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　平成22年6月10日、グランキューブ大阪（大阪国際会議
場）におきまして、平成22年度 ＯＲＤ総会並びに講演会を
開催致しました。
　ＯＲＤ総会におきましては、奥野代表幹事の開催の挨拶
の後、ご来賓の方々の紹介に続き、ご来賓を代表して大阪
府商工労働部商工振興室経営支援課長児島和彦様より
ご挨拶を賜り、引き続き総会審議に移り各議案について承
認を得ました。

　報告事項として各部会・委員会報告後、無事総会を終
了致しました。

　総会終了後、講演会に移り
　ＯＲＤ総会では2度目となり金融面から見た世界経済、特
にアジア経済では第一人者の１人である、愛知淑徳大学ビ
ジネス学部教授真田幸光先生より『大きな過度期に差し掛
かる世界と日本の行く末』というテーマでご講演頂きました。
　講演内容につきましては、テーマ通りオバマ大統領（民主
党）の出現で世界が大きく変わろうとしている。オバマ大統
領の「チェンジ」の意味するものは、世の中の安定が覇権

体制から均衡の体制
（協調）に移行。リーマン
ショックによる信用収縮
後のギリシャ発信用不安
によるユーロ圏の信用不
安、このような世界経済
に引きずられると日本の
行く末は「ものづくり奴隷
大国」となってしまいま
す。そうならない為に

 による日本の「良さ」を世界に伝播していくことが必要。当
然のことながら再認識させて頂いた講演会でした。
　真田幸光先生、大変貴重なご講演を賜り誠に有難うご
ざいました。

　紙面の関係上、真田先生のご講演をかいつまんで記載
させて頂きましたが、詳細な資料として、真田先生の「ＯＲＤ
基調講演AGENDA付属資料」は事務局にて保有してお
りますので、ご希望の方は事務局に問い合せ願います。
　大変参考になる資料となっておりますので、ぜひお問い
合せ下さい。
　講演終了後、真田先生にもご参加頂き、交流会を行い有
意義な時間を過ごすことができました。

松浦勲（記）/ラミネート工業（株）

編集：企画広報部会 事務局：〒538-0044　大阪市鶴見区放出東１丁目１０番２５号（奥野製薬工業（株） 企画開発部内）
　　　   TEL 06－6961－0886　FAX 06－6963－0740　E-mail info@ord.gr.jp　URL http://www.ord.gr.jp

好評につき藤本昇弁理士による「ORD知財セミナー」の続編のセミナー開催が
決まりました。

第二回「ORD知財セミナー」

製品開発委員会日帰り研修の日程が決まりました

技術促進委員会一泊研修の日程が決まりました。

ORDからのお知らせ

中 小 企 業 総 合 展 開 催
　５月２６～２８日の３日間イ
ンテックス大阪にて全国か
ら450社以上の中小企業が
集まり盛況の内に開催され
ました。
　ORDからは、大阪真空
化学㈱（安達社長）と大信
機器㈱（木村社長）の二社
が厳しい審査を通られ出展
されておられました。

　又、今年のORD総会で講演頂いた愛知淑徳大学
の真田先生も「日本モノ作りの将来を語る」と題して講
演されておられました。

技術促進委員会12月例会レポート

中 小 企 業 総 合 展 開 催

日　程　平成 22 年 9 月 7 日（火）　　　　場　所　奥野製薬工業㈱４F 会議室
詳細は、後日発表します。

日　程　平成 22 年 9 月 15 日（水）　　　 場　所　ネクスタ㈱（岡崎社長）三田工場
詳細は、後日発表します。

日　程　平成 22 年 10 月 23 日（金）～24 日（土）
場　所　ヤマハ㈱豊岡工場（管楽器工場）浜松　
　　　　あいち臨空新エネルギー実証研究エリア　愛知
　　　　セントレア空港制限区域内見学　愛知
詳細は、後日発表します。

１．貿易立国・技術立国に回帰し、企業の根拠を日本に
　置きながらきちんと外貨を稼ぐ国になる（真似のでき
　ない技術・仕組み・サービス）

２．人材教育

３．人力再生

議案１．平成21年度事業実績及び収支報告
議案２．平成22年度事業計画及び収支予算
議案３．その他につきましては、今回の総会に
　　　 おける役員改選なき旨の連絡

　

平成22年度

ＯＲＤ総会開催及び講演会ＯＲＤ総会開催及び講演会ＯＲＤ総会開催及び講演会
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【お客様窓口】

非破壊検査株式会社

会 員 紹 介

会 社 概 要
社　名：非破壊検査株式会社
所在地：本　社；〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江1丁目18番14号
　　　　電　話：０６－６５３９－５８２1（代表）
　 　 　 F A X：０６－６５３９－５８２0
　　　　E-mil：infome@hihakaikensa.co.jp
　　　　U R L ：http://w.hihakaikensa.co.jp
代 表 者：代表取締役社長　山口多賀幸
設　　立：昭和32（1957）年6月21日
事業内容：●各種プラント（発電プラント・化学プラント・造船・橋梁・超高層ビルなど）に供給さ

れる装置・機器・材料の製作時 から建設時までの各種検査、各種プラントの定期開放
時の各種検査及び設備診断（非破壊検査）
●各種プラントの保全工事及び付帯工事
●各種プラントの事故・故障時の調査
●宇宙航空・自動車部品・新素材等の評価
●材料、溶接の物理化学実験
●焼鈍工事
●地中探査・橋梁・高速道路・高層ビル他の健全性の評価
●検査に関するシステム開発及びソフト開発

TEL. 06－6539－5821（代表）
FAX. 06－6539－5820
受付時間：月～金　9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始は除く）
E-mai : infome@hihakaikensa.co.jp

弊社に対してのご意見・ご感想・ご質問などございましたら、
ご遠慮なくお寄せください。また、お客様と弊社をつなぐ窓口
としてご利用ください。

ご 挨 拶ご 挨 拶

会社のおいたち会社のおいたち

非破壊検査ってなに？非破壊検査ってなに？

安全の防人（さきもり）として、

社会・産業・くらしの安全をお守りいたします。

　非破壊検査株式会社は昭和３２年に安全技術サ
ービス業のさきがけとして創業以来、お客様をはじめ
とする関係各位の皆様方の暖かいご支援により創
立５０周年を超える企業歴史を刻ませていただきまし
た。日頃のお引き立てとご厚情に心より感謝と御礼を
申し上げます。
  現代社会における私たちの生活は、すべて「安
全」を前提として成り立っています。弊社は、あらゆる
社会資本のトラブルや事故を未然に防止する「安全
の防人」として最強の技術資格者集団づくりを行うと
ともに、お客様の要請技術そして現場適応技術の開
発に全力をあげて取り組んでおります。

　弊社は、山口多賀司（現社主）が都立工業奨励館
（現工業技術センター）の片隅で、故大阪大学名誉

教授仙田富男氏に会ったことに始まります。日本の高
度技術社会を予測し「必ず安全を守る非破壊検査
が重要になる」という確信から昭和32年会社設立と
なりました。創業の地に大阪を選び、現在では全国に
営業所、更に有力企業との合弁・関連会社づくりを行
なってきました。逞しい創造性を養い、人間性豊かな
企業家族集団づくりをモットーに「安全の防人」を目
指しています。

　非破壊検査とは“物を壊すことなく”その欠陥や劣
化の状況を調べ出す検査技術のことをいいます。
原子力発電所からビル、鉄道、橋、地中埋設物にい
たる社会資本すべてが対象です。超音波や放射
線、レーダーなど最新の装置と技術を駆使し、予防保
全、有効活用へ役立てられます。私たち人間にはお
医者さまが必要なように、人間以外のあらゆる社会
資本にも、非破壊検査株式会社という、メスを使うこ
となく安全を検査する、「信頼のおける主治医」が必
要なのです。

超音波探傷試験の巻
　非破壊検査で
は、たくさんの検査
方法を駆使して検
査をしますが、今
回はその中から超
音波の検査をご
紹介しましょう。
　「音」は人間の知覚の中でも有力なもののひとつ
で、音響検査として古くからいろいろな方面で応用
されてきました。丸いままでスイカをポン、ポンと叩い
てみて成熟度を調べてみたりするのがその一例で
す。
　一方、「超音波探傷」といわれるのは、耳にも聞こ
えない高い周波数（20KHz以上、実用的には1～
10MHz）の超音波を使用するもので、主にパルス反
射式により材料内部の傷の検出や位置、大きさが
検出されたり、板やコンクリートの厚さまでも測定す
ることができます。例えば、建設中のビルで鉄骨の溶
接部の中に空洞や傷がなく、安全に建設できるかど
うかを確認したりします。また、デジタル探傷器とパソ
コンとの統合によって、高速波形収集、演算、解析、
画像処理などの高次処理が瞬時にできます。これら
の応用先としては、建設、造船、圧力容器、レール、
コンクリート、高分子材料、ゴム材料、ファインセラミッ
クスなどがあります。超音波探傷は、非破壊検査の
代表的な検査方法といえます。

大阪城の柱のパズル
　大阪城の正面
入り口にあたる大
手門の屋根を支
える南控えの継ぎ
方は、長い間「大
阪城のナゾ」とさ
れていました。それが、非破壊検査の放射線の検査
で60年ぶりに解明されました。
　大手門は1628年ごろに建設されたといわれていま
す。幕末に解体修理された後、大正時代に南控え柱
の根元の補強のため、地上約1mの所で柱継ぎをし
ました。常識的に考えると上下、水平の方向からは柱
は継げるわけがなく、不思議がられていました。ところ
が、柱の継ぎ目は下の柱を約30度の角度で斜め上に
差し込む独特な方法が使われていることがわかった
のです。それも、パズルのような凹凸を付け、ずれたり
外れたりすることのないような工夫がされていました。
大工さんの知恵ってスゴイですね

技術紹介 おもしろエピソード
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京都大学博物館

館内での塩瀬先生の解説

橋本社長の講演

ORDNEWS NO.106 2010.7

●日　時：2010年6月23日（水）
●訪問先：京都大学博物館、傳來工房社

技術促進委員会「見学会」レポート

　６月２３日に開催されました技術促進委員会見学
会の概要をご報告いたします。今回は１部に京都大
学博物館見学、２部に同じ京都市内にあります傳來
工房社訪問を組み合わせた２部構成の見学会の企
画開催となりました。

　１部では開催中でありました京都大学博物館
2010年春季企画展「科学技術Ｘの謎」を京都大学
准教授塩瀬先生の解説案内で回ることができまし
た。参加者は１１名。概要は、レントゲンがＸ線を発見
した1895年の翌年、日本にその技術がいち早く導入
され使用されたと言うことですが、その聡明期におけ
る先人の使用、開発した機器が展示されたり、Ｘ線
の解析、検査、医療などいろいろな領域での応用を
実物と共に展示し、一般人にも親しみやすく展示さ

れていました。因みにX線装置の実用化は、研究当
初からかかわった島津製作所が医療用として1909
に発売を開始しているとのこと。展示物の中では、巻
貝の写真や布に包まれた鳥や魚のミイラの写真は
大変興味深いものでした。Ｘ線の取り扱いに関する
危険性に関しては、黎明期当初は認識が大変低く
被爆問題も大きかったとのお話もありましたが、その
ような先人の努力を経て今日の我々の生活を支える
必須技術の一つとして発展しているとのことでした。
　なお、塩瀬先生は昨年末の当技術促進委員会例
会で技術の伝承に関するお話をしていただいたご
縁で今回の見学となりました。また、技術の伝承とい
う関連で第２部の1000年以上の歴史を有する傳來
工房社見学にもご同行願うこととなりました。

　第２部は、京都駅西方に位置する傳來工房を訪
問し、工場見学と橋本社長からのお話をお伺いしま
した。今回の見学会は参加希望者が多く、各企業１
名でお願いし先方の受け入れ定員の２２名となりま
した。傳來工房社の歴史は遠く平安時代にさかのぼ
り、弘法大師が唐より持ち帰った当時最先端の青銅
鋳造技術を受け継いで発足し、以降長く最高の技
量の持ち主である一番弟子が継承し、大正時代に
会社組織となり現在に至っています。歴史的に神社

仏閣の装飾金物を製造してきましたが、現在は美術
工芸品、住宅建築などに事業を拡大されておられま
す。なを、講演会場では、参加者一人一人の名前の
入った社員の方々手づくりのうちわや紙コップが用
意され、きめ細かな配慮に皆さん感心しきりでした。
　その中で、橋本社長は技術の伝承に関して「伝
統は革新で守られる」というようなお話もされ、経営
方針や組織運営に明確に示されておられました。工
場見学においては、特に「環境整備」を徹底され業
務改善の仕組みや人の教育に力を入れておられま
した。また、工場自体が顧客の信頼を得る第二の営

業の場であると言うお考えで、実践された成果を各
現場にて担当者の説明を通して紹介がありました。
　見学会後、近くのレストランで橋本社長と塩瀬先
生もご参加いただき懇親会をもちましたが、塩瀬先
生には懇親会にてショートスピーチをしていただき大
変盛り上がった懇親の場となりました。最後となりまし
たが、今回の見学会開催には、高槻ものづくり企業
交流会のメンバー数人も参加されORD会員の皆さ
んとの新たな交流の場ともなり大変有意義なひと時
となりました。

伊藤　典一（記）･オフィスＣ・キューブ
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大阪府研究開発型企業振興会
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真田先生講演風景

大信機器㈱大阪真空化学㈱

C O N T E N T

平成22年度　ＯＲＤ総会開催及び講演会

会員紹介  非破壊検査（株）

技術促進委員会「見学会」レポート

中小企業総合展開催

ORDからのお知らせ
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　平成22年6月10日、グランキューブ大阪（大阪国際会議
場）におきまして、平成22年度 ＯＲＤ総会並びに講演会を
開催致しました。
　ＯＲＤ総会におきましては、奥野代表幹事の開催の挨拶
の後、ご来賓の方々の紹介に続き、ご来賓を代表して大阪
府商工労働部商工振興室経営支援課長児島和彦様より
ご挨拶を賜り、引き続き総会審議に移り各議案について承
認を得ました。

　報告事項として各部会・委員会報告後、無事総会を終
了致しました。

　総会終了後、講演会に移り
　ＯＲＤ総会では2度目となり金融面から見た世界経済、特
にアジア経済では第一人者の１人である、愛知淑徳大学ビ
ジネス学部教授真田幸光先生より『大きな過度期に差し掛
かる世界と日本の行く末』というテーマでご講演頂きました。
　講演内容につきましては、テーマ通りオバマ大統領（民主
党）の出現で世界が大きく変わろうとしている。オバマ大統
領の「チェンジ」の意味するものは、世の中の安定が覇権

体制から均衡の体制
（協調）に移行。リーマン
ショックによる信用収縮
後のギリシャ発信用不安
によるユーロ圏の信用不
安、このような世界経済
に引きずられると日本の
行く末は「ものづくり奴隷
大国」となってしまいま
す。そうならない為に

 による日本の「良さ」を世界に伝播していくことが必要。当
然のことながら再認識させて頂いた講演会でした。
　真田幸光先生、大変貴重なご講演を賜り誠に有難うご
ざいました。

　紙面の関係上、真田先生のご講演をかいつまんで記載
させて頂きましたが、詳細な資料として、真田先生の「ＯＲＤ
基調講演AGENDA付属資料」は事務局にて保有してお
りますので、ご希望の方は事務局に問い合せ願います。
　大変参考になる資料となっておりますので、ぜひお問い
合せ下さい。
　講演終了後、真田先生にもご参加頂き、交流会を行い有
意義な時間を過ごすことができました。

松浦勲（記）/ラミネート工業（株）

編集：企画広報部会 事務局：〒538-0044　大阪市鶴見区放出東１丁目１０番２５号（奥野製薬工業（株） 企画開発部内）
　　　   TEL 06－6961－0886　FAX 06－6963－0740　E-mail info@ord.gr.jp　URL http://www.ord.gr.jp

好評につき藤本昇弁理士による「ORD知財セミナー」の続編のセミナー開催が
決まりました。

第二回「ORD知財セミナー」

製品開発委員会日帰り研修の日程が決まりました

技術促進委員会一泊研修の日程が決まりました。

ORDからのお知らせ

中 小 企 業 総 合 展 開 催
　５月２６～２８日の３日間イ
ンテックス大阪にて全国か
ら450社以上の中小企業が
集まり盛況の内に開催され
ました。
　ORDからは、大阪真空
化学㈱（安達社長）と大信
機器㈱（木村社長）の二社
が厳しい審査を通られ出展
されておられました。

　又、今年のORD総会で講演頂いた愛知淑徳大学
の真田先生も「日本モノ作りの将来を語る」と題して講
演されておられました。

中 小 企 業 総 合 展 開 催

日　程　平成 22 年 9 月 7 日（火）　　　　場　所　奥野製薬工業㈱４F 会議室
詳細は、後日発表します。

日　程　平成 22 年 9 月 15 日（水）　　　 場　所　ネクスタ㈱（岡崎社長）三田工場
詳細は、後日発表します。

日　程　平成 22 年 10 月 23 日（金）～24 日（土）
場　所　ヤマハ㈱豊岡工場（管楽器工場）浜松　
　　　　あいち臨空新エネルギー実証研究エリア　愛知
　　　　セントレア空港制限区域内見学　愛知
詳細は、後日発表します。

１．貿易立国・技術立国に回帰し、企業の根拠を日本に
　置きながらきちんと外貨を稼ぐ国になる（真似のでき
　ない技術・仕組み・サービス）

２．人材教育

３．人力再生

議案１．平成21年度事業実績及び収支報告
議案２．平成22年度事業計画及び収支予算
議案３．その他につきましては、今回の総会に
　　　 おける役員改選なき旨の連絡

　

平成22年度

ＯＲＤ総会開催及び講演会ＯＲＤ総会開催及び講演会ＯＲＤ総会開催及び講演会




