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㈱ストロベリーメディアアーツ（山口県下関市一の宮町）にやまぐちグリーン部材クラスター

の準会員に加入いただいた。同社は主にイベント関連の映像機器、音響機器のレンタル、販売、

設営及び関連するソフトの提供を主業務としている。特に映像機器に関しては、自社開発品も多

く NHK の番組「ニュースウォッチ 9」や「ためしてガッテン」「ここが聞きたい！名医に Q」

に使用されているディスプレー等がこれにあたる。 
近年、自社開発製品“スリットビジョン”（SV-15、SV-18“ブラックホール 9”等）の開発、

上市、拡販に尽力されてきた。 
 スリットビジョンは RGB の LED を使用した、LED マルチディスプレーであるが、特に“ブ

ラックホール9”はRGBのブラックLED、表面を特殊加工したスリットを使用することにより、

光の反射を極限まで抑えて、黒の再現性を飛躍的に高めることに成功、鮮明な画像を実現したも

のである。 
“ブラックホール 9”は過日開催されたライティングフェア 2011（3 月 8 日～11 日於東京ビ

ッグサイト）に出展、市場デビューしたが、来場者の関心は非常に高く、会期中ブース来場者

2000 名以上、名刺交換企業 200 社以上と盛況であった。 
その余波はいまだに問い合わせ、見積り依頼と続いており、大型商品も数件成約し、売上は億

をこえる成果につながっていると聞いている。さらに同商品は海外（オランダ、アメリカ）の展

示会にも出展、大きな反響を受けたとのことである。 
この様な積極的、意欲的、事業展開に対して㈳中国ニュービジネス協議会から第 19 回ニュー

ビジネス大賞、特別賞に選出され、受賞されている。 
LED を用いたマルチディスプレーというグリーン部材クラスターのテーマと密接に関係する

企業の参加を得たことから、クラスターの成果を世界に発進していく日が来ることを期待してい

る。 
 
 
 
 
 
 
 

「東日本大震災とこれからのエネルギー問題への対応」 
評価委員 桑野幸徳 1 

【新準会員企業紹介】歓迎 新メンバー 
㈱ストロベリーメディアアーツが準会員に加入  

㈶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 
2 

 日本は未曽有の大問題を解決しなければならない時代に直面している。世界に類がない規

模の津波の被害と原発事故が起こった。世界は、この大きな課題に日本がどう立ち向かうか

注視している。中でも原発問題は深刻で、福島原発の終息を如何にできるか、今後の日本の

エネルギー政策がどう展開されるのかが問われている。 
原子力発電は 1951 年米国の EBR-I にて世界で初めて成功したことに端を発する。わずか

60 年前に開発された技術である。アインシュタインが発見したＥ＝mC2 で示されるように

物質（m）を消滅させてエネルギー（E）を得るのである（C は光速）。 
しかし副次的に発生する放射は、人体に世代を超えたダメージを与える。このことを人類

はもっと謙虚に考えるべきであると思う。 
私は人類の究極のエネルギーは太陽エネルギーであることを主張し続けてきた。太陽は核

融合反応によりエネルギーを放出している。この巨大な原子炉は地球から約 1 億 5 千万キロ

メートルと遠くに離れた所に位置している。従って、地上に於ける放射能の問題はない。 
神はすでに無限とも言える核エネルギーを人類に与えているとも言える。太陽光発電は、太陽の光を直接電気に変えること

が出来、安全で地上のどこでもエネルギーを得ることが出来る。 
いよいよその真価が問われる時がきた。 
やまぐちグリーンバレーの研究は太陽電池に関連する技術や、省エネにつながる LED、液晶ディスプレー技術など大震災

後の社会に役立つ技術開発を先取りしてきた。それだけにより加速して、技術の日本がこの難局を見事に乗り切ることをぜひ

示したいと思う。 

本社全景 

ニュービジネス大賞、特別賞 

“ブラックホール９” 
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中国は、この新産業育成に向け、最大限にその国家体制を活用している。科学技術部は、2005 年公表の、大連・廈門・上海・

南昌・深圳の５都市に加え、2007 年には石家荘・揚州の 2 都市を追加して、光半導体産業基地を許可し、政策・収税及び資金の

上で長期の支持を与えている。 

前号でご紹介したように、中国 LED 産業は、川上から川下までカバーする数千社の企業で構成されており、中央政府指導に加

え、各省・市レベルでの開発計画も進められ、重点施策を実施している。下記は、その 1 例である。 

1978 年に広州市で創業した Neo－Neon 社は、名前の通りネオンサインの製造からスタートし、台湾・香港の銀行と企業の資金・

技術を獲得して、2002 年には装飾用 LED 照明生産者の地位を確立、2009 年には LED チップから照明機器まで生産する総合 LED

生産会社に成長した。 

2010 年同社は広東省・江門市工業団地と、LED 事業開発契約を締結した。契約によると、同社は 40 億元を投資し、工業団地

内に LED 一貫生産会社を設立。2013 年までに 60 台の MOVPE 機を導入し、ウエハー135 千枚/月、チップ 28 億個/月の生産体制

を確立する。売上規模は、20 億元（240 億円/年）。 

工業団地は、MOVPE 設備導入に際し、1 台当たり 1 千万元（1.2 億円）の助成金（合計 6 億元/60 台＝72 億円）を与える。（工

業団地は将来的に同社の株式 15％を受け取る。） 

法人税は、2 年間無税であり、以後 3 年間は 50％（法人税率は高新技術企業として 15％の特例）、土地・電気・水道も優遇さ

れ、江門市電力は優先して同社 LED 製品を購入する等の優遇措置あり。 

これはほんの 1 例であり、各省が開発する工業団地を中心に同様の開発計画があるものと推測される。 

また、国家計画規模では、2008 年 4 月 28 日から、科学技術省は 16 の省、直轄市の 21 都市で「十城万盞（都市街灯の LED 化）」

プロジェクトの試験的活動をスタートさせ、延べ 1500 ㎞で 10 万灯の設置が計画されている。その後、「十一五（2006 年から 2010

年）国家半導体照明項目」、「863 半導体照明工程」といった重要プロジェクトを実施し、半導体生産技術と産業化の質と量を大

幅に向上させている。 

㈱富士キメラ総研会社は、2015 年の中国 LED 照明市場は 310 億元（約 3700 億円―2008 年の約 18 倍）と予測し、さらに将来

の海外進出を視野に入れた品質安定を目的に、LED 材料/部材/製品の規格化も積極的に進めている。 

       「十城万盞（都市街灯の LED 化）」のパイロット事業（抜粋） 

都市 実績 

天津市 屋外灯：22000 基、屋内照明：69000 個 

石家荘市 道路灯：5500 基、屋内照明：12000 個、地下駐車場：2300 個 

ハルピン市 道路灯：2000 基、屋内照明：5000 個、応用出力照明：200000 個 

上海市 LED 製品：100000 個 

杭州 道路灯：40000 基 

濰坊市 屋外灯：90000 基 

西安市 道路灯：23000 基、景観照明：16000 基、屋内照明 20000 個 

 

LED は米国発の技術であるが、製品化は日本が世界をリードしてきた。しかし、いまや主役の座は台・韓・中に移りつつあると

言える。欧米生産設備メーカーのサファイア製造設備・MOVPE 機等の中国への販売は急増しており、日本企業も、台・韓・中企

業をサプライチェーンに抱き込む選択肢を迫られる日が近いのではないかとの印象が強い。 

（全 4 回の連載でご紹介した情報の詳細は記載できませんでしたが、詳細情報配信ご希望の方は池辺までご連絡下さい。） 

【シリーズ】先端技術・市場動向④最終回 ～中国の LED 産業育成と現状～ 
事業化コーディネータ 池辺謙三 3 
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山口県が㈶やまぐち産業振興財団と連携し実施している“平成 22 年度省エネ・省資

源型産業集積促進事業”は平成 23 年 3 月 31 日に終了。事業の全体像、成果が明らか

になった。 

 本事業は平成 16 年から 5 年間実施された「知的クラスター創成事業」「都市エリア

産学官連携促進事業」の事業化を促進するために創設され、この精神は「やまぐちグリ

ーン部材クラスター」へと受け継がれてきた。具体的には、地元企業と共に活動するた

めに設立された「やまぐち LED 照明研究会」「やまぐち液晶パネル応用研究会」「もの

づくり先端技術懇話会」及び「やまぐち医療福祉関連産業振興会」の参加企業（県内に

製造施設又は研究開発施設を持つ中小企業者）が、クラスター事業の研究成果の事業化

を図るために実施するものである。 

 平成 22 年度は 4 社が交付を受けた。 

 4 社のうち、2 社は「やまぐちグリーン部材クラスター」に関連する研究開発を実施

し、両社とも研究開発した試作品は予定通り商品までに完成され上市した。 

 宇部興機㈱は太陽光発電式 LED 街灯に関する 4 テーマを実施し、このうちアルミニ

ウム製街灯の開発に関しては既に市場に投入、（地独）山口県産業技術センター敷地内

への設置、納入をはじめとして設置実績をあげている。同社は今後このアルミ製街灯を

太陽光発電式 LED 街灯の主力商品として、販売していく予定である。 

 兼清電子㈱は測定装置の制御システムの開発、試作において、表示部として山口東京

理科大学小林教授を中心に「やまぐちグリーン部材クラスター」の開発テーマとして取

り組んでいるフィールドシーケンシャル方式による液晶表示器を採用し、システムに組

み込んだ。また、この表示部の事業化にも取り組んでおり、平成 23 年 2～3 月に県庁

で開催した展示会に出展する等、この表示器の優位性をアピールしてきた。 

 企業からの問合せ、見積依頼もあり、今後事業が拡大されることが期待されている。 

 さらに平成 22 年度の研究・開発において宇部興機㈱、㈱ブンシジャパンのテーマに

ついては「やまぐちグリーン部材クラスター」の管理法人でもある（地独）山口県産業

技術センターが、企業との連携を密に取りながら技術支援を行い、事業化へ一役かって

いる。 

 平成 23 年度も本事業は実施される予定であり、（地独）山口県産業技術センターと

（財）やまぐち産業振興財団が連携・支援し、県内企業の方々に、新商品開発に取り組

んでいただき、「やまぐちグリーン部材クラスター」の成果が一役も二役も担って、大

きな事業が展開されていくことを願っている。 

 

“平成 22 年度省エネ・省資源型産業集積促進事業”実施企業 

 

企業名 テーマ 

宇部興機㈱（宇部市） 
（やまぐちグリーン部材クラスター正会員企業） 

太陽光発電式 LED 街灯、事業拡大のための反射基盤の拡充 

㈱ブンシジャパン（周南市） LED 光源付拡大鐘“バイルック” 

兼清電子㈱（下松市） 測定装置の制御システム開発（制御システム表示部） 

㈱YOODS（山口市） 省電力型リモートサービス、コンピューターの開発 

“平成 22 年度省エネ・省資源型産業集積促進事業”で試作品の開発支援 
㈶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 

宇部興機㈱ 

兼清電子㈱ 

㈱YOODS 

㈱ブンシジャパン 
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平成 23 年 4 月 27 日（水）に周南市文化会館で北海道大学名誉教授鈴木章先生によるノーベル化学賞

受賞記念講演会が開催され、東ソー㈱のご厚意で拝聴する機会をいただいた。 
鈴木先生の受賞の対象となった御研究は、ボロン酸とパラジウム触媒を利用したクロスカップリング

反応である。簡便な操作で非常にきれいに反応が進行するため、私自身も液晶分子など機能性物質の合

成によく利用している。研究当初はボロン酸が化学的に安定しており使いやすい反面、反応性に乏しい

のではないかと多くの研究者が考える中で、鈴木先生はパラジウムと塩基を組み合わせることでクロス

カップリングを完成された。講演では、なぜ塩基を添加することを考えついたのか等、研究の進め方に

ついて大変参考になった。 
 

 
 
 

5 月 15 日～20 日、ロサンゼルスコンベンション

センターで開催され、今年で 49 回目となる表記シ

ンポジウムに出席し、論文発表と座長を務めた。基

調講演は、「LED」について米国 Santa Barbara 大

学の中村修二教授と、有機光学デバイスを用いた

「Face to Face Communications」と題する小池康

博教授により行われ、歴史的に見ても多大な好評を

博した。 
シンポジウムでの発表はオーラル 280 件、ポスタ

ー226 件、計 506 件であった。 
講演に表れたキーワードで見ると、オーラルとポスターで液晶技術（LCT）が 78 件、OLED が 78 件、3D が 54 件、Oxide TFTs

が 32 件、LED バックライトが 17 件だった。3D において、LCD と OLED の割合は 7：3 程度、また LCD では Blue phase が 13
件、FSC-LCD が 10 件でそのうち CPT が Window というタイトルで発表され、PS-VLCD が 5 件と、全て注目を集めた。国別発

表件数の割合は、韓国が 26％、台湾が 18％、米国が 18％、日本が 16％であった。 
このように、やまぐちグリーン部材クラスターの研究において、大いに参考になった。 

 
 
 
宇部キューブサロンは、宇部市近郊の産学官連携に意欲的な有志が、気軽な雰囲気

で宇部市近郊の活性化について話し合う場で、隔月（奇数月）に市内の老舗ホテル「河

長」で開催されている。宇部市役所などの官公庁、山口大学などの学校機関、地場有

力企業が多数参加している。毎回、30 分程度の話題提供講演が行われた後、90 分程

度の懇親会で構成される。 
第 52 回キューブサロンでは（産）29 団体、（官）6 団体、（学）5 団体、計 74 名が

参加。「プロジェクトの事業化に向けた IT コーディネータとしての取り組み」と題し

て、㈱コア 中四国カンパニーの白石氏が講演。 
同氏は山口大学発ベンチャー企業、㈱医療福祉工学研究所（2004 年 4 月設立、代

表取締役：門田章《学校法人山口コア学園顧問》）の取締役も勤めている。 
医療福祉工学研究所は、IT 企業㈱コア（東証 1 部上場）の関連会社で、山口大学の

シーズをもとにした医療・福祉分野等の機器、システム、ソフトウェアなどの商品化・

販売を生業としている。同社は山口大学の教授 4 名などが役員を務めており、主要事業は「遠隔読影事業」と呼ばれ、山口大学放

射線科医局の医師により、病院から送られた CT や MRI 等の画像から異常の有無を見極め、診療に役立つ適切なレポートを作成

する事業である。 
既に 25 病院（うち、県内 22 病院）と契約、事業は順調で、事業所は宇部市メディカルクリエイティブセンター（MCC）に置

いている。 
白石氏は、その設立や運営支援を担当されたコーディネータで、苦労話を含め大学発ベンチャーの成功要件を、端的にご教示い

ただいた。 
 

≪講演会参加報告≫2010 年度ノーベル賞受賞者“鈴木章” 氏周南市講演会 
「ノーベル化学賞を受賞して」      専門研究員 岩田在博 5 

≪国際会議報告≫SID2011 ～フレキシブルシート型ディスプレーの胎動～ 
     科学技術コーディネータ 小林駿介 6 

≪会議報告≫第 52 回キューブ（C-UBE）サロン       事業総括 倉重光宏 
～山口大学発ベンチャー 株式会社医療福祉工学研究所の成功を支えたもの～ 7 

会場とセッションの風景 

㈱コア、白石英雄 IT コーディネータ 
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帝人㈱グループの歴史は、1918 年に日本初のレーヨン（絹に似せて作った再生繊維であり、昔は人絹やスフとも呼ばれていた

もの）メーカーとして誕生。現在は、帝人㈱を持ち株会社として、グリーンケミストリーと名付けたハイテク素材及びサービス事

業を展開している。グループ連結売上げ 1 兆円前後、営業利益率は 5％前後をあげる、グローバル企業。 
【主な素材事業】 
・繊維 
たとえばアラミド繊維と呼ばれ、防弾チョッキや消防服、ブレーキ

パッドなどの過酷な使用に耐える新素材や、炭素繊維（鉄の 10 倍

の強さをもちながら、重さが 1/4 以下、A380 などで採用）など 
・樹脂 
ＤＶＤ、ＢＤなどの光ディスク基板など 

【主なサービス事業】 
・医薬医療 
在宅医療を支える酸素濃縮装置など 

・流通リテイル 
イタリアのレディースブランド「ルチアーノソプラーニ」など 

・IT 
地域医療連携用画像データ共有システムなど 

山口県内には、周南（主にポリエステル製品）と岩国（主に R＆D）の二つの事業所を構える。今回、周南地域のイノベーショ

ン創出コミュニティ「周南新商品創造プラザ」を率いる池田常任副会長の紹介により、クラスターセンター有志が帝人徳山事業所

（所長平野繁）を訪問し交流した。 
 徳山事業所は 1968 年に開設され、主にポリエステル製品を生産してきた工場である。一時は飲み物容器として普及している PET
ボトルをボトル⇔ボトルのリサイクルで世界を先導し、経済産業大臣賞を受賞するなど大いに注目を浴びたが、使用済み PET ボ

トルの入手が困難になり、現在は、フレークの形で原料を調達している。 
 これを細い繊維に加工して、親水性などを持たせ、紙オムツやナプキンなどに欠かせない「合繊綿」を年産約 4 万 3 千トンの規

模で生産している。 
 PET ボトルの廃材を最先端の生活素材に再生するエコ・ファクトリーで、内外から数々の表彰を受け、山口県からも「エコ・フ

ァクトリー」の認定も受けている。先端グリーン部材の研究開発を目指す、やまぐちグリーン部材クラスターとエコ素材に向けた

ソーシャルイノベーションの思いを共有できた。 
 
 

 
㈱兼清電子（社長兼清則行氏）は 1968 年下松市で創業、電子応用装置製造や電

気工事を生業としている。現在は同市の東海岸通りに本拠を構え、アルミ製バイオ

リンで有名な打ち出し板金の㈱山下工業所のはす向かいに位置し、周南工業地帯を

支える元気な企業。 
近隣には新幹線車両などを製造する㈱日立製作所笠戸事業所、飲料缶用表面処理

鋼板の東洋鋼板㈱、総合化学の㈱トクヤマ、東ソー㈱など多くの大企業が林立して

いる。 
 5 月末クラスターセンター有志が同社を訪問、同社の制御装置技術を支えている

山城取締役に案内して頂いた。 
 兼清電子は、やまぐちグリーン部材クラスター傘下で、ナノ粒子液晶の研究開発

を進める山口東京理科大学の FSC（フィールドシーケンシャル）方式液晶表示装置

（デジタルサイネージなど）の開発試作を担っている。 
 また、同社は山口東京理科大学が開発した FSC 方式の液晶パネルを用いる「測定

装置の制御システムの開発」について山口県の平成 22 年度“省エネ・省資源型産

業集積促進事業”を活用し関連製品の開発も進めている。 

≪企業訪問報告≫帝人株式会社 徳山事業所         事業総括 倉重光宏 
～ポリエステルリサイクルの製綿エコファクトリー～ 8 

≪企業訪問報告≫株式会社兼清電子             事業総括 倉重光宏 
～液晶デジタルサイネージなど電子応用装置製造で活躍～ 9 

帝人㈱徳山事業所 
（右から 2 番目）平野徳山事業所長 

（左端）周南新商品創造プラザ 池田常任副会長 

兼清電子本社にて 
左から 2 番目は山城取締役 
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NHK は毎年 5 月末、放送技術研究所を一般に公開してきており、今回は第 65 回目にあたる。節電対策のため、公開時間を短縮

されたが、ほぼ例年並みの 1 万 5 千人が見学。 

 最大の呼び物は、世界発の「スーパーハイビジョン用 85 型液晶ディスプレー」、NHK とシャープ㈱が共同開発したもの。2020

年に予定している実験放送を視野に、家庭でも楽しめることを狙ったもので、「ねぶた」などの迫力にみちた実演デモは立体感に

あふれ、「ホー」と会場から感嘆の声があがっていた。関連で、スーパーハイビジョン用の小型カメラ（3200 万画素）、録画技術、

衛星伝送技術（現在の 12GHz 帯 BS の倍の 21GHz 帯を使う）など、年ごとに実用化に着実に近づく研究開発が進んでいる。 

 やまぐちグリーン部材クラスターの研究に関連するものでは、導入が進む LED スタジオ照明（消費電力が従来の 1/5）、有機 EL

技術（高分子型；パナソニック㈱と共同開発中）、有機 TFT フレキシブルディスプレー（基板は PEN；ポリエチレンナフタレート）、

PDP（プラズマディスプレー）の低消費電力化（MgO→CaMgO、消費電力が約 1/2）、次世代の超高密度記録技術（電子工学と磁

気工学を融合させた新分野「スピントロニクス」メモリ（MgO が再脚光）や近接場光（光をナノメートルオーダーの半径を持つ

微小球などに入れると微小球の周囲に発生する回折し

ない光、より細く絞り込める特徴をもつ）などが目に

ついた。 

放送はこれまでもハイビジョンを中心に、テレビと

いう金物と映像文化のシナジー効果で文化のみならず、

新たな産業を作り出してきた。今後は「スーパーハイ

ビジョン」を核にした新たな文化と産業の創出が次々

に生まれてくるものと期待される。 

 

 

 

 

特許庁では、我が国の研究開発の方向性を策定するための有用な情報を提供することを目的として、重点 8 分野（ライフサイエ

ンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー、材料/エネルギー、ものづくり技術（製造技術）、社会基盤、フロンティア）に関する

最新の特許出願状況を、定期的に調査して公表しています。このたび、平成 22 年度調査分の一つとしてパワーIC に関する特許出

願技術動向が公表されましたのでお知らせします。詳細は、下記 URL をご参照願います。 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/1402-027.htm 

 

 

 

■平成 23 年度第 2 回企画部会（平成 23 年 5 月 16 日）■ 

やまぐちグリーン部材クラスターにおける企画部会の位置づけについては、すでに何回も説明してきましたので、今月号では

平成 23 年度第 2 回企画部会での審議内容について端的に紹介します。 

今回の企画部会では、この事業の真価が問われる「永続的な地域発イノベーションの仕組み作り」や「広域化・国際化」の仕

組み作りなどの中長期課題や、目前の中間評価を乗り切るための準備などの短期課題を検討する 2 つのワーキンググループを立

ち上げました。 

そのほか、平成 22 年度決算報告などを諮る平成 23 年度第 1 回本部会議と、会員間の交流を図る平成 23 年度第 1 回全体推進

会議の日程（平成 23 年 7 月 15 日（金）、JR 新山口駅前山口グランドホテル）などを決めました。 

 
 

【こんな会議を開きました。】 
 12 

≪視察報告≫NHK 放送技術一般公開            事業総括 倉重光宏

～世界初の 85 型スーパーハイビジョン液晶ディスプレーなど 36 項目の新技術を公開～ 10 

【特許出願動向調査報告書】パワーIC ～特許庁～ 
                         知財コーディネータ 三宅雄二 
 

11 

世界初、 
85 型スーパーハイビジョン 

液晶ディスプレー 

第 65 回公開が行われた 
NHK 放送技術研究所 
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▼クラスター関係▼ 
5/11 【朝日新聞】（水口電装）植物工場参入福祉支える夢「下関のメーカー、LED で挑戦」 
▼関連記事▼ 
4/27 【環境新聞】（日本照明器具工業会）20 年には全面 SSL 化「LED 評価 標準化進む」 
5/11 【日経産業新聞】（リコー）オフィス向け LED 照明「既存器具活かし省電力」 
5/30 【化学工業日報】（タムラ製作所）高輝度 LED を開発「酸化ガリウム基板使用 通電、10 倍以上に」 
5/31 【日経産業新聞】（国際特許事業化アドバイザー）柔らかい照明、LED で自在 
6/1  【読売新聞】（山口大・山口県産業技術センター）山大に企業研究支援拠点「県産業技術センターと連携」 
6/1  【中国新聞】（山口大・山口県産業技術センター）産業振興で包括協定「山口大と県技術センター」 
6/1  【山口新聞】（山口大・山口県産業技術センター）包括的連携・協力の協定締結「山大と県産業技術センター」 
6/2  【日本経済新聞】技術開発、国が支援「電力の安定供給狙う」 
6/2  【日本経済新聞】（広島県）広島、官民ファンド始動「成長力ある企業に投資」民間から 60 億円、10 月めど 
 
 
 
6 月 5 日（日）・12 日（日）創業セミナー（萩商工会議所）【萩商工会議所】 
6 月 5 日（日）新規開業応援セミナー（柳井商工会議所）【柳井地域中小企業支援センター、柳井商工会議所】 
6 月 7 日（火）～10 日（金）電子線描画リソグラフィスクール（山口大学常盤キャンパス 先端研究棟） 

【山口大学 産学公連携・イノベーション推進機構】 
6 月 10 日（金） 新エネルギー利活用シンポジウム（山口県産業技術センター）【山口県商工労働部新産業振興課】 
6 月 16 日（木） IT・自動車関連セミナー（山口グランドホテル）【やまぐち産業振興財団】 
6 月 23 日（木）省エネ法及び温対法の説明会（広島 YMCA ホール）【中国四国地方環境事務所】 
7 月 1 日（金）シリーズ先端講演会（山口東京理科大学大会議室）【やまぐちグリーン部材クラスター】 
 
 
 

シリーズ先端講演会（第６回）「熱電変換技術の最近の展開とその応用」を下記のとおり開催します。 
今回の講演は、山口東京理科大学において、熱電変換技術を中心に講演していただきます。皆さんの多数の参加をお待ちしてい

ます。                 記 
１．日   時：平成 23 年 7 月 1 日（金）・13：20～16：50 
２．場   所：山口東京理科大学大会議室 

山口県山陽小野田市大学通り 1-1-1 TEL ：（0836）88－3500 
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 
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 片桐） 
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・6 月 23 日まで） 
 
 
 今年も早いもので半分が過ぎ、梅雨の時期に入りました。 

7 月 1 日（金）に、約半年ぶりのシリーズ先端講演会を開催します。充電期間が長かった分、内容も濃

く、今回は講師の先生を 4 名もお呼びして、熱電変換の技術について講演して頂きます。講演会終了後

には交流会（有料）も開催致しますので、皆様のご参加をお待ちしております。 

【新聞掲載情報】 
 13 

【行事予定】 
 14 

【クラスターセンターからのお知らせ】 
 15 

≪ 編 集 後 記 ≫       広報企画員 豊守亜希 
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無断複製・転載は、固くお断り申し上げます。 
 

第 12 号（平成 23 年 6 月 21 日発行） 
 

（ 企画著作 ）やまぐちグリーン部材クラスター 
（発   行）やまぐちグリーン部材クラスター本部 
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（ 編集委員 ）吉村弘之 
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