
書籍出版のご案内

　都産技研では、書籍「都産技研の挑戦 －世界に勝つものづくり
支援の強化－」を平成26年3月31日に刊行しました。本書は、平成
18年4月に地方独立行政法人として歩みだした「新生都産技研」が
迎えた事業形態の大きな変革や新拠点の建設、さらには東日本大
震災への対応など、挑戦と奮闘を繰り広げた7年間を記録したも
のです。
　都産技研の活動を一般の読者の皆さまにも分かりやすいように
まとめていますので、ぜひご一読ください。

城東支所「INNOVESTA! East」
開催のお知らせ

　城東支所では、施設や技術支援内容を紹介し、ものづくり産業を
皆さまに体験していただくイベントを開催します。城東支所のほ
か、地域の中小企業を連携して支援している「公益財団法人東京都
中小企業振興公社　城東支社」、「東京信用保証協会　　飾支店」の
事業紹介や講演会、ワークショップ、機器・製品展示なども併せて
行いますので、ぜひご来場ください。

平成26年7月25日（金）、26日（土）
10:00～17:00（入館は16:30まで）

●会　　場 　東京都城東地域中小企業振興センター
 　（東京都　飾区青戸7-2-5）

・企業向け講演会、機器展示、実演

・町工場を知るワークショップ（小学生向け）、静電植毛・落下衝撃   
 実験などの実演

　両日ともに、(公財)東京都中小企業振興公社城東支社による伝統
工芸産業展示や経営相談、東京信用保証協会　飾支店による金融
相談なども同時に開催しています。　　

I N F O R M A T I O N

TECHNO-FRONTIER 2014
EMC・ノイズ対策技術展

　EMC・ノイズ対策技術展は、電磁波ノイズ対策部品・材料をはじ
め、計測機器、測定施設、EMCコンサルティングまで、EMC・ノイズ
対策に関連する最新技術が一堂に展示され、ノイズ対策の総合的
なソリューションを提供する展示会です。都産技研からは、電子・
機械グループが出展し、EMC試験の技術支援や研究内容を展示す
る予定です。また、輸出製品技術支援センターの行う海外製品輸出
に向けたサービスの紹介も併せて行います。ぜひ、ご来場くださ
い。

平成26年7月23日（水）～25日（金）10:00～17:00

●会　　場 　東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）
●入 場 料 　3,000円（税込）
 　※事前登録証持参者、招待状持参者および学生は
 　　無料です。
●出展内容 　・EMCサイトの模型展示
 　・EMC対策事例のご紹介
 　・海外製品輸出支援に向けたサービスのご紹介など
●小間番号 　2B-208

E X H I B I T I O N

平成25年度 年報発行のお知らせ

　都産技研の平成25年度の実績を一冊にまとめた「年報」を発行し
ました。約230ページにわたり、依頼試験、機器利用、講習会・セミ
ナー等の実績や、技術経営支援、連携事業、展示会出展、マスコミ報
道等の情報を掲載しています。所内で無料配布しておりますので、
ご自由にお持ちください。

価　　　  格　本体 2,000円＋税
ペ ー ジ 数　A5判、256ページ
ISBNコード　978-4-86345-204-6

発行年月　平成26年3月31日
発 行 元　丸善プラネット（株）

　    事例紹介
　航空機産業などでよく利用されるASTM、AMSだけでなく、世界にはたくさんの規格があります。アメリカだけでもANSI、AIA/NAS、
AISI、ASME、SAE/AMS、IEEE、MIL、FEDといった規格があり、これらの規格についての相談や各種試験方法などの問い合わせを受けて
います。

国際的に活躍できる企業へ脱皮するための
航空機産業参入のすすめ

　 発展が期待される航空機産業

　私は、約35年間、航空会社に勤めて、航空機

整備の技術管理、品質管理、監査、対官業務な

どの幅広い分野で仕事をしてきました。その

経験を生かして、東京都航空機産業参入支援

事業の登録専門家として、中小企業の参入の

お手伝いをしてきました。そして、MTEPでも

航空機関連担当として、専門相談員をしてい

ます。

　日本は自動車産業が発展していて、多くの

中小企業が部品などを供給しています。しか

し、航空機産業に参入している企業はそれほ

ど多くありません。世界的に見ると、アジア太

平洋地域の航空輸送の需要は拡大しており、

航空機産業はこれからさらに成長が見込める

分野です。日本の企業は従業員の教育水準が

高く、品質についての考え方もしっかりして

います。そのような強みを生かしていけば、十

分に活躍できると思っています。

　
　 越えなければならないハードル

　しかし、航空機産業に参入していくには、た

くさんのハードルがあります。世界の主要な

航空機メーカーは外国の企業です。日本国内

で仕事をする分には、国家規格であるJISを

知っていればよかったのですが、航空機産業

の仕事をするとなると、世界標準である

ASTM、AMSといった規格が適用されます。

これらの規格を理解して、さらにビジネスを

展開していくためには、英語力も必要になっ

てきます。

　 挑戦で企業の価値を高める

　MTEPでは、私が長い間利用してきた

ASTM、AMSなどの規格についての相談がほ

とんどです。内容は、それらの規格がどのよう

なもので、日本で規格の詳細を手に入れるに

はどうしたらいいかといったものが多く、航

空機産業に参入するための具体的な相談など

はまだありません。

　参入するためには、厳しい条件をクリアす

る必要があったり、すぐには事業の黒字化が

難しかったりといった厳しい産業ではありま

すが、将来有望であることは間違いありませ

ん。将来を見据えてチャレンジしていきたい

企業の方に情報を提供し、ご相談に乗ること

はできます。経済がグローバル化している流

れの中で、航空機産業でも日本の中小企業の

力が発揮できるようなお手伝いをしていけた

らと思っています。

板谷 雅樹 専門相談員
いた　 や　　    まさ　　き

プロフィール
日本航空（株）(JAL)在籍中は、主に航空機
に関する技術、品質保証、監査業務に携
わってきた。この関係で、本邦航空法、米
国航空法、欧州航空法はもとより、海外航
空機メーカーの規格および公知規格
(MIL、AMS、ASTM、FED等)にも精通して
いる。また、航空機の溶接、熱処理、接着、
表面処理、めっき、耐熱コーティング、機
械加工、非破壊検査等の修理技術も熟知
している。
現在、航空機産業参入のためのコンサル
タント業務、技術文書翻訳業務を行って
いる。

【中小企業の皆さんへ】
　体力、気力ともに充実している企業でないと航空機産業に参入するのは難しいのが現状です。規格を国際標準
に合わせるということは、単位も一部でミリやグラムからインチ、ポンドに変わる場合もありますし、計測機器
などの準備や慣れが必要となります。また、経営のしくみ、品質管理のやり方など、あらゆる面で今までのやり方
ではなく、グローバルスタンダードに合わせていかないといけません。しかし、これらのハードルは決してデメ
リットばかりではないのです。これらに取り組むことで、技術力、品質保証の力などは上がっていきますし、社員
のモラルやモチベーションなども向上していくでしょう。目先の利益の追求ではなく、企業の成長のチャンスと
して捉えることで、大きく飛躍するきっかけとなるかもしれません。

  ……………………………………………………………………………………

木曜日担当（第４木曜日のみ）
専門：航空機関連 
 　　宇宙衛星機器関連 米国規格

中小企業の海外展開を強力にバックアップする「広域首都圏輸出製品技術支援 センター（MTEP）」。
ここでは、MTEPの専門相談員がよくある質問やサポート内容、海外展開のコツをご紹介します。

MTEP 専門相談員紹介

世界に勝つものづくりのコツ 第4回

    輸出製品技術支援センター＜本部＞ TEL 03-5530-2126お問い合わせ

7月25日（金）　 企業向け

7月26日（土）　 一般向け

    広報室＜本部＞ TEL 03-5530-2521お問い合わせ
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