
「都産技研ってなにをしてくれるの？」 バンコク支所開設記念セミナー

　開設当初は、「都産技研ってなにをしてくれるの？」という質問
が多々ありました。これまで、日系企業への訪問や展示会で都
産技研の紹介を行い、技術支援を行う公設試験研究機関であ
ることを説明してきました。現在では、問い合わせや相談も増え、
バンコク支所の職員3名で対応しきれない部分は、本部と連携
しながら、中小企業への支援を行っています。

展示会出展

　5月のINTERMACH 2015、6月のMANUFACTURING 
EXPO 2015に出展し、バンコク支所の知名度向上、顧客獲
得に努めました。いずれの展示会でも、タイ企業と日本企業との
ビジネスマッチングが行われ、日本の自治体が企業を引率してく
る例もあり、大盛況でした。

　バンコク支所開設記念セミナー第1弾として、8月に「タイ
での日本流品質管理の展開」と題したセミナーを開催、同時
にRoHS相談会も実施し、70名以上の方にご参加いただ
きました。
　岡野 雅一MTEP専門相談員によるセミナーでは、品質を定
着させるには、5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の徹底が必要
で、この5Sの推進によってQCD（Quality, Cost, Delivery：
品質、価格、納期）が改善できると解説しました。
　相談会では、RoHSに悩んでいる企業からの相談を受け、
“取引先の企業のランク付け”、“工場監査”、“ドキュメント管
理”が重要とアドバイスをしました。

　「マイペンライ（大丈夫、気にしない、気楽に、しょうがない）」、
「サヌック（楽しい）」、「サバーイ（気持ちいい）」という言葉をタイ
でよく耳にします。生活だけでなく、仕事においても「サヌック」、
「サバーイ」でなければ仕事じゃない、という感じです。日本の若
者気質と似ているかも知れません。
　日系企業の中には、このタイ人の気質を理解し、タイ人とうま
く付き合って成果を上げている会社、タイ人とうまく付き合えずギ
クシャクしている会社とさまざまなようです。

開発型企業のASEAN地域への進出支援
　開設からこれまでに多数の企業、試験機関、タイ駐在の大学・
県・銀行等の事務所を訪問し、連携を深めてきました。
　企業へのインタビューから、1）転職の問題、 2）技術スキルの問
題、 3）品質の問題、 4）日本のやり方が通用しない問題など、共通
した課題で困っていることがわかりました。これらの課題に対し、ソ
リューションを提供すべく、過去の経験を踏まえつつ横展開案を作
成しています。
　バンコク支所は、技術支援を行う機関として皆さまに「期待される」
ように頑張っていきます。中でも、開発型企業にASEAN地域へ進
出していただくべく、現在、地ならし作業を進めています。これからも企
業の皆さまのご利用をお待ちしています。

バンコク支所長　西野 義典

バンコク支所
通信墨田支所

生活技術
開発セクター

　平成27年4月にバンコク支所を立ち上げてから約半年が経ちました。この間の活動をご紹介します。

生活技術開発セクター＜墨田支所＞　TEL 03-3624-3731お問い合わせ

生活空間計測スタジオオープン
～人間の使いやすさを考慮した製品開発支援～

　使いやすさを考慮した製品開発には、製品を使用する環境下で人間の特性を計測することが必要で
す。お客さまのご要望を受け、人間の動作・生理・形状計測などの被験者実験をすることができる「生活
空間計測スタジオ」を平成27年11月2日（月）、墨田支所・生活技術開発セクターにオープンします。

生活空間で人間の特性を測定 幅広い製品の開発・評価を支援

　生活空間計測スタジオでは、生活空間において、製品使用
時の人間の動きや特性を計測し、客観的なデータ収集と解析
を行うことができます。

　生活空間設計スタジオの設備を活用し、幅広い製品の開発
や評価の支援を想定しています。生活関連製品、スポーツ用
品、福祉製品などの使用感の評価にご活用ください。2015.02
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都産技研バンコク支所と本部（江東区青海）との連携による
都内中小企業の製品輸出支援の充実

TV会議システムを活用した本部との連携

タイのものづくり活動情報を
都内中小企業へ還元

（現地工業団地の技術ニーズ等の情報）

バンコク支所と都産技研本部との連携イメージ

http://www.iri-tokyo.jp/tiri-bb/
MIDI Building, 86/6, Soi Treemit, Rama Ⅳ Road, Klongtoei,
Bangkok 10110.
E-mail  tiri-bb@iri-tokyo.jp
●Chalerm Maha Nakhon Expressway
　Narong  Expressway Exit から　約１km

●BTS　エカマイ駅　徒歩18分　

本　　部
〒135-0064　東京都江東区青海2-4-10
TEL. +81-（0）3-5530-2111（代表） FAX. +81-（0）3-5530-2765

城東支所
〒125-0062　東京都葛飾区青戸7-2-5
TEL. +81-（0）3-5680-4632 FAX. +81-（0）3-5680-4635

墨田支所  生活技術開発セクター
〒130-0015　東京都墨田区横網1-6-1 KFCビル12階
TEL. +81-（0）3-3624-3731（代表） FAX. +81-（0）3-3624-3733

城南支所
〒144-0035　東京都大田区南蒲田1-20-20
TEL. +81-（0）3-3733-6233 FAX. +81-（0）3-3733-6235

多摩テクノプラザ
〒196-0033　東京都昭島市東町3-6-1
TEL. +81-（0）42-500-2300（代表） FAX. +81-（0）42-500-2397

連  携

交通のご案内

都産技研本部（江東区青海）

事業所のご案内

バンコク支所のご案内
Tokyo Metropolitan Industrial Technology
Research Institute (TIRI), Bangkok Branch

：BTS スクムビット線 ：高速道路

：BTS スクムビット線 ：高速道路
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【設　　備】 人体3Dデジタイザ、モーションスーツ、トレッドミル、
 呼吸代謝装置、筋電計、心拍計、血流計、
 シート型圧力測定器、非接触視線計測装置

【技術分野】 生体計測、人間工学、生理情報、スポーツ工学

【対象分野】 スポーツ、福祉、高齢者、ヘルスケア、ウェアラブル、
 コンテンツ、生活用品

モーションスーツ
慣性センサー式でカメラを使わずに
リアルタイムで動作を分析

人体３Dデジタイザ
人の全身の形状と表面の質感を
同時にデジタルデータ化

トレッドミル
呼吸代謝装置などと連動して使用し、
運動負荷時の人への影響を計測

活用例 ●歩行しやすいシューズの開発
●睡眠環境向上のためのマットレスの開発
●作業時の動作負荷の計測
●ゲームソフト向け人体動作データの作成
●車いすの操作性の向上　
●運動用具の人体への効果検証　 など

生活空間計測スタジオ オープン記念セミナー 「ものづくりに活かす人間計測」
　生活空間計測スタジオのオープンに先立ち、大阪大学大学院の門田 浩二氏に製品開発に欠かせない人間の動作特性や知覚特性
について認知心理学や神経科学の観点からご講演いただきます。また、新規に導入した機器についても紹介します。

開催日時 平成27年10月29日（木）
 13：30～ 17：00
会　　場 墨田支所・生活技術開発セクター 
受 講 料 無料
定　　員 50名
申込方法 ホームページからお申し込みいただ

くか、申込書をFAXまたは直接持
参してお申し込みください。

申込締切 平成27年10月23日（金）

プログラム
◆「どう感じ、どう動くべきか？～身体の動きと感覚からみた動作の巧みさ～」
　大阪大学大学院 医学科研究科　門田 浩二 氏
◆「人の行動計測データを活用した商品・サービスの改善」
　大日本印刷株式会社 包装事業部企画本部
　リサーチ＆プランニング戦略室ヒューマンリサーチチーム
　兼 株式会社DNPフィールドアイ　安田 尚司 氏
◆生活技術開発セクター見学

INTERMACH 2015のBSID※ブース
BSIDパヌワット所長（左から2番目）と
バンコク支所職員
※BSID：タイ国工業省産業振興局裾野産業開発部

MANUFACTURING EXPO2015の
都産技研ブース

休日には、映画「戦場
にかける橋」の舞台カ
ンチャナブリの鉄橋
（写真左）やタイ北部
のメーホンソンの少数
民族（写真右）の居留
地などを訪れました。

COLUMN

サヌックでサバーイなタイ人気質

セミナーの様子

期待される「バンコク支所」を目指して
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