
本　　部
TEL : 03-5530-2111（代表）
TEL : 03-5530-2750（採用担当）

東京都葛飾区青戸7-2-5

東京都墨田区横網1-6-1 KFCビル12階

東京都大田区南蒲田1-20-20

東京都昭島市東町3-6-1

TEL : 03-5680-4632（代表）

TEL : 03-3624-3731（代表）

TEL : 03-3733-6281（代表）

TEL : 042-500-2300（代表）

FAX : 03-5680-4635

FAX : 03-3624-3733

FAX : 03-3733-6235

FAX : 042-500-2397

FAX : 03-5530-2765

石油系溶剤を含まないインキを使用しています。

〒125-0062

〒130-0015

〒144-0035

〒196-0033

城東支所

墨田支所・生活技術開発セクター

城南支所

多摩テクノプラザ

〒135-0064　東京都江東区青海2-4-10

多摩テクノプラザ

本部

東京の産業と、ともに 歩む。

墨田支所・生活技術開発セクター

R E C R U I T G U I D E

採用案内 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター



地方独立行政法人 

東京都立産業技術研究センター

理事長

 片岡 正俊 

都産技研は、中小企業の技術支援を主な業務としている

公的機関です。情報、電気、電子、機械、化学、バイオ等、

どの分野の学生にも活躍できるステージがありますが、

自分自身の研究活動とともに製品開発や依頼試験など産

業の現場の仕事を両方やってみたいという学生に向いて

いる職場です。入所後の大学での学位取得や外部研修へ

の参加といった研究活動のサポート体制があり、継続的

な技術力向上が図れます。また、さまざまな支援制度があり、

女性研究員も安心してキャリアを重ねていくことができ

ます。ものづくり産業の総合的な支援拠点として、最新鋭

の設備を生かした高度な技術開発支援や製品開発支援など、

中小企業の競争力向上をバックアップする体制が整って

います。科学技術力で東京の産業をリードしていきたいと

思う積極的な学生をお待ちしています。

理事長からのメッセージ

私たちが取り組んでいるのは、中小企業のものづくりに関する基盤・先端技術の支援。

これまで数多くのお客様と共同で技術開発や製品開発を行い、多くの新製品や特許を生み出してきました。

お客様とともに考え、悩み、試行錯誤しながら開発を進め、その結果が製品に反映されたときの達成感はこの上ないものです。

こうした支援を通じていただいた「ありがとう」の一言は、何よりも私たちのエネルギーになっています。

これからもずっとお客様から頼りにされる東京都立産業技術研究センター（都産技研）であり続けたいと思います。

その一言が、私たちのエネルギー「ありがとう」

3Tokyo Metropolitan Industrial  Technology Research Institute Tokyo Metropolitan Industrial  Technology Research Institute2
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事業結果の報告

製品・技術の
競争力向上を支援

私たちの使命は、さまざまな産業を担う中小企業を

科学技術で支え、人々の豊かな生活に貢献すること。

急速な技術革新や経済のグローバル化といった社会環境の変化に

対応しながら、技術支援、製品開発支援、研究開発、産業人材育成、

産業交流、技術経営支援、情報発信という7つの分野で

製品・技術の競争力向上をバックアップします。

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（都産技研）とは

最先端の科学技術で中小企業を支え、 人々の豊かな生活に貢献します。

ニーズオリ  エンテッド
な事業  運営  

戦略的な
技術力強化

事業化を見据えた
技術支援

産業
交流

研究
開発

技術支援 情報
発信

技術経営
支援

・ 産業の現場に立ち会いながら、研究機関としての業務も担っています。 

・ 研究成果は様々な生産現場で活用されます。

・ セミナーの企画や共同研究など、若い研究員でも活躍の場がたくさんあり、仕事を通じて成長できる職場です。

依頼試験・技術支援・研究開発と担当業務は多岐にわたります。

中小企業

産業 人材
育 成

・ 地方独立行政法人法に基づき、東京都が設置者となり、平成18年4月に設立された法人です。

・ 共済年金への加入をはじめ、地方公務員とほぼ同等の福利厚生制度及び勤務条件が整っています。

東京都が設置する公設試験研究機関です。

東京都の産業の発展、
都民生活の向上のために

大学、
研究機関など

事業目標の指示

東京都

連 携

連 携

製品開発
支援



私たちにとって都産技研とは？

先輩研究員
座談会

大橋：同級生たちはメーカーを中心に就職活動をしていたのですが、

私はずっと人と少し違う仕事がしたいと思っていました。そんな想い

があったので、就職情報サイトで見つけた都産技研の、「中小企業のた

めの病院です」というフレーズがとても印象に残って。詳しく調べて

みると、自分に合ってそうだし、仕事も面白そうだったので入所を決

めました。

鈴木：私も最終的に入所を決めた理由は、研究しながら中小企業の支

援ができるという社会貢献性でした。きっかけは、同じ大学出身で都

産技研に入所していた先輩からの勧め。仕事がすごく面白いという話

を聞かされていましたので、自分もそこで働きたいと思いました。

後濱：私はずっと大学院でロボットについて研究しており、後々は研

究所で働きたいと思っていました。ちょうど就職活動を始めた頃、都

産技研から大学に新しくロボット研究のチームを作るという知らせ

が届いたんです。重点分野として力を入れていくという内容でした

ので、ここでならやりたい研究が思う存分できるな、と思ったことが

きっかけです。

池田：私は大学院ではかなりマニアックな研究をしていました。もちろん

研究は好きでしたが就職のこと

を考えた時、もう少し社会に近い

場所で働きたいと思ったことが

きっかけです。あとは東京都出身

なので、都の産業に恩返しがした

いということも理由のひとつ。

研究職ですと地方で働くことも多いので、都内で働ける環境も魅力でし

たね。

池田：実際働くまでは、堅いところがあるイメージでしたが、まったく

そんなことはありませんでした。先輩後輩関係なく、誰にでも気軽に

相談できますし、自分の意見を言いやすい環境だと思います。色んな

人の意見を聞くことが、いい結果につながるとみんな思っていますので、

新人たちの意見をないがしろに

されることもありません。

鈴木：風通しがとてもいいです。

たとえば依頼試験は自分の部署

だけでなく、色々な部署や担当

が一緒になって行うこともあり

ます。誰にでも気軽に相談できる環境があるからこそ、仕事がスムーズ

に進むのだと思います。私も後輩が意見を言いやすいような環境づく

りを意識しています。

大橋：部署や担当間だけでなく、本部と支所、各県の公設試験研究機関

とも情報の共有などしています。同じ専門分野を持つ人たちとの交流は、

刺激にもなりますし楽しいですね。

後濱：あと、サークル活動や部活動などに取り組んでいる人も多いですね。

野球部などはお昼休憩に練習していますし、山岳部などもあるみたい

です。私は特に参加していないので、お昼は同期たちとなんとなく

集まって、お弁当を食べながら近況を報告し合うのが楽しみです（笑）。

Q 都産技研に入所を決めた理由は？

Q 所内の雰囲気はどうですか？

Q 仕事のやりがい、今後の抱負について

技術者として、人として、成長できる環境がここにはある。

こんな制度があって良かったと思うことは？Q

座談会 座談会

後濱：私は、参考図書や学会の費用の一部を負担してくれる「自己啓発・

自主研修制度」を利用しています。新しいプログラミング言語の勉

強がしたかったので、参考資料購入代の一部に当てさせてもらいま

した。

大橋：私も「自己啓発・自主研修制度」を使って、参加している学会の

費用を負担してもらいました。学会費や参考図書は結構金額がかさ

みますので、とても助かります。あとは休暇制度も充実しています

よね。育児休暇はもちろん、子供が病気になったときの看護休暇、ボ

ランティア休暇というものもあります。夏休みと有休をうまく組み

合わせれば長期休暇も取れるので、私は10日間の休みを取ってドイ

ツに行ってきました。

鈴木：ちなみに有休は時間単位でも取れるんですよ。私は昨年ケガ

をしてしまい通院していたのですが、定時に出ていては病院に間

に合わず、かと言って半日休暇を取ると仕事が進みません。この制

度を使えば、数時間だけ早上がりができるのでとても助かりました。

池田：勤務体制が2パターンあって、自分の生活リズムに合わせて決めら

れるのもいいですよね。もちろん、チーム作業なのですべてが希望通り

という訳ではないですが、ある程度融通を利かせてくれます。私は早く

上がって自分の時間も大切にしたいので早番で勤務しています。

後濱：現在東京都では、道案内や介護、医療などに携わるサービスロボッ

トを産業にしようとする動きがあります。ただ、市場としては確立されて

おらず、これからの研究が期待されています。私はそこに加わっていける

ような研究員になって東京発のものづくりを行っていきたいと思います。

大橋：都産技研に入って、色々な中小企業の方とお話をさせていただき

ました。その方々は素晴らしいアイデアや知識をお持ちですが、会社

の規模的にアイデアの実現が難しいことがあります。私はその人達の

情熱を汲み取って、手助けできるような研究員になりたいと思います。

鈴木：入所2年目までは毎日の業務が忙しかったので、今年は研究活動にも

しっかりと取り組みたいと思います。自分自身のスキルを向上させて、そ

れを社会に還元していけるよう、より一層努力するつもりです。

池田：都産技研には海外との取引を支援するという一面もあるのですが、

この手の相談は海外の規格や制度の知識が無いと答えられません。まだま

だ知識が不足していますので、もっ

と勉強して何にでも答えられ、中小

企業の方々から信頼していただけ

るような人材になりたいと思って

います。
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多摩テクノプラザ 電子・機械グループ

大橋弘幸
入所5年目。電波暗室で製品の不要電波を計
測するEMC試験などを担当。学会で発表され
る最新技術を中小企業の支援に還元できな
いか、国際化支援をより具体的に行えないか、
など常に中小企業の目線に立った仕事を行う。

研究員（平成22年度採用）

多摩テクノプラザ 繊維・化学グループ

池田 紗織
入所3年目。多摩テクノプラザにて、有害な物
質の混入をチェックする機器分析、様々な温度・
湿度においての製品の変化を調べる環境試験
を行っている。少しずつ仕事にも慣れてきた
ため、今後自主的に行う研究のテーマについ
て模索中。

研究員（平成24年度採用）

多摩テクノプラザ 電子・機械グループ

入所5年目。製品の安全性を確かめるため、
製品・材料の強度を調べる各種強度試験や品
質評価を担当する傍ら、自身で立ち上げた研
究への取り組みや、学協会連携など、日々の
業務・研究ともに充実した毎日を送っている。

鈴木 悠矢
研究員（平成22年度採用）

地域技術支援部 生活技術開発セクター

後濱 龍太
入所4年目。学生時代から学んできたロボッ
トに関する知識を活かし、メカトロニクス担
当として、ロボット技術を応用した予防医療
に役立つ技術の開発を行う。依頼試験では、
主に高速度撮影、モーションキャプチャーな
どを担当。

研究員（平成23年度採用）

Tokyo Metropolitan Industrial  Technology Research Institute Tokyo Metropolitan Industrial  Technology Research Institute



インタビュー

「表面技術グループ」の技術者として、塗膜に対する機械的特性、化

学的特性、光学的特性、長期耐久性などの依頼試験、工業塗装（金属、

プラスチック）、木工塗装加工などについての研究、技術相談などに

対応しています。都産技研の一番の魅力は、高度な技術を習得し専

門性を高めていくためのバックアップ体制が充実している点です。

私の場合、前職の業務はインキメーカーでの製品開発で、現在担当

している塗装分野の知識はゼロでしたが、先輩方の熱心な指導もあ

り、着実に専門的な知識や技術を習得することができました。特に

役立ったのは外部研修制度で、制度を利用して塗装工場に数か月間

出向。都産技研のみではわからない現場ならではの問題点やノウ

ハウを、身をもって体験できたことで、技術相談や研究に必要な“実

践力”を養うことができました。都産技研のお客様の多くは製造業を

中心とする中小企業ですが、中小企業の製品開発や製品トラブルの

解決に貢献できるこの業務に、大きなやりがいを感じています。今

後もより一層スキルを向上させて、お客様の立場になって考え、必

要な提案を行いながら、社会に広く貢献できる技術者を目指してい

きたいと思います。

現場でしか得られない“実践力”を身につけ、技術者として大きく成長。

大学、大学院と、静電気放電時における電流分布測定や電気電子機

器などの電磁ノイズ測定などについて学びました。就職にあたって

は、何より実験することが好きだったため、思う存分実験ができる環

境が理想と考え、いろいろと調べていくなかで出会ったのが都産技

研でした。現在は、本部の電子半導体技術グループで、専門知識を

生かして高電圧機器の電気的な安全を評価する試験を行っていま

す。ここには雷を人工的に発生させる大型の装置をはじめ、あらゆ

る試験に対応できる設備・機器が充実しており、“実験好き”な自分に

とってはこの上ない環境が整っています。このように高電圧機器の

幅広い試験が行える施設は少ないことから、東京都だけでなく全国

各地の中小企業の方々がここを訪れます。このような環境の中で開

発途中の製品を目にすることができたり、開発者の方から直接お話

を伺ったりできるのが大きなやりがいとなっています。これからも、

電気電子機器から電力や鉄道など、社会や産業を支える分野に貢

献するこの業務に大きな責任と手応えを感じながら、専門的な知

識・技術を高める努力を重ね、より信頼される技術者を目指してい

きたいと思っています。

小野澤 明良

開発本部 開発第二部
表面技術グループ

【平成20年度採用】

社会や産業を支える分野に貢献する、手応えの大きな仕事。

大学院で人間工学・医用工学を専門とする研究室で学んだ後、東京

都地域結集型研究開発プログラムの研究員を経て、都産技研に入

所しました。現在、X線CT装置を用いて、工業製品の試作・設計から

不良解析まで、中小企業が抱える様々な課題に対応する業務に従事

しています。ここでの業務の大きな魅力の一つは、このような課題を

解決するために、材料、機械、ソフトウェアーなど、幅広い分野の研

究員と協力し、製品化の段階まで携わることができる点にあります。

また、都産技研では、中長期的なキャリア形成や家庭と仕事の両立

を実現する様々な支援制度など、女性にとって働きやすい環境の整

備に力を入れている点も、大きな魅力の一つです。私は子育てをし

ながら仕事をしていますが、妊娠・出産に関わる支援制度だけでな

く、職員間のワークシェアリングに対する概念が定着しているため、

仕事と家庭を両立させたいと考えている女性の技術者・研究者にと

っては、理想的ともいえる環境だと思います。このような素晴らしい

環境の中で、さらに自分自身の知識や技術を向上させ、都産技研が

中小企業にとってなくてはならない組織だと評価していただけるよ

うに、日々努力していきたいと思っています。

大学・大学院を通して、アルミニウム合金押出形材（角管およびコの

字型形材）の曲げ加工に関する研究を行ってきました。学生時代か

ら、ある程度自由に研究ができる職に就きたいと考えており、日本の

多種多様な企業のニーズに応える実用性の高い研究・技術開発を

行える点に魅力を感じて、都産技研に応募しました。現在、機械技術

グループに所属し、塑性加工に関する研究、依頼試験、技術相談な

どを担当しています。研究では、難加工材料の深絞り加工に取り組ん

でおり、依頼試験では、主に絞り試験を担当し、新材料の成形性の調

査や環境負荷低減のための金型技術の評価に必要な試験を行って

います。業務環境での魅力は、各研究室・試験室に多種多様な最新

の設備・機器が導入されている点です。担当職員の許可を得れば自

由に使用できるため、機器の取り扱い方の勉強や研究がスムーズに

進みます。また、就職して感じたことですが、職員の人柄が良いこと

も都産技研の大きな魅力です。互いを尊重し合う風土があり、それ

が働きやすい環境をつくっていると思います。これからもこの快適

な環境の中で、多くの企業ニーズに応えられるようスキルアップに

努めていきたいと考えています。

仕事と家庭の両立を考える女性にとっては、理想的ともいえる環境。 多種多様な企業のニーズに応える、実用性の高い研究・技術開発。

活躍する先輩たちの姿を見れば、きっと未来  のあなたが見えてくる。

月精 智子

開発本部 開発第二部
バイオ応用技術グループ

【平成19年度採用】

インタビュー

Tokyo Metropolitan Industrial  Technology Research Institute Tokyo Metropolitan Industrial  Technology Research Institute 98

奥出 祐亮

開発本部 開発一部
機械技術グループ

【平成25年度採用】

黒澤 大樹

開発本部 開発第一部
電子半導体技術グループ

【平成20年度採用】



補聴器なしでも明瞭に聴き取れる、難聴者向けスピーカーの開発

企業や大学と都産技研がひとつになって、   新しい可能性を探し出す。

「難聴の人もクリアに聴き取ることができるスピーカー」という、これまで世の中になかった

製品の優位性を理解していただくためには、第三者機関での調査データが必須となります。

服部さんからは適切な調査方法をご提示いただき、無響室を備えた最新の設備を活用した

試験等により、求めるデータを得ることができました。今後も都産技研さんを強力なパート

ナーとして、製品の進化に向けた研究開発を進めていきたいと思います。

プロジェクト紹介 プロジェクト紹介

共同研究企業担当者様の声

ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 中石 真一路 代表取締役

プロジェクトでの報告や協議を通じて、従来弊社で

は行っていなかった分野での研究開発過程を知るこ

とが出来、自社製品開発の幅を拡げられたように感

じています。この辺りが産学公共同研究の醍醐味で

はないかと思います。

株式会社未来樹脂開発技術部 清水 翼 課長代理

その成果と共に、学生に実践的な教育の場を与えら

れたことに、共同プロジェクトの大きな意義を感じて

います。今後も産学公連携を深めながら、次世代の

技術者を育成し、研究成果による社会貢献を図って

いきたいと考えています。

工学院大学工学部機械工学科 西谷 要介 准教授

共同研究企業担当者様・大学担当者様の声

開発本部 開発第一部 光音技術グループ　服部 遊

加齢による難聴者は増加していますが、補聴器の使用率は2割以下に

留まっており、難聴による情報取得の不利益や高齢者の引きこもりが問

題となっています。特に病院では、問診やインフォームドコンセントに支

障をきたし、場合によっては命に危険が及ぶこともあります。本プロジェ

クトでは、対話時に使用することで、難聴者が補聴器などを用意しなく

ても明瞭な音声を聴き取れることを目標とした、今までにない難聴者向

けスピーカーの開発を行いました。プロジェクトのきっかけは、ユニバ

ーサル・サウンドデザイン（株）の中石さんから、同社が開発を進めてい

た試作機の性能評価と改善点の技術相談を受けたことです。そこで実

施した明瞭度試験で試作機の現状性能と開発における課題が明確に

なったため、さらなる高性能化を目指して共同研究を実施することにな

りました。

最も苦労した点は、音声の聴こえやすさについては未だ不明な点が多

く、その評価方法についても定量的な評価ができていないため、効果的

な製品開発が難しい点。また、難聴者がどのように聴こえているのかが

分からない点です。その課題をクリアするために、様々なスピーカーを

聴き比べ、音響計測の繰り返しを行い、聴こえやすさとは何なのかを考

えました。そして、難聴者による音声明瞭度の評価と数々の音響物理特

性の測定を実施し、音声の聴こえやすさの要因を解析。それに伴った、

スピーカーユニットやエンクロージャーの開発、音声信号

処理方法の開発などにより、中等度～重度の難聴でも聴

こえが改善することを確認しました。これらの研究の成

果として、コミュニケーション・サポートシステム

「COMUOON」を製品化することができました。共同プ

ロジェクトの醍醐味は、都産技研、企業さん、それぞれ

の得意分野を最大限活かすことにより、より高度な技

術開発が可能となることです。また、企業さんから製品

開発からマーケティングまで様々なことを学ぶことが

でき、研究者として視野を広げ、成長していく上でもき

わめて魅力的であると感じています。

産学公連携の共同研究により、産業用のリサイクル製品を開発

開発本部 開発第二部 材料技術グループ　安田 健、梶山 哲人、山中 寿行

難聴による様々な問題を解決するための一助に。

聴こえやすさとは何かを考えることからスタート。

今回の共同プロジェクトのテーマは、容器包装リサイクル法に基づき回

収されたポリオレフィン系廃棄プラスチック材料（容リ材）を用いた高性

能な自動車部品輸送用トレーの開発です。材料開発（容リ材の改質）を

工学院大学、各種の材料分析および方法の検討（容リ材および改質材

の流動解析　組成分析方法）を都産技研、研究成果の具体的な市場展

開を未来樹脂で担当する形で、産学公連携による共同研究を行いまし

た。容リ材はいろいろな原材料が混合されているため、ほぼ単一材料の

一般的なプラスチック材料と比べて剛性が低く、強度が弱いことから、

擬木やパレットなどの厚肉製品にのみ展開されていました。これを薄肉

の自動車部品輸送用トレーの材料として使用できるようにするために、

本プロジェクトにおいて都産技研では、大

学で開発された材料の剛性と強度を評価

する試験と共に、材料内に輸出規制がか

かるような物質が含まれていないか、材

料の組成の分析も行いました。

共同研究の結果、容リ材の剛性を向上させ、重量物を載せるトレー

として利用可能とする方法が見出されました。その成果をもとに目

標となる自動車部品輸送用トレーの製品化を実現することができま

した。共同研究の意義は、企業、大学、都産技研、それぞれが得意と

する専門的な技術やノウハウ

を結集することで、産業分野

などで実際に活用される新

しい技術や製品を生み出

すことができる点にあると

思います。これからも、この

ような共同研究プロジェク

トを通じて、社会に広く貢

献していきたいと考えてい

ます。

都産技研、企業、大学がひとつになって。 製品化に向けて互いの技術・ノウハウを結集。
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製品化された難聴者向け
スピーカー「COMUOON」

製品化された容リ材のトレー



高度なテクノロジーを生み出す、都産技研の技術力。

東京都職員とほぼ同等の福利厚生制度が整っています。

○社会保険　健康保険、共済年金、雇用保険
○災害補償　地方公務員災害補償法が適用されます。
○健康管理　定期健康診断、婦人科健診、VDT作業従事者健診など
○その他　　東京都職員共済組合及び（一財）東京都人材支援事業団に加入しており、保養施設などの利用、育児・介護・資格取得・健康づくり等の支援、
　　　　　　住宅資金等の貸付、祝金・見舞金等の給付等を受けることができます。

福利厚生

任用制度

〈一般型研究員として採用〉

研修制度
新任研修、職層別研修、専門研修、派遣研修、海外研修、自主研修（自己啓発）などがあり、人材育成を効果的かつ効率的に進めるために、研修の充実を図っ

ています。また、大学院博士課程社会人コースへの派遣制度もあり、博士号の取得も可能です。

身分・勤務条件
○身分
　地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの職員となります。
○勤務時間
　所定労働時間は、１日7時間45分、週38時間45分（休憩時間を除く）で、完全週休２日制です。
　【勤務体制】
　　Ａ班　午前8時30分から午後5時15分まで（休憩時間　午後0時から午後1時まで）
　　Ｂ班　午前9時00分から午後5時45分まで（休憩時間　午後0時から午後1時まで）
○休暇制度
　年次有給休暇（１年に２０日）をはじめ、妊娠・出産・育児に関する休暇（妊娠出産休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇など）、　慶弔休暇、
　夏季休暇、介護休暇、ボランティア休暇、長期勤続休暇などがあり、育児休業、介護休業制度も整備されています。

研究員（1級職）

〈任期付研究員として採用〉

副主任研究員（2級職） 主任研究員（3級職） 上席研究員（4級職） 主席研究員（5級職）

4大卒業者
研究員歴4年以上

修士課程修了者
研究員歴2年以上

副主任研究員歴
3年以上（注）

主任研究員歴
4年以上

上席研究員歴
3年以上

昇任
選考

昇任
選考

任期付研究員（1級職）

24歳以上
研究職歴2年以上

24歳以上
修士課程修了者

2年目の終わり
切替選考

任期満了

昇任
選考

研究員（1級職）採用 副主任研究員（2級職）採用 主任研究員（3級職）採用

※切替選考により、任期付研究員から一般型研究員（1級職～3級職）
　に切替が可能です。

給　　与
一般型研究員

基　　　　　　準

４年制大学　学部卒の場合

大学院修士課程修了の場合

大学院博士課程（３年）修了の場合

金　額（平成25年度実績）

初任給　208，400円

初任給　224，400円

初任給　248 ,400円

任期付研究員

基　　　　　　準

大学院修士課程修了の場合

大学院博士課程（3年）修了の場合

金　額（平成25年度実績）

初任給　224，400円

初任給　268 ,400円

※上記のほか、通勤手当、扶養手当、住居手当、実績により超過勤務手当等が支給されます。また、職員の在籍期間に応じて期末手当、勤務成績に応じて勤勉手当が支給されます。

※大学院在学期間、研究職歴期間、関連する職歴期間については、一般型・任期付とも初任給の調整対象として、初任給が増額される場合があります。

※任期付研究員の給与は任期終了まで昇給及び昇格しません。

（注）任期付研究員として採用された修士課程修了者は、副主任研究
員歴2年以上
※昇任選考の受験資格は、上記経歴期間のほか、業績評価により決定
されます。
※任期付研究員としての在職期間・業績評価は、昇任選考受験資格
要件である研究員歴・業績評価に含まれます（1級職採用の場合）。

研 究 成 果 採 用 情 報

平成26年3月31日現在の特許等の一覧（抜粋）

揮発性有機物分解菌用担持体及び

汚染土壌の浄化方法

特定の高分子吸収材の持つ高い揮発性有機物吸収能力を活用し、原位置処理で、揮発性有機

物を効率的に分解することが可能とする揮発性有機物分解菌用担持体、および、当該揮発性有

機物分解菌用担持体を利用した汚染土壌の浄化方法を提供する

5層編地や7層編地など、3層より多くの層を有する多層編地を提供する

＜平成19年度＞

多層編地および多層編地の編成方法

高強度ダイヤモンド膜工具
気相法でダイヤモンド膜を合成する際に、合成雰囲気中にボロンを含むガスを積極的に導入す

ることでボロンドープダイヤモンド膜を有する高強度ダイヤモンド膜工具に関する

取り扱いが簡便で、VOCの吸収能が高く、さらに活性炭やメソポーラスシリカ等といった従来の

VOC吸着材よりもVOCの吸収能が極めて高い吸収材であるため、吸収材の交換や再生を頻繁

に行う必要のない揮発性有機物吸収材及びその製造方法

＜平成20年度＞

揮発性有機物吸収材及びその製造方法

弦楽器、弦楽器の製造方法

及び弦楽器製造装置

弦楽器の演奏者（使用者）の好みや演奏目的等に可及的に応じることのできる弦楽器、その製造

方法、さらにその製造装置

歯の表面に付着している歯垢等の汚れを除去するための歯間清掃具及びその製造方法

＜平成21年度＞

歯間清掃具及びその製造方法

二脚型移動装置
脚の先端に車輪を備え、二脚による歩行動作と車輪による走行動作とを行うことのできる二脚
型移動装置

＜平成22年度＞

3次元図形を構成する複数の頂点に対応する複数の頂点データを有する3次元図形データに対

する電子透かしなどの付加情報の埋め込みにおいて、データの改ざんが検出されやすくする情

報処理装置、コンピュータプログラム、および情報処理方法

情報処理装置、コンピュータプログラム、

および情報処理方法

名 称 内 容

名 称 内 容

名 称 内 容

名 称 内 容

数値データの圧縮システム及び方法
FPC方式の技術的課題を解消し、浮動小数点形式の数値データの圧縮率を向上させる、数値
データの圧縮システム及び方法

人体模型、衣服圧測定装置

および衣服圧測定方法
人体に近い衣服圧測定を行える人体模型、当該人体模型を用いた衣服圧測定装置および衣
服圧測定方法

＜平成23年度＞

名 称 内 容

コラーゲン水溶液

及びそれから得られるゲル
室温での流動性を長い時間保持でき、かつ、生体温度で速やかにゲル化することが可能なコ
ラーゲン水溶液

ライトパイプ
発光の形状を点状に近似させ、発光の位置を任意とすることで、LEDを光源としつつフィラメント
素子との相違を解消させてフィラメント素子の配光に近似させることができるライトパイプ

＜平成24年度＞

名 称 内 容

昇任
選考
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各グループ・セクター・支所

■ 城東支所

機械加工、精密測定、工業デザイン、電気・電子、化学に関し
ての技術支援を行っています。また、多くの工作機械をお
客様に開放しているほか、製品企画・販売促進等の総合的
なデザイン支援も行っています。

城南地域の特性に沿った先鋭的な評価・分析装置や試作造型
機で製品開発を目指す企業を支援するとともに、国際的な展
開を図る企業のパイロットラボとして機能しつつあります。
平成26年12月には、城南地域のさらなる技術支援を図る
ため先端計測加工ラボを開設しました。

■ 城南支所

■ 墨田支所・生活技術開発セクター

生活関連製品に求められる「快適・健康」「安全・安心」に
関する性能、使いやすさについての評価機器を活用し、
感性工学や生理計測に基づく高付加価値なものづくりを
支援します。

■ 表面技術グループ
表面改質、めっき、塗装の表面処理に関する加工技術部門で構成
しており、研究開発、技術相談や依頼試験などにより、産業を支え、
牽引するための高機能化、環境に配慮した技術開発に取り組ん
でいます。

■ 材料技術グループ
有機、無機、金属など各種材料の分析、ガラス、プラスチックの
物性評価などの依頼試験や技術相談のほか、機能性材料や環
境配慮型材料、これらを応用した製品開発に取り組んでいます。

■ 実証試験セクター
安全で信頼性の高い製品開発を支援（試験、研究）しています。
3つの各担当分野では、温度・湿度、劣化・腐食、振動・衝撃、電源・
電気の評価、電気や温度の国際規格に準拠した品質評価、各種
強度試験をしています。

■ ロボット開発セクター
ロボット・メカトロニクスを担当分野として、中小企業によるロボッ
ト事業の技術シーズの提供、ロボットの製品化・事業化を行う中小
企業との共同研究や個別の技術課題に対する開発支援を行います。

■ 情報技術グループ
今後の進展が予想されるスマートコミュニティ関連技術の支援
のため、制御システム、情報通信、信号処理の３技術分野から、
ICT機器（組込みシステムなど）の研究開発に取り組んでいます。
USB等の規格に準じた性能試験や熱設計支援も行っています。

■ 電子半導体技術グループ
電気材料、電子製品等の電気的特性測定や環境試験の実施、回路
基板の試作などのものづくり支援を行っています。また、雷イン
パルス試験、EMC試験、アンテナ暗室による測定及びMEMS応用
研究も実施しています。

■ 機械技術グループ
メカトロニクス分野、熱エネルギー加工分野、金属加工分野の3
技術分野から構成され、高精度・高機能化をターゲットとした
ものづくりのための研究開発および技術支援を行っています。

■ 高度分析開発セクター
高度な分析装置や精密な測定装置を集中設置しており、各技術部門
と連携しながら、中小企業の高品質・高付加価値なものづくり、製品
の不具合発生原因の解明などの技術課題の解決を支援しています。

■ 環境技術グループ
工場排水や室内空気などの環境中に存在する有害物質の分析・
評価を行っています。また、ライフサイクル評価（LCA）、微生物
による環境汚染防止、無機系廃棄物のリサイクルに関する研究
に取り組んでいます。

■ バイオ応用技術グループ

バイオセンサー、細胞培養基材、細胞培養技術などのバイオテ
クノロジーとＸ線非破壊検査、放射線計測、放射線照射などの
放射線利用技術に関する試験や研究を行っています。

■ 光音技術グループ
省エネをリードする照明の測光技術や光学材料の製品開発支援
および赤外線放射・熱利用機器等の測定支援を行っています。ま
た、快適な音環境を創造する騒音防止・音質評価・超音波技術を
通して、ものづくり支援に取り組んでいます。

■ システムデザインセクター
当セクターは『売れる商品づくり』を支援しています。具体的には、
物づくり企業様とデザイナーをマッチングさせ、デザイン性を
高めることで付加価値を向上させた商品の企画、開発、試作、販
売促進までを一貫して支援しているユニークな部門です。

■ 繊維・化学グループ

繊維、金属、プラスチックなどの化学的・物理的特性に関す
る評価、試験を行っています。また「繊維サイト」では繊維に
関連する従事者向けの体験型人材育成事業を強化するなど
の展開を図っています。

■ 電子・機械グループ

製品開発の上流では、回路設計、３ＤＣＡＤ／ＣＡＥ等の設
計支援、下流ではＥＭＣサイトでの電磁波試験、電子機器性
能評価試験、環境評価試験、強度試験、振動試験、精密測定等
の多様なものづくり支援を行っています。

充実の設備機器・研究体制で、中小企業の  未来をサポート。
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