
ＯＲＤのあゆみ　1986年（昭和61年）～2021年（令和3年）

1986年 1月 設立発起人会

（昭和61年） 2月 設立総会

講演　「新産業革命時代の高収益企業化戦略」

　　　　ＯＲＤ顧問　青山幸男氏

5月 総会

講演　「情報化の流れをどう見るか」

　　　　大阪大学　鈴木　胖氏

7月 先進技術情報セミナー

講演　「最新レーザー応用技術」

8月 全体セミナー　「ハイテク時代の人材確保、人材養成」

パネルディスカッション

パネラー　　　　　 　㈱日本マンパワー　　 　小野　憲氏

　　　　　　　　　　　　大阪府立大学工学部　 橋本文雄氏

　　　　　　　　　　　　関西大学　　　　　　　　　小谷信隆氏

　　　　　　　　　　　　太陽鉄鋼㈱　　　　　　　 横山嘉一氏

コーディネーター　ＯＲＤ顧問　　　　　　　 　 青山幸男氏

10月 全体セミナー

講演　「研究開発と特許戦略」

　　　　弁理士　柳野隆生氏

12月 先進技術情報セミナー　「最新真空・薄膜応用技術」

1987年 2月 全体セミナー　「アジアNICsへの海外進出戦略を探る」

（昭和62年） パネルディスカッション

パネラー　　　　　   日本貿易振興会　 　　　小野　憲氏

　　　　　　　　　　　  ㈱東京銀行　　　　　　　 三浦　潔氏

　　　　　　　　　　　  新田ゼラチン㈱　　　　　新田精一氏

　　　　　　　　　　　  明和グラビア㈱　 　　　 大島康弘氏

コーディネーター　ＯＲＤ顧問　                加登　豊氏

5月 総会

講演　「日本経済の行方～円高、構造調整はどこまで」

　　　　毎日新聞社　肥塚文博氏

6月 先進技術セミナー　「最新レーザー・センサー応用技術」

8月 全体セミナー

講演　「激変の時代の市場創造」

パネルディスカッション

パネラー　　　　　  エヴィク㈱　　 　　　　　　中山　祟氏

　　　　　　　　　　　 ㈱ダイケイ　　　　　　　　 橋本文雄氏

　　　　　　　　　　　 ガスクロ工業 　　　　　　小谷信隆氏

コーディネーター　ＯＲＤ顧問　                青山幸男氏

9月 ハイテク100社技術発表交流へのORDブース出展

　　　　先進技術セミナー　「最新超電導応用技術」

10月 関西空港建設現場見学

11月 全体セミナー　「ベンチャーの狙うNiche（すきま）」

　　　　東海大学　教授　唐津　一氏

11月 米国西海岸技術交流拠点視察団への参加



1988年 2月 全体セミナー

（昭和63年） 講演　「見直そう、貴社の経営管理」

　　　　ＯＲＤ顧問　加登　豊氏

5月 総会

講演　「ソフト化経済社会にける情報化戦略」

　　　　ファルマ㈱　松田康之氏

6月 融合化研究会

講演　「融合化施策全般について」

　　　　中小企業事業団

8月 第1回ORDサロン開催

ゲスト　ORD代表幹事　㈱サトーセン　社長　佐藤光治氏

9月 融合化研究会

融合化事例発表会　「移動キッチンサービスに至るまで」

　　　　協同組合ハイブリッド理事長　北尻　勲氏

9月 全体セミナー

講演　「研究開発型企業の成功の秘密」

　　　　フェニックス電機㈱　西堀　稔氏

　　　　ORD顧問　青山幸男氏

9月 ハイテク100社技術発表交流へのORDブース出展

10月 融合化研究会

講演　「融合化の進め方」

　　　　中小企業事業団中央型ライザー　荻平　勲氏

　　　　「他県の融合化の事例報告」　　　事務局

12月 ORDサロン

　　　　ORD顧問　青山幸男氏

1989年 3月 全体セミナー

（平成元年） 講演　「ベンチャービジネスのサバイバル戦略」

　　　　ORD顧問　加登　豊氏

5月 総会

講演　「EC統合とヨーロッパ中堅企業の再編」

　　　　㈱アクセス研究所　江本佳隆氏

7月 ORDサロン

ゲスト　神奈川県研究開発型企業連絡会議　木村照夫氏

8月 全体セミナー

講演　「株式上場を目指して」

　　　　日本合同ファイナンス㈱　　 安瀬春夫氏

　　　　大阪中小企業投資育成㈱　倉田征五郎氏

　　　　三菱信託銀行㈱ 　　　  　　　田中史郎氏

9月 ORD公開セミナー

講演　「企業変革のためのプロセスデザイン」

　　　　㈱テンポラリーエデュコンサルタント　柴田昌治氏

9月 融合化ネットワーク’89への出展

9月 全体セミナー

講演　「中堅・中小企業の人手不足危機にどう対応すべきか」

　　　　ORD顧問　青山幸男氏

10月 ORDサロン　自由討論



12月 ORD公開セミナー

講演　「共同技術開発と知的所有権」

　　　　弁護士　小野昌延氏

　　　　「21世紀に向けての情報システム」

　　　　日本IBM㈱　太田可允

12月 ORDを語る会

　　　ORDの目的、会費、組織等について

1990年 1月 ORDを語る会

（平成2年） 　　　(財)大阪府研究開発型企業振興財団の事業に対するORDの提案

2月 ORD公開セミナー

　　　ベンチャービジネス系戦略セミナー

　　　「90年代における関西のベンチャービジネスの成長戦略」

　　　（パネルディスカッション）

2月 ORDを語る会

　　　平成2年度事業について

5月 ORDを語る会

講演　「わが社の経営理念と会社発展の道のり」

　　　　太陽鉄工㈱　北浦公雄氏

見学　太陽鉄工㈱工場

6月 総会

ORDビジョン中間報告

講演　「研究開発型企業の成長ととの軌跡」

　　　　オムロン㈱　陣川公平氏

7月 ORDを語る会

講演　「21世紀に向かって翔びたとう -Jumping21-」

　　　　㈱サトーセン　佐藤光治氏

見学　㈱サトーセン工場

9月 夏季一泊研修会

講演　「ハイテク・ズームイン-先端技術をめぐる最新の話題」

　　　　近畿大学　教授　栗岡　豊氏

見学　神戸大学共同開発センター

10月 「京都融合化フェア」へパネル、商品出展

11月 ORDを語る会

見学　大阪大学電気工学、金属工学、電子工学各講座

11月 管理者研修会

講演　「ＳＥ管理者としての資質の向上」

　　　　日本ＮＣＲ㈱　村上嘉男氏

12月 ORDを語る会

講演　「わが社の経営哲学」

　　　　有光工業㈱　有光聿郎氏

見学　有光工業㈱工場

12月 ソフト産業フォーラム

講演　「情報サービス産業の発展方向と課題」

　　　　アシスト㈱　ビル・トッテン氏

　　　　「ハイテク技術のユーザーコミュニケーション」

　　　　㈱コスモピア　宮田みどり氏



1991年 1月 ORD公開セミナー

（平成3年） 講演　「平成3年の内外景気動向について」

　　　　㈱東京銀行　寿崎雅夫氏

　　　　「人手不足に勝つ経営」

　　　　ORD顧問　青山幸男氏

　　　　「社員教育のツボはここだ」

　　　　千代田火災海上保険㈱　佐藤毅彦氏

2月 管理者研修会

講演　「会社経営者・管理者としての資質の向上」

　　　　㈱ジェムコ　河辺健一氏

4月 ORDセミナー

講演　「平成3年度商工施策の概要について」

　　　　大阪府商工部　佐々木英一氏

　　　　「平成3年度労働施策の概要について」

　　　　大阪府労働部　高橋幸雄氏

　　　　「研究開発型企業への支援施策について」

　　　　大阪府商工部　草薙勝之氏

　　　　「米国東部のベンチャー事情について」

　　　　大阪府商工部　市川信治氏

フランス　ドゥ県との交流

　　　　ドゥ県議会副議長　　 クロード・ジラール氏

　　　　ドゥ県経済開発協会　ジャンクロード・ドゥタン氏

6月 総会

講演　「上方文化が生んだ人と風土」

　　　　上方文化研究家　井澤壽治氏

6月 上海市漕河涇新興技術開発区訪日団懇談会  上海市　陳　行祥氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陳　治平氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張　明福氏

7月 見学会　イトーキニューオフィス

7月 夏季一泊研修会

京都府・兵庫県の各異業種交流協議会との交流

9月 総務企画委員会

見学会　大阪大学工学部応用物理工学科、機械工学科、精密工学科

10月 ORDゴルフコンペ

11月 ORDセミナー

講演　「人材確保のための新しいアプローチ」

　　　　㈱アズレックベルハート　相坂　渉氏

　　　　「発想の転換と社内活性化のためのメンタルヘルス」

　　　　東芝ＥＭＩ㈱　真谷勝義氏

1992年 1月 「テクノ・イノベーション　大阪の研究開発型企業100社」

（平成4年） 　　　刊行　日刊工業新聞社

2月 ORD設立5周年式典

　　　記念式典、知事表彰、記念パーティー

4月 産業政策委員会・総務委員会

講演　「景気後退下の中で21世紀を勝ち抜く高度専門企業」

　　　　ORD顧問　青山幸男氏



6月 総会

講演　「職場におけるメンタルヘルスについて」

　　　　大阪府立公衆衛生研究所　藤井久和氏

クロード・チアリ氏コンサート

6月 「テクノクリエーション　ORD5周年記念誌」発行

9月 ORD全体交流会

講演　「厳しい環境下における今後の研究開発について」

　　　　通商産業省工業技術院大阪工業技術試験所

　　　　　有機機能材料部複合体合成研究所　所長　小川弘正氏

パネルディスカッション　「ORD委員会活動の現状と展望」

　　　ORDアドバイザー　北條彰一氏

10月 第2回ORD杯ゴルフコンペ

12月 融合化フォーラム参画

1993年 3月 見学会

（平成5年） 通産省工業技術院大阪工業技術試験所

　無機機能材料部、ガラス・セラミック部、有機機能材料部

　機能応用化学部、材料物理部、地球環境技術研究所水素分室

6月 総会

講演　「衛生ネットワークと研究開発型企業」

　　　　大阪市立大学　岡　育生氏

9月 第3回ORD杯ゴルフコンペ

11月 異業種・技術交流展’93への出展

1994年 1月 臨時総会

（平成6年） 講演　「円高に勝ち構造不況克服と自社のリストラ・収益構造改革」

　　　　ORD顧問　青山幸男氏

ORDビジョンの策定

3月 ＯＲＤビジョンアクションプログラムの策定

　ORDビジョンの実現に向かって5年間の目標を策定し実行に移す

6月 総会

講演　「これからの企業戦略を考えるキーファクター」

　　　　ORD顧問　加登　豊氏

10月 神戸大学経営学部「VB企業諭講座」への参画

「VB（ベンチャービジネス）とは何か」

　　　　ORDアドバイザー　北條彰一氏

　　　　奥野製薬工業㈱　　奥野和義氏

　　　　ORD顧問　　　　　　加登　豊氏

「VBの技術戦略：先端技術にかけるハイテクＶＢ」

　　　　ネクスタ㈱　　　　　　岡崎昌三氏

11月 神戸大学経営学部「ＶＢ企業諭講座」への参画

「VBの成長戦略：企業間ネットワークの活用」

　　　　㈱サトーセン　　　　佐藤光治氏

「VBの人材戦略：人材開発のノウハウ」

　　　　白光㈱　　　　　　　　吉村　博氏

11月 ORD全体事業

講演　「インターネットとマルチメディア」

　　　　大阪大学工学部　助教授　下條真司氏



12月 神戸大学経営学部「ＶＢ企業諭講座」への参画

「VBの経営戦略：成長のマネジメント」

　　　　非破壊検査㈱　　　 山口多賀司氏

12月 第1回大阪府立大学研究開発支援フォーラム

講演　「研究開発と新技術」

大阪府立大学工学部　教授　山下宏二氏

1995年 1月 神戸大学経営学部「VB企業諭講座」への参画

(平成7年） 「VB支援の仕組み：投融資とインキュベーション機能」

　　　　大阪中小企業投資育成㈱　　高井郷彦氏

1月 阪神大震災

大阪府緊急支援のPRにORDニュースを利用

3月 テクノメッセ関西

「第8回異業種技術交流展’95」同時開催

6月 総会

講演　「企業経営者の発想の転換-現代非合理主義の弊害-」

立命館大学国際関係学部　教授　安齋育郎氏

10月 立命館大学びわこ・くさつキャンパス

講演　「産学交流制度及び共同研究」

　　　　総合理工学研究機構長　木村　明氏

見学　マルチメディア関連施設

11月 ORDセミナー（プレ10周年記念事業）

講演　「産業の空洞化対策」

　　　　ORD顧問　加登　豊氏

パネルディスカッション

パネラー　　　　　   ㈱サコムインターナショナル研究所　　辻　理氏

　　　　　　　　　　　  ㈱京阪神エルマガジン社　　　　　　　　 楢崎　寛氏

　　　　　　　　　　　  イーディーコントライブ㈱　　　　　　　　　 川合　歩氏

コーディネーター　ORD顧問　                　　　　　　　　　　加登　豊氏

11月 融合化フォーラム’95参画

パネルディスカッション　「求められる産学官交流について」

パネラー参加　　　代表幹事　　秋山千尋氏

12月 第2回大阪府立大学研究開発支援フォーラム

講演　「工学部における産官学研究交流の現状と将来展望」

　　　　大阪府立大学　南　努氏

講演　「産官学研究開発交流における役割分担」

　　　　大阪府立大学　宮南　啓氏

講演　「インテリジェントコントロールの動向」

　　　　　　　-作業工程の質的向上を図るための知的制御-

　　　　大阪府立大学　大松　茂氏

工学部研究室見学

1996年 2月 ベンチャー・エキスポ’96への出展

（平成8年） 6月 見学会

大阪府産業技術研究所（産技研）

6月 総会

講演　「ホソカワミクロンの技術開発80年-世界を駆ける粉体技術-」

　　　　ホソカワミクロン㈱　会長　細川益男氏



9月 見学会

大阪大学先端科学技術共同研究センター

ベンチャービジネスラボラトリー

11月 ORD10周年記念式典

記念講演　「科学における新しい潮流」

　　　　　　　慶應義塾大学理工学部　教授　米沢富美子氏

記念式典、ディナーショー（クロード・チアリ氏）

12月 第3回大阪府立大学研究開発支援フォーラム

講演　「工学部における産官学研究交流の現状と将来展望」

　　　　大阪府立大学工学部　部長　南　努氏

　　　　「環境を考慮したもの造り」

　　　　大阪府立大学工学部　教授　前田泰昭氏

　　　　「21世紀に向けての新日本型経営」

　　　　大阪府立大学工学部　教授　太田　宏氏

1997年 2月 テクノメッセ関西

（平成9年） 「ベンチャー・エキスポ’97」同時開催

6月 総会

基調講演　「天神祭りと大阪商人」

　　　　　　　大阪天満宮資料室員　近江晴子氏

9月 見学会

大阪大学先端科学技術共同研究センター

10月 静岡・関西異業種交流会開催

10月 見学会

奈良先端科学技術大学院大学

10月 見学会

大阪府立特許情報センター

講演　「ベンチャー企業におけるブランドの価値」

12月 ORD「技術情報リスト」第1号刊行

1998年 2月 ORD新年互例会

（平成10年） 記念講演　「異業種における技術の融合」

　　　　　　　新和商事㈱　森下喜郎氏

ポスターセッション　13社

2月 ベンチャー・エキスポ’98への出展

5月 ORDニュース　50号

　 大阪府知事　横山ノック氏より祝辞

6月 総会

講演　「人と都市の花・みどり

　　　　　　　　～ちょっと気になる花と緑から見た都市と職場の環境改善」

　　　　㈲風のみどり塾　主宰　杉井明美氏

7月 見学会

関西大学工業技術研究所

7月 ORD「技術情報リスト」第2号刊行

1999年 2月 テクノパワー’99の開催

（平成11年） ポスターセッション、ショートトーク

講演　「先端エレクトロニクス実装の動向」

　　　　日本IBM㈱　理事　野洲研究所　塚田　裕氏



2月 技術情報リスト第3号発刊

2月 ベンチャー・エキスポ’99への出展

6月 総会

講演　「堺刃物と食文化」

　　　　㈱和泉利器製作所　代表取締役　信田圭造氏

7月 見学会

京都大学ビジネスラボラトリー

講演　「青色発光GaNの微細構造と発光特性」

　　　　　～なぜよく光るのか？もっと光らせるには～

　　　　京都大学VBL　助教授　川上養一氏

10月 見学会

SPRING-8　㈶高輝度光科学研究センター　常務理事　山田元章氏

12月 技術情報リスト第4号発刊

2000年 2月 テクノパワー2000の開催

（平成12年） 「テクノロジーと地球環境」

ポスターセッション、ショートトーク

講演　「ITSの現状と未来～いよいよ始まるETC、その先に何が見えるか～」

　　　　㈱デンソー　小林恒夫氏

2月 ベンチャー・エキスポ2000への出展

3月 ACCESS2000データベース研修

　　　梅田ビジネス専門学校

6月 総会

講演　「情報・家電・通信の未来」

　　　　㈱アスキー　取締役　西　和彦氏

7月 事務局移転　大阪産業振興機構マイドームおおさか6F

7月 FORECS FORUM　企業技術説明会に参画

発表企業

大阪真空化学㈱　「ホットスタンプで成型品に回路形成」

ニッタ㈱　「張力制御装置『Nittenser』の開発」

日本LSIカード㈱　「ITS関連、全周画像で自動車社会の安心向上技術」

8月 見学会

大阪府立産業技術研究所

9月 ベンチャー・エキスポ2000への出展

第14回異業種・技術交流展　ベンチャー2000KANSAIと併催

2001年 2月 見学会（FORECS賛助会協賛）

（平成13年） 大阪市立工業研究所

講演　「レジンコンクリートの新製造方法」

　　　　「最新のマグネシウム合金成形技術」

2月 企業技術説明会（FORECS賛助会協賛）

参加企業　セン特殊光源㈱：UV/オゾン洗浄装置

　　　　　　　㈱村上技研工業：センサ・計測機器

3月 「大阪の優良企業100社」の刊行

ORD編、日刊工業新聞社発行

5月 総会

講演　「中小企業の底力」

　　　　政策研究大学院大学　教授　橋本久義氏



6月 イスラエル大使館経済担当公使との懇談会

　　　　　　　　公使　　　　　　　　　　　レビィ・エラッド氏

　　　　　　　　企画広報部会長　　　菊池　清氏

　　　　　　　　事務局長　　　　　　　 渡辺卓二氏

6月 テクノパワー2001の開催

ポスターセッション、ショートトーク

講演　「宇宙開発とベンチャーの技術」

　　　　宇宙開発事業団　シニアコーディネーター　小澤良昌氏

6月 技術情報リスト第5号発刊

9月 ベンチャー・エキスポ2001への出展

出展会員　協和電子工業㈱

　　　　　　　三東化工業㈱

　　　　　　　日本電子工業㈱

　　　　　　　㈱ビー・テック

　　　　　　　フジキンソフト㈱

2002年 1月 創都ビジネスフェア2002への出展

（平成14年） 出展会員　㈱大北耕商事

　　　　　　　三東化工業㈱

　　　　　　　㈱奈良県中和営繕

　　　　　　　日本LSIカード㈱

　　　　　　　㈱ビー・テック

　　　　　　　フジキンソフト㈱

3月 講演会

講演　「技術革新のための創造的問題解決の方法論-TRIZ/USIT」

　　　　大阪学院大学　教授　中川　徹氏

6月 総会

講演　「生産技術開発35年+アルファ」

　　　　㈱デンソー　生産技術開発部　主幹　竹中　修氏

テクノパワー2002の開催

　　　-産・学が　創・造・作　未来の新技術-

ポスターセッション、ショートトーク

講演　「AIBOの開発と市場規模」

　　　　ソニー㈱　開発設計1部　統括課長　山口隆雄氏

6月 技術情報リスト第6号発刊

9月 ベンチャー・エキスポ2002への出展

ORDブース：奥野製薬工業㈱、協和電子工業㈱、㈱サトーセン

　　　　　　　　フジキンソフト㈱、㈱村上技研産業、山本光学㈱

単独出展：日本LSIカード㈱、セン特殊光源㈱、㈱大和銀総合研究所

12月 日韓ITビジネス交流会

2003年 1月 新春座談会

（平成15年） 「ORDと日本の研究開発型企業の今後」

参加者　　岡崎昌三氏　　ネクスタ㈱

　　　　　 　橋本賢一氏　　㈱ビー・テック

            　松井博也氏　　㈱CSK

            　芝田　稔氏　 　エス・エフ・ピーサポート

            　中平成治氏　　㈱奈良県中和営繕

司会     　小林　勝氏　　 事務局



6月 総会

講演　「さあ、発明起業家の出番です」

　　　　㈱発明工房　代表　藤村靖之氏

テクノパワー2003の開催

ポスターセッション、ショートトーク

6月 技術情報リスト第7号発刊

11月 ベンチャー・エキスポ2003への出展

ORDブース：オーシン商事㈱、熊野技研工業㈱、サトーセン㈱

　　　　　　　　セン特殊光源㈱、ニッタ㈱、日本LSIカード㈱、フジキンソフト㈱

単独出展：日本LSIカード㈱、ラミネート工業㈱、㈱りそな総合研究所

2004年 1月 新春座談会

（平成16年） 「不況下を勝ち抜く研究開発型企業とは～新年の抱負を語る～」

参加者　　安達隆一氏　　　大阪真空化学㈱

　　　　　 　森下喜郎氏　　　新和商事㈱

            　松井博也氏　　　㈱CSK

            　木村真琴氏　 　 日本LSIカード㈱

            　村上　功氏　　　 ㈱村上技研産業

　　　　　　 松本泰則氏　　　大阪産業振興機構

司会     　工藤松太嘉氏 　事務局

6月 総会

講演　「開発の鍵を握るトラブルシューティング」

　　　　近畿大学総合理工学研究科長　河島信樹氏

テクノパワー2004の開催

　　　　-夢と希望を創る新技術-

ポスターセッション、ショートトーク

6月 技術情報リスト第8号発刊

11月 ベンチャー・エキスポ2004への出展

ORDブース：奥野製薬工業㈱、㈱サトーセン、セン特殊光源㈱、㈱ダビンチ

　　　　　　　　ニッタ㈱、日本LSIカード㈱、フジキンソフト㈱

2005年 1月 新春座談会

（平成17年） 「大阪飛躍の一年へ～モノづくりへの回帰を目指して～」

参加者　　至田良親氏　　㈱空研

　　　　　 　小倉義生氏　　　太陽刷子㈱

            　芝田　稔氏　　 　エス・エフ・ピーサポート

            　沢村真人氏　　  ㈱りそな銀行

　　　　　　 松本泰則氏　　　㈶大阪産業振興機構

司会     　工藤松太嘉氏 　事務局

5月 総会

講演　「元気を出せ中小企業」

　　　　政策研究大学院大学　教授　橋本久義氏

テクノパワー2005の開催

「次世代の環境技術と世界に通じるものづくり」

5月 技術情報リスト第9号発刊

10月 2005異業種グループ全国ネットワークフォーラム大阪大会

11月 ベンチャー・エキスポ2005への出展



2006年 1月 新春座談会

（平成18年） 参加者　　松浦　勲氏　　 　ラミネート工業㈱

　　　　　 　阪井啓一氏　　　マルエス電機工業㈱

            　熊木　実氏　　 　あずさ監査法人

            　佐藤晴央氏　　  マコトロイ工業㈱

            　安井義孝氏　　　㈱CSK

司会     　松井泰則氏　工藤松太嘉氏 　事務局

7月 総会

講演　「構想力の時代」

高知工科大学総合研究所　所長　水野博之氏

　（元松下電器産業　副社長）

テクノパワー2006の開催

ポスターセッション、ショートトーク

「『儲かる技術』ここから発信」世界に雄飛するKansaiの技術

ORD20周年記念式典

大阪体育大学チア・リーディング部「JASPER」

7月 技術情報リスト第10号発刊

11月 ベンチャー・エキスポ2006への出展

2007年 1月 新春座談会

（平成19年） 参加者　　木村真琴氏　　  大信機器㈱

　　　　　 　藤川儀夫氏　　　㈱ティケイケイ

            　伊場田　晶氏　　旭テック㈱

            　細川正直氏　　  ㈱ホットライン

司会     　松井泰則氏　岡崎哲也氏　北出芳久氏　事務局

3月 ORD環境規則シンポジウム開催

「RoHS、REACHなど製品含有化学物質の規制動向と企業競争力の強化」

基調講演　「中国RoHS、EU REACHなど国内外規制動向について」

パネルディスカッション　「化学物質の適正な管理活用と企業競争力の強化」

パネリスト3名

　　㈱ニホンスペリア社　　　　 代表取締役社長　西村哲郎氏

　　ソルダーソリューション㈱　代表取締役社長　山下茂樹氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター

7月 総会

講演　「水面下で動く国際経済-中国、ロシア、インドに見る戦略的な動き-」

　　　　愛知淑徳大学ビジネス学部　教授　真田　幸光氏

テクノパワー2007の開催

ポスターセッション、ショートトーク

使える技術ココにあり　「探してた技術　今日見つかります-ORD-」

7月 技術情報リスト第11号発刊

11月 ベンチャー・エキスポ2007への出展

ORDブース：奥野製薬工業㈱、セン特殊光源㈱、大信機器㈱、㈱ビー・テック

2008年 1月 新春座談会

（平成20年） 参加者　　奥野和義氏　　  ORD代表幹事

　　　　　 　藤川儀夫氏　　　製品開発委員長

　　　　　　 森下喜郎氏　　　ベンチャー21委員長

            　伊場田　晶氏　　技術交流委員長

司会     　阪口泰久氏　藤光裕史氏　事務局



1月 ORDニュース第100号発行

7月 事務局移管　奥野製薬工業㈱内へ

8月 総会

講演　「真のものづくり大国をめざして」

　　　　愛知淑徳大学ビジネス学部　教授　真田　幸光氏

テクノパワー2008の開催

ポスターセッション、ショートトーク

「ものづくり日本！関西の技！！-ORD-」

8月 技術情報リスト第12号発刊

11月 特別講演

-この星に確かな未来を-

「三菱重工の環境・エネルギー事業への取組み」

　　　　三菱重工㈱　取締役社長　大宮英明氏

11月 ベンチャー・エキスポ2008

　 　　　　事務局移管直後のため今年度参加見送り

2009年 6月 総会

（平成21年） 基調講演　「電気自動車の将来」

10月 特別講演

「グローバル経済危機の中の企業経営」

　　　　ソニー生命保険㈱　取締役会長　安藤国威氏

　　　　　（元ソニー㈱代取締役社長兼COO）

11月 事業化マッチング総合展　「就活フェスタ」同時開催　参画

11月 ベンチャー・エキスポ2009への出展

ORDブース：アテックス、奥野製薬工業㈱、オーシン商事㈱

　　　　　　　　セン特殊光源㈱、レッドゴールド㈱

2010年 3月 ORD知財セミナー

（平成22年） 「研究開発型企業の経営と特許等知的財産戦略」

　（中国等新興国の進出と模倣問題）

　　　　藤本昇特許事務所　所長　弁理士　藤本　昇氏

6月 総会

講演　「大きな過渡期に差し掛かる世界と日本の行く末」

　　　　愛知淑徳大学ビジネス学部　教授　真田　幸光氏

8月 見学会

和泉市テクノステージ

9月 第2回知財セミナー

「研究開発から製品販売迄に注意すべき知財の諸問題」

　　　　藤本昇特許事務所　所長　弁理士　藤本　昇氏

11月 特別講演

「日東電工におけるR&D戦略とその展望」

　　　　日東電工㈱　執行役員　全社技術部門長　表　利彦氏

11月 事業化マッチング総合展　「就活フェスタ」同時開催　参画

12月 第3回知財セミナー

「研究開発と特許情報の活用事例」

　　　　藤本昇特許事務所　所長　弁理士　藤本　昇氏



2011年 2月 特別講演

（平成23年） 「技術と経営」-住金の事例-

　　　　住友金属工業㈱　取締役社長　友野　宏氏

3月 国際取引セミナー

「海外取引における諸問題とその対応について」

　　　　㈳日本商事仲裁協会　理事　大阪事務所長　大貫雅晴氏

6月 総会

講演　「バリュードライバーとしての感性」

　　　　大阪府立大学経済学部　教授　山本浩二氏

10月 ORDセミナー

パネルディスカッション

「中国を中心とした東南アジアのビジネスリスクとその対策」

パネリスト　　藤本昇特許事務所　所長　弁理士　　　　　　　  藤本　昇氏

　　　　　　　　 ㈳日本商事仲裁協会　理事　大阪事務所長　 大貫雅晴氏

　　　　　　　　 大阪府商工労働部アジア統括マネージャー　  小堤俊郎氏

　　　　　　　　 ORD幹事　セン特殊光源㈱社長　　　　　　　　  菊池　清氏

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ　ORD幹事　ラミネート工業㈱社長　　　　　　　　  松浦　勲氏

11月 特別講演

「笑いはたっぷり、商売はしっかり」

　　　　上方落語協会　理事　桂文　喬氏

2012年 2月 特別講演

（平成24年） 「JAXSAにおける飛行実証技術」

　　　　（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）　研究開発本部

　　　　　　　飛行技術研究センター　センター長　柳原正明氏

5月 ORD第一回スマートグリッド関連セミナー

「そのまえにスマートグリッドとは」

「現在進行中のスマートグリッドとは」

「スマートグリッドの成因、市場規模」

　　　　先端技術孵化請負人　杉岡玲人氏

「スマートグリッドの実演と事例紹介」

　　　　兼松㈱デバイスカンパニー　松田篤郎氏

　　　　NECネッツエスアイ㈱　佐久間正二氏

6月 総会

講演　「大阪の地震と津波-いま、むかし・・大地は動く」

　　　　九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門　教授　佐野弘好氏

7月 見学会

JAXA調布航空宇宙センター

7月 ORD第二回スマートグリッド関連セミナー

「スマートハウス」

「家庭用蓄電池システム」

「HEMS」

　　　　NECスマートエネルギー販売推進部　深澤英希氏

9月 特別講演

「我が国の宇宙開発利用の動向」

　　　　(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA）

　　　　　　　宇宙輸送ミッション本部長　理事　遠藤　守氏



11月 ORD第三回スマートグリッド関連セミナー

大和ハウス工業㈱総合技術研究所

「スマートハウス・スマートタウンへの取組み」

　　　　フロンティア技術研究室　グループ長　大槻卓也氏

見学　総合技術研究所　体験型ギャラリー、D’ミュージアム

11月 試乗会

オール電化客船「あまのかわ」

　　　　㈱ビー・テック　社長　橋本賢一氏による招待

12月 特別講演

「混沌が深まり、機器が顕在化する国際社会」

　　　　愛知淑徳大学ビジネス学部　教授　真田　幸光氏

2013年 2月 特別講演

（平成25年） 「技術に支えられる海遊館」

　　　　海遊館　館長　西田清徳氏

6月 総会

講演　「医療における光技術」

　　　　大阪大学大学院　教授　近江雅人氏

7月 第一回中国ビジネス関連セミナー

「今後の中国ビジネスの動向とリスクマネージメント」

　　　　㈶アジアビジネス再生機構　川村忠隆氏

9月 第二回中国ビジネス関連セミナー

「法務・税務リスクマネジメントの重要性と事例研究」

　-中国進出時・進出後の問題点と対応について-

　　　　上海兆辰匯法律事務所　賈暁海

11月 特別講演

「海中探査機の開発」-海中ロボットは7つの壁を越えて作られる-

　　　　海洋研究開発機構・海洋工学センターJAMSTEC　百留忠洋氏

12月 第三回中国ビジネス関連セミナー

「上海自由貿易区の概要」

　　　　大阪府産業リサーチセンター　専門員　江原　均氏

2014年 3月 特別講演

(平成26年） 「商いに異業なし」-TPP施行後の知的財産について-

イグ・ノーベル賞受賞者　井上大佑氏

4月 6次産業化関連セミナー

「近畿における6次産業化の取組みについて」

　　　　近畿農政局大阪地域センター農政推進グループ（六次）

　 　　　　　　　主任農政業務管理官　井上　昇氏

　　　　大阪産6次産業化サポートセンター　企画推進委員　大山　恵史氏

　　　　志門特許商標事務所　所長　6次化プランナー　下田佳男氏

6月 総会

基調講演　「製造業の成長戦略」

　　　　　　　　-付加価値がどこにあるかを探ることから始めよう-

　　　　元TDK通信技術開発センター長　工学博士　岡本　明氏



7月 海外現地法人経営関連セミナー

「海外現地法人経営に必要なこと（中国編）」

　-海外現地法人の経営実務経験者による裏話-

　　　　ニッタ㈱　テクニカルセンター

　　　　　　　　　開発企画グループ　担当部長　伊藤美浩氏

12月 特別講演

「MRJの挑戦-国産旅客機を世界の空へ」

　　　　三菱重工業㈱　会長　大宮英明氏

2015年 5月 見学会

（平成27年） ANA機体整備工場（伊丹空港）　豊中市

6月 総会

基調講演　「現行の世界秩序の変化の兆しと日本のあり方」

　　　　愛知淑徳大学ビジネス学部　教授　キャリアセンター長　真田　幸光氏

9月 マイナンバー対策セミナー

「マイナンバー対策に必要なこと」

　 　　　　キャノンシステムアンドサポート㈱　谷口　浩氏

11月 ORD医工連携セミナー

「中小企業の医工連携の可能性」

医療機器分野に対応するには中小企業は何をすべきか

　　　　関西広域連合　医療機器専門相談員　泉　博子氏、西本延子氏

2016年 2月 ORD講演会

（平成28年） 近畿大学長瀬キャンパス

「関西にIR（統合型リゾート）がやってくる？」

　　　　近畿大学　教授　高橋一夫氏

見学　理工学部共同利用センター、原子力研究所（原子炉含む）

3月 ORD講演会

Ⅰ部　「下町ロケット撮影秘話」

　　　　㈱フジキン　CS・マーケティング本部AMG　中村浩一氏

Ⅱ部　「国内航空機装備品産業の成長戦略」

　　　　住友精密工業㈱　技師長　高橋教雄氏

6月 総会及びORD30周年記念式典

基調講演　「医薬品産業の現状と将来」

　　　　田辺三菱製薬㈱　代表取締役会長　土屋裕弘氏

ポスターセッション併設

9月 ORD講演会

「京都花街に学ぶ経営学」

　　　　京都女子大学　教授　西尾久美子氏

見学　京都鉄道博物館

10月 ORD講演会

「ソ連崩壊25年と世界情勢」

　　　　産経新聞社　専務取締役・大阪代表　斎藤　勉氏

10月 ORD金融セミナー

「究極の法人融資見直しセミナー」

㈱しのざき総研　代表取締役　篠崎啓嗣氏



11月 ORD講演会

「吉本芸人として学んだぱわー・コミュニケーション理論」

　　　　コミュニケーション・プロデューサー　夏川立也氏

2017年 3月 ORD講演会

（平成29年） 「激動の朝鮮半島と日韓関係の行方」

　-これから日本は一番近い国、韓国、北朝鮮とどのようにつきあっていけばいいのか-

　　　　大阪市立大学　教授　朴　一氏

5月 ORD企業見学会

奥野製薬工業㈱　新研究棟

6月 総会

基調講演　「人はなぜ宇宙をめざすのか」

　　　　宇宙航空研究開発機構（JAXA）　社友　柳川孝一氏

8月 ORD講演会　りそな銀行共催

「混沌の世界を生き抜く知恵」

　　　　愛知淑徳大学ビジネス学部　教授　真田幸光氏

9月 人事評価勉強会

「中小企業の人事評価の勉強会」

　　　　FMBコンサルタンツ㈱　松本昌也氏

2018年 2月 ORD講演会

（平成30年） 「AI・IoTの技術動向および産学連携によるイノベーション」

　　　　大阪工業大学　教授　松井謙二氏

見学会　大阪工業大学梅田キャンパス

2月 ORD講演会

「防衛産業の現状と課題」

日本防衛装備工業会　事務局長　新村暢宏氏

6月 総会

基調講演　「トランプ政権と半島危機」

　　　　近代史評論家　江崎道朗氏

9月 ORD講演会　人材育成シリーズ三部構成講演会

第一弾　「厳しいことを言うときに必要な『叱り方』の技術」

　　　　叱りの達人協会（㈲ハートプロ）　『叱りの達人』　川村晴美氏

10月 ORD講演会　人材育成シリーズ三部構成講演会

第二弾　「企業の危機管理とよい謝罪」

　　　　『謝罪マスター』　竹中　功氏（元吉本興業㈱広報宣伝室）

12月 ORD企業見学会

大阪産業技術研究所和泉センター　新電波暗室

2019年 2月 ORD講演会　人材育成シリーズ三部構成講演会

（平成31年） 第三弾　「ほめる達人への道」～やる気を引き出す魔法の言葉～

　　　　（一社）日本ほめる達人協会　理事　『ほめる達人』　西村貴好氏

（令和元年） 5月 ORD企業見学会

ホソカワミクロン㈱　技術開発センター

6月 総会

基調講演　「日本経済に影響を及ぼす国際情勢」-米中経済戦争の結末と日本-

　　　　国際政治学者　藤井厳喜氏



9月 ORD講演会　万博がけん引する大阪・関西地域経済の活性化（2回シリーズ）

第一弾

講演①　「2025年大阪・関西万博誘致と今後について」

　　　　（一社）2025年日本国際博覧会協会　中根慶太氏

講演②　「大阪・関西万博と鉄道延伸計画」

　　　　鉄道ライター/カメラマン　伊原　薫氏

10月 ORDセミナー　働き方改革関連法対策セミナー（2回シリーズ)

第1回：基礎編　「『働き方改革関連法』のおさらいと現状を知り、変化と対策の大切さを考える」

　　　　㈱イーアドバンス　代表取締役社長　中森利一氏

11月 ORDセミナー　働き方改革関連法対策セミナー（2回シリーズ)

第2回：対策編　「『働き方改革関連法』対策、採用対策、人づくり・組織づくりの再考」

　　　　　　　定時帰宅では意味がない～【働き方改革】～その本質の事業効率化について

　　　　㈱イーアドバンス　代表取締役社長　中森利一氏

2020年 2月 ORD講演会　万博がけん引する大阪・関西地域経済の活性化（2回シリーズ）

（令和2年） 第二弾　「日本企業の海外事業展開の進展と持続可能な社会・経済システム実現への期待」

　　　　　　　－大阪・関西万博も見据えた持続的な海外需要の取り込みに向けて－

　　　　株式会社国際協力銀行　大阪支店　次長　石川　輝氏

6月 総会：中止　新型コロナ感染拡大のため

2021年 6月 総会：中止　新型コロナ感染拡大のため

（令和3年） 7月 ORD講演会　テーマ：日本の危機を考える

演　題　コロナ禍で顕在化した中小企業の危機と課題

　　　　　　～何が起こり、どう変化するのか

　　　　神戸国際大学　経済学部　教授　中村　智彦氏
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