dec.)  

(9) Y. Shiraishi, N. Toshima et al.：「Preparation and Function of cucurbituril-protected Pt and Pt/Pd nanowires」、 
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (2010 Dec.) 

(10) B. Kundu, Y. Shraishi et al.：「Enhancement of the Performance of NTN-LCD By doping Nanoparticles and  
Application to FSC-LCD」、IDW 2010 (2010 Dec.) 

(11）N. Nishida, N. Toshima et al.：「Liquid Crystal Sol Containing Oleophilic Pd Nanoparticles Stabilized by 
Multidentate Copolymer Ligand and Application for LCD」、T The 2010 International Chemical Congress of Pacific 
Basin Societies (2010 Dec.) 
 

 
 
1 月 13 日（木）  IT 経営気づきセミナー「新しい IT の活用方法！」（山口グランドホテル） 

申込先：㈶やまぐち産業振興財団 
1 月 14 日（金）  インターネット販売戦略セミナー（セントコア山口）申込先：㈶やまぐち産業振興財団 
1 月 19 日（水）  地域イノベーションシンポジウム（in 札幌）「フードサイエンス分野」 主催：文部科学省 

申込先：地域イノベーションシンポジウム事務局 ㈶日本立地センター 新事業支援部内 
2 月 3 日（木）  やまぐちグリーン部材クラスター評価委員会（山口県産業技術センター） 
2 月 4 日（金）  やまぐち LED 照明研究会 平成 22 年度第 4 回研究会（山口県産業技術センター） 
           申込先：やまぐち LED 照明研究会事務局 山口県商工労働部新産業振興課内 
2 月 28 日（月）  地域イノベーションシンポジウム（in 京都）「環境分野」 主催：文部科学省 

申込先：地域イノベーションシンポジウム事務局 ㈶日本立地センター 新事業支援部内 
3 月 1 日（火）  やまぐちグリーン部材クラスター本部会議・全体推進会議（宇部全日空ホテル） 
 
 
 
 
平成 22 年 12 月 24 日に、平成 23 年度予算政府案が閣議決定されました。 
この中において、文部科学省「地域イノベーションクラスタープログラム」の実施地域については、「地域イノベーショ

ン戦略支援プログラム」の継続地域としてとして実施することとなりました。 
加えて、今後の科学技術の方向性を決定する第 4 期基本計画策定に向け、その基となる「科学技術に関する基本政策に

ついて」 に対する答申が 12 月 24 日を持って総合科学技術会議決定となりました。 
本件については、下記、総合科学技術会議 HP にも掲載されています。

http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu95/siryo1.pdf（「地域イノベーションシステムの構築」については P14 参照） 
今後とも、やまぐちグリーン部材クラスター事業の推進にご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
 
 
新年、あけましておめでとうございます。 
昨年はクラスター事業への格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
本年も皆様のご健勝とご多幸をお祈りするとともに、より一層このプロジェクトへの

ご支援ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。  
クラスターセンター事務局 一同 

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 

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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