
はじめに 
  

「お客様へ感動を」との標語を掲げて、平成16 年度の産業技術研究所の活動を行ってきまし

た。来訪企業数が昨年度、今年度と 10,000 社超となり、従来の 5,000 社から倍増を続けてきま

した。しかし、都下中小製造業が約 60,000 社であることからすれば、もっと多くの企業の方に

ご利用いただかなければならないと思っています。 

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の公設試がホームページ上でワンストップサービスを 

行う「首都圏テクノナレッジ・フリーウェイ」もだんだん充実し、企業の方からの相談を１都

３県で共同してお受けし、支援しています。 

技術審査室を設けて今年から技術審査を事業としましたところ、区市町村や業界団体から 

表彰や助成にかかわる審査依頼が、これも倍増し、2,000 件を超えました。信頼度の高い技術 

審査は今後も依頼が増えるものと考えています。 

要望の強い機器の開放利用も増やし、昨年より26％増え、11,000件を超えました。依頼試験も

約66,000件という高い利用を続けています。企業のニーズを実現する共同開発研究は終了後

の効果が高いものとしてご要望が高まってきました。今年も30件に増やして実施しました。 

終了後ほとんどのテーマが製品化や技術の完成を見ました。 

今年度末には、東京都ナノテクノロジーセンターを城南地域中小企業振興センター内に、 

開設しました。微細加工に必要な、電子線描画装置、収束イオンビーム加工装置、レーザ型彫

り装置など主要な機器を整備しました。試作や共同研究にご利用いただけるようになりました。

また、昨年、企業の方の研究室として西ヶ丘庁舎内に開設つしましたオープンラボも利用者が

多く、活用していただいています。 

外部資金を導入した共同研究も、今年は15件、約９千万円の研究資金を獲得し、「ウイルス処

理速度を100倍にする技術」や「車椅子の女性が快適に利用できる自動吸引式集尿器」などの開

発に取り組みました。 

異業種交流会も20グループ323社となり、83回に及ぶ集まりや、都庁での異業種交流会、ビッグ

サイトでの産業交流展出展を通じて、共同開発や共同事業が生み出されました。産技研職員との 

交流、中小企業振興公社のビジネスナビゲータや東京都知的財産総合センターとも連携した取

り組みで、産業活性化のスピードと効果を高めています。また、産学公連携コーディネート事

業も年々増え続け300件を超えています。成約件数も20件を超えました。 

研究職員として東京都に初めての採用した任期付研究員も２年目の今年も３名採用し、合計

６名となりました。パワーアップに効果を挙げています。 

今後さらに、中小企業振興センターや都の関連機関とも一層強く連携を図り、システマティック

でスピード感のある活動を一層強化していきます。情報共有、オープン、スピード、ビジュアル化

(可視化)､をすすめ、新しい東京都立産業技術研究所の新ブランドを創生し、ご支援の質を一層

高めていき 

たいと思っています。 
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１．概  要 

 

1.1 概  要 
 
東京都立産業技術研究所は、都内中小企業の振興をはかり、都民生活の向上に役立つよ

う、産業技術に関する試験・分析、研究、技術相談、技術指導、研修・講習会等の技術支

援を行っている。 

今日の産業技術の方向は、技術革新が一段と進展する中で、異なる産業分野の技術を融

合化し、新製品、新技術、新素材を開発する取り組みが盛んに行われるようになってきて

いる。中小企業が新たな活路を開くためには、先端産業への対応や新製品・新技術開発、

品質管理や安全性の確保、環境対応、省資源化などが重要な課題となっている。 

このような中で、試験研究機関が中小企業の技術的な要請に一層効果的に対応していく

ためには、保有する技術の融合化を促進できる体制を整備し、総合的な支援体制を確立す

る必要がある。 

そこで、平成９年４月１日に工業技術センターとアイソトープ総合研究所を発展的に統

合し、さらに平成12年４月１日に産業技術研究所と繊維工業試験場が統合し、新たな産業

技術研究所として総合的な支援体制を確立した。現在は、９の研究グループとプロジェク

ト研究及び製品試験等を主とする技術試験室、分室等を加え、中小企業及び業界のニーズ

を的確に捉えて技術課題に取り組む体制を整備し、機動的、弾力的な技術支援に努めた。 

 

     

     西が丘庁舎               駒沢庁舎       

          
   墨田庁舎              八王子庁舎  



 

－2－ 

1.2 組  織 
 

 庶務課（14） 庶務係／経理係

施設課（13） 庁舎管理係／電機係／中央監視室

駒沢分室(15）

墨田分室（12）

 

八王子分室（18）

 

企画調整課（9） 企画調整係／事業評価係／技術審査

産学公連携室（9）

相談広報室（9） 広報普及係／相談支援係／研修担当
　
技術評価室（15）

材料技術グループ（11）

加工技術グループ（22）

エレクトロニクスグループ（16）

光音計測技術グループ（11）

放射線応用技術グループ（16）

　※駒沢庁舎

情報科学技術グループ（9）

製品科学グループ（15）
　

資源環境科学グループ（17）

生活科学グループ（15）

　※墨田庁舎

注１：（ ）内の数字は職員数（平成17年3月31日現在）
注２：特に標記のないものは西が丘庁舎

機械ｼｽﾃﾑ／デザイン・製品技術／機械設計／構造解
析／設計技術／特殊印刷／塗装技術

産業環境／住環境／資源有効利用／資源リサイクル
／防カビ／めっき／無機・有機資源

管理係／施設係／放射線安全係／放射線安全取扱技
術／線源利用技術

管理係／評価技術係／普及担当／繊維製品の物理、
化学性能試験

管理係／評価技術係／普及担当／染色・素材技術

産学公交流係／情報総合支援係／産学公コーディ
ネート室

管理部
（73）

産業支援部
（43）

技術開発部
（77）

製品開発部
（57）

制御システム／ネットワーク応用／ＶＨＤＬ／マイ
コン組込み／画像処理／ソフト開発

試験受付／機械・電気試験関連技術／電圧／強度試
験／高電気・温度標準／開放試験室

バイオテクノロジー／滅菌・殺菌／放射線計測／精
密分析／照射食品検査／放射線生物影響

機械加工／電気加工／熱エネルギー加工／精密測定
／ナノ・マイクロテクノロジー

材料分析／有機材料／ガラス・セラミックス／発光
分光分析／プラスチック／蛍光Ｘ線分析

電気応用／医療・福祉機器／マイクロマシン／電
波・電子回路／電気機器・部品／信頼性技術

東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
所

音波・音響機器／光波・赤外線／超音波／騒音・振
動／温度／照明・色彩・光源

被服科学／アパレル技術／ニット製造技術／繊維加
工／アパレル企画／縫製技術
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