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 センター専任教官 上西研助教授が工学部機械工学

科へ戻られ、後任として電気電子工学科より崎山智司

助教授が新たに着任されました。 

 また、事務補助として鈴川ふゆ子さんに来ていただ

くことになりましたので、ご紹介致します。 

 

氏  名：崎山智司（さきやまさとし） 

生年月日：1958年9月17日 

趣  味：スキー、読書（ＳＦ小説） 
専門分野：プラズマ理工学。特に

アーク放電のような熱プラズマを

使った新素材開発。 

 センターに参りましてまだ３ヶ月あまりですが、

色々な機会を通して、産学公連携の重要性を認識させ

て頂きました。微力ではございますが、今後の地域産

業と山口大学の発展のためにお手伝いをさせて頂き

たいと思っておりますので、よろしくご指導のほどお

願い申し上げます。 (TEL:0836-85-9953) 
 

氏 名：鈴川ふゆ子（すずかわふゆこ） 
生年月日：1981年12月28日 

特 技：ワープロ 

趣 味：音楽鑑賞、テニス 

 

 

研究協力会総会・講演会のお知らせ研究協力会総会・講演会のお知らせ  
 

 平成14年度研究協力会総会の日程が決定致

しました。総会に引き続き講演会も予定して

おりますので、奮ってご参加下さい。 

 

平成14年7月18日 14:00～15:45 
 
常盤工業会館 2F会議室 
(宇部市東梶返1-10-8）TEL:0836-32-7599 

 

【ぷろぐらむ】 
 14:00～14:30 総 会 

 14:30～14:45 休 憩 

 14:45～15:45 特別講演会 

 

持続可能な発展のためのセメント産業と 

 その自主対策 
－WBCSDセメント産業部会報告－ 

 

 講師：和泉 良人 氏 

    太平洋セメント（株）海外事業部部長 

ところ 

と き 

特別講演会 

◆新着情報 

◆新センタースタッフの紹介 

◆13年度共同研究の実績 

◆産学公ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室 

◆山口サテライトの設置 

◆イベント情報 
   ●山口県産学官ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ推進大会 

  ●高度技術研修 

    ●特別講演会「九州、アジアの 

   夜間景観照明／ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｽｹｰﾌﾟ論」 

 

TLOミニニュース 

 去る６月１４日に、（有）山口

ティー・エル・オーの社員総会が

開催され、梶返昭二氏にかわり、

新たに三分一政男氏（元山口大学

学長）が代表取締役に就任されま

した。 

 新 セ ン タ ー ス タ ッ フ の 紹 介 

TEL:0836-85-9951 



AnnouncementAnnouncementAnnouncement   お 知 ら せお 知 ら せ  

大  学  名 件 数 
 １．東京大学 ３０２ 

 ２．大阪大学 ２０４ 

 ３．東北大学 １８７ 

 ４．名古屋大学 １６９ 

 ５．京都大学 １６７ 

 ６．東京工業大学 １４９ 

 ７．九州大学 １３２ 

 ８．北海道大学 １２６ 

   東京農工大学 １２６ 

10．山口大学 １２２ 

 11．金沢大学 １０８ 

 12．岩手大学 １０５ 

 13．京都工芸繊維大学 ９９ 

 14. 神戸大学 ９５ 

 14. 徳島大学 ９５ 

 15. 静岡大学 ９３ 
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受託研究 共同研究 

「共同研究」と「受託研究」の件数推移 共同研究の県内外内訳（13年度） 

 平成１３年度の共同研究は、前年度

の１０５件をうわまわり、１２２件

（継続を含む）となりました。山口大

学は、全国で１０位にランクされまし

た。これも皆様のご尽力のおかげで

す。本年度も、ご支援・ご協力のほど

よろしくお願い致します。 

 １３年度共同研究の実績 



AnnouncementAnnouncementAnnouncement   お 知 ら せお 知 ら せ  

 産学公連携 の新たな活 動 拠点「山口サテライト」 

 産学公連携活動をより活発に推進するために、本学吉田キャンパスに地域共同研究

開発センター分室「山口サテライト」が、事務局１号館１階に設置されました。山口

キャンパスからも副センター長として、経済学部経営学科 米谷雅之教授が就任され

ています。 

            TEL：083-933-5953   Fax： 083-933-5954    

 産学公連携ミーティング室をご活用ください。 

 この度､地域共同研究開発センターでは、２階の「旧センター長室」を「産学公連携

ミーティング室」とし、大学教官と企業関係者とのミーティング等に利用して頂くこ

とと致しました。 

 デイタイム（17 時まで）は、センター､ＴＬＯ、研究協力課などを訪れる来訪者の応

接室及び産学公連携に関する会議などに使用致しますが､アフターファイブ（17 時以

降）は先生方と企業との打ち合わせ､ミニ研究会などに使用できます。有効にご利用く

ださい。なお、17 時以降の使用をご希望する場合は、あらかじめセンター事務室に電

話あるいはメールにて予約手続きをお願い致します。 

 

TEL：0836-85-9951    E-mail:jim@po.crc.yamaguchi-u.ac.jp  

日 時 ：平成１４年８月２３日（金） １３：００～１６：４０ 

場 所 ：山口県産業技術センター（宇部市あすとぴあ４丁目１番） 

                TEL：0836-53-5050  FAX：0836-53-5070 

            E-mail：pmo@iti.pref.yamaguchi.jp 

 

 大学・高専の技術シーズと企業ニーズの交流促進や技術移転の機運醸成を図り、中小企

業の新事業展開や新産業の創出を加速させることを目的として開催されます。 

本大会は、産業技術センターの１００周年記念行事（２３日、２４日）との共催で行われ

ます。 

【内 容】 

 13:00～13:20 山口県産学官コラボレーション推進大会開会の挨拶 

 13:20～13:30 山口県の産学官連携の現状について（説明） 

 13:30～15:00 基調講演（演題未定） 

 15:10～16:30 パネルディスカッション 

         「産学官連携、技術移転による新事業展開・新産業創出」（仮題） 

 16:30～16:40 閉会の挨拶 

 

 なお、10:00から17:00の間は、産業技術センターの所内一般公開、産学官共同研究成

果展示（パネルセッション）、技術相談会が予定されています。 

 山口県産学官コラボレーション推進大会（予告） 



イ ベ ン ト 情 報イ ベ ン ト 情 報  Event informationEvent informationEvent information   

 ★ 平成１４年度 高度技術研修 

日 時 ：平成１４年８月２９日（木）、３０日（金） 

会 場 ：８月２９日：山口大学地域共同研究開発センタ－ 

       ３０日：宇部近郊の現場および知能情報ｼｽﾃﾑ工学科システム設計工学研究室 

対 象 ：民間企業等外部機関の技術者および研究者 

参加費 ：12,000円      募集人員：15名（定員になり次第締め切らせて頂きます。） 

テ－マ ：『情報処理技術を用いたコンクリ－ト構造物診断の考え方と実務への適用』 

     （コンクリ－ト橋調査実習ならびに構造物維持管理支援システム実習） 
 
※30日は、現場での調査実習を行いますので、作業着、ヘルメット、長靴等をご持参ください。 

８月２９日（木） ８月３０日（金）  

10:00～12:00 
コンクリ－ト

構造物診断の

基礎（講義） 

宮本文穂 9:00～13:00 
劣化したコン

クリ－ト橋の

調査（実習） 

白倉篤志 

宮本文穂 

中村秀明 

12:00～13:00 昼休み  13:00～14:00 

13:00～15:00 

コンクリ－ト

構造物維持管

理支援システ

ム（講義） 

中村秀明 

14:00～16:00 

コンクリ－ト

構造物維持管

理支援システ

ムを用いた構

造物の診断 

（実習） 

宮本文穂  
中村秀明 

15:00～17:00 
コンクリ－ト

構造物調査の

実際（講義） 

白倉篤志 

昼休み  

 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   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 

◆ 特別講演会「九州、アジアの夜間景観照明/ライティングスケープ論」 

 講 師 山口大学客員教授 松下美紀（㈱松下美紀照明設計事務所 代表取締役） 

 日 時：平成１４年７月２６日（金） １３：３０～１５：００ 

 場 所：地域共同研究開発センター ２Ｆ情報セミナー室 

          （宇部市常盤台２丁目１６－１） 

 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 

 連絡先：山口大学地域共同研究開発センター事務局 

  TEL: 0836-85-9951  FAX: 0836-85-9952  E-mail: jim@po.crc.yamaguchi-u.ac.jp 

 あるいは 田口常正（山口大学工学部電気電子工学科 教授） 

  TEL/FAX: 0836-85-9405 E-mail: taguchi@yamaguchi-u.ac.jp 参加費無料 

お問合せ：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   




