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山口大学地域共同研究開発センター  第6号 2001年9月14日 

新着情報 
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 
   ・Webベースでのデジタルコンテンツ配信の 
    試験運用 
  ・知的所有権セミナーの開催について 
  ・工業所有権セミナー報告 
  ・共同研究件数について 
 ・山口TLOミニニュース 

イベント情報 
  ・大学院講義・社会人特別研修講座  

 
 「中国地域研究開発交流会２００１in 山口」 
    併設開催：中国地域技術シーズ展示会、地域企業とくいわざ展示会 
  ９月２１日（金）10:30～12:00 （工学部D講義棟） 
   基調講演：「産官学連携の今・将来－相手を知る－」 
               山口大学副学長   村田 秀一 氏 
  ９月２１日（金）12:45～13:45 （工学部D講義棟） 
   特別講演：「産学連携の現状と課題」 
        文部科学省研究振興局 
           研究環境・産業連携課 課長 加藤 善一 氏 
  ９月２１日（金）17:00～18:00 (宇部全日空ホテル） 
   パネルディスカッション：「地域活性化とこれからの産学官連携」 
 
  ９月２２日（土）13:00～14:30 （工学部D講義棟） 
   ★特別企画★ 
    堀場雅夫氏講演会：「２１世紀の企業」 
         （株）堀場製作所会長  堀場 雅夫 氏 
 
   中国地域技術シーズ展示会は、次ページにて紹介しています。 



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

 大学が保有する技術シーズの情報提供、地元企業の技術紹介、企業による情報発信等を行う
イベント「中国地域研究開発交流会２００１ in 山口」の詳細が決まりました。本交流会で
は、有識者による講演やパネルディスカッションおよび産官学フォーラムなどが予定されてい
ます。また、中国地域技術シーズ展示会（ブース展示とプレゼンテーション）、地域企業とく
いわざ展示会も併せて開催致します。 

「中国地域研究開発交流会2001 in 山口」 
  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 

センター利用者へ 

出  展  先 出    展    内    容 

1   鳥取大学 産学連携による研究成果・シーズ技術の紹介 

2   島根大学 産学連携による研究成果・ｼｰｽﾞの紹介、地域共同研究ｾﾝﾀｰの紹介 

3   岡山大学 岡山大学における特許例 

4   広島大学 天空光を考慮した景観ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、永久磁石ﾓｰﾀｰの最適化設計手法 

5   山口大学 研究成果、シーズ技術等の紹介、工学部・理工学研究科の紹介 
応用医工学研究科の紹介、地域共同研究開発センターの紹介 

6   (有）山口ﾃｨｰ・ｴﾙ・ｵｰ 山口ティー・エル・オーの紹介、出願済特許情報、試作品展示 

7   (財)中国技術振興ｾﾝﾀｰ 中国技術振興センター及び産官学連携共同研究成果の紹介 
ITなんでも相談コーナー 

8   中小企業総合事業団 中小企業総合事業団及び中小企業ベンチャー総合支援ｾﾝﾀｰの紹介 

9   山口県知的所有権ｾﾝﾀｰ 山口県知的所有権センターの紹介、特許流通アドバイザー等 

10 (協)菊水フォージング マグネシウム合金鋳造品の用途開発 

11  (株)日本ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ システムLSIによるナノメートル実時間画像計測技術の研究開発 

12  日立金属(株) 熱プラズマ液滴精錬技術とその応用製品 

13  山陰建設工業(株) バイオキトサンG-1（植物活性化剤） 

14 (株)化繊ノズル製作所 微細孔・スリット加工、微細加工、微細構造のシーズ提案 

15 ナカシマプロペラ(株) 人工関節 

16 西川ゴム工業(株) 生分解性高分子による環境修復 

17 日本ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ(株) センサー技術の応用 

18 ヤスハラケミカル(株) リモネンによる発泡ポリスチレンのリサイクル 

19  ｼﾞｰ・ﾋﾟｰ・ﾀﾞｲｷｮｳ(株) 自動車用プラスチック部品 

20 (株)アルモウルド 精密機械部品の加工 

21 (株)岸田ｽﾃﾝﾚｽ工業所 手押し車椅子連結装置の開発 

22 酒井酒造(株) 桜から分離した酵母を使用した清酒の開発 

23 (株)ﾖｼﾐｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ センサー式信号機スムース君 

「中国地域技術シーズ展示会」の出展ブース （ 会 場：工学部体育館 ） 

 上記以外にも工学部体育館にて、宇部地域の企業が３１の展示ブース、山口大学も９ブース
を出展します。本イベント全体の詳細な内容は、センターホームページにてご覧下さい。      
   

ホームページ：http://www.crc.yamaguchi-u.ac.jp 



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

山口TLOミニニュース 

◆特許登録アドバーザーが４名増員されました。 
  特許流通アドバイザー２名（松本、熊原氏）、特許登録アドバーザー１名（山科氏）に 
 加えて、特許登録アドバイザーとして新たに４名の方が赴任されました。今期の（有）山 
 口TLOの特許アドバーザーは次のようです。 
  特許流通アドバーザー：松本孝三、熊原尋美 
  特許登録アドバイザー：山科尚生、漆戸克勝美、鈴木太郎、吉田康史、吉田 勉 
◆山口TLOの現状（９月１日現在） 
   出願特許件数 ５７件（内著作権３件） 技術移転件数 １６件（内著作権１件） 

共同研究件数は全国で８位になりました。 

山口大学の共同研究件数は、平成１１年度は７７件で全国国立大学では、１０位でした。１
２年度は、１０５件とついに３桁に達し、ランクは８位になりました。これもひとえに皆様方
のご尽力のおかげです。本年度も昨年以上にご協力の程よろしくお願い致します。 

工業所有権セミナーを２会場で開催しました。 

 平成１３年度工業所有権セミナーを宇部常盤台キャンパスと山口吉田キャンパスの２会場
で開催しました。常盤台キャンパスは９月６日（木）、７日（金）の２日間コース、吉田
キャンパスは１０日（月）の１日コースで、講師に（社）発明協会広島県支部の坂本重道
氏、吉岡洋治氏をお迎えして実施しました。講義のほか、「明細書作成」におけるケースス
タディ、「特許請求の範囲」におけるグループワークと発表、IPDL（特許電子図書館）によ
る特許検索実習などがあり、活発な質疑応答・意見交換がなされ充実したセミナーでした。
社会人の方も含めて、両キャンパスで７０余名の参加者がありました。 

知的所有権セミナーの開催について（予告） 

 文部科学省主催の平成１３年度知的所有権セミナーの開催日が、１２月５日（水）に決定
いたしました。本セミナーは、衛星放送システム（SCS）を使用して、全国の大学等に配信す
る予定です。セミナーの詳細については、決まり次第メールマガジンやセンターホームペー
ジ等にてご案内致します。 

Webベースでのデジタルコンテンツ配信の試験
運用を開始します！ 

 「中国地域研究開発
交流会2001 in 山口」

にて、ベンチャー関連講
義等のデジタルコンテンツのWebベース
配信の試験運用を開始します。講演会場
（工学部D講義棟）や展示会場（工学部
体育館、地域共同研究開発センターブー
ス）等にてご覧になれます。多くの方の
ご来場をお待ちしております。 

特 報 



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

 
 

■ 「ベンチャービジネス特論」 
 講 師 山口大学地域共同研究開発センタ－寄附研究部門「産業創造」教授 
                             向山尚志（むこうやま たかし）氏 
      山口大学客員教授 
      （株）YBI社長                横林寛昉（よこばやしひろあき）氏 

 つばさﾊﾝｽﾞｵﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ（株）ﾁｰﾌﾃｸﾆｶﾙｵﾌｨｰｻｰ 
                                松田臣平（まつだ しんぺい）  氏 

  場 所 山口大学工学部 E 棟（旧西講義） E21 教室（SCS 教室） 

 SCS（スペースコラボレーションシステム）を利用して、山口吉田キャンパスや島根
大学、奈良先端科学技術大学院大学、長岡技術科学大学、小樽商科大学にも配信致しま
す。また、講義の中で、特別講演会も企画されていますので、奮ってご参加下さい。 

大学院講義・社会人特別研修講座 

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 

 

月/日（曜日） 開始 
時間 

講師 講 義 内 容 

10／18（木） 10:20 向山 ｢ベンチャー企業概論｣ 

10／25（木） 10:20 向山 ｢21世紀の日本経済･産業の展望｣ 

11／ 1（木） 12:50 横林 ｢新規事業と新製品開発｣ 

11／ 1（木） 14:30 横林 ｢企業成長のM&A｣ 

11／ 2（金） 10:20 横林 ｢ビジネスプランと資本政策の作り方｣ 

11／ 2（金） 12:50 横林 《特別講演会》「増益経営(ｷｬｯｼｭﾌﾛｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)」 

11／ 8（木） 10:20 向山 ｢ベンチャーキャピタルの役割｣ 

11／14（水） 12:50 松田 ｢ハイテク企業の研究開発戦略｣ 

11／14（水） 14:30 松田 ｢ベンチャーと文化･風土(ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰとｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞｺﾈｸｼｮﾝ)｣ 

11／15（木）  8:40 松田 ｢発明･発見の方法論･･･創造的発想法の開発｣ 

11／15（木） 10:20 松田 ｢知的財産権の獲得と特許戦略｣ 

11／22（木） 10:20 向山 ｢事業展開のパラダイムとビジネスモデル｣ 

11／29（木） 10:20 向山 ｢ベンチャー企業のコーポレートガバナンス｣ 

12／ 6（木） 10:20 向山 ｢ベンチャー企業の課題とﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ｣ 

12／13（木） 10:20 向山 まとめ、レポートなど 

（注１）１コマは９０分です。 社会人の方は無料で受講できます。 

主催：山口大学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 




