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　平成３０年２月１９日　昨年春に完成したば
かりの常翔学園大阪工業大学梅田キャンパスに
おいて講演会並びに梅田キャンパス内の見学会
を行いました。

　講演に先立ち、副学長の小寺正敏先生に、大
阪工業大学における文部科学省採択事業の取り
組み事業として、学生に対し「実践的な専門職
業人の育成」と言う建学の精神を追求した独自
の取り組み、産学連携においては、「地域産業
支援プラットフォーム」の構築による「モノづ

くり大阪の発展に寄与」する為に、大阪産業技術
総合研究所と大阪商工会議所との連携による、技
術とビジネスのイノベーション拠点の構築の説明
を頂き引き続き講演会に入りました。
　講演会では、ロボテックス＆デザイン工学部シ
ステムデザイン工学科学科長の松井健二教授に、
「AI+IoTの技術動向および産官学連携によるイノ
ベーション創出の取組み」と題しお話を頂いた。

　上記を踏まえ、
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ＡＩ ＋ ＩｏＴ講演会及び見学会
in 大阪工業大学梅田キャンパス

ＡＩ＋ＩｏＴに関する社会・技術トレンドより。
ＩｏＴによる、第４次産業革命（ものづくり革命）
ＡＩの深層学習によるＢＩＧＤＡＴＡによる開発
トレンド

ＡＩ ＋ ＩｏＴ講演会及び見学会
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　大阪工業大学梅田キャンパスで
は、ＡＩを駆使したロボット及び使
用状況に合わせた環境デザインで、
時代と地域が求めるエンジニアの育
成。そして、産学連携のプロジェク
ト事例として「ＲＤクラブ」のご説
明を頂きました。

　講演後、真新しい梅田キャンパス
内の研究室、ＲＤクラブ及び産学連
携のプロジェクト拠点である「ロボ
ティクス・デザインセンター」の
見学、約600名弱収容可能な常翔ホ
ール等の見学会を行いました。
高層キャンパスから梅田の絶景を見

ながらの施設見学会はすばらしかった
です。

　懇親会は、大学内とは思えないワイ
ンボトルが並ぶ豪華な梅田キャンパス
最上階にあるレストラン於いて、副学
長の小寺先生、ご講演頂いた松井先生
にもご参加いただき和やかな雰囲気で
行われました。

　大阪工業大学小寺副学長、松井先生
はじめ多くのスタッフの方々には、大
変お世話になりました。紙面をお借り
してお礼申し上げます。

松浦（記）
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　平成30年2月23日　グランキューブ大阪（大
阪国際会議場）にて、一般社団法人日本防衛
装備工業会事務局長、新村暢宏様に「防衛産
業の現状と課題」と題して、ご講演をいただ
きました。
　一般社団法人日本防衛装備工業会の監督官庁
は、経済産業省と防衛省。三菱重工株式会社を
始めとする正会員137社（平成29年10月1日現
在）の組織。
　正会員各企業の防衛装備品の売り上げは、各
企業の売上全体の数％～10％程度で日本国内
には防衛装備品に特化した企業は存在していま
せん。
　日本の防衛予算は、平成24年迄減り続
け、平成30年の予算は、平成9年度予算と
同額に戻ったが、低空飛行を続けている。
　因みに、防衛産業の規模は、約 1.8 兆円で、
航空機産業（約1.3兆円）、造船（約1.6兆円）
家庭用電気機器（約 1.8 兆円）と同程度で、
（自動車約 52 兆円、電子工業約 12 兆円）車
両や艦船、航空機から、弾薬、被服、燃料とい
った多種多様な産業分野にわたりますが、
国内に限定された市場である為に少量多品

生産と、量産効果が見込めない市場となってい
ます。
　日本の武器輸出は、武器輸出三原則を直接規
定した法律はなく、外国為替法及び外国貿易
法に基づいて規制されており、防衛産業の規
模の拡大はまだまだハードルが高そうです。

　防衛省・自衛隊の調達は、防衛装備庁が中央
調達、各自衛隊が地方調達を行っています。
中央調達は、車両や艦船、航空機から、弾薬、
被服、燃料等の調達を行い。地方調達は、食料
品を始めとする普段の訓練に密接する用品等の

調達を行っています。
各省庁における物品の製造・販売等に係る一般
競争（指名競争）の入札資格を取得すれば、入
札参加が可能となりますので、ＯＲＤ会員企業
にも積極的に参加して頂ければと思います。

　今後期待できるマーケットの一つであり、講
演会に続く懇親会においても、盛り上がった事
は言うまでもありません。

松浦（記）

「防衛産業の現状と課題」「防衛産業の現状と課題」
ＯＲＤ 講 演 会
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久しぶりの安達会長

調達を行っています。
各省庁における物品の製造・販売等に係る一般
競争（指名競争）の入札資格を取得すれば、入
札参加が可能となりますので、ＯＲＤ会員企業
にも積極的に参加して頂ければと思います。

　今後期待できるマーケットの一つであり、講
演会に続く懇親会においても、盛り上がった事
は言うまでもありません。

松浦（記）

●日　時：2017年12月14日（木）　

●行事次第
　①開会挨拶「今年を振り返って」藤川製品開発委員会、委員長、17時～17時20分
　②セミナー「働き方改革と生産性」講師：久富 克純様、中小企業診断士、兼、(株)イトーキ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　③忘年会 　　　　　　　　　　　　　

●場　所：ホテル一栄／大阪市浪速区難波中1-6-8
●時　間：17時～20時

平成29年第5回製品開発委員会例会レポート
セミナー及び2017年度忘年会

　年末は一年を締め括る時節です。例年は忘年会
を主行事として、ゆっくり一年を振り返ります。しかし
真面目な製品開発委員会は、年の瀬にもかかわらず
外部から講師を招き、年を忘れて研修に励みました。
　製品開発委員会は藤川委員長の献身によって、何
の憂いもなくこれまで運営されてきましたが、
10月18日に開催された前回の第4回例会において、

藤川委員長から社業が多忙なため、これ以上委員長
を続けられなくなったと突然申入れがありました。
おまけに第4回例会当日は、上海からテクノロールにお
客が来るので、藤川委員長は急に例会を欠席すると
の連絡が入り、製品開発委員会はうろたえました。第4
回例会にはテクノロールから内木場取締役が出席し
ておられ、この件について色々説明を頂いたが、人事
の問題でもあり核心の状況はつかめないので、委員長
問題は第5回例会に持ち越す事になりました。そう言
えば今年は国内でも噴火の多い騒がしい年でした。
製品開発委員会でもいつ噴火が起こるか、気が休まり
ません。

１．セミナー
　話は変わって、大阪府大は企業人を集め、学内に
おいて研修会を幾つも主宰しています。藤川委員長
は社業が極めて多忙に関わらず、そのセミナーに参

加して研修に励んでおり、その会で知り合った中小
企業診断士の資格をお持ちの（株）イトーキの久富
業務営業課々長と懇意になり、第5回例会に講師と
してお招きして、セミナーを開きまました。     講演の
タイトルは「『働き方改革』と生産性」です。働き方改
革は近年の安倍政権の目玉テーマで、野党や労働
界と激しい論戦が行われています。テキストはA4サ
イズ×29枚の裏表印刷の分厚い資料で、とても1時
間20分の時間ではさばき切れないボリュームでした。
因みに労働生産性と付加価値がセミナーの主題で
あったが、両項目は下記の式で表せます。

日本の労働生産性は、2014年の34カ国の比較とい
う少し古い資料ですが、34カ国の平均以下で、1位
から6位までの国は、ルクセンブルグ、ノルウエー、アイ
ルランド、オランダ、ベルギー、USAです。おまけに主
要先進7国のUSA,フランス、ドイツ、英国、カナダ、イ
タリアと日本の中では、日本は最下位であるとのこと。
なぜイタリアより低いのか、労働生産性の定義に問題
があると思わざるを得ないが、如何せん日頃勉強し
ていないので、的確な反論が出来ない。我々はもっと
真剣に経済学や統計を学ばなければならないようで
す。
  今回講師を務めて頂いた中小企業診断士は、最
近診断士の資格を得たばかりで、今回のセミナーは
初めての経験であるとの事。我が製品開発委員会も
一緒になって成長していきたい。
  一方、永年療養を続けてこられた安達社長が  
久しぶりに復帰されて、第5回例会に出席された（写
真参照）。早く会社は二代目社長に譲り
本格的に製品開発委員会に復帰することを願い た
い。

２．委員長問題
製品開発委員会の委員長問題は、テクノロールの社
内事情がキーポイントです。藤川委員長の努力によ
り、社内の情勢は少し風向きも好ま
しい方向に向いているようなので、委員長問題
は安泰のまま、製品開発委員会は2017(平成 )年を
越せそうです。来年は写真に並んでいる全メンバー
が、各メンバー社の取引先を勧誘して新メンバーを
増やして、いや栄える年になる事を祈念します。

菊池 清（記）／セン特殊光源

関西支社、業務営業課々長
時間：17時20分～18時20分
時間：18時40分～20時



5

ORDNEWS NO.126 2018.6

加して研修に励んでおり、その会で知り合った中小
企業診断士の資格をお持ちの（株）イトーキの久富
業務営業課々長と懇意になり、第5回例会に講師と
してお招きして、セミナーを開きまました。     講演の
タイトルは「『働き方改革』と生産性」です。働き方改
革は近年の安倍政権の目玉テーマで、野党や労働
界と激しい論戦が行われています。テキストはA4サ
イズ×29枚の裏表印刷の分厚い資料で、とても1時
間20分の時間ではさばき切れないボリュームでした。

因みに労働生産性と付加価値がセミナー
の主題でしたが、両項目は下記の式で表
せます。

　日本の労働生産性は、2014年の34カ国
の比較という少し古い資料ですが、34カ国
の平均以下で、1位から6位までの国は、ル
クセンブルグ、ノルウエー、アイルランド、オラ
ンダ、ベルギー、USAです。おまけに主要先
進7国のUSA,フランス、ドイツ、英国、カナダ、
イタリアと日本の中では、日本は最下位であ
るとのこと。なぜイタリアより低いのか、労働
生産性の定義に問題があると思わざるを得
ないが、如何せん日頃勉強していないので、
的確な反論が出来ない。我々はもっと真剣
に経済学や統計を学ばなければならないよ
うです。
  今回講師を務めて頂いた中小企業診断

士は、最近診断士の資格を得たばかりで、今回のセミ
ナーは初めての経験であるとの事。我が製品開発委員
会も一緒になって成長していきたい。
  一方、永年療養を続けてこられた安達社長が久しぶ
りに復帰されて、第5回例会に出席された（写真参照）。
早く会社は二代目社長に譲り本格的に製品開発委員
会に復帰することを願い たい。

２．委員長問題
　製品開発委員会の委員長問題は、テクノロールの
社内事情がキーポイントです。藤川委員長の努力に
より、社内の情勢は少し風向きも好ましい方向に向い
ているようなので、委員長問題は安泰のまま、製品開
発委員会は2017（平成）年を越せそうです。来年は
写真に並んでいる全メンバーが、各メンバー社の取
引先を勧誘して新メンバーを増やして、いや栄える年
になる事を祈念します。

菊池 清（記）／セン特殊光源

労働生産性 ＝

※敬称略、順不同

GDP
就業者数×労働時間 

付加価値 ＝アウトプット―インプット
             ＝一人一人の日々の活動

　　      会 社 名

（株）イトーキ

ユニケミカル（株） 

ユニケミカル（株） 

大阪真空化学（株） 

ネクスタ(株)

（株）巴製作所

（株）三社電機製作所

テクノロール（株） 

テクノロール（株） 

山本光学（株） 

フジキンソフト（株） 

（株）ノボル電機製作所

元・（株）三宝化学研究所

セン特殊光源（株） 

ORD事務局

　　 役    職 

業務営業課々長

代表取締役

監査役

代表取締役会長

代表取締役会長

相談役

執行役企画本部長

取締役海外部部長

取締役

常務執行役員

シニアマネージャ

代表取締役

代表取締役社長

事務局長

出 席 者 名 簿

   氏   名

久富 克純

神崎 吉夫

若山 武裕

安達 隆一

岡崎 昌三

豊田 正喜

鈴木 茂人

藤川 儀夫

内木場正樹

向山 悦治

島田 和男

猪奥 年紀

奈良岡 義

菊池 　清

佐藤 晴央
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　今年度最後の例会は、寒
空の中、総勢 12 名にて、（株）
産經新聞社大阪本社様を見
学させていただいた後、奥野
製薬工業（株）にて次年度の
計画を策定し、新年会を周辺
にて行いました。
　（株）産經新聞社様は、東
京大阪の 2 社本社制、従業
員 1800 名あまりで、皆様ご存
じの産經新聞を始め夕刊フジ
など多種多様な新聞を発行さ
れておられます。最初に玄関
先で集合写真をプロのカメラマンに撮っていただき
「ORD 技術促進委員会　大阪本社を見学」の特別
号を制作していただきました。その記事内容はさすが
に当日の内容を的確に表現しております。今回に限り
拙文ではなく引用文とさせていただきますことお許し
ください。（以下、記事内容）
　始めに写真報道局のカメラマンによる記念撮影。
続いてDVD「産經新聞ができるまで」を視聴した後、
現場見学に向かいました。まずは「写真報道局」。壁
一面に広がる収納棚に保管されている大量のネガ
やカメラやレンズなどの機材を間近に見学し、報道写
真の撮影現場について学びました。次に「編集局整
理部」。記事に見出しをつけたり紙面をレイアウトした
りする部門です。話を聞いたのは、締め切りを終えた
ばかりの夕刊担当者。当日の新聞を見本に、見やす
い紙面をつくるための工夫などについて教わりまし
た。続いて「編集センター大阪校閲部」。原稿を繰り
返しチェックし、間違いのない新聞に仕上げる部門
です。「ゲラ」と呼ばれる試し刷りをした紙面には、赤
鉛筆で引かれた線がびっしり。すべての文章や文字
を何度も確認する作業について説明を受けました。
最後は「制作局」。スポーツのスコア表など、特殊なデ
ータ作成を担う「組版部門」と写真の補正などを行う

「画像部門」を訪問しました。専用のパソコン端末を
用いた実演では、コンピューターを駆使した作業を
間近で見学。新聞づくりを支える技術について理解
を深めました。見学後にはベテラン記者との質疑応
答も行われ、参加した皆さんは熱心に耳を傾けてい
ました。
　どうでしょうか？　以上が特別号の記事（新聞記事
参照）でした。蛇足ながら付け加えますと、ここ本社
で見ることの出来ない内容として、印刷と発送・配
達があります。朝刊の場合、朝の 4 時には配達終了、
逆算して 3 時には印刷工場出荷、逆算して 2 時に
は最終原稿を工場に通信・・・と、とにかく時間と
の闘いであると強く認識しました。いつも正確に配達
されることを当然のこととしている新聞ですが、改め
て新聞社の方々の苦労と努力に感謝しなければい
けないと思った次第です。
その後、奥野製薬工業（株）にて技術促進委員会の
次年度の計画を策定いたしました。あらかじめ実施
していたアンケートを元に意見交換を行い、下記のよ
うに決議されました。

テーマ：京都の伝統産業と先端技術
見学会：6/13（水）、京都方面：竹笹堂、KTC 技
術館等
一泊研修：11/16（金）̃17（土）、舞鶴方面：日本
板硝子、舞鶴鎮守台等
講演会：12/4（水）、京都方面：島津製作所記念
館等、忘年会
企画会議：2/8（金）、ダイキンソリューションプラザ、
奥野製薬工業（株）
予定通り5 時頃に次年度計画の策定を完了し、5 時
30 分より新年会を執り行いました。無事今年度の活
動をすべて無事終えることができ、改めて皆様のご
協力に感謝いたします。
最後に、お忙しい中、ご対応していただきました産經

●日時：2017年2月7日（水）　●場所：(株)産經新聞社大阪本社、奥野製薬工業(株)、新年会

技術促進委員会「一泊研修」レポート

テーマ：京都の伝統産業と先端技術
見学会：6/13（水）、京都方面：竹笹堂、KTC技
　　　　術館等
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予定通り5 時頃に次年度計画の策定を完了し、5 時
30 分より新年会を執り行いました。無事今年度の活
動をすべて無事終えることができ、改めて皆様のご
協力に感謝いたします。
　最後に、お忙しい中、ご対応していただきました産
經新聞編集企画室、若狭様をはじめ対応していただ

きましたスタッフの皆々様に感謝いたしますと共に、ま
すますのご発展とご多幸をお祈り申し上げます。

伊場田晶（記）/ 旭テック（株）

　2018.2 .15りそな銀行ビジネスプラザにおいて「職人技継承セミナー」
が解されました。
　このセミナーは、京都工芸繊維大学の濱田泰似先生をお招きして、匠
みの技、職人の動作、コツを数値解析しそのデータを解析、蓄積し職人
育成、後継者養成に役出たせようとするものでした。スポーツ選手の手や
足の動きを点や線で解析したものを良く見ますが、匠みの手先、指先を精
密に解析するものでした。
　是非、ORDでもセミナーを開いてもらいたいものです。

事務局よりお知らせ

りそな職人技継承セミナー

　昨年、大阪府立産業技術総合研究所と大阪市立
工業試験所が一緒になった地方独立行政法人「大阪
産業技術研究所」の和泉センターに於いて３月２７日に
新しく新電波暗室（EMC技術開発支援センター）の
完成竣工記念式典が挙行されました。
　近代社会では多様化している様々な電子機器は、
国内販売、輸出においても法令によりEMC試験（装置使用による自主測定）が義務付けられている現
状です。そのニーズに答えるべき最新の設備、最大規模の電波暗室となります。自動車を直接持ち

込む事も可能なキャ
パシティーも備えてい
ます。
　当会員の方々も是
非ご見学され、必要に
応じてご利用下さい。

大阪産業技術研究所新電波暗室竣工記念式典

一泊研修：11/16（金）～17（土）、舞鶴方面：日本
　　　　板硝子、舞鶴鎮守台等
講演会：12/4（水）、京都方面：島津製作所記念
　　　　館等、忘年会
企画会議：2/8（金）、ダイキンソリューションプラザ、
　　　　　奥野製薬工業（株）



8

ORDNEWS NO.126 2018.6

　5月9日よりインテックス大阪にて関西高機能素材Week2018が開催されました。当会からは井
前工業㈱様と昭和電機㈱様が出展されていました。

第 6 回高機能素材 Week2018

　5月11日に立命館大学グローバル・
イノベーションR-GIRO設立10周年シン
ポジウムに行ってきました。
　「高齢化先進国としての日本のモデ
ルを目指す」と題してのシンポジウムで
いくつかの講演を聴いてきました。結論
は、「日本人は70歳まで働けそして自分
で年金や保険を払え、そしたら2030年
問題も解決する」との事でした。

立命館大学グローバル・イノベーション
研究機構設立10周年記念シンポジウム

　去る3月28日ORDの創立者のお一人ニッタ㈱・新田タゼラチン㈱最高顧問新田精一氏が永眠され
ました。新田様はつい2年ほど前までは車椅子ではありましたがORD総会にもお顔を出して頂き元気
なお姿を拝見していましたのに残念です。
　5月16日にリーガロイヤルホテルにてお別れ会が開催され、1000人を越える方々がお別れに訪れて
おられました。新田様のご経歴にも「大阪府研究開発型企業振興会」代表幹事の文字が書かれて
ありました。ご冥福をお祈りいたします。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事務局（記）

訃報




