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平成２９年６月１３
日、大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）
にて、平成２９年度総
会を開催いたしまし
た。

代表幹事、来賓挨
拶に続き議事に入り
　議案１　平成２８年度事業実績及び収支報告
　議案２　平成２９年度事業計画及び収支予算案
　議案３　役員改選
議案は、すべて満場一致で承認されました。

議案承認後、各委員会活動報告が行われ、さらに
今年４月に大阪府立産業技術総合研究所と大阪市

立工業技術研究所が合併し新しく(地独)大阪産業
技術研究所になりましたので当会アドバイザー（地
独）大阪産業技術研究所　経営企画フェロー森田
均氏にその内容についてご説明して頂きました。
又、直近の大阪府政について大阪府商工労働部

中小企業支援室商業・サービス課主査阿部克哉氏
にお話頂きました。

総会に引き続き、宇宙航空研究開発機構（JA
XA）社友　柳川　孝一氏に、「宇宙の扉を開こう
～人はなぜ宇宙をめざすのか～」と言うテーマで
ご講演頂きました。
入社時の世の中は、最先端の材料研究が盛んな

時期に入社しました。
その入社式の理事長の言葉「宇宙開発に先端技

術は必要ない。枯れた技術で確実に動くシステムを
作る。」にがっかりした。しかし、顧みれば間違いの
ない考え方にきづかされました。
宇宙と言う言葉は、中国の故事に由来しており、

『「空間の広がり」を宇、「時間の流れ」を宙』これ
の組み合わせだそうです。

平成29年度ORD総会と講演会

平成29年度第1回ORD製品開発委員会例会

奥野製薬工業株式会社研究棟見学会

技術促進委員会「見学会」レポート

平成29年度第2回ORD製品開発委員会例会
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　ロケットの重量の内訳は、燃料８３％、機体重量
１５％、残り２％が荷物が運べる容量と、非常に少な
く、宇宙に物を運ぶ事は大変なことで、特に水は非
常に貴重で「たったコップ１杯で、４０万円」にもな
ります。その為、現在のＨⅡＢロケットは非常に高性
能であるが、他国の価格の２倍のコストがかかって
いるため、安価なＨ３ロケットを開発中で、２０２０
年頃に初飛行の予定です。

宇宙においてのトラブルは、死亡事故等の大事
故となるため、トラブルを重ねないために、「緊張し
た時や強いストレスのあった時でも正しく判断し行
動する」その為に、繰り返し繰り返しの練習を行い、
「訓練は本番のように、本番は訓練のように」と、精
神面をも訓練により鍛え上げられていくそうです。

宇宙と社会の繋がりを見つけ出す４つの視点

日本の宇宙関連産業の現状

　

　今年より、民間のロケット打ち上げビジネスの始
まり、衛星の小型化も進んでおり新たな市場は、今
後有望な市場になりつつあります。因みに、宇宙線
の被ばく量に対する発がん性は、たばこの発がんリ
スクの１/１２と、かなり低いようです。今後、宇宙旅
行をされる方は、さほど心配はいらないようです。

夢と、感動とロマンを与えて頂いた講演会でした。
講師の柳川様には、講演会後の懇親会にも参加頂

き、宇宙に夢を膨らませた活発な交流となりました。
今回の懇親会は、顧問山本先生のご紹介でコー

ラスグループにも参加して頂いて華やいだ雰囲気に
なりました。
そして、最後に当会相談役ホソカワミクロン㈱代

表取締役社長の細川悦男様に平成２９年度総会を
絞めて頂きました。

松浦（記）

１．驚きと感動を与える「おもしろさ」
　  地球外生命？
２．我々の社会に寄与する「役に立つ」
　   太陽光エネルギーを使った、清水建設の『月太
　　  陽発電「ルナリング」構想』
３．新たな価値や自己実現を得る「挑戦しがいのあ
　　  る活動」
　  木星探査、金星探査
４．国際的な枠組みで、国レベルで競う「国民の統
　　  合の営み」
　  ＩＳＳ国際宇宙ステーションへの参加
　　  ロシアの加盟は、ソ連崩壊の時期で、研究者
　　  の離散を防ぐため

日本の宇宙産業規模６兆９６９１億円、本流と目さ
れる宇宙機器産業は３％
　内訳
　　宇宙機器産業　　　　　　　　
　　２２６４億円（衛星、ロケット、地上設備等の
　　　　　　　　  製造）

　　宇宙利用サービス産業
　　７２５７億円（衛星通信、放送等の宇宙システ
　　　　　　　　 ムを利用したサービス提供）　
　　　　
　　宇宙関連の民生機器産業　
　　２兆１８２８億円（ＢＳ/ＣＳ放送、カーナビサー
　　　　　　　　　    ビス）
　　サービスを利用した事業　
　　３兆８３４１億円（気象観測、環境観測、通信

　　　　　　　　　　  放送、資源開発、農林・漁業、
　　　　　　　　　　　  国土開発等）
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近畿経済産業局責任者を囲んで、知財支援施策について意見交換
を行う製品開発会員。

経済産業局の知財支援施策を受けている神崎ユニケミカル社長
（右端）、中央はユニケミカル顧問の府大・杉本豊成名誉教授

近畿経済産業局 知的財産室、牧 隆志室長。

●日　時：2017年4月12日(水)
●場　所：製品開発委員会会議室、ユニケミカル(株) 内（新大阪）
 

平成29年度第1回ORD製品開発委員会例会
“新年度活動計画 & 近畿経産局知財室と意見交換会”

はじめに
　第1回例会は2017年度の製品開発委員会の運営
委員を改選し、年間活動計画を立てる重要な例会で
す。長く続いた委員会であり気心もお互い知れてい
るので、藤川委員長に無理をお願いして、他の委員の
協力も得て、昨年同様の体制で2017年度も無事に進
めることが出来る段取りがつきました。年間の活動
方針は藤川委員長の方針もあって、昨年を踏襲する
ことを基本とする事に決まりました。2016年度の活

動結果は「2016年度ORD製品開発委員会活動報告
／藤川委員長、2017.4.12」に、2017年度の活動方針
は「2017年度ORD製品開発委員会活動方針（案）／
運営委員、2017. 4. 12」に詳細に記録されています。

国の知的財産室長を囲んだ意見交換会
  製品開発委員会会議室のオーナーであるユニケミ
カル(株)･神崎吉夫社長は、知的財産について造詣が
深い人物で、多くの知財も保有しておられるが、我々
があまり認識していない近畿経産局知的財産室の知
財支援を既に受けておられた。たまたま知的財産室
がユニケミカルの運用状況をヒアリングに来ることに
なったので、それではその機会を利用して、我々製品
開発委員会のメンバーも参加して研修に活かそうと
いうことが、第1回例会のテーマとなった所以です。
行政は日本の景気を高めるために相当の努力をして
います。日銀による異次元の金融緩和を見れば分か
ります。日銀の施策は危険で眉唾もので我 と々縁遠
いものですが、経産省の知財に関する施策は活かさ
ない手はない代物であることは間違いない。しかし
この紙面ではとても伝えきれないボリュームなので、



4

ORDNEWS NO.124 2017.9

奥野製薬工業株式会社研究棟見学会

右段に国の二つの窓口を紹介するので、ぜひご活用
ください。

懇親会
  会場は久しぶりに再開したばかりのホテルコンソル
ト。製品開発委員会は永く馴染んだせいもあります
が、ここは部屋がゆったりして、料理も評判がよろし
い。少人数の客に対して珍しく、写真で判るようにバ
イキングスタイルでした。

A：近畿経産局・特許室  TEL:06-6966-6016
　 大阪市中央区大手町 1-5-44
    牧 隆志室長はここにいます。

B：INPIT近畿統括本部／2017年7～9月開設
　（工業所有権情報･研修館）
    大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪ナレッ
　 ジキャピタル  タワーC  9F
    準備室TEL:　03-3501-5765

菊池清（記）/セン特殊光源

　今年度１回目のＯＲＤ全体事業として、平成２９年
５月３０日当会代表幹事でもある、昨年３月に竣工し
たばかりの、奥野製薬工業株式会社様の研究棟の
見学会を開催いたしました。

　奥野社長より、会社概要及び各部門の説明後、表
面処理、無機材料、食品関係の試験・開発設備の見
学会を行いました。

表面処理部門
　表面処理技術であるめっきは、３Ｋをイメージして
おりましたが、今までのイメージを一新されるめっき
処理薬品提供会社。
　主に自動車関係に供給され、めっきを仕事とされる
会社の、材料販売を通じて、研究・試験・テスト・開発
の役割を担うめっき専門の研究機関としての役割を持
ち、めっきを仕事とされる会社のかゆい所に手の届く

奥野製薬工業株式会社研究棟見学会奥野製薬工業株式会社研究棟見学会
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問題解決会社として、販売先に安心感を
与え、また、新たな提案により業界の開
発をリードされていく姿と、業界を牽引さ
れている同社の責任感が、「業界の問題
解決型企業として重要な役割を担ってお
られる。」流石、研究開発型企業と実感
しました。

無機材料部門
　無機質のガラス材料に直接、印刷でき
るガラスカラーの提供。
　従来は、無機質の材料には直接印刷出来ないと
されていました。しかしながら、同社の技術は色と
りどりにカラフルにガラス瓶に直接処理できる、材
料提供。
　今では一般的で簡単なように見えます
が、素晴らしい技術であり表面処理部門
の派生的な開発であると思いますが、今
後の応用展開が期待できる分野だと思い
ました。

食品関係部門
　今でも製菓関係に使われているベーキ
ングパウダーを、日本で最初に国内生産
を開始され現在も使用されている、ベー
キングパウダーをはじめとした、品質改良
剤、保存剤の開発をつうじて、安心・安

全な食品「おいしさと安全を食卓に」をスローガ
ンに日々、改善に取り組まれています。
　変わったところでは、カブトムシにめっきされた
こともあったそうです。チャレンジですね。
　コンセプトは、「異業種の考え方を集約」で、
新しい開発・取り組みが同社の強みである事を再
確認させていただきました｡

　奥野製薬工業の開発・営業の皆様には、詳細
な説明まで賜り、誠に有難うございました。
紙面をお借りしてお礼申し上げます。

　研究棟見学のお土産に、ガラス瓶に印刷された
スパークリング清酒を頂き美味しく頂きました。
　空き瓶は、一輪差しとして飾ってあります。

松浦（記）
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●日　時：2017年6月28日（水）
●場　所：JFEエンジニアリング(株)、ジャパンマリンユナイテッド(株)、松阪市歴史民俗資料館、伊賀上野城

技術促進委員会「見学会」レポート

　さわやかとは言い難い梅雨の空模様の中、総勢14
名にてJR大阪駅前旧中央郵便局前に集合し、JFE
エンジニアリング株式会社ならびにジャパンマリンユ
ナイテッド株式会社　津製作所様を目指して出発し
ました。

　ご高尚の方も多いと思いますが、JFEエンジニアリ
ング株式会社様は2003年に日本鋼管（株）と川崎製
鉄（株）のエンジニアリング部門が統合して発足した
会社で、鋼構造物（橋梁等）・環境・エネルギー事業
を展開されております。また、同じ敷地内にあるジャ
パンマリンユナイテッド株式会社様は2002年に造船
部門がユニバーサル造船株式会社として独立した会
社です。今回は欲張って、JFEエンジニアリング（株）
様で橋梁の製造、ジャパンマリンユナイテッド（株）様
でLNG船の建造を見学させていただきました。
　製造物が橋梁とLNG船ですので、工場敷地面積
も広大、それに携わる作業員の方々も大変な人数
で、JFEエンジニアリング（株）様で100万㎡、従業員
900名、ジャパンマリンユナイテッド（株）様で70万㎡、

従業員2500名であります。製造工程は両社とも基本
的に同じような流れで工程順に見学させていただき
ました。順序としては、①鋼材が壁岸に搬入、②鋼材
に切断データなどをマーキング、③切断、④組立溶
接、⑤仕上機械加工、⑥塗装、⑦検査、となります。
造船の場合、⑥の後に艤装工事、エンジン等の機器
の搬入の工程が入るようです。敷地が広いので見学
も歩いて工場内をまわるのではなく、基本的にバス
にて見学し要所々々 の室内の作業現場を歩いて見学
させていただくといった形となりました。
　橋梁はブロックごとに出来たものをそのまま船にて
運び納入するとのことで、搬出前のとても大きな構造
物がそこかしこにありました。ちなみに製造誤差はな
ん4mm/10mとのことで大変驚いたのですが、それぐ
らいにしないと橋梁は成り立たないとのことでした。
　また運よく
引き渡し直
前のLNG船
がドックにて
艤装工事等
をしておりま
した。空ドッ
クにて艤装
工事をして
いる光景は
圧巻で、しば
しば小雨が
降るのも忘

れて皆さん見入っておりました。橋梁と造船、全く異
なるものではありますが、造船の船殻の製造だけに
限って言えば共通点も多いようでした。時間が押し気
味で1時間半ほどしか取れませんでしたが、大きな
鉄鋼構造物の世界を堪能することができました。や
はり、このような大きなものが稼働する工場見学は
迫力があり、異業種である我々にとっても理解しや
すく、大変勉強になりました。

　昼食は、残念ながら松阪牛に舌鼓を打つことはで
きず、予算の関係上きしめんに舌鼓を打ちました。午
前中は雨がパラついていましたが、ORDメンバーの
日頃の行いが良いのか、昼食後の松阪市歴史民俗
資料館および伊賀上野城は晴天に恵まれました。

　松阪市歴史民俗資料館は松阪城跡にあり天守台
を挟んで反対側に本居宣長記念館があります。松阪
は蒲生氏郷が松阪城を築いた際、楽市楽座を開き、
商人の町として発展したとのことです。丁度、当日は
民俗資料館で衣類等の特別展示をしておりました。
ORDのメンバーにとっては見覚えのある懐かしいも

のも展示してありました。
　帰り道途中にありました伊賀上野城にも寄ってま
いりました。伊賀上野城といえば藤堂高虎の築いた
30mの高石垣が有名な一方で天守閣は3層の小ぶり
なものというギャップを感じていたのですが、元々天
守閣は5層で江戸時代に焼失、昭和に入って伊賀上
野出身の川崎克氏が私費を投じて現在の天守閣を
復興させたとのことでした。昭和10年に復興され、
昭和最後の木造建築とのことでした。
　帰りは渋滞もなく、スムーズに帰阪することがで
き、6時 過ぎ
に大阪駅に
て解散となり
ました。
　最後になり
ましたが、見
学のご手配な
らびにご説明
をしていただ
きましたJFE
エンジニアリ
ング（株）、小
高文男様、な
らびにご対応
していただきました皆々様に感謝いたしますと共に
JFEエンジニアリング（株）ならびにジャパンマリンユ
ナイテッド（株）の皆様の益々のご発展とご多幸祈り
申し上げます。

伊場田晶（記）/旭テック株式会社
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れて皆さん見入っておりました。橋梁と造船、全く異
なるものではありますが、造船の船殻の製造だけに
限って言えば共通点も多いようでした。時間が押し気
味で1時間半ほどしか取れませんでしたが、大きな
鉄鋼構造物の世界を堪能することができました。や
はり、このような大きなものが稼働する工場見学は
迫力があり、異業種である我々にとっても理解しや
すく、大変勉強になりました。

　昼食は、残念ながら松阪牛に舌鼓を打つことはで
きず、予算の関係上きしめんに舌鼓を打ちました。午
前中は雨がパラついていましたが、ORDメンバーの
日頃の行いが良いのか、昼食後の松阪市歴史民俗
資料館および伊賀上野城は晴天に恵まれました。

　松阪市歴史民俗資料館は松阪城跡にあり天守台
を挟んで反対側に本居宣長記念館があります。松阪
は蒲生氏郷が松阪城を築いた際、楽市楽座を開き、
商人の町として発展したとのことです。丁度、当日は
民俗資料館で衣類等の特別展示をしておりました。
ORDのメンバーにとっては見覚えのある懐かしいも

のも展示してありました。
　帰り道途中にありました伊賀上野城にも寄ってま
いりました。伊賀上野城といえば藤堂高虎の築いた
30mの高石垣が有名な一方で天守閣は3層の小ぶり
なものというギャップを感じていたのですが、元々天
守閣は5層で江戸時代に焼失、昭和に入って伊賀上
野出身の川崎克氏が私費を投じて現在の天守閣を
復興させたとのことでした。昭和10年に復興され、
昭和最後の木造建築とのことでした。
　帰りは渋滞もなく、スムーズに帰阪することがで
き、6時 過ぎ
に大阪駅に
て解散となり
ました。
　最後になり
ましたが、見
学のご手配な
らびにご説明
をしていただ
きましたJFE
エンジニアリ
ング（株）、小
高文男様、な
らびにご対応
していただきました皆々様に感謝いたしますと共に
JFEエンジニアリング（株）ならびにジャパンマリンユ
ナイテッド（株）の皆様の益々のご発展とご多幸祈り
申し上げます。

伊場田晶（記）/旭テック株式会社
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岩谷産業㈱中央研究所の主施設。写真左から、中央研究所、中央：水素ガスディスペンサー、右：屋外の低圧水素タンク。

会議室における講演途中の休憩時間

8

●日　時：2017年7月19日(水) 
●場　所：岩谷産業(株)中央研究所  兵庫県尼崎市次屋 3-3-16
●懇親会：“愚庵” 北新地  18:00～20:00
 

平成29年度第2回ORD製品開発委員会例会
“イワタニ水素ステーション尼崎見学と研修”

　製品開発委員会の2017年第2回例会は、製品開発
委員会々議室をとび出し、尼崎にある岩谷産業㈱中央
研究所に行ってきました。折角の機会ですので、ORD
全メンバーに参加を呼びかけたところ、16名もの参加
申込みがありました。
　猛暑の中JR尼崎駅に全員が集合して、タクシーで
岩谷産業㈱中央研究所に向かいました。

岩谷中研会議室における講演会
　中央研究所部長･小池国彦上級理事が講師となっ
て岩谷産業㈱の紹介と、下記主題のもと講演頂きま
した。

1. 水素とは
　1-1. 水素の特性
　1-2. 水素の利用、市場
　1-3. 水素の製造・貯蔵方法
2. 水素エネルギー社会実現に向けて
　2-1. 燃料電池の適用
　2-2. 水素ステーション
3. イワタニの取組み

　水素の一番の特長は原子番号が１で、言い換えれ

ば元素の始まりとも言えます。したがって素人論では
宇宙は水素から始まったと言っても過言ではない。水
素は良く燃えるから燃料になるのですが、自動車のエ
ネルギーになるときは、燃焼でなく燃料電池にします。
水素の難点は貯蔵し難い事。水素の貯蔵方法には、圧
縮、液化、金属に吸蔵、その他化合物化等々があるが、
各方法とも難点がありまだ〃研究が必要との事でし
た。車載用の貯蔵法は、今は圧縮と液化であるが、将
来は金属貯蔵が期待されています。
　岩谷産業は化石燃料社会から脱却することに貢献
する水素に、会社として大きく期待しているそうです。
　水素ステーションは液化水素をディスペンス（供給）
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水素をエネルギーにする燃料電池車（MIRAI）。300万円の補助金が出ますが、まだ高嶺の花です。

9

する施設です。小池部長の講演後に質疑応答があり
ましたが、活発に突っ込んだ質問が相次ぎました。
講演後は研究所内各施設と屋外にある水素ステー
ションの施設見学に向かいました。そこにはトヨタ
の燃料電池車の“MIRAI”が止めてあり、細部
まで色々説明を頂きましたが、高嶺の花です。ト
ヨタ以外ではホンダが“クラリティ”を発売してい
ます。世界で今一番普及している車はフォークリフ
ト車だそうです。

懇親会
  岩谷産業・中央研究所近辺には馴染みの店が無
いので、懇親会は大阪北新地にある馴染みの“愚
庵”で催すことになりました。急遽、研究所までタ
クシーを呼んで、行先は尼崎駅でなく直接北新地ま
で乗り込む大名行列で、贅沢な懇親会になりました。
製品開発委員会は“愚庵”で懇親会を開くのは二
度目ですが、ここの魚料理はお奨めです。

菊池 清（記）／セン特殊光源
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　去る5月の連休中にご家族からORD個人会員の伊藤典一
（のりいち）が息を引取りましたとのご連絡を頂きました。
　伊藤氏は、新田ゼラチン㈱時代にORD創立からメンバーと
して活動され、会社を退職されてからもオフィス・Cキューブの
代表をされながら個人会員として永年ご一緒させていただき
ました。
　原因ははっきりとは言われないのですが本当に急な事であっ
たそうです。連休前にご一緒に飲まれたORD会員もおられた
ようです。
　告別式は、5月9日に鶴見斎場にて無宗教で執り行われました。
　ご冥福をお祈りいたします。

事務局よりお知らせ

訃報

　2017年6月23日（金）、立命館大学びわこ・くさつキャンパス
において、第3期R-GIRO研究プログラムのキックオフシンポジ
ウム「人口減少の2060年問題解決へ」が開催され参加してき
ました。

　「２０６０年問題」とは、同年に日本が地球資源の公平な配
分の観点からは適正な人口とされる約８８００万人にまで減少
することが見込まれる一方、人口分布の観点からは高齢化が
進み労働人口が大幅に不足することを言います。

　同問題の解決に向け、▽定年を７５歳まで引き上げた場合の新たな社会システムの構築▽高齢化社
会におけるロボットの活用▽健康寿命の延伸のための医療や機材の開発▽人口問題と経済成長の相
関―など取り上げます。


