
   
 

氏  名 ： 清水則一 

      （しみずのりかず） 

生年月日 ： 昭和31年3月生 

     
専  門：土木工学、岩盤力学 
略  歴： 
 1979年 神戸大学工学部土木工学科卒 
 1981年 同大学院工学研究科土木工学専攻修了 
  同年  神戸大学 助手 
 1992年 山口大学 助教授（工学部社会建設工学科） 
 1995-96年 カナダGeomechanics Research Centre 
      客員研究員 
 2000年 山口大学 教授（工学部社会建設工学科） 
 
受  賞：  
 1988年 土木学会論文賞論文奨励賞受賞 
  
 

URL： http://shimizu.civil.yamaguchi-u.ac.jp 

 

  

  

  

 

 

地域共同研究開発センター≪CRC≫   第12 号 2003年5月1日 

本号のコンテンツ本号のコンテンツ  

◆センター長就任の挨拶 
 
◆ビジネスインキュベーション施設≪YUBIS≫ 
 
◆平成１５年度 客員教授 
 
◆特別講演会 「土木工学と地質学との融合」 

山口大学 産学公連携・創業支援機構 

≪お知らせ！≫ 
 センターのホームページ（トップページ）がリニューアルしました。 
 見る側に立ったホームページを心がけていきますので、今後とも宜しくお願い致します。 

 新センター長の挨拶センター長の挨拶  

平成15年4月1日から地域共同研究開発センター長に就

任いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本センターは、山口大学における産業界などに対する窓

口となり、共同研究の推進、技術相談、関連情報の発信な

どのリエゾン活動を進めております。平成１４年度には、

本学の産学公連携をより組織的かつ効果的に実現するた

めに、「産学公連携・創業支援機構」を発足させましたが、

平成１５年度からこの機構の本格活動を開始します。これ

は、地域共同研究開発センター、ベンチャービジネス・ラ

ボラトリー、ビジネス・インキュベーション施設（平成15

年4月開設）、および、TLO専門委員会を傘下におき、学長

（機構長）直轄のもと、地域産業の活性化と大学自身の活

性化・飛躍を目指すための機構です。この機構によって、

センターの活動もより強化されるものと考えています。 

 どうかこれまでにもまして、本センターにご支援とご

助言を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

地域共同研究開発センター長 清水則一 
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AnnouncementAnnouncementAnnouncement   お 知 ら せお 知 ら せ  

 

レンタル室（インキュベートルーム） １０室 
 ◎情報系  ４室（2階 47.7㎡、45.6㎡、36㎡×2） 
 ◎ものづくり系 ６室 
  （1階246.24㎡、2階89.6㎡、38.4㎡×2、44.8㎡×2） 
  ※学内者向け使用料 4,000円/㎡・年。 
   学生単独の場合は無料。   
  ※企業向け使用料  1,206円/㎡・月。 
  （国有財産の時価による使用許可に従って定められた額） 

情報系レンタル室 
204室 

ものづくり系レンタル工房
（103室北側） 

ものづくり系レンタル室
209室 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

ラウンジ 

玄関ホール 



◆応募方法 
  受付窓口 地域共同研究開発センター（ＣＲＣ）内    ＹＵＢＩＳ事務局 
       
  提出書類等 
   ①入居申込書 ②事業計画書   ※①、②はYUBIS指定の様式 
                  YUBISホームページからダウンロードしてください。 
   URL：http://www.crc.yamaguchi-u.ac.jp/yubis/index.html 
    ※教官及び学生は①及び②のみ 
    ③住民票の写しor法人登記簿謄本  ④直近の計算書or納税申込書の写し 
    ⑤その他参考資料（会社案内、商品等のパンフレットなど） 

◆お問い合わせ先                          
  地域共同研究開発センター内   ＹＵＢＩＳ事務局 
  TEL：  ０８３６－８５－９９７２ 
    FAX：  ０８３６－８５－９９５２ 
    E-Mail： yubis@crc.yamaguchi-u.ac.jp               
    URL： http://www.crc.yamaguchi-u.ac.jp/yubis/index.html 

お 知 ら せお 知 ら せ  AnnouncementAnnouncementAnnouncement   

◆入居対象者 入居選考委員会による選考（書面＆面接）があります。 
 ａ．入居後１年を目途に企業を起こそうとする教官または学生 
       ※学生の場合は責任ある教官等の指導者が必要です。 
       ※入居期間は原則１年  審査により１年の延長可能。 
 
 ｂ．既に創業した大学発ベンチャー企業あるいは企業グループであって、次の条件のいずれか 
   を満たすもの。 
     ※入居期間は原則３年  審査により１年の延長可能  最長５年 
  ⅰ．教官から継続的な技術指導を受けることが必要であり、山口大学の教育・研究活動の発 
    展に寄与できる企業であって、文部科学省からの通達にある「国有施設の時価による使 
    用許可を認める大学発ベンチャーの範囲について」に示された要件を満たしていること 
  ⅱ．教官と「民間等との共同研究」の契約を結び研究開発事業を行うことが必要な企業 
  ⅲ．教官と共同で国等が行う研究開発事業を行うことが必要な企業 

◆選考（書面＆面接）があります。 
 将来のビジネスでの成功の可能性を 
 第一主義的に重視します。 
 次の事項を中心に審査を行います。 
 ①事業の競争力 
 ②事業者自身の収益性 
 ③事業を行う代表者の資質等 
 ④事業の社会貢献・地域貢献 

◆入居期間 
 ①入居対象者のａ．に該当する場合は原則１年。 
  ※入居後１年以内に起業しない場合には、入居審査により、１年間の延長が可能。 
   通算２年間入居可能。 

   ※起業後は、「入居対象者のｂ」としての入居が可能。 

 ②入居対象者のｂ．に該当する場合は原則３年。 

  ※３年以降は１年毎の入居審査により、１年間の 
   延長が可能。 

   原則、入居後通算５年間入居可能。  



講 演 者： 中田 雅博 客員教授  
日本道路公団試験研究所 トンネル研究主幹 

 
 

日  時： 平成１５年６月１１日（水） １４：００～ 
場  所： Ｄ３２講義室 
 
 

【問合せ先】 
 山口大学工学部社会建設工学科 進士 正人 
  TEL：0836-85-9335 FAX：0836-85-9301 
  E-Mail：shinji@yamaguchi-u.ac.jp  URL：http://tunnel.civil.yamaguchi-u.ac.jp/ 
 山口大学地域共同研究開発センター 
  TEL：0836-85-9951 FAX：0836-85-9952 E-Mail：jim@po.crc.yamaguchi-u.ac.jp     

お 知 ら せお 知 ら せ  AnnouncementAnnouncementAnnouncement   

 連絡先：〒755-8611  宇部市常盤台２丁目16-1 
 発 行：地域共同研究開発センター      TEL：0836-85-9951 FAX：0836-85-9952 
 E-mail:jim@po.crc.yamaguchi-u.ac.jp    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.crc.yamaguchi-u.ac.jp 

【平成１５年度】（平成１５年４月～平成１６年３月） 
 

客員教授客員教授  
 センターでは山口大学と民間などとの共同研究の推進等を目的として民間機関等から客員教授
をお迎えし、最近の技術動向に関する「特別講演会」や「セミナー」等を開催致します。 
 15年度の客員教授は以下の方々です。 

氏  名（敬称略） 現     職 専 門 分 野 

 たかぎ よしてる 
 高木 義輝（工学士） 

 高木特許事務所 弁理士・技術士  特許 

 よこばやし ひろあき 
 横林 寛昉（工学博士） 

 （株）Y B I 社長  実践経営学，ベンチャー 
 ビジネス育成・支援 

 まつだ しんぺい 
 松田 臣平（工学博士） 

 科学技術振興事業団 
 戦略的創造研究推進事業 技術参事 

 ベンチャービジネス論 

 いのうえ ひろし 
 井上  浩 （経営学修士）  井上特許商標事務所 弁理士 

 知的財産権 
 ビジネス 

 たにもと としお 
 谷本 俊夫（工学博士） 

 （株）エイトコンサルタント 岡山支社長 
 建設工学（コンクリート 
 構造，基礎構造） 

 ひさなが きよし 
 久永 喜代志（理学博士） 

 （有）ジオテック 代表取締役社長  建設（斜面工学） 

 あめみや きよし 
 雨宮  清（学術博士） 

 （株）間組 技術･環境本部 
 原子力部長 

 建設（岩盤力学） 

 なかた まさひろ 
 中田 雅博（工学博士） 

 日本道路建設公団 
 試験研究所 トンネル研究主幹 

 建設（トンネル） 

 てしま しんいち 
 手嶋 真一（薬学博士） 

 東洋紡績（株） 
 バイオ事業部企画グループマネジャー 

 バイオテクノロジー 

特別講演会   土木工学と地質学との融合 

奮ってご参加ください。 

無 料 


