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地域の活性化には産業の活性化が欠かせない。そのためには産業クラス

ターの形成が重要な役割を果たすことは明らかである。しかしながら、ひ

とやものの動き、情報の流れが効率化され、世界がフラットになった結果

として、地域の産業クラスターは世界の中で闘うことを求められるように

なった。また、資源の確保、エネルギーの効率化など低炭素化に伴う産業

構造の大変化に追随できない地域は取り残されてしまいそうである。 
私の所属する北九州産業学術推進機構、通称 FAIS（フェイスと発音）

は、北九州地域の産学連携を推進し、中小企業を支援する役目を負ってい

る。知的クラスターや地域イノベーションクラスタープログラムである福

岡広域クラスターの北九州部分を運営してきた。痛感しているのは、新技

術の開発のための地域の技術リソースが不足していることである。上に述

べた世界的な趨勢に遅れないためには、地理的に有利な近隣地域との密接

な協力を通して、それぞれの地域がそれぞれの強みを発揮することが必要

である。“win-win”の良い協力関係を作り上げていきたい。 
 
 
当社は創業以来、水アトマイズ法（水流により溶湯を細かく粉末化する方法）

により導電ペースト材・軟磁性材・ダイヤモンド工具用メタルボンド材・焼結材

等様々な金属粉を製造しております。時代の変化と共に、金属粉の用途もまた様々

に変化しております。 
これらの金属粉は、今日では世界中で無数に消費されております各種精密部品

の軸受けなどの部品原料として使用されており、一方では各種電子部品の微細電

極を含む導電部分或いは絶縁部分など産業の基幹部品に「なくてはならない材料」

として消費されるまでになりました。 
当社の存在価値の根源は「製品製造基本技術」にあります。この技術を絶えず

磨き続け発展させ、長年に渡り蓄積してきたノウハウにさらに一層の努力を重ね、

工業製品の新たな可能性にチャレンジして参ります。 
【水アトマイズ法の特徴】 
◆粒径はメッシュサイズからミクロンの微粉まで生産可能。 
◆形状は不規則状のものから球状のものまでコントロール可能。 
◆化学的な製法では不可能な合金粉も生産可能。 
◆急冷凝固により組織が均一。 
◆原料のリサイクルが可能。 
◆低コストでの生産が可能。 
【（製品情報）導電ペースト用銅粉、銀粉、貴金属粉】 
 当社で製造しております銅及び銀微粉末は、携帯電話、パソコン、デジタル家電

等に搭載されており、電子部品の導電材料として広く使用されています。電子部品

の車載化が急速に進んでおり、今後ますます導電材としての当社製品の要望が高ま

ってきています。 
【会社概要】 
◆会 社 名：日本アトマイズ加工株式会社 
◆創   業：1964 年 
◆資 本 金：3 億 2475 万円 
◆代表取締役：代表取締役社長 福井 秀明 
◆本社所在地：〒278-0015 千葉県野田市西三ケ尾 87-16 TEL : 04-7125-6677 

地域クラスターの連携       評価委員 國武豊喜 ㈶北九州産業学術推進機構理事長 １ 

【シリーズ会員企業紹介】日本アトマイズ加工株式会社 
～可能性、無限大！～ 

２ 



- 2 - 

 
先月号でフランスの調査会社「Yole Development」の記事を紹介しました。今回は米国 DoE（エネルギー省）の固体照

明市場創成に対する体制・動きなどをご紹介します。 
2009 年鳩山前首相の「CO2ガス 25％削減提案」があり、現実的には異常気象（ゲリラ豪雨、大雪、熱暑、火山噴火、

等）で「温室効果ガスによる地球温暖化」の問題が益々現実味を帯びています。 
世界の国々では国家レベルの「省エネ・地球温暖化防止」への取り組みが進んでいます。もちろん、その裏には経済問

題への取り組みがあるわけですが、ここでは政治・経済問題は取り上げません。 
今回はアメリカの DoE（エネルギー省）の固体照明への移行に関する取り組みをご紹介します。具体的には DoE の基

礎研究を土台にした下記の“SSL Partnership”を構築しています。SSL：固体照明（LED 及び EL）の技術開発・製品

化・測定規格決定・標準仕様策定・安全性確認などが主目的であり、メンバーは、国立研究所・大学・民間研究所・材料/
部品/製品/設備メーカー・規格/標準協会・製品評価機関など多岐に亘っています。 

上記“SSL Partnership”フォーメーションの中に各分科会があり、2 か月に 1 度程度の頻度で世界的な会議が開催さ

れています。山口県産業技術センターも「データ発信会員」として登録し、ネットによる各種データの配信を受けていま

す。もちろん、DoE web へのインターネットアクセスも可能であり、活動内容はかなり詳細にご覧いただけます。（ご興

味のある方は池辺までご連絡下さい。詳細をご紹介します。） 
研究推進部門では、補助金の承認・表彰・共同研究等を担当する部門/品質・標準化分科会/CALiPER プラン/GATEWAY

デモ部門/ Energy Star 部門などがあります。 
・CALiPER（Commercially Available LED Product Evaluation and Reporting）…商業的に実用可能な LED 製品の評価と報告 
・GATEWAY デモ部門…デモ用実験敷設・評価を行う。 
・Energy Star 部門…省エネ製品基準（省エネ性を軸とした製品性能・技術、建築物の設備基準とその格付け評価） 
その中でも Energy Star 部門の評価は、（1）測光（2）測色（3）安全（4）性能全般（5）用語（6）EMC（7）互換性

（8）性能測定などの分野で行われ、データはすべて公表されます。但し、公正を期すため公表されたデータを商業目的で

利用することは禁じられています。 
また、GATEWAY デモ部門は、各州・市・郡役所と新製品の実使用試験・デモを行い、この結果も公表されます。 
（最近では街路灯・駐車場照明が多く実施され写真付きデータが公表されますので、関連製品を扱う企業には大いに参

考になると思います。） 
さらに、Cree、Lumileds、GE、OSRAM、Kyma、Rubicon、Goldeneye、Beeco、KLA Tencor 等のサファイア・各種

基板・チップ・製造設備・試験設備等の企業が各部会で最新情報・計画を披露するシステムを取っており、開催の会議は

常に満杯の様です。 
この様に米国全土をカバーする SSL：固体照明機器普及のプログラムが敷かれており、材料開発・技術開発・製品/検査

標準策定・製品化/市場創成が明確なルールのもとに進展している感があります。 
日本においても、経済産業省・各種工業会・企業による材料/技術開発・標準化・製品化が進められており、LED・OLED

に関する展示会/セミナーも目白押しで、文部科学省・経済産業省などの補助金制度もありますが、この米国の動きに比べ

規模・スピードで勝っているとは言い難い状況です。我々クラスターも構成員として微力ながら、SSL:固体照明推進に寄

与できるよう頑張っています。今後ともご協力の程お願い致します。 
次回は“SSL Partnership”の各部門をご紹介する予定です。 

【シリーズ】先端技術・市場動向①“LED に関する海外情報及び市場動向” 
                     事業化コーディネータ 池辺謙三 ３ 
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 中国地域太陽電池フォーラムは、中国経済産業局が平成 21 年 9 月に立ち上げた太陽電池分野における産学官の連携組織

で、中国地域における素材産業や製造装置産業の集積を活かした太陽電池関連産業の創出を目指しているもの。山口県か

らは山口県庁、山口県産業技術センターのほか、山口大学、長州産業㈱、㈱トクヤマ、戸田工業㈱が会員として入会して

いる。同フォーラムは活動の一つとして今年度、5 回の「勉強会」を計画している。 

平成 23 年 1 月 26 日広島市で「ロール・ツウ・ロールの生産技術」を取り上げた第４回勉強会が開催された。このプロ

セスは、次世代型太陽電池（フレキシブル太陽電池）など、紙のように曲がる“フレキシブル”を目指すもので、ロール

状に巻いたプラスチック基板等に半導体材料や金属材料を作り付けていく連続式生産方法のことをいう。出来あがった製

品は掛け軸のイメージであり格段に安い太陽電池が実現できるものとして期待されている。 

今回この生産技術を取り上げ、｢塗布技術の動向：太陽電池のロール・ツウ・ロールプロセスに向けて｣、｢高精度塗布に

おけるウェットコーティング･乾燥装置とロール・ツウ・ロールプロセス技術｣の 2 件の講義が行われた。 

タツモ㈱（岡山県）から｢ロール・ツウ・ロール方式球状シリコン太陽電池の軽量・長尺モジュールの開発｣が紹介され

た。タツモ㈱は、クラスターセンターより、会社訪問をさせて頂いたご縁があり、球状シリコン太陽電池に関連する製造

装置の開発等を行っている先端企業で、産・学連携の好事例と感じた。 

ロール･ツウ･ロール方式により作られた次世代太陽電池は、当面高効率は狙えないものの、｢低コスト太陽電池･ウエア

ラブル｣などの用途として注目されている。現在普及しているシリコン系太陽電池の最大の欠点である｢重い・高価｣を打ち

破る未来の太陽電池として期待できそうだと感じた。 

 

 

山口大学は経済産業省の支援を受けて、真空工学に関する人材の育成を社会貢献の一

環として継続的に行っている。 

毎回、講座開始と終了時に公開講演会が行われており、平成 23 年 1 月 28 日、講座終

了式をかねた公開講演会が山口大学工学部正門前の常盤工業会館で行われた。 

講演会では、（1）日照計のトップメーカで太陽電池の性能計測装置を製造販売してい

る英弘精機㈱の児玉裕至氏による「屋内および屋外での太陽電池評価と計測機器」、お

よび （2）宮崎大学特任助教の鈴木秀俊氏による「宮崎大学における太陽光発電の研究・

導入と人材育成」 の 2 件の講演が行われた。 

宇宙での太陽光エネルギーは約 1.3kW/m2に及ぶが、雨や雲により地上で利用できる太

陽エネルギーは最大でもその 10 分の 1 程度である。 

英弘精機㈱の児玉講師から、太陽電池の性能評価には、日照を正確に測定することが

求められ、そのための機器や測定技術の詳細な紹介を受けた。 

宮崎大学の鈴木講師からは、宮崎大学は日本一の日照時間帯に位置している優位性を

利用して、大学をあげて太陽電池関連の研究に取り組んでおり、平成 19 年「宮崎大学太

陽光発電プロジェクト」を発足させたほか、平成 21 年度より経済産業省産学人材育成パ

ートナーシップ事業として「太陽光発電人材育成プログラム」を開始していることが紹

介された。 

宮崎大学はエコキャンパスとして学内に総計 200kW に及ぶ各種太陽光発電設備を備

え、エコツアーの名所にもなっていると紹介を受けた。参加者総数は（1）総数 41 名（内

訳；民間 14 名、公的機関 5 名、山口大学 9 名、学生 13 名）。 
 

≪講演会報告≫中国地域太陽電池フォーラム 
～第 4 回勉強会「ロール・ツウ・ロールの生産技術」～  科学技術コーディネータ 宮城盛二 ４ 

≪講演会報告≫山口大学公開講座「実用講座 真空技術の基礎と応用」 
事業総括 倉重光宏 ５ 

開講挨拶する講座責任者の 
山本節夫教授 
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2 月 15 日（火）、山口市の山口グランドホテルにおいて、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

共催により、次世代自動車に関する講演会が開催された。県内の中小企業経営者や技術担当者を中心に県内外から約 60
名が参加。 
「二次電池と EV の競争戦略～いかに次世代産業に挑むべきか～」と題し、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科の

大久保教授から、二次電池に関する技術・市場の動向や関係企業の取組、そして、二次電池を活用する EV（電気自動車）

の現状と将来展望などについて講演が行われた。 
大久保教授は、かつて日本企業が優位に立ちながら競争力を失っていった半導体産業などと比較し、二次電池、EV も

同じ道をたどる恐れがあり、日本企業は、適切な事業戦略、ビジネスモデルの構築により、グローバルに持続的な競争優

位の構築が必要と指摘した。 
講演では、二次電池は、産業、社会に大きな影響を及ぼす可能性のある革新的キーデバイスであるとし、現在の二次電

池市場における日本企業の競争優位の状況を示した。その上で、この状況は安泰ではなく、韓国、中国など諸外国の猛烈

な追い上げを受けつつあり、将来的には 100 兆円産業とも見込まれる市場の拡大とともに標準化や価格の競争において、

徐々に競争力を失う可能性があること。今後、垂直統合の「摺り合わせ型産業」から水平分業の「組合せ型産業」への移

行が予想され、バリューチェーンのどの部分をいかに制するかが重要であり、ビジネスモデルの変革の必要があること。

また、このままでは、苦労して新市場を開拓したものの、成長期に韓国、中国などにシェアを奪われ、果実の獲得に失敗

することになると指摘。 
二次電池、EVの普及は、交通ネットワークやエネルギー供給などの社会インフラに大きな変革を促すとともに、製造業、

建設業、サービス業、エネルギー産業などに大きな影響を及ぼす。そうした中、日本企業が生き残るには、技術競争優位、

特許防衛戦略、柔軟なビジネスモデルの構築などにより、コアコンピタンスの再構築、持続的競争優位の再構築が必要と

結んだ。 
 
 
 
携帯電話や薄型テレビなどに代表されるような「もの」の進化には、関連する

計測・分析技術の革新が不可欠との共通認識のもと、国も国際競争力強化のため

には当該技術を「知的基盤」と位置づけている。この動きにあわせて、中国地域

でも計測・分析技術を核として、地域の新産業創造に資することを目的として設

立されたのがこの委員会。平成 22 年度合計 5 回の委員会が開催され、1 月 31 日

開催の第 5 回委員会で最終報告がまとめられた。 
山口県関係の委員は 三木俊克山口大学教授（副委員長）、倉重光宏山口県産業

技術センタープロジェクトマネージャー（委員）、小畑登紀夫宇部興産㈱企画管理

部長（委員）の 3 名。 
平成 22 年度中国地域機械工業の振興に関する調査「中国地域における計測・分

析技術の応用利用について」最終報告書（案）を審議し承認された。 
報告書の内容は以下のようになっており、平成 23 年 2 月 21 日開催された平成 22 年度中国公設試験研究機関功績者表

彰式・成果発表会（ホテル広島ガーデンパレス）で「調査事業成果発表」として公表された。 
①地域内における大学、公設試験研究機関、企業などに対する調査結果 
②物理量・現象計測プロジェクト提案 
③あいまい・感性計測プロジェクト提案 
④技術者の思考プロセスの実証的考察 
⑤人材育成 

 
 
 
去る 2 月 4 日、北九州学術研究都市（北九州市若松区）で、㈶北九州産業学術振

興機構（FAIS）の主催により、第 1 回「ひびきの LED アプリケーション創出協議

会（愛称“ひかり”）」が行われた。やまぐちグリーン部材クラスターからは、倉重

事業総括とコーディネータ 3 名（池辺、宮城、三宅）、また LED 農業応用グループ

のメンバーから荊木山口大学農学部教授、漁業応用グループメンバーから水口電装

㈱の水口社長と水口常務が参加した。 
協議会発足のねらいは、LED を低炭素社会実現のキーデバイスとして位置づけ、

最終製品に積極的に採用してもらうため、情報交換の場とマッチングの場を提供す

るとともに、駆動回路（ドライバ）等周辺技術の支援も行うことで、アプリケーシ

ョン開発の一層の推進を図ることにある。 
当面、情報交換を中心に交流を進めていくことにしているが、“お隣”でもあるこ

とから、広域連携の一環として具体的な協力関係が生まれ、進展することにも期待

したい。 

≪会議報告≫第 5 回「CIIC 地域産業創出等支援調査委員会」 
事業総括 倉重光宏 ７ 

≪講演会報告≫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 
「二次電池と EV の競争戦略～いかに次世代産業に挑むべきか～」 ６ 

≪会議報告≫第 1 回ひびきの LED アプリケーション創出協議会 
知財コーディネータ 三宅雄二 ８ 

会議が行われた 
中国電力本社（広島市） 
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 「シリコンシーベルト（SSB）」構想は、1980 年代から進んだ九州のシリコン半導体
製造拠点化（シリコンアイランド化）をさらに「研究開発拠点」にグレードアップすべ
く、福岡県が主導して提唱した構想である。アジア地域を核として世界に帯状の半導体
拠点を築くことを目指したものである。その象徴的な国際イベントが“SSB サミットで、
毎年 1 回福岡で開催されている。 
 SSB サミットは 2003 年からスタートし、今回が 9 回目（23 年 2 月 23 日～24 日、
ホテルオークラ福岡）。約 700 名が内外から参加。「アジア新時代の半導体の新たな
展開」をメインテーマに、麻生福岡県知事が力強く挨拶。続いて、主催者を代表し
て福岡先端システム LSI 開発拠点推進会議議長の鎌田氏（九州電力相談役）が以下
の主な 3 つの取り組みを紹介。①高度人材育成（6000 人の関連技術者育成）、②ク
ラスター事業を活用した戦略的研究開発の推進、③ベンチャー起業支援。その結果、
関連企業の集積は開始当初の 10 倍を超す 300 社を実現。続いて、組織委員長の佐々
木元氏（NEC 特別顧問）より、「半導体世界市場見通しと九州半導体の今後」と題
した基調講演が行われた。 
続いて IBM フェローのジョン・コーン氏（米）、マグマデザインオートメーショ

ン社のアニルド・デーガン氏（米）、による 2 件の招待講演が行われた。いずれも
システム LSI の今後を示唆した内容だった。 
 セッション 1 では「アジア新時代に注目されるアプリケーションやシステムの最
新動向～QOL（Quality of Life）・ヘルスケアを中心として～」と題して 3 件の発表
が、セッション 2 では「アジア新時代におけるビジネスイノベーションの動向」と
題して 3 件の発表があった。 
 いずれも、“ソーシャルイノベーション（社会革新）”を視野に入れており、シス
テムLSIを社会システムの革新を担うキーテクノロジーと位置づけていたのが特筆
される。 
 最後にパネルディスカッションがあり、安浦研究統括（九大副学長）が座長をつ
とめ、4 人のパネリスト（ITRI のクー氏（台湾）、シンガポール科学技術庁のザガ
リア氏、元 JPCA（日本電子回路工業会）の柴田氏、機械振興機会経済研究所の井
上氏（日本）が討論。今後の 10 年をどのように社会革新のためのプラットフォー
ムを作るかが討論された。 
 交流会では、図らずも大津留（福岡クラスター）、野村（東海広域クラスター）、
大内田（久留米クラスター）、星（浜松クラスター）、倉重（山口クラスター）の各
事業総括が一堂に会することとなり、情報交換をし交流を深めた。 
 翌日は、福岡市の西部に位置する糸島地区に建設中の「3 次元半導体研究センタ
ー」、「社会システム実証センター」の見学会が行われた。クラスターの構想から実
現まで、見事なフォーメーションに圧倒された。 
 
 
 
 
（1）小松隆一：「新しい太陽電池用 Si 結晶育成法の開発」、電気学会北陸支部学術講演会（2011 Jan.） 
（2）S. Kobayashi, at el.: ｢Displaying high quality images on field sequential color LCDs using narrow-gap TN  

and PSV-FLCD modules｣ 、Laden Display 2010/SID IDRC 2010（2010-Nov.） 
（3）S. Kobayashi: ｢Optics of LCDs plane waves, optical interference, wide viewing angle LCDs, and 3D-LCDs｣、 

Laden Display 2010/SID IDRC 2010（2010-Nov.） 
（4）小林駿介：「ナノ粒子添加液晶：ＬＣＤの 特性向上とその機構説明」、 

（独）日本学術振興会情報科学用有機材第 142 委員会（2010-Oct.） 
 
 
 
（1）評価委員会（外部）の開催（H23.2.3） 

やまぐちグリーン部材クラスターは外部の有識者からなる、評価委員会（外部）を設けている。下村輝夫福岡工業
大学学長（前九州工大学長）に委員長をお願いしており、委員として高橋清東工大名誉教授、國武豊喜北九州産業学
術振興機構理事長（九大名誉教授）、桑野幸徳太陽光発電技術研究組合理事長（元三洋電機社長）、水野博之広島県産
業科学技術研究所所長（元パナソニック副社長）、千葉泰久宇部興産相談役、佐賀浩日本政策投資銀行中国支店企画調
査課長、委員長を含め合計 7 名にお願いしている。 
毎年 2 月にその年度の評価のため委員会を開いている。平成 22 年度は平成 23 年 2 月 3 日に山口県産業技術センタ

ーで開催、会議は朝から夕方まで丸 1 日におよんだ。会議では倉重事業総括からのクラスター全体の成果の概要紹介
とマネジメントについてのプレゼンに続き、各研究サブグループリーダから順次成果のプレゼンを行い、いずれも良
くやっているとのご評価をいただいた。 
評価の結果は、平成 23 年度の予算配分や今後の研究展開に生かすこととしている。 

（2）平成 22 年度第 9 回企画部会（H23.2.14） 
首記部会を平成 23 年 2 月 14 日、山口県産業技術センターで開催し、平成 23 年 3 月 1 日に予定している本部会議

に諮る、事業報告案、事業計画案、予算案などを審議した。 

こんな会議を開きました。 
事業総括 倉重光宏 １１ 

≪会議報告≫シリコンシーベルトサミット福岡 2011「アジア新時代の半導体産業の新たな展開」 
～シリコンシーベルトのさらなる発展と福岡の役割～ 事業総括 倉重光宏 科学技術コーディネータ 宮城盛二 ９ 

知財・部外発表 速報              
技術管理マネージャー 木村信夫 １０ 

左から 
大津留（福岡）、野村（東海広域）、 
倉重（山口）、大内田（久留米）、 
星（浜松）、各ｸﾗｽﾀｰ事業総括 

会場 

建設中の 
次世代社会システム総合研究所 
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▼関連記事▼ 
1/14 【日経産業新聞】（タムラ製作所）反射材、性能 10%向上「タムラ製作所、白色増量」 
1/24 【日刊工業新聞】（日本航空電子）2 つの基板直接接続「LED 電球向けコネクター開発」 
1/26 【半導体産業新聞】（経済産業省）LED 関連 13 件の計画を支援「白色照明向け事業化推進」 
1/26 【日経産業新聞】（大光電機）フリップス製独占調達「大光電機、ライト 100 種投入」 
2/1  【化学工業新聞】（三菱化学）白色 LED 照明部材の生産拡大「液相法 GaN 基板量産」 
2/2  【半導体産業新聞】（日本電球工業会）直管形 LED 規格標準化急ぐ「新口金採用で国際化狙う 
2/16 【半導体産業新聞】（宇部マテリアルズ）高輝度青色蛍光体を開発「紫外チップの白色発光に」 
2/17 【化学工業日報】（キーストーンテクノロジー）小型苗生産装置を一般向けに拡販へ「LED 光源で最適制御」 
2/21 【日経産業新聞】（NTT）紫外光 LED 光強度 20 倍「半導体結晶面の向き工夫」 
2/21 【日経産業新聞】（IDEC）LED 独自戦略で攻勢「制御技術活用、工場などに」 
 
 
 
 
3 月 8 日（火）～11 日（金）ライティングフェア 2011（東京ビッグサイト） 
3 月 9 日（水） 第 10 回液晶研究所シンポジウム・第 6 回先進材料研究所シンポジウム（山口東京理科大学） 
3 月 9 日（水） 平成 22 年度農林総合技術センター試験研究成果発表会（山口県農林総合技術センター） 

3 月 14 日（月）第 2 回航空機産業最新動向セミナー：やまぐち産業振興財団（山口グランドホテル） 
3 月 16 日（水）宇部キューブサロン（ホテル河長） 
3 月 16 日（水）平成 23 年度提案公募型研究開発事業の公募説明会：経産省（山口グランドホテル） 
3 月 18 日（金）新エネルギー利活用シンポジウム～ 地域での副生水素の利活用と産業活性化～（山口県産業技術センター） 
3 月 25 日（金）第 2 回リチウムイオン電池研修会：やまぐち産業振興財団（山口グランドホテル） 
3 月 29 日（火）第 2 回太陽電池研修会：やまぐち産業振興財団（山口グランドホテル） 
 
 
 
 
山口県及び山口県産業技術センター主催による下記シンポジウムが開催されますのでご案内します。 
1 名称 新エネルギー利活用シンポジウム ～地域での副生水素の利活用と産業活性化～ 
2 目的  低炭素社会の実現へ向けて、水素エネルギーは次世代のクリーンエネルギーとして注目されています。 

現在、家庭用燃料電池の導入や水素ステーションなど水素供給インフラ整備に向けた動きが加速されるなど、水

素社会が少しずつ身近なところへと近づいてきています。 
山口県は、全国有数の副生水素生産県でもあり、これまで「水素フロンティア山口推進構想」に基づいた取組

をおこなってきております。 
こうした県の特性やこれまでの成果を産業振興へと結びつけるため、副生水素の利活用に関する調査や水素関

連製品の試作開発等を進めていくこととしており、その端緒として、地域での副生水素の利活用と産業活性化に

関するシンポジウムを開催。 
3 日程 平成 23 年 3 月 18 日（金） 13:30～17:00 

場所：山口県産業技術センター 
   〒755-0195 宇部市あすとぴあ四丁目 1 番 1 号  TEL:0836-53-5050 

4 定員 200 名／参加料無料 
5 申込期限 平成 23 年 3 月 11 日（金） 
 
 
 
 クラスターセンターのある「宇部市あすとぴあ」は大自然に囲まれ、緑豊かです。 
先日、昨年の秋以来、今年はじめての野生のキジを見かけました。センターにて仕事を始めた

ばかりの頃、野鳥博士のコーディネータさんに教えてもらい双眼鏡でまじまじとキジを見た時は

とても綺麗で感動したのを覚えています。 
キジについて調べると、日本の国鳥はキジであり、また、防衛省情報本部のシンボルマークに

も使用されています。 
桃太郎のおはなしの中では、キジは空を高速で飛行する特性を生かして情報の収集を任務とし、また、人体が感じない

微弱な振動を感じることができると言われており、世界の情勢の変化を敏感に察知しなければならない情報本部の任務と

相通じるところから、シンボルマークにふさわしいと考えられているそうです。 
当センターも、このキジのように、“やまぐちグリーン部材クラスター”の情報本部になれればと思います。 

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 １３ 

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 １４ 

新聞掲載情報 
事務管理マネージャー 吉村弘之 
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