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表紙の写真 日射環境試験装置
生活技術開発セクターでは、
製品の使用状況を考慮した、
より実用的な評価に取り組
むべく、特色ある設備を導入
しています。日射環境試験装
置は、さまざまな温湿度環境
をつくり出せる部屋タイプ
の試験装置で、写真では屋外
を想定したテントの製品評
価を行っています。
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理事長挨拶

理事長　

片 岡 　 正 俊

平成 26 年の年頭にあたって

　新年あけましておめでとうござ
います。
　昨年は経済の基調が円安株高に
変わり、中小企業の景況感が改善さ
れるとともに、都産技研も技術支援
サービスの拡充に努めました。その
結果、平成25年度上半期の実績とし
て、主要事業であります技術相談で
60千件、依頼試験で72千件、機器利
用で65千件のご利用をいただきま
した。また、震災復興支援事業も継
続し、放射線測定、省エネ節電技術
支援、さらには被災企業への料金減
免など、多くの中小企業にご活用い
ただいております。改めまして御礼
申しあげます。
　さて、都産技研は平成23年度開始
の第2期中期計画に沿って、自らの
技術、製品で市場に打って出る、い
わゆる開発型の中小企業支援に力
を入れています。そうした企業を支
援する最近の話題を次にご紹介い
たします。

1. 生活技術開発セクターの開設
　昨年10月、都産技研墨田支所に
「生活技術開発セクター」を開設し、
快適性、安全性をキーワードとする
合計約100機種の試験評価機器でお
客さまのサポートを開始しました。
日射環境試験装置、におい識別装置
など、高付加価値の生活関連製品開
発に役立つ装置を多数揃えました。
皆さまの積極的なご活用をお待ち
しております。
　
2. 3Dデジタルものづくり支援の強化
　最近、3Dプリンターを用いたデジ
タルものづくりが注目されています
が、都産技研では3Dプリンターが7
機種ありますので、目的に応じた利
用が可能です。ご利用件数は、平成25
年度上半期で合計15千件と、前年度
比70％増のご利用をいただきまし
た。3Dプリンターに加え、デジタイ
ザ、X線CT等、3次元デジタルものづ
くりに必要な機器を揃えております
ので、ぜひご活用ください。

3. 海外進出支援サービスの強化
　製品を海外に輸出する際に必要と
なる、国際規格や海外規格への適合
性に関する情報提供、専門相談等を
行う「広域首都圏輸出製品技術支援
センター」を一昨年10月に開設し、昨
年10月までの1年間で約800件の専門
相談をいただきました。対応可能な
規格の拡大、企業への専門家派遣等、
サービスの強化を図っておりますの
で、こちらも一層ご活用いただけれ
ばと思います。

　2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックの招致が決まり、経済の見
通しも明るくなってまいりました。
こうした時こそ、中小企業は業績を
伸ばさなければなりません。都産技
研は、臨海副都心の本部、多摩テク
ノプラザ、城東支所、墨田支所、城南
支所の5拠点体制で、今まで以上に
中小企業の技術支援を強化してま
いります。都産技研のさらなる活用
をお願いしますとともに、この平成
26年が皆さまの飛躍の年になるこ
とを祈念しまして、新年の挨拶とい
たします。

海外や新分野に
自社の技術と製品で打って出る
開発型中小企業を支援します

皆さまに、都産技研の事業や研究成果事例を
さらにわかりやすくお伝えするため、
新しくオリジナルの
マスコットキャラクターをつくりました。

名前は　チリン　です。

所内でデザイン募集を行い、
職員の投票によって決まりました。
これから色々な場に登場します。
ぜひ、覚えてくださいね！

マスコットキャラクターが
　　　　　　　　誕生しました！

チリンのプロフィール

出　　身　少し先の未来、妖精の国
誕 生 日　12 月 17 日
性　　格　いつも明るく笑顔。好奇心旺盛で、科学やわくわくすること、
　　　　　発見することが大好き。
　　　　　悩んでいる人、困っている人を放っておけない。
頭の触覚　謎や不思議を敏感にキャッチ！
特　  技　分からないことや質問があれば、自慢の羽で都産技研の研究員へ
　　　　　ひとっ飛び！スピード解決を目指します。
口　　癖　「なんでも聞いてね！」、「チリンにおまかせ！」 

本年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。

東京都立産業技術研究センター

マスコットキャラクターが
　　　　　　　　誕生しました！

東京都立産業技術研究センター

チリンチリン
はじめまして！チリンです。
これから都産技研のいろんな
役に立つ情報をお伝えしよう
と思っています！
よろしくね！

『中小企業サポートの精』

※名称および図形は、商標登録出願中です。
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