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山口大学地域共同研究開発センター  第5号 2001年7月1日 

新着情報 
  ・ホームページの改訂 
  ・メールマガジンを発行 

センターからのお知らせ 
  ・センターの主な行事予定 
  ・中国地域研究開発交流会2001 in 山口 
  ・共同研究件数全国８位 
  ・山口TLOミニニュース 

イベント情報 
  ・講 演 会    
  １）セラミックス材料部会講演会 
  ２）生産・情報部会講演会 
  ３）特別講演会「ニッチで活きる金属材料」  

 
１．７月初旬にセンターホームページを大幅に改訂します。 

   デザインも一新し、より見易く内容も充実したも  
  のになります。今後も多くの皆様にご利用して頂け 
  るよう適宜改定して参りますので、どうか宜しくお 
  願い致します。 
   なお、ホームページに関するご感想、ご意見等お 
  おいに歓迎致します。下記までご連絡ください。 
  お待ちしております。 

     E-mail: jim@po.crc.yamaguchi-u.ac.jp 

２. メルマガを発行 

   山口大学地域共同研究開発センターは、メールマガジン（YUCRCmag）をこの５ 
  月から開始いたしました。「YUCRC主催あるいは共催の各種イベント案内」、「産学 
  連携に係る補助金情報」、「産学連携一口メモ」、「最新技術紹介」などの記事 
  を、毎月１回（各月の第３週週末）に、山口大学関係者の他、登録された皆様にお届 
  けします。また、読者からの投稿記事も掲載したいと考えています。今後とも、  
  YUCRCmagをよろしくお願いします。 
  メールマガジンの登録は、センターホームページよりできます。  

       URL: http://www.crc.yamaguchi-u.ac.jp/ 



センターからのお知らせセンターからのお知らせ  AnnouncementAnnouncementAnnouncement   

センターの主な行事予定（7月～１２月） 

 月  日 行               事 

 ７月  １日 
     ６日 
    １１日 
    １３日 
    １６日 
 １８～１９日 
    ２１日 

センターニュースレター第5号発行 
セラミックス材料部会講演会「しなやかなセラミックス」 
建設部会見学会「愛宕山地域（岩国市）開発事業見学」 
特別講演会「ニッチで生きる金属材料」（内田憲正客員教授） 
生産・情報部会講演会「技術者のための材料力学とその応用」 
ハイテクシンポジウム「超高温材料国際シンポジウムⅩⅤ」 
メールマガジン第3号発行 

 ８月 ２０日 
     下旬 
 ３０～３１日 
 
    ３１日 

メールマガジン第4号発行 
建設部会講演会 
高度技術研修 
 「周波数解析を利用した知能化計測の考え方及び実際問題への応用」 
環境部会講演会「有機廃棄物のリサイクルと脱臭処理の現状」 

 ９月  上旬 
 
     ７日 
    ２０日 
    ２１日 
 ２１～２２日 
     
    ２７日 

工業所有権セミナー（宇部、山口2会場で開催） 
             主催：中国経済産業省特許室  
ハイテクシンポジウム「シンポジウム応用医工学Ⅰ」 
メールマガジン第5号発行 
特別講演会「ゲノム解析のトピックス」（丹波眞一郎客員教授） 
中国地域研究開発交流会2001 in  山口 
            （「とくいわざ展示会」併設開催） 
日本機械学会中国四国支部38回講演会「現場技術者のための最新計測技術」 
 （主催：日本機械学会 共催：山口大学地域共同研究開発センター 他） 

１０月    １日 
              １８日 
 
 
    １９日 

センターニュースレター第6号発行 
大学院講義及び社会人特別研修講座「ベンチャービジネス特論」開講 
（講師：向山尚志「産業創造」教授、松田臣平客員教授、 
    横林寛昉客員教授） 全１５回 
メールマガジン第6号発行 

１１月  ２日 
     ２日 
    １６日 
    １７日 
    ２２日 
     下旬 

先端技術セミナー（内田憲正客員教授） 
特別講演会「増益経営（ｷｬｯｼｭﾌﾛｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）」（横林寛昉客員教授） 
環境部会講演会「膜濾過技術を利用した高度浄水処理の現状」 
メールマガジン第7号発行 
ハイテクシンポジウム「抵抗減少制御シンポジウム」 
建設部会講演会 

１２月  初旬 
    １１日 
    １４日 
    １５日 

知的所有権セミナー（主催：文部科学省） 
先端技術セミナー」（丹波眞一郎客員教授） 
特別講演会「米国バイオベンチャーの動向」（丹波眞一郎客員教授） 
メールマガジン第8号発行 

センター利用者へ 

防災と緊急連絡について 
 センターでは、防災体制強化のために、法令で定められた消火器の他に、全ての実

験室に消火器を設置しました。緊急時の連絡体制も各実験室に表示しています。 



AnnouncementAnnouncementAnnouncement   センターからのお知らせセンターからのお知らせ  

中国地域研究開発交流会2001 in 山口 
 中国地域における大学と研究開発型中小企業等との共同研究の機会を創出するため、
大学が保有するシーズの情報提供、研究成果物の展示、中小企業等による情報発信、技
術成果物の展示、有識者によるパネルディスカッション等を行うイベント「中国地域研
究開発交流会2001 in 山口」の開催日が決定致しましたのでお知らせ致します。 
 本交流会では、特別講演、中国５県の大学及び企業の技術シーズ紹介（ブース展示と
プレゼンテーション）や研究協力会研究部会による講演会等を予定しています。また、
宇部地域企業の製品や技術成果を展示する「とくいわざ展示会」を併設開催致します。 

開催日 ：平成１３年９月２１日（金）、２２日（土） 

場 所 ：山口大学工学部D講義棟、工学部体育館、宇部全日空ホテル 

なお、詳細については、決まり次第センターホームページ等でご案内致します。 

共同研究件数全国で８位に 

全国国立大学の共同研究件数（平成１２年度） 

大  学  名 件  数 大  学  名 件  数 

１．東京大学 ２２８ ９．東京農工大学 １０１ 

２．大阪大学 １６２ 10．九州大学 １００ 

３．名古屋大学 １５９ 11．岩手大学 ９２ 

４．東北大学 １４０ 12．静岡大学  ８３ 

５．京都大学 １３７ 13．神戸大学 ８０ 

６．北海道大学 １１７ 14．金沢大学  ７８ 

７．東京工業大学 １１５ 15．三重、千葉、 
  徳島大学  

７４  

８．山口大学 １０５ 

山口TLOミニニュース 
◆三分一政男氏（山口大学名誉教授、元山口大学学長）が新たに取締役に 
  2001年6月18日の社員総会で三分一政男氏が新たに取締役に選任されました。  
 今期の（有）山口TLOの役員は次のようです。 
  代表取締役：梶返昭二  取締役：松浦 滿、三木俊克、藤原貞雄、三分一政男 
    監査役：勝原一明 
◆山口TLOの会員制度が変更になりました。 
  今まで１社５万円／年の会費が、一口５万円／年となりました。大企業等には複数口  
 の加入を働きかけて、より多くの特許出願の要望に応えられるように財政基盤を固める 
 ためです。また、賛助会員制度１口５万円／年も新たに設けました。 
◆山口TLOの現状（５月１６日現在） 
   出願特許件数  ４３件   技術移転件数   ７件 



イベント情報イベント情報  Event InformationEvent InformationEvent Information   

 
 
 
■ セラミックス材料部会講演会 
   
 テーマ：「しなやかなセラミックス」 
  日時 ：平成１３年７月６日（金）９：００～１２：００ 
  場所 ：山口大学地域共同研究開発センター情報セミナー室 
  講演内容： 
  １)「Skeleton of Sponges」 
     Prof. Dr. Floyd Sandford, Coe College , Iowa, USA            
  ２)「マイカセラミックスの合成と性質」 
            北島圀夫、工学博士、信州大学 工学部 教授 
  主催  ：山口大学地域共同研究開発センター 
  共催  ：山口県ＲＳＰ事業無機材料部会、ＭＲＳ－Ｊ山口大学支部 
     （有）山口ティー・エル・オー 
 

■ 生産・情報部会講演会  
  
 テーマ：「技術者のための材料力学とその応用」 
  日時 ：平成７月１６日（月）１３：００～１５：３０ 
  場所 ：山口大学地域共同研究開発センタ－ 情報セミナー室 
  講演内容： 
   1） 材料力学に関する研究の40年 
               九州産業大学 西谷 弘信 教授 
   2） 熱応力で材料を加工する 
            ～熱応力割断と複雑破壊系のアナリシス～ 
               長崎大学  才本 明秀 助教授 
   3） 生成法による構造物の形状最適設計 
               東京理科大学 陳 玳こう 教授 
  主催 ：山口大学地域共同研究開発センター、ＲＳＰ事業生産・情報部会 
     （有）山口ティー・エル・オー 
 

■特別講演会「ニッチで活きる金属材料 －新製品開発の実際－」 
    
  講師 ：内田 憲正 日立金属㈱ 冶金研究所 所長 
  日時 ：平成７月１３日（金）１５：００～１６：３０ 
  場所 ：地域共同研究開発センタ－ 情報セミナー室 
  主催 ：山口大学地域共同研究開発センター 
  協賛 ：（財）やまぐち産業振興財団 

    上記講演会はいずれも参加は無料です。 

講 演 会 

連絡先：〒755-8611  宇部市常盤台２丁目１６－１ 
発 行：山口大学地域共同研究開発センター 
電 話：0836-85-9951 FAX：0836-85-9952 
E-mail:jim@po.crc.yamaguchi-u.ac.jp 
 ホームページ：http://www.crc.yamaguchi-u.ac.jp 

 


