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当社は、1950 年の設立以来、コネクタ・スイッチなどの接続部品をはじめ、音響

部品、電磁部品、液晶表示素子、そしてこれらを組み合せた複合部品など、総合電子

部品メーカーとしての多岐にわたる技術力を駆使し、社会と産業の発展に貢献してま

いりました。 

デジタルネットワーク時代を迎え、情報、通信、AV、家電、カーエレクトロニクス

などそれぞれのカテゴリーを融合させた新たなステージにも目を向け、研究開発に力

を入れていきます。そして、ホシデン独自の技術で、お客様のニーズに応えるとともに、提案型企業として推進してまいります。 

また、国内 14 ヵ所、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国、中国、タイ、ベトナム

の 11 カ国 25 ヵ所に生産、営業拠点を置き展開しているグローバル企業として、この地球レベルの危機を乗り越えるために、環境

保全を地球的な視点でとらえ、主要な生産拠点では国際規格 ISO14001 に基づいた環境マネジメントシステムを構築してきました。 

それぞれの生産拠点では、立地している国の法律を守り地域やその国の国情に配慮した環境保全を推進し、地域社会やお客様か

らの要求を考慮した継続的な活動を推進しています｡ 

さらに製品設計段階から製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷の低減に、独自計画を立て取組んでいます。 

これからもホシデンは、すべての企業活動において環境を考え、社員一丸となって環境の継続的改善を図っていきます。 

【会社概要】 

◆会 社 名：ホシデン株式会社 

◆設   立：1950 年 

◆資 本 金：136 億 60,279 千円 

◆代表取締役：代表取締役社長 古橋 健士 

◆本社所在地：〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺 1-4-33 TEL : 072-993-1010 

百家争鳴のこの国において、唯一と言える国民的コンセンサスは「科学技術立国」であろう。

天然資源の乏しい此の国が生きて行く為にはそれ以外の手段は思いつかないからである。そ

の為には国を挙げて科学技術の振興に努力しなくてはならない。この意味において地方の役

割は極めて重要である。日本の各地方がそれぞれの個性を発揮して「特徴のある技術」を作

り上げる。その集大成が此の国の科学技術の基盤となるからである。「地域イノベーション 

戦略支援プログラム」の成功が期待される所以である。「やまぐちグリーンバレー」もその一

環を担ってスタートした。幸いなことに、産官学の連携は大変緊密で大都会にない特徴を形

造りつつあることはまことに慶賀に耐えないところである。この連携をさらに一段と進めら

れて、地方の産業の活性化と科学技術基盤の育成に寄与されることを、切に期待したい。最

後に一言。科学技術は本来、無形のものであるが、一歩進めて、それを、有形の「知的財産」

としておかれることをお願いしておきたい。それが将来、此の国の「富」となるからである。 

「地域初の緊密な産官学連携を期待」 
評価委員 水野博之（㈶ひろしま産業振興機構 所長） 1 

【シリーズ会員企業紹介】ホシデン株式会社 
～グローバルネットワーク企業“マーケットのあるところで、生産、販売をする”～ 2 
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前号では DoE/SSL Partnership 全体の紹介及び特に製品化・評価の部分をご紹介しましたが、今回は主にその傘下にある各支

部と機能についてご紹介します。（各支部名は日本語での説明と致します。） 

SSL Partnership には、コア技術研究、製品開発、製造、標準化、市場投入支援の支部があります。 

コア技術研究は文字通り、固体照明に関する基礎研究を担当する部門ですが、あくまでも「分野開発・既存製品への優位性」等

を加味した研究開発です。基礎研究に関係する企業・研究機関（大学・国立）が参集し、以下に紹介する各ワークショップと協力

して商品化に繋いで行きます。 

製品開発はコア技術研究から引き継いだ研究成果の製品化を担当する部門です。試作品による利便性・市場性・法的側面・健全

性・安全性が検証され、その評価結果が最終製品に生かされます。DoE/HP にはこの公的データがどの様な形で各メーカーにフィ

ードバックされるかは明らかではありません。 

製造は次に紹介する標準化などの動きを通して各企業の生産に関する指導・監督を行います。その中には設備メーカーとの連携

で高効率・低コストの設備開発も含まれます。この段階では、米国メーカーの優位性を考慮して、製造技術・設備開発技術を有効

に広範に行き渡らせ、製品市場構築も視野に入れた活動を目指しています。 

標準化は文字通り SSL に関する標準化を指導監督する部門です。一般的に米国標準が国際標準の中心になる傾向があり、ANSI、

UL、IEEE、CSA、IEC、NEMA、IES、NIST、CIE 等の機関が名前を連ねています。検査方法・色判定・安全基準などを中心

に既に９件の標準が制定され、寿命・電源設計等７件が準備中です。（クラスターでは、米国を中心とした「照明規格の国際化へ

の動き」を纏めた資料を作成しております。ご連絡戴ければ配信致します。） 

市場投入支援に関しては前号でご紹介の CALiPER、GATEWAY、Enegy Star 等の活動が中心です。（詳細は割愛） 

 

これらの支部機能が、個別に各種“ワークショップ”を開催しメンバー間で課題の抽出・解決・研究成果発表などを行っていま

す。製造ワークショップ、照明開発ワークショップ、製造開発ワークショップ等があり、研究開発関連ワークショップには日亜化

学・豊田合成・シャープ・パナソニック等の日本企業も多数参加しています。 

また、DoE/SSL Partnership は米国内企業・業界団体（NGLIA : 次世代照明工業会、IES : 北米照明技術協会等）との共同歩

調で SSL（固体照明）普及に努めています。 

 

次回は中国・台湾・韓国を中心とした東アジア関連情報を取り上げる予定です。 

（下記写真「DoE HP」より抜粋） 

 

【シリーズ】先端技術・市場動向② ～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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 消費電力が少ない発光ダイオード（LED）応用製

品など、山口県内に本社や事業所がある企業の省エ

ネ・グリーン化製品を紹介する展示が、県庁 1 階エ

ントランスホールで 2 月 21 日から 3 月 4 日まで開

かれた。 
 省エネ・グリーン化製品の普及を促進することで

地球温暖化防止対策を推進し、県内の環境産業の育

成につなげようと県が開いた。県庁での展示は昨年

度に続き 2 度目であるが、今年は 22 社 3 機関の製品

など約 40 点を展示。昨年度より出展社数、展示製品

共増加、より充実している。 
 今年は県民の方々によりよく知っていただこうと

参加企業が集まって、やまぐちグリーン部材クラス

ターコーナーを設置、関連製品を出展した。（参加企業製品は右上図の通り） 
 特に目を引いたのは 2ｍを超える蛍光灯型 LED 照明、太陽光発電式 LED 街灯、フ

ィールドシーケンシャルディスプレイ等であった。 
 筆者は、見学者の反応等を知るため２日ほど現場に立ち会ったが、小学生の一団が、

「これ LED でしょ、知ってる」と照明の調光ダイヤルを回したり、お年寄りからは「明

るいね」、「一行、二行、長州産業、テレビでやってるでしょう」などの反応は上々で

あった。 
 県民のみなさんにやまぐちグリーン部材クラスターや関連する機関の存在・活動内

容、さらには県内の環境産業を知ってもらい、省エネ・省資源を身近に考えていただ

く一助になればと期待している。 
※参考資料 山口新聞 3/2 掲載記事 
 
 
 
 
山口県瀬戸内海側中央部に位置する山陽小野田市にある老人福祉施設サンライフ山陽（松尾英

治理事長）など 3 施設の入り口を示す看板に、平成 23 年 3 月 14 日に太陽光発電式 LED（発

光ダイオード）照明設備が設置された。設置のきっかけは同施設への入り口となる T 字路に設

置されている看板が夜間は特に見えにくく、国道から右左折する車に直進車が追突する事故も

多かったことによる。 
 やまぐちグリーン部材クラスター正会員企業である長州産業㈱（山陽小野田市）と宇部興機

㈱（宇部市）は地元の西糸根自治会会長の西川進氏（贈呈者で地元ドライブイン“みちしお”

の社長）の依頼を受け、それぞれの得意技術を持ち寄って太陽光発電式 LED 照明装置を製造・

設置した。この太陽光発電式 LED 照明装置はソーラーの電圧を監視し、昼夜を区別して自動点

灯、消灯するシステムとなっており、さらに雨天が 5 日間続いても、点灯を続けることができ

る蓄電システムとなっている。 
 3 月 14 日に贈呈式と点灯式とが行われ、サンライフ山陽の松尾理事長や地元自治会関係者、両社幹部らが出席し完成を祝った。

西川自治会長は「施設の利用者だけでなく、道を利用する多くの住民も入りやすくなる」と話し、松尾理事長は「入り口が分かり

やすくなることで、事故も減るだろう」と効果を期待した。 
 式典の中でこぞって “省エネ・省資源”がクローズアップされ、LED 照明に今後大いに期待をよせられていることに関係者の

一人としてうれしく思うと共に、さらなる地元企業への支援の重要性や、やまぐちグリーン部材クラスターの研究成果への期待の

大きさを実感した。 
※参考資料 宇部日報 3/15 掲載記事、山口新聞 3/16 掲載記事 
 

 事業者名 製品名（略称） 

や
ま
ぐ
ち
グ
リ
ー
ン
部
材
ク
ラ
ス
タ
ー 

関
連
製
品 

宇部興機㈱ ｿｰﾗｰ式 LED 街灯 
LED 街灯用灯具 

㈱兼清電子 LCD 大型表示器 
ﾌｨｰﾙﾄﾞｼｰｹﾝｼｬﾙ LCD 

 長州産業㈱ 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ 155W 型･ 
 ㈱トクヤマ 多結晶ｼﾘｺﾝ（ﾊﾟﾈﾙのみ） 

長山電機産業㈱ 植物生育抑制 LED 照明 

水口電装㈱ 

LED 誘魚灯 
蛍光灯型 LED 照明｢LECOLX｣ 
LED 防犯灯 
ﾊｲﾊﾟﾜｰ LED 照明 

山口東京理科大学 明るさ省ｴﾈを特徴とする 
液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ｢ﾌｨｰﾙﾄﾞｼｰｹﾝｼｬﾙｶﾗｰ｣ 

(地独)山口県産業技術センター やまぐちｸﾞﾘｰﾝ部材ｸﾗｽﾀｰ 
(財)やまぐち産業振興財団 やまぐち LED 照明研究会 

≪報告≫発光ダイオード（LED）製品を中心とする省エネ・グリーン化製品を、県庁で展示 
㈶やまぐち産業振興財団 省エネ・省資源型産業集積促進コーディネータ 原田隆 4 

≪報告≫やまぐちグリーン部材クラスター正会員企業が老人福祉施設に太陽光発電式 LED 照明装置を設置 
㈶やまぐち産業振興財団 省エネ・省資源型産業集積促進コーディネータ 原田隆 5 
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文部科学省が主催する「地域イノベーションの創出に向けて」のシンポジウムが 2 月 28 日（月）京都で開催された。今回、環

境分野において、やまぐちグリーン部材クラスターから山口大学の只友教授がパネラーとして登壇、会場での展示も行った。 
堀場製作所・堀場最高顧問の基調講演では、イノベーション/ベンチャー企業には「タニマチ」的な資金応援団からの出資が必須

であり、その為には地場の伝統技術・産業に根差した地域の特色・特異性を生かした起業が望ましいということをユーモアを交え、
非常に分かり易く説明。ゲームソフト（花札など伝統文化）、セラミック（清水焼）、IC（京染）、精密機械（仏具・象嵌）など、
正にその通りの流れになっている。 
また、大阪ガス・酒井常務は自社の「低炭素化社会に向けた取り組み」に関し、具体的な例をあげて説明。大手住宅販売企業等

と組み、スマートエネルギーハウスの実験を行っており、社員の希望者に 2 年間ほど生活をさせ、データ収集を行っている。 
後半は、京都・長野・福岡・山口・静岡・東海の各クラスターのプレゼンテーション（各 10 分間）の後、パネルディスカッシ

ョンがあった。他のクラスターと比べ、山口県では最終製品を持つクラスターの裾野が広く、発展のバリエーションがそれだけ多
いことを実感した。参加企業数 500 社（東海広域）、売上 30 億円（京都/けいはんな）など、圧倒される思いであった。 
京都・東海・福岡とは規模の上では比べるべくもないが、やまぐちグリーン部材クラスターにとって、司会者が指摘していたよ

うに、「近隣県との融合・協力体制構築」は、今後の展開に向けた大きなヒントになるのではないか。長野では山梨・新潟との産
学官の連繋を進めており、長岡科学技術大学とは既に実効を挙げている。 
 
 
 
 
太陽電池関連産業が集積する中国地域の重点施策の一つとして、H21 年度に設立された中

国経済産業局が主催しているフォーラム。 
H 22 年度第 2 回目の総会が H23 年 3 月 2 日に広島市内で開催された。フォーラムの座長

は島根県産業技術センター所長の吉野勝美氏（大阪大学名誉教授）。 
以下の関する H 22 年度事業報告と H 23 年度事業計画が諮られ承認された。 

 
≪主な事業成果≫ 
（1）ネットワークの拡充（144 名、113 機関） 
（2）研究開発・事業化コンソ－シアムの形成 

（太陽電池向けシリコン切削屑リサイクル研究会など） 
（3）競争的資金の獲得 2 件（中小企業等の研究開発力向上及び実用化推進のための支援事業） 

①球状シリコン太陽電池モジュールのロールツーロール一貫製造プロセスの開発 
②廃棄処理されている太陽電池用シリコン切削屑の再資源化技術の立証研究 

（4）企業・研究機関のマッチングニーズの吸い上げ（38 件） 
（5）ビジネスマッチング機会の提供（5 件） 
（6）海外展示会への共同出展（2010 中国国際工業博覧会（上海）） 
（7）海外市場調査（1 件） 
（8）フォーラムの運営（勉強会（5 回）、セミナー（1 回）ほか） 
  

H 23 年度についても同様の事業の継続が計画されている。総会後の基調講演は以下 2 件 
（1）「太陽電池開発の最新動向」：産業技術総合研究所太陽光発電研究センター長の近藤道雄氏 
（2）「太陽光発電システムの世界展望」： 

資源総合システム社（太陽光発電に特化した、市場等分析会社）の大東（おおひがし）社長補佐 
 
続いて以下 3 件の成果報告が行われた。 

（1）事業受託会社の三菱化学テクノリサーチ社が H22 年度の主な成果を紹介 
（2）太陽電池用シリコンウエハ切削屑の再資源化技術開発と事業化…㈱木下製作所（広島） 
（3）ロールツーロール球状シリコン太陽電池製造プロセス…タツモ㈱（岡山） 
 
 
 
 
例年卒業研究の発表会をかねたシンポジウムが、やまぐちグリーン部材クラスターの協賛で 3

月 9 日（水）に山口東京理科大学で公開開催された。公開形式ながら、特許法の新規性喪失の例
外規定の適用を受けている。 
 オーラル 4 件、ポスター47 件の発表が行われた。 
午前は、「環境科学リテラシー確立とエコマテリアルの位置付け」加納誠教授、「高発熱密度パ

ワーエレクトロニクスの先進冷却技術」鈴木康一教授、「高分子安定化ブルー相と駆動電圧の低減
化」（九大・先導研）樋口博紀助教・菊池裕嗣教授、「カイラルネマチック液晶のディスプレイ応
用」高頭孝毅教授・穐本光弘助教の講演が行われた。 
午後は同大の多目的ホール（パルテール）で、47 件のポスター発表が 4 分野に整理されて行わ

れた。①液晶研究所関係で 19 件、②情報機能ナノ材料分野で 9 件、③エネルギー変換分野で 11
件、④精密機能解析部門で 8 件。 
主な発表は以下の通り。①液晶関係：NTN（ナローギャップTN液晶）やPS-VLCD（ポリマー

安定化垂直配向液晶）、FSC（フィールドシクエンシャルカラー）液晶の特性解析や性能改善など
に関する研究、②情報機能ナノ材料：保護材でくるんだPd（パラジウム）ナノ粒子の創成と液晶
への添加のほか、WO3（酸化タングステン）母材にPt（白金）を散らしたものや水をはじく性質
を付与したBaTiO3（チタン酸バリウム）などを液晶に混ぜた効果に関する研究、③エネルギー変
換材料分野：熱電変換を狙って、シリコンで包接（竹かごに中に異種化合物を閉じ込めたイメー
ジ）された半導体材料の作成とその効用に関する研究、④精密機能解析分野：様々な物理計測技
術を駆使した熱膨張や摩擦係数など物性評価に関する研究。 
会場は教官と共に多くの学生でごった返し、熱心な討論が見られた。 

≪講演会報告≫地域イノベーションシンポジウム in 京都 
～地域発グリーンイノベーションの創出に向けて～ 事業化コーディネータ 池辺謙三 6 

ポスター展示会場を巡回する、 
戸嶋教授（クラスター研究副統括） 

≪講演会報告≫中国地域太陽電池フォーラム第 2 回総会（成果報告会） 
～世界に向けた部素材・製造装置の供給基地を目指す～    事業総括 倉重光宏 7 

≪講演会報告≫第 11 回液晶研究所シンポジウム・第 8 回先進材料研究所シンポジウム合同シンポジウム 
～山口東京理科大学が最新成果を一挙公開～    事業総括 倉重光宏 
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首記展示会（3/8~11、東京ビッグサイト）に「あかりでチャレ

ンジ 快適ライフと低炭素社会」をメインテーマに掲げ、内外か
ら約 270 社が出展。展示会場でまず驚いたのは、おおよそ出展社
の 1/3 強が台湾、中国企業勢で占められ、「コ」の字の 1 辺を埋
め尽くしていたことだった。両国がいまや世界の LED モジュー
ル工場化していることを見せつけられた。しかし、立ち入って聞
いてみると、コア部品の発光チップはほとんどが日亜化学工業㈱
や豊田合成㈱社製など日本製が使われていた。モジュールの新興
国に対して、日本はデザイン重視の照明システムなど最終製品や
最先端のモジュールや計測技術の出展が目立った。 
今回の展示会の際だった特徴は、直管形蛍光ランプの代替を狙

った直管形 LED ランプの出展だった。電球型から蛍光管型への
シフトが始まったのである。日本電球工業会（JELMA）が 2010
年 10 月に従来の蛍光灯照明器具に、電気的には互換性のない直
官型 LED ランプが誤って取り付けられることがないように、LED ランプの新規格である「L 形ピン」規格を制定したことによる。 
第 10 回目の記念コーナーとして以下の 3 つの「ラウンジ」が設けられた。①照明の歴史を振り返る「TRAVEL OF LIGHT」、②

和紙などを使用した照明器具「和とあかりラウンジ」、③有機 EL ラウンジ「有機 EL 照明デザインコンペ 2010」入賞作品発表展示
会。 
 ステージでは JELMAの講師が、2020年から LED ランプ以外のランプは店頭から消えることを訴えていた。いよいよ、SSL（Solid 
State Lighting）時代の到来である。 
 山口県は中国地方共同ブースを構え、下関市の LED 大型ディスプレイ企業、㈱ストロベリーメディアアーツ社が、高画質の「ブ
ラックホール」と名付けた巨大ディスプレイを展示し、注目を集めていた。 
 技術的に興味を惹いたのは、シチズンホールディングス㈱が 3000lm を越える光束出力で 130lm/W 超の高効率を達成していたこ
と、高出力・高効率の両立が現実のものとなってきたことなどが、印象深かった。 
 
 
 
 
 
山口大学産学公連携・イノベーション推進機構は例年 3 月に大学発ベンチャー起業セミ

ナーを開催している。今年は、3 月 15 日に山口大学で行われ㈲山口 TLO などの関係者約
20 名が参加。 

2 件の発表があり、1 件は高専の教官からベンチャー企業を起こした事例、もう 1 件は、
ベンチャー企業の経営支援事例に関する講演が行われた。 
「シングル・ナノ粒子量産マイクロ化学プロセス～アイディアから起業への道程～」と

題して、㈱ナノ・キューブ・ジャパン（岡山）の中﨑義晃代表が講演。同氏は機械的なマ
イクロ構造の反応器を発明し、白金（Pt）、パラジウム（Pd）、金（Au）等、直径が数ナノ
メートル程度のナノ粒子製品を事業展開している。同氏は高専等での学術的な成果に満足
することなく、煩悶を繰り返した後、教職を投げ打って 2006 年起業、岡山リサーチパー
クで旗揚げ、事業を軌道に乗せている。吉田松陰の教育効果を引きながら、覚悟の経緯の
紹介を交え、教育とネットワークの大切さを説いた。 
大塚コンサルティングオフィス代表の大塚真太郎講師は「小規模企業経営者の“Not to 

Do”」と題して講演。㈱ザイキューブ（半導体製品の開発・試作・技術指導・共同研究事
業で、2002 年 NEC の OB が起業）での経営指導事例を紹介。同社のコア技術であるシリ
コンウエハに貫通電極を形成する技術を生かした経営をサポート、「過去の栄光に固執しな
い」などの“やるべきでないこと（not to do）”を説いた。 
 
 
 
 
 
首記公募説明会が平成 23 年 3 月 16 日（水）午後、山口グラ

ンドホテルで開催された。 
（1）新規産業創造技術開発費補助金 
  ・対象：民間企業、ただし大学や公設試等との共同研究を 

行うことが条件 
  ・補助金額 
   中小企業型  補助率 2／3 以内、1 千万円～3 千万円 
   一般型    補助率 1／2 以内、1 千万円～5 千万円 
  ・期間     1 年間 

・提案書受付  3 月下旬～4 月下旬 
  ・問い合わせ先 中国経済産業局地域経済部 

次世代産業課 
  ・公募要領（未定稿）あり 
（2）戦略的基盤技術高度化支援事業（通称 サポイン事業） 
  ・対象：中小ものづくり高度化法に基づく、認定を受けた 

（法認定）計画を基本とした研究開発事業。法認定 
を受けた中小企業者を含む、事業管理機関、研究実 
施機関、総括代表者、副総括代表者、アドバイザに 
よって構成されるコンソーシアムを基本とする。 

  ・金額：上限額（税込み） 4500 万円／年、ただし、 
2 年度目、3 年度目は初年度金額の 2／3、1／2 
以内の金額 

  ・期間：2 年度または 3 年度 
  ・提案書受付：平成 23 年 3 月 10 日～5 月 10 日 
  ・問い合わせ先：中国経済産業局地域経済部 地域経済課 

・公募要領あり 
   

（3）NEDO 公募型事業 
  ・対象 
   ①産業技術研究助成事業（平成 23 年度は名称変更→産 

業技術研究助成事業（若手研究グラント）） 
    大学等研究機関に在籍の原則 40 歳未満の若手研究者 

または研究チーム 
   ②イノベーション推進事業 
    日本に登記されている民間企業等（研究開発ベンチャ 

ー企業等） 
   ③新エネルギーベンチャー技術革新事業 
    民間企業等（ベンチャーキャピタル等から資金提供を 

受けるマッチングに参加できること） 
   ④SBIR 事業（Sma11 Business Innovation Research； 

政府が中小企業の“技術開発”からその“事業化”ま 
でを一貫して支援する制度）ベンチャー・中小企業 

   ⑤省エネルギー革新技術開発事業 
    日本国内に研究開発拠点を有する単独もしくは複数 

の法人（企業、独法、大学など） 
  ・支援金額や期間は上記事業ごとに異なる。 
  ・提案書受付：3 月～5 月 
  ・問い合わせ先：NEDO 九州支部事業管理部 
 
（4）技術開発支援プロジェクト成功事例（山口県）： 

ウベボード㈱「アスベストを使用しないスレート波板 
の開発」（H18） 
㈱エムビーエス「コンクリート構造物耐震防災に優れ 
る高性能コーティング補修材の開発」（H15～H16）

≪会議報告≫第 10 回国際照明総合展「ライティング・フェア 2011」 
～台湾・中国企業がモジュール出展コーナーを圧倒～     事業総括 倉重光宏 9 

モジュールなどの出展で賑わう 
台湾出展企業群 

山口県出展ブースに展示された、 
大型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ「ﾌﾞﾗｯｸﾎｰﾙ」 

㈱ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾒﾃﾞｨｱｱｰﾂ社 

≪会議報告≫【山口大学産学公連携・イノベーション推進機構主催】 
大学発ベンチャー起業セミナー ～「負」の道を選ばないために～     事業総括 倉重光宏 10 

大塚ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｵﾌｨｽ代表 
大塚真太郎講師 

≪会議報告≫中国経済産業局／平成 23 年度 提案公募型研究開発の公募説明会 
～研究者や支援者約 30 名が参集～        事業総括 倉重光宏 11 
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 今回の技術テーマは液晶表示素子・パネル関連技術です。分
析の対象は、2000 年以降の出願で、液晶の応用・原理、構造一
般、スペーサー、注入口及び封止部材、基板、絶縁膜及び配向
部材、光学部材との組合せ、電極、アクティブマトリクス、駆
動等の分類コードが付与されているもの、且つ H23 年 2 月末現
在で有効なもの、約 43,000 件です。 
ご覧のとおり、特許総合力ではセイコーエプソンとシャープ

が２強といった形で、ソニーがこれに続いています。ところが、
実はセイコーエプソンは今年度限りで中小型液晶事業から撤退
することを表明しており、またシャープの出願件数は 2003 年を
ピークに年々減少し、2008 年にはほぼ半減しています（有価証
券報告書で見る限りこの間の研究開発費は減っていない）。 
見方は様々でしょうが、技術が成熟期を過ぎ、付加価値（機

能付加）競争から価格（コスト）競争に入ったことを端的に表
しているように思えます。ただ、分析の焦点をもう少し絞りま
すと、３Ｄ映像関連技術など、まだ新規出願が続いている技術
テーマもあるようです。 
なお、今回で第７回目となる本シリーズですが、本稿をもってひとまず終了させていただきます。 

 
 
 
 
 
（1）K.Tadatomo , N.Okada：“Development of patterned sapphire ubstrate and the application to the growth of nonpolar and  

semipolar GaN for light-emitting diodes”,  International Society for Photo-optical Instrumentation Engineers (SPIE) 
（2011-Jan.） 

（2）Y.Yamada：“Bowing of biexciton binding in AlGaN ternary alloys”, SPIE（2011-Jan.） 
（3）K.Tadatomo：“Development of patterned sapphire ubstrate and the application to the growth of nonpolar and semipolar  

GaN for light-emitting diodes”, Workshop on Frontier Photonic and Electronic Materials and Devices（2011-Mar.） 
（4）戸嶋直樹.：「ハイブリッド・ナノ粒子の液晶ディスプレイおよび熱電変換材料への展開」、月刊ディスプレイ（特集 2 ナノ 

テク＆MEMS）（2011 Mar.） 
 
 
 
 
 
1．平成 22 年度第 2 回本部会議（H23.3.1） 

やまぐちグリーン部材クラスターでは、最高議決機関として企業でいう“株主総会”に相当する“本部会議”を設置し、例年、
7 月と翌年の 3 月に 2 回開催、重要事項を決定している。平成 22 年度第 2 回の本部会議を平成 23 年 3 月 1 日、宇部全日空ホ
テルで開催し、平成 22 年度事業報告、平成 23 年度事業計画、平成 23 年度予算、および本部規約の一部改正（事業名が平成
22 年度の「地域イノベーションクラスタープログラム（グローバル型）」から平成 23 年度は「地域イノベーション戦略支援プ
ログラム（グローバル型）」に改称）が諮られ、それぞれ満場一致で可決された。 

2．平成 22 年度第 2 回全体推進会議（H23.3.1） 
やまぐちグリーン部材クラスターでは準会員制度を設けている。準会員は正会員のように研究開発は担わないが、研究開発の

進展に応じて何らかの貢献が期待できる企業が入会し、平成 23 年度 4 月 1 日現在で 9 社が入会している。“本部会議”にあわ
せて年 2 回開催している。平成 22 年度第 2 回の会議は、第 2 回本部会議終了後、同日、同場所で開催した。 
文部科学省の科学技術・学術戦略官の増子宏氏と中国経済産業局地域経済部の湯浅部長からご挨拶を頂いた後、基調講演とし

て京セラ元会長兼 CEO の西口泰夫氏から「技術を生かす経営～新たな技術経営の探求～」と題し、「技術で勝ってビジネスに
負ける」日本の産業復活に向けた元経営者ならではの今後の「道しるべ」を説いていただいた。 
続いて倉重事業総括が平成 22 年度の事業成果概要、只友一行氏（山口大学教授・研究統括）から「発光素子部材の研究開発」、

小松隆一氏（山口大学教授）から「ルツボ材への撥液性付与による廃シリコンの減量と省資源化」、中山雅晴氏（山口大学教授）
による「廃シリコンのブロモ化によるブロモシランの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」、戸嶋
直樹氏（山口東京理科大学教授・研究副統括）から「ナノ粒子添加材料及び素子開発」と題した研究状況の紹介を受けた。 
講演会と同時に、実機実演を含む 21 件のポスター展示が行われ、熱心な討論が続いた。 
最後に交流会による名刺交換や情報交換のあと解散。 

3．平成 22 年度第 10 回企画部会（H23.3.22） 
企業で言う“役員会”に相当する平成 22 年度最後の“企画部会”が 3 月 22 日開催された。主な審議事項は以下の通り。 

①地域イノベーションを推進するための体制づくりなど目標達成に向けた方策 
②国際公開講演会の企画案 
③文部科学省による中間評価（キックオフから 3 年目に受ける評価）スケジュール 
④平成 22 年度事業終了に伴う確定調査予定 
⑤準会員の新規入会承認 

 

【シリーズ】特許分析にみる技術開発動向（7）～液晶パネル～ 
知財コーディネータ 三宅雄二 12 

【知財・部外発表 速報】 13 

【こんな会議を開きました。】 
事業総括 倉重光宏 14 
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 山口県宇部市郊外の海を見下ろす高台にあり、やまぐちグリーン部材クラスターが本部を置く山口

県産業技術センター構内に 3 月末、2 基の最新式太陽電池付街灯が新設された。 

 この太陽電池付 LED 街灯は正会員の宇部興機㈱が、山口県産業技術センターの研究成果を活用して

商品化したもので、平成 22 年 7 月に山陽小野田市を襲った集中豪雨時、日照が少ない中でも丸々1 週

間、街を照らし続けた優れものである。 

 やまぐちグリーン部材クラスターは今年 4 月から 3 年目を迎え、このような形でクラスター事業の

成果が次々に実っていく事を祈念して止まない。 
 
 
 
 
▼クラスター関係▼ 
3/2  【山口新聞】（山口県新産業振興課）省エネ・グリーン化製品展示「県庁ロビーで展示」 
3/15 【宇部日報】（長州産業・宇部興機）老人福祉 3 施設の看板に照明「入り口分かりやすく」 
3/29 【日刊工業新聞】（山口県座談会）「次世代へ向けた産業創造―新産業の集積と育成進む山口県―」 
▼関連記事▼ 
2/28 【日刊工業新聞】（カネカ）多色有機 EL カネカ先行「世界展開へ提携も」 
3/ 2 【化学工業日報】（エルシード）基板に微細構造「LED 光出力 2 倍程度向上」 
3/ 7 【日経産業新聞】（NEC ライティング）照明の発光効率実用サイズ 60 ルーメン実現「有機 EL、蛍光灯並み」 
3/ 7 【宇部日報】（山口県産業技術センター）山口県産業技術センターにて技術発表会開催 
3/10 【山口新聞】（周南市）徳山動物園 経済産業省の次世代エネルギーパーク計画に認定 
3/14 【日経産業新聞】（モリテックス）医療用 LED 明るさ 2 倍「冷却用ファンで長寿命」 
3/17 【山口新聞】（山口県）産業技術振興奨励賞 旭興産と三笠産業に知事賞 
3/23 【中国新聞】（美祢市）秋芳洞 LED で省エネ「秋芳洞の照明を、発光ダイオード（LED）電球の照明機器に交換」 
 
 
 
 
4 月 13 日（水）第 2 回愛知ナノテクものづくりクラスター成果活用促進事業 成果発表会 
4 月 13 日（水）～15 日（金）フォトニックス 2011・ファインテックジャパン・高機能フィルム技術展（東京ビッグサイト） 
4 月 20 日（水）～22 日（金）レーザーEXPO 2011・VISION Japan 2011・赤外・紫外・可視光応用技術展 2011・ 

光ファイバーEXPO 2011（パシフィコ横浜） 
 
 
 
 
平成 23 年 3 月 11 日に、マグニチュード 9.0 を記録する地震が東北地方太平洋沖で発生しました。この度の地震や津波などに

より亡くなられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 
このたび、平成 23 年度予算が平成 23 年 3 月 29 日に成立しました。 
平成 23 年度からは、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」の継続地域として実施することとなります。 
「やまぐちグリーン部材クラスター」事業は、平成 23 年度は事業開始から 3 年目を迎え、クラスターセンターの事務局機能を

強化し新体制で望むこととなりますので、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。 
 
 

 
 
 
いよいよ新年度が始まり、当クラスターも 3 年目を迎えました。 
現在、大きな地震が起こったり、異常気象が続いたり、未来の地球に大きな不安が募りま

すが、いつまでも美しくあってほしい「青い地球」に思いを込め、クラスターセンターニュ

ースを「ブルー」を基調に、新しくデザインしました。 
今年度も喜んで頂ける記事を皆様にお届けできるように、より一層努力したいと思います。 

 

【新聞掲載情報】 
事務管理マネージャー 吉村弘之 16 

【行事予定】 
事務管理マネージャー 吉村弘之 
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【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 
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≪ 編 集 後 記 ≫       広報企画員 豊守亜希 

【山口県産業技術センター構内に太陽電池付 LED 街灯設置】 
～山口県産技センターの研究成果を活用～        事業総括 倉重光宏 15 
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無断複製・転載は、固くお断り申し上げます。 
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