組織横断の取り組みによる課題解決型統合プロジェクト

協創的研究開発
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産業構造の変化などを背景に生まれた課題を都産技研内の組織の
垣根を越えて、複数の組織を横断したチームを構成することで統
合的に解決する、理事長提唱のプロジェクトです。
この事業によって、都産技研内の事業活性化や職員の意識改革を

図１ 神経変性疾患における組織切片の
電子顕微鏡観察像

促す一方、魅力ある製品への展開を意識した中小企業のものづく
り支援を一層強化することを目指しています。
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造形中の様子

AM 技術の開発プラットフォームの構築と活用

AM 技術の現状と今後の発展

図２ ALMD-EM 法のスキーム
ALMD 装置（A）で、茶色く染まった凝集した蛋白
質の塊を摘出し（B）
、電子顕微鏡（C）で観察した
結果（D）
、図 1 にくらべて格段の解像度の上昇が得
られた。

図３ 数十 µm 径の極小のヘラ

Advanced LMD（ALMD）による透過型電子顕微鏡*2 解析向上のための新手法（ALMD-EM法）の開発
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