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○ はじめに                        

 

―“ものづくり文化”の本質― 

 フランスの哲学者ベルクソン（Henri Bergson，1859～1941）は人間の

本質規定として＜作る人＞を意味するラテン語のホモ・ファーベル（homo 

faber）を提起している。ベルクソンによれば，人間の本質は物質的かつ

精神的に創造すること，即ち，ものをつくり自分自身を作ることにあると

している。彼は，ダーウィン（Charles Robert Darwin，1809～1882）の

『種の起源』（1859）にある生命の機械論的自然選択による進化という考

え方に反対して，『創造的進化』（1907）を説いている。そして，生命は「純

粋持続」を本質とする不断の創造活動とみなしている。 

 また，オランダの歴史学者ホイジンガー（John Huizinga）(1872～1945)

は，1938 年にホモ・ルーデンス（homo ludens）＜遊ぶ人＞というラテン

語で人間活動の本質的機能を表現し，「人間の文化は遊びのなかで，遊び

として，発生し展開してきた」と論じている。 

 ここに挙げた 2 つの人間活動についての思想，すなわち「ホモ・ファー

ベル」＜作る人＞と「ホモ・ルーデンス」＜遊ぶ人＞は，共に京都の歴史

の伝統によって磨かれた“ものづくり文化”の優れた本質によくあてはま

るように思われる。 
 

―受容と成熟の風土― 

東山・北山・西山の三山の稜線に囲まれ，三川合流の南にひらけたこの

山背（やましろ）の地は，5 世紀頃には朝鮮半島や中国大陸から一村一郷

挙げての渡海による今来（いまき）の才技（てひと）の集団移住を受容し

た。秦氏・漢氏などの渡来もその頃で，農耕・土木建築のほかに，養蚕，

製鉄，須恵器づくりなどの当時の先端技術がこの地に移植され，この自由

の地に開花した。 

 10 世紀に入って，この平安京で和風文化を創出したあの強靭な文化力

をよく継承し，16～17 世紀の南蛮文化の受容が美術工芸や自然科学や技

術への新たな成熟を遂げると共に，京都の伝統産業の精華は，ヨーロッパ

でも“Namban”と呼ばれて珍重され，相互に歴史的に重要な文化交流を果

した。 
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―文明開化を超えて，独自の文化力を涵養― 

17～19 世紀の鎖国の 200 年間の文化力の固有の成熟は，文明開化で西

欧の科学革命と産業革命の成果と称する世界制覇の野望の攻勢によく堪

えて，取捨選択よく近代化を達成した。動力革命の機械化の激流の中で，

京都の産業は独自の洗練された感性と高度の技術の伝統の矜持を失うこ

となく，職人は常に機械を離れず一体となって，精緻な製作技術を磨いた

のであった。 

 現在，地球規模で急激に進行している現代産業・情報社会革命は，京都

のものづくり文化の価値観を根底から揺るがすかに見えることもあるが，

この激動と混迷の中で世界の人びとが真に求めているものは何かという

ことが次第に明らかになって来ている。フランシス・ベーコン（Francis 

Bacon，1561～1626）が『新オルガヌム』（1620）を著し，デカルト（Rene’ 

Descartes，1596～1650）が『方法序説』（1637）を書いた 17 世紀の人間

による自然の征服・支配の夢であった「近代ヨーロッパの文明」は 20 世

紀には既に綻び，世界は「もう一つの途」を歩み始めている。そして，そ

こに京都の伝統文化としてのアイデンティティーの先進性がある。 

 

―産業技術研究所の使命― 

京都の産業は，明治維新以来の近代化の世紀を，いたずらに文明開化の

潮流に流されてしまうことなく，伝統の上に立って，新しい時代への先進

的発展を遂げてきた。 

現在，情報社会の急激な進展の中で，市場経済が世界的に拡大し，生産

要素が国境を越えて移動し，いわゆるグローバリゼーションの嵐が伝統的

な京都の地場産業を襲いつつある。近代化の世紀を京都の産業が手を携え

て歩んできた歴史を共有する工業技術と繊維技術の両センターが統合し

た産業技術研究所の果たすべき使命は，「京都のものづくり文化の優れた

伝統を継承し，新しい時代の感性豊かな先進産業技術を創造する」ことで

ある。 
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第 1 章 構想策定の意義と背景                

 

１ 産業技術研究所の歴史と成果 

（１）沿革 

繊維技術センターは，明治 41 年に当時の西陣織物同業組合により試験

場として設立され，大正５年に京都市に寄贈されて「京都市染織試験場」

となり，京都を代表する「先端産業」である西陣織や京友禅をはじめとす

る繊維産業の技術支援機関として，およそ一世紀に亘り現在地（上京区烏

丸通上立売上る）にて活動を続けている。 

工業技術センターは，本市の化学工業振興を目的に，大正９年に「京都

市工業研究所」として設立され，京都市陶磁器講習所などの吸収統合や機

構改編などを経て，昭和 41 年に「京都市工業試験場」と改称，平成元年

に現在地（京都リサーチパーク内）へ移転している。 

産業科学技術に係る都市間競争が一層高まる中で，産学公が連携した産

業振興施策を推進し「ものづくり都市・京都」の活性化を図るためには，

公設試験研究機関の機能強化が必要であり，このため，平成 15 年度に両

試験場を「産業技術研究所」として組織統合し，そのもとで「繊維技術セ

ンター」，「工業技術センター」として両試験場が培ってきた成果を生かし

た一体的な技術振興に取り組んでいる。 

 

（２）主要業務 

産業技術研究所は今日，技術移転・指導，研究開発，試験・分析（依頼

試験分析），人材育成（後継者育成）の４本柱で活動している。 

ア 技術移転・指導 

４本柱における中核をなす業務である。染織技術や窯業技術などこれ

までの両試験場の永い歴史の中で培ってきた様々な得意技術を活かし

て企業ニーズに応えるための技術相談や具体的技術提案，更には技術移

転に至る指導を行っている。また，最新の技術情報に関わる講演・講習

会の実施などにより企業ニーズに応えている。 

イ 研究開発 

企業のニーズに応え基礎技術の強化を図る基礎的な研究から，実用化
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に向け企業の開発力向上を目指す応用分野に至る研究を行っている。研

究活動を通じて，研究所の得意技術を確立し，企業との共同研究や産学

公連携により，技術移転を進めている。また，職員が研究や指導業務の

中で行った発明について，本市が特許を取得し，特許権の裏付けのある

競争力のある技術を市内の企業に還元していく制度を設けている。  

ウ 試験・分析（依頼試験分析） 

企業からの依頼によるもので，最も利用が多い分野である。製造工程

で発生する不良や発注者からのクレーム対応，新製品や新用途開発を目

的とした性能や品質の評価が为であり，研究所として企業現場の技術ニ

ーズ把握の有効な手段となっている。また，その結果を報告するにとど

まらず原因解明と対策までを助言・支援している。  

エ 人材育成（後継者育成） 

技術，技能の継承発展に欠かすことのできない技術者の育成のため，

「みやこ技塾」として，若手技術者への基礎技術講座，伝統産業後継者

育成のための研修，企業技術者の研究能力開発のためのＯＲＴ（企業研

究能力開発）事業等を実施している。 

 

（３）各センターのこれまでの成果 

ア 工業技術センター 

染織業界を除く，陶磁器や漆器等の伝統産業，機械金属，化学，酒造

等の近代工業を対象に，材料技術（金属，有機，無機，工芸），基盤技

術（表面技術，デザイン開発，電子応用），製品技術（金属化学，微生

物応用，陶磁器）の各分野で地元中小企業への技術支援を行ってきた。 

また，近年は得意技術を活かし，電鋳技術を用いたナノテクと言われ

る微細加工技術や，清酒酵母培養技術から先進的なバイオ技術への展開，

材料加工技術を基礎にした廃棄物リサイクル技術や自然素材活用技術

等の環境技術に至るまで製品化・実用化を目指した技術支援を展開して

いる。 

国の中小企業技術革新支援策による地域新生コンソーシアム研究開

発事業や（独）産業技術総合研究所による実用化研究支援事業を活用し，

大学，企業との共同研究による技術開発に取り組んでいる。  
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イ 繊維技術センター 

染色・西陣業界における後継者不足の深刻化，ＩＴ化の立ち遅れとい

った課題を解決するため，紋織システムのＩＴ化とその関連ソフトウエ

アの開発を手がけるほか，西陣手機（てばた）の自動化装置や，染色業

界の保有するデザインを有効に活用するデジタル化ソフトやコンピュ

ータカラーマッチングソフトの開発，更には日本古来の色約 800 種を紹

介する「日本の色名」の発行など，本市の基幹産業である染織工業の技

術支援に取り組んでいる。 

また，西陣織や京友禅等の伝統産業にとどまらず，バイオ技術や超臨界

技術等を絹に応用して，新産業創出に向けた技術開発に取り組んでいる。 

このほか，京都の繊維業界は生産工程が専門分化していることから，

製品の故障に関して「どの工程で発生したものか」等の原因究明に関す

る技術相談も多い。相談内容のデータベース化とともに，「和装品故障

事例集」等の発刊など，業界へ積極的に情報提供を行うことにより，技

術支援を行っている。 

繊維関連教育機関が相次いで消滅する中で，繊維技術センターが唯一の

後継者育成機関となっている。中小企業技術者研修に代表される数種の研

修を行い，これまで延べ 1 万 2 千人を超える修了生を送り出している。 
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□ 両センターにおける現状の機能と業務 

                        （業 務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究会活動・技術交流 
 

ｏ産業技術研究所の得意技術を中心とし

た交流 

講習会・見学会等 
 

ｏ技術後援講習会・見学会，研究発表会，技

術展示会 

ｏ各種研修会等への講師派遣 

情報提供 
 

ｏ技術・材料に係る情報提供 

設備提供 
 

ｏ機械・装置等の開放 

シーズ創出型研究 
 

ｏ独自の技術シーズを創出し，その製品化実用

化に直結する研究 

ニーズ対応型研究 
 

ｏ業界，企業の技術ニーズに対応してその技

術力強化に繋げる研究 

研究開発 
 

ｏ製品化・実用化までの幅広い研

究を行うことにより，研究員の

技術向上と基盤となる技術の

確立に取組み，指導レベルの向

上を図る。 

技術指導･相談 
 

ｏ中小企業の抱える技術課題に関する相談･

指導（含;生産現場への出張指導） 

研修制度 
 

ｏ伝統産業技術後継者育成研修，企業技術者

養成に係るＯＲＴ（企業研究能力開発）事

業，中小企業技術者研修 

人材育成 
 

ｏ中小企業の技術者育成に関わ

る機会を提供する。 

技術移転・指導 
 

ｏ中核業務。産業技術研究所の有

する得意技術を活かして，具体

的技術提案を企業に行う。 

 

試験・分析 
 

ｏ企業ニーズをもとに指導に繋

がるアドバイスを行う。 

 

依頼試験・分析 

ｏ製品・原材料の試験・分析・測定と報告書

作成 

ｏ故障鑑定 

（機 能） 
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２ 構想策定の意義 

（１）機能融合の実現 

組織統合後，グループ制に基づく研究体制の再編など，両試験場が培っ

てきた成果を生かした一体的な技術支援に取り組んでいるが，これまでの

研究分野とこれに伴う利用者などが大きく異なるため，２つのセンターの

「真の統合」は道半ばである。 

両センターが積み重ねてきた伝統や強みを相互に十分に理解し，組織統

合による「内的シナジー（相乗効果）」を生み出すべく「機能融合」を進

めることが不可欠であり，そのプログラム構築を進める。  

双方の機能融合がもたらす効果は計り知れない。各種技術支援において，

産業技術研究所の有する専門分野を中核に据えて取り組んでいるところ

であるが，医工連携など「分野融合」にかかる研究開発などへの対応ニー

ズも生まれつつある。専門分野を更に発展させる形で「異分野間の技術交

流・融合」を軸とする技術支援に取り組む。 

また，繊維技術センターにこれまで蓄積された技術ストックの活用によ

り｢非繊維分野｣に対する技術移転･指導を行うことで大きな成果を挙げよ

うとするものである。 

 

（２）立地的統合の実現 

機能融合を最も効率的に実現するためには，両センターの立地的統合を

実現し，研究体制を一層機動的に再編・構築し，研究分野の重点化を戦略

的に推進するなど，そのポテンシャルを最大限に発揮する必要があり，平

成 16 年策定の京都市基本計画第２次推進プランにおいても，「両センター

の立地的･機能的統合」を位置付けている。 

このため，現在，工業技術センターが立地している本市中心部の産業振

興拠点「京都リサーチパーク」において立地的統合を行う。  

「京都リサーチパーク」は，平成元年大阪ガス京都工場跡地に産業振興，

新事業創出拠点として，京都市工業試験場（現工業技術センター），財団

法人京都高度技術研究所，京都府中小企業総合センター（現京都府中小企

業技術センター）を核としてオープンし，現在その他の公的機関や多くの

ベンチャー企業が入居し，互いの交流を通して刺激しあう場所となってお

り，技術的な支援はそれぞれの機関の連携により更に効果的に行えるもの

である。また，基幹道路である五条通に面しており，市立芸術大学や桂イ

ノベーションパークとの連携強化を図れる場所として，新事業・新産業創

出に向けたネットワークの強化・促進に相応しい土地である。 
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第２章 京都の中小企業の現状と支援ニーズ          

 

１ 中小企業の経営環境の変化 

（１）京都のものづくりの系譜 

京都市における製造業の起源は平安時代に遡り，染織・漆器等の工芸品，

仏具・伸銅品等の金属工芸や印刷等に端を発し，江戸時代には絹織物業が

隆盛を極めたといわれる。明治期には京都近代化の三大事業（第二琵琶湖

疏水建設，道路拡築・電気軌道，上水道）や官民挙げての産業振興（舎密

局，勧業場，織殿，染殿）が取り組まれ，繊維を軸にしつつ電機，精密機

械，化学等の新興産業が勃興した。戦後は繊維産業の隆盛と衰退に平行し

て，伝統産業の関連業種から生まれた数々のベンチャー企業，半導体関連

企業の隆盛などハイテク分野において世界企業が誕生し，京都の産業活力

を生み出してきた。 

産業技術研究所は，これまでから京都の地域産業を技術面で支えてきた。

いつの時代でも地域産業の担い手は中小企業であり，名だたる京都企業も

小さな町工場から今日の隆盛に至っており，産業技術研究所は中小製造業

の支援に重要な役割を果たしてきた。 

しかしながら今日，技術進歩と市場の成熟にあわせて，中国等とのグロ

ーバル競争の激化は，我が国製造業に大きな変化を迫っている。商品のラ

イフサイクルの短期化，新技術を用いた製品の出現，技術の専門化が進む

中，我が国の製造業は技術の高度化，細分化に対応しつつ，新たな技術を

模索する「フロンティア」型の研究開発が要請されており，それは京都に

おいても例外ではない。 

 

（２）伝統産業を取り巻く厳しい状況 

伝統産業を取り巻く環境悪化は深刻である。バブル経済崩壊後の長期不

況の中で，伝統産業を巡る状況は非常に厳しく，生産額･生産量ともに大

幅に減尐している。その結果，製造や流通にかかわる企業の倒産や廃業，

これに伴う伝統的な分業体制の崩壊，熟練技術者の業界離れが進み，後継

者問題の深刻化やデザイン力の低下，更には日本文化の継承も危機に至っ

ている。 

とりわけ京都は西陣織や京友禅に代表される和装の総合産地であり，流

通においても前売問屋・染加工問屋・白生地問屋が集積する室町を擁する，

我が国屈指の総合和装供給基地であるが，事業所数，従業者数，年間販売
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額とも減尐に歯止めがかからない。京都における繊維産業は，生産から流

通まで広範な機能低下が進み，「ものづくり都市・京都」を支えてきた繊

維産業の基盤が危ぶまれる事態を迎えている。  

 

２ 中小企業の技術支援ニーズ 

経営資源上の制約が大きい中小企業ではあるが，熾烈な競争に対応する

ことが求められており，「技術移転・指導」を中心とする産業技術研究所

の役割は今後も重要である。先に示した中小企業の経営環境の変化も踏ま

えて，中小企業の支援ニーズを以下に概括する。  

世界レベルの技術力を有する意欲的な企業は，国際的な技術水準を牽引

する役割を担っており，経営規模としては中小企業であっても，技術力や

競争力の面では大企業と遜色ない。こうした「高度な技術を有する中小企

業」の支援ニーズは，「新しい製品に直結する先進的な技術の提供」であ

る。これらは多くの場合，技術や製品が細分化された専門領域であること

が多い。 

前述のような世界レベルの技術力を有する中小企業に及ばずとも，優れ

た加工技術や生産技術によって「川中産業」｢川下産業」の競争力を支え

ている「基盤的技術を有する中小企業」が京都市内には数多く立地してお

り，繊維，電気，出版などを中心に雇用面でも大きな役割を果たしている。  

この階層の中小企業の支援ニーズは，「市場の要請に対応して速やかに

部品供給や加工サービスを提供するための技術の維持･向上」である。  

 

３ 京都市ものづくり産業調査の概要 

平成 15年 7月から 11月にかけて実施した「京都市ものづくり産業調査」

（市内製造業及び情報関連事業所対象 9,569 事業所・訪問形式による調

査・回収率 90％・回収数 8,670 事業所）の結果をもとに，市内製造業等

の特徴について要点を以下に整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

・業種別事業所数では，「繊維工業製品」が 29％と最も多く，「衣服

その他繊維製品」「出版・印刷・同関連品」「食料品」「金属製品」

と続く。 

・従業員４人以下の事業所が 65％を占める（「繊維工業製品」は 37％

を占め，このうち 1 人事業所は 12％）。 

『市内製造業のうち最も事業所数の多い業種は繊維工業製品』 
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・研究開発を行っている事業所は，2,118 件を数えおよそ 1/4 に達す

る。これは，事業所規模を問わず，全国平均を上回る水準である

（図表１）。 

・研究開発を行っている業種別事業所では，高い順に「情報関連」「化

学工業等」「食料品等」「機械器具等」「繊維工業製品等」である。

一方，事業所数の多い「繊維工業」や「金属製品」では，研究開

発に取り組む事業所は尐ない傾向が見られる（図表２）。 

・研究開発を行っている事業所のうち，売上増加基調にあるのは 25％

にのぼる。一方，行っていない事業所では 9％と割合が小さいのが

特徴である（図表３）。 

『市内製造業は研究開発に熱心』 

 

・企業の有する「現在の強み」と「今後強化したいもの」はいずれ

も「技術力･製造（加工）精度」となっている。高い技術力を背景

に高付加価値経営を志向する事業所が多いことが明らかである。  

『高い技術力を背景に『高付加価値経営』を志向する事業所が多い』 

 

・市内企業と公設試験研究機関との連携実績は全体の 29％を占める。

これは大学との連携実績の 8％に比べて非常に高く，日常的なつな

がりの広さを表している。 

・公設試験研究機関との連携企業は，「連携に関心を持っていない」

企業に比べて売上高が伸びている割合が高い（図表４）。  

『公設試験研究機関との連携実績は全体の 3 割にのぼる』 

 

・新規成長分野に係る研究開発では，「環境」「情報関連」分野への

実績が高い。とりわけ，従業員９人以下の事業所では，「環境」分

野への実績が高い（図表５）。 

・「バイオ」，「ナノテク」分野では従業員数の尐ない事業所（ベンチ

ャー企業）も取り組んでいることが窺える。  

『環境・情報関連分野への実績が高い』 
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□ 京都市ものづくり産業調査結果  
 

 

86%

24%

64%

6%

100%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,000人以上

300～999人

1～299人
全国

京都市

 

 

26

(33.3%)

22

(25.0%)

95

(38.5%)

83

(33.9%)

42

(53.8%)

47

(53.4%)

117

(47.4%)

119

(48.6%)

10

(12.8%)

19

(21.6%)

35

(14.2%)

43

(17.6%)

0 50 100 150 200 250 300

情報関連

環境

ナノテク

バイオ

9人以下

10～99人

100人以上

 

 

 
 

 

 

 
 
  売上高 

            増加 横ばい 減少 

  件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

研
究
開
発 

研究開発に取り
組む企業 

518  25  652  31  946  45  

研究開発を行わ
ない企業 

557  9  1,696  26  4,279  66  

 
  売上高 

            増加 横ばい 減少 

  件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

研
究
開
発 

研究開発に取り
組む企業 

270  13  1,110  52  695  33  

研究開発を行わ
ない企業 

233  4  4,693  72  1,574  24  

 

 
  売上高   

         増加 横ばい 減少 合計 構成比 
(縦) 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％  

連
携 

現在、行って

いる 

159 26  171 28  275 46  605 29% 

過去には行った
ことがある 

57 17  97 29  184 54  338 16% 

行っていない
が、関心がある 

124 34  110 30  131 36  365 17% 

行っておらず、
関心もない 

178 22  274 34  356 44  810 38% 

 全体 研究開発に取り組む企業 

  件数 ％ 

食料品等 

（ｎ＝680） 

680 284 

 

41.8  

繊維工業製品等 

（ｎ＝3,425） 

3,425 705 

 

20.6  

化学工業製品等 

（ｎ＝185） 

185 82 

 

44.3  

金属製品等 

（ｎ＝599） 

599 90 15.0 

 

機械器具等 

（ｎ＝942） 

942 351 

 

37.3 

情報関連 

（ｎ＝168） 

168 112 66.7  

その他 

（ｎ＝2,671） 

2,671 511 

 

19.1  

合計 8,670 2,135 24.6  

図表２ 市内の研究開発型企業の業種分類  図表１ 事業所規模（従業者数）別の研究開発  

の有無 

図表３ 研究開発型企業における売上高・従業  

者数の変化 

売上高の伸び（１年前との比較） 

売上高の伸び（5 年前との比較） 

図表４ 公設試との連携度合いと売上高変化の 

相関 

図表５ 新成長分野に取り組んでいる事業所  
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４ 産業技術研究所利用実態調査の概要 

京都市内の製造業及び情報関連事業を営む事業所を対象に，日ごろの利

用実態とともに今後のあり方に係る要望を把握するため，平成 17 年９月

に実施した「利用者アンケート」｢潜在者アンケート｣の調査結果をもとに，

「産業技術研究所に期待される役割」等について以下のとおり要点を整理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者アンケートでは，産業技術研究所の利用者は約５割が正社

員４人以下の小規模企業であり，その多くが伝統産業関連事業者

である。地域企業の要請に実践的に対応する支援機能が，今後も

産業技術研究所には期待されている。  

『主な利用者は，伝統産業関連の小規模企業』 

 

・産業技術研究所利用者の为な利用項目は，「技術移転・指導」「試

験・分析」「講演・講習会への参加交流」「故障相談」であり，そ

の結果「クレーム処理」「技術・工程の改善」「品質向上」などの

面で成果が上がっているとの評価を受けている。 

・とりわけ工業技術センターでは，「品質向上」「新製品開発」での

評価が高く，繊維技術センターでは「クレーム処理」の評価が高

い（「技術・工程の改善」は両センターで評価が高い）。 

・これら上位 4 事業は，いずれも中小企業と産業技術研究所との密

接な関係を生み出す「入口」として効果を発揮している。京都市

ものづくり産業調査では，前述の調査結果の他に「高シェア製品

があることと売上高増加の関係が強い」，「研究開発実施企業と産

学官連携やネットワークの構築の取組には強い関係がある」等の

結果が出ており，今後は「技術課題の支援」にとどまらず，研究

開発や製造後の事業化段階の支援機能を含む「開発―生産―市場

展開」の一貫を技術面からコーディネート・サポートする機能の

拡充が望まれる。 

『利用の多い事業は，「技術移転･指導」「試験･分析」など』 
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・今後の産業技術研究所に期待する役割として，「技術に関する相談」

「現状の課題を解決する研究」「将来を見越した研究」「試験・分

析の充実」が約７割と高い割合であげられる。両センターを比較

して特徴的な役割をあげると，工業技術センターでは「講演・講

習会への参加交流」の期待，繊維技術センターでは「故障相談」

への期待が特に高い。 

・「技術に関する相談」が両センターで最も期待される機能であり（工

業技術センター；83.8%，繊維技術センター；82.3％），中小企業の

事業の遂行等に際して必要とする技術についての基本的なレベル

の助言，高度な技術の咀嚼した伝達等が重要と考えられる。産業技

術研究所はその歴史的な成立過程から見ても，地域の中小企業とり

わけ伝統産業に係る研究開発部門としての役割を担っている。 

『利用者の期待は，今後も「技術移転・指導」重視』 

 

・繊維技術センターの所在する上京･北・中京には繊維関係が，南・

東山区に窯業･土石製品，金属製品の関連事業者が多く立地するな

ど，両センターの利用者はその所在地にも特徴がみられる。この

ため，立地的統合に伴い繊維技術センターが京都リサーチパーク

に移転した場合，産業技術研究所の利用・連携が「大幅に減尐」「や

や減尐」(以下；減尐)すると答えた利用者が全体の４割，北・上

京区に至っては７割を占める結果となった。 

・利用頻度の多い利用者ほど「減尐」との回答が増える傾向にある。

また利用･連携が「減尐」との回答者は，「研究成果の利用」「講演・

講習会への参加交流」目的の利用者が多く，「品質の向上」「技術・

工程の改善」で効果をあげている利用者が多い。 

・産業技術研究所の立地的統合が，こうした利用者を遠ざけることは

好ましくない。とりわけ繊維技術センターの現利用者に対して，両

センターの機能融合による研究分野の広がりや京都リサーチパー

ク地区における立地的統合による他機関との連携強化など，統合の

メリットを強くアピールするとともに，「利用低下」を招かないよ

う検討していく。 

『繊維技術センターの移転により｢利用･連携が減尐｣』 
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試験・分析の依頼

共同研究

講演・講習会への参加交流
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⑧試験・分析の充実

⑨企業の研究に対する支援（共同研究）

⑩大学等が保有している研究成果の実用化への橋渡し

大変必要 必要 あまり必要ではない 必要ない 不明・無回答
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□「利用者アンケート」結果 
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産業技術研究所に期待する役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「繊維技術センター」ＫＲＰ移転で予想される利用・連携頻度 
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□ 「地域企業の産業技術研究所へ求める支援機能」 

 

 現在利用されている 

支援機能 

今後求められる 

支援機能 

利用者 

ニーズ 

①技術相談・指導 

②試験・分析 

③講演･講習会の参加

交流 

④故障相談 

①技術相談・指導 

②現状の抱える課題の解決 

③将来を見越した研究 

④試験・分析 

 ○講演･講習会の参加交流(工業技術センター) 

○故障相談（繊維技術センター） 

潜在者 

ニーズ 
－ 

①将来を見越した研究 

②技術相談･指導 

③現状の抱える課題の解決 

④試験・分析 

 

・潜在者アンケートでは，「南区」の立地企業が２割と突出している

ほか，業種も３割が「繊維」関係だが，「印刷」，「電気機械」，「食

料品」等と幅広い点で，利用者アンケートとは異なる結果となった。 

・こうした潜在的な利用者の取込みが期待されるところであるが，彼

らが従来産業技術研究所を利用していない理由として「技術的問題

がない」との回答者が 4 割を占めるなど，産業技術研究所に対する

「ニーズを持たない」階層である。また，「産業技術研究所を知ら

ない」との回答も尐なくないことから，効果的なＰＲによる利用者

開拓が期待される。 

・潜在的な利用者の産業技術研究所に対する要望としては，「将来を

見越した研究」「技術相談」「現状の課題を解決する研究（ニーズ

研究）」などが上位を占める。  

『潜在的なニーズは，「将来を見越した研究」が最多数』 

 

・今回のアンケート調査結果によれば，地域企業の産業技術研究所

への要請は，依然として「技術移転・指導」｢現状の課題解決研究｣

への期待が高いものの，｢将来を見越した研究｣に対する要請も看

過できない。とりわけ潜在者アンケートでは｢将来を見越した研

究｣への期待が第一位であり，今後の産業技術研究所の利用者の拡

大を展望する上でもこの点を重視することが課題となる。 

・両センターでは求められる機能に相違が見られる点もある。工業

技術センターでは「講演・講習会への参加交流」が上位にあるな

ど，新規技術の情報収集が重視されており，繊維技術センターで

は「故障相談」が依然として強い期待がある機能といえる。  

『｢将来を見越した研究｣に取り組むことへの期待』 
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第３章 産業技術研究所の現状と課題             

 

１ 産業技術研究所を巡る周辺環境 

（１）国の中小企業政策 

わが国の産業競争力を強化する視点から，中小企業の技術政策は改めて

注目されている。｢新産業創造戦略｣(経済産業省 2004 年)，｢新産業創造戦

略 2005｣(経済産業省 2005 年)，「経済財政運営と構造改革に関する基本方

針 2005（骨太の方針）」(経済財政諮問会議 2005 年)などにおいて，我が

国の産業競争力を支える川上産業のメインプレイヤーとして中小企業が

再評価されている。 

国の平成 18 年度｢経済産業政策の重点｣においても，｢高度な部材産業

群・基盤技術を有する中小企業群と，それらに支えられている先端産業等

との間の好循環のメカニズムの維持・強化｣に向けて，｢基盤技術を担う企

業群の重点的支援｣が最重要施策と位置付けられている。 

公設試験研究機関は，中小企業に対して密接に人的･設備的な支援を行

う機能を持つことから，地域の重要な支援機関と位置付けられ，今日的に

もその役割発揮が注視されている。 

経済産業省では，産学公連携によって国際競争力強化を図る地域クラス

ターの形成にあたり，公設試験研究機関が中小企業のニーズに十分応えつ

つ，企業支援の観点から積極的に参画することに期待を示している。 

 

（２）京都府や他府県の状況 

京都府は京都府中小企業技術センターを京都リサーチパーク内に設置

しており，機能的には，本市が「化学工業及び各種材料技術と窯業，繊維」

の各分野を重視しているのに対して，府では，「機械・金属，電気技術」

の各分野に力点を置くことで役割分担が図られてきた。近年では，技術の

ボーダーレス化が進み，また研究も先進化し，領域が狭くなったことによ

り，同じ分野でも得意技術が同様ではなく，企業がそれぞれのニーズに応

じ利用していることが多い。 

なお，府センターでは，「平成 16 年度京都産業活性化プラン」に基づき

平成 17 年４月に経営支援機能を分離し，「技術開発支援」に特化した事業

展開に移行している。京都府ではこのほか，丹後織物産地である京丹後市

に京都府織物・機械金属振興センターを設置しているが，京都市内の企業

は施策の対象としていない。 
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他府県の製造業系公設試験研究機関は都道府県による設置のものが多

いが，市レベルで設置されているものを含めると，全国で 148 施設（平成

17 年８月現在）存在する。政令指定都市では，横浜市，名古屋市，大阪

市，広島市において，複数分野に係る研究を行う公設試験研究機関を設置

している。（川崎市は公害，北九州市は環境科学に特化している）。 

繊維部門に限れば，都府県で 36 施設，政令市で名古屋市，京都市，大

阪市の３市，繊維部門の研究所を独立して設置しているのは群馬，愛媛，

鹿児島の３県である。 

多くの試験研究機関が機能強化に向けた組織統合に積極的に取り組ん

でいるが，それぞれ別の場所にある施設を一箇所に立地的統合した例はな

い（平成 18 年３月現在）。 

 
□ 京都府中小企業技術センターの概要(産業技術研究所との相違点を中心に) 

平成 18 年３月現在 

試 験 ・ 分

析，技術指

導 に 対 応

する組 織 

京都府中小企業技術センター 産業技術研究所 

技術職員 34 名 研究職員 6３名 

基盤技術室 

機械設計･加工，材料･機能評価，

化学･環境 

応用技術室 

電子･情報，食品･バイオ，表面･

微細加工 

産学公連携推進室 

連携企画 

産業デザイン(相談・支援・研究) 

 

 

 
工業技術センター 

材料技術 グループ 

（金属材料・有機材料・無機材料・工芸材料） 

基盤技術 グループ 

（表面処理・デザイン開発・電子応用） 

製品技術グループ  

（金属化学・微生物応用・陶磁器・ゼーゲル錐製作室） 

繊維技術センター 

伝統染織技術グループ  

（色染・製織技術・技術相談室） 

生産技術グループ（テキスタイル加工・デザイン） 

応用技術 グループ（材料化学・材料物性） 
 

他機関と

の連携 

産業支援の総合センターとして

のワンストップ支援（㈶京都産

業 21 と連携した経営･技術両面

の支援） 

局内組織である（財）京都市中小企業支援セン

ターにおける経営等の支援 

広 報 

ＨＰやメールマガジンの発行

（週一回発行／年間 15,000 部）

による情報発信 

ＨＰは開設済。工技ニュース（年４回４,000

部），染織ニュース（年４回 22,000 部）発行。 

ア ド バ イ ザ ー

組 織 

特別技術指導員制度により 44

名の専門家を登録 
なし 

研修事業 

｢受託研修生｣受入･指導制度(電

気･電子 ,材料 ,表面処理 ,光触

媒,食品･バイオ,精密測定,デザ

イン等) 

伝統産業技術後継者育成研修や企業技術者養成

に係るＯＲＴ（企業研究能力開発）事業，中小

企業技術者研修  
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２ 京都市の産業政策との関わり 

（１）全体像 

京都市では，伝統産業から先端技術産業まで，農林業，観光産業，サービ

ス産業まで高品質，長寿命で付加価値の高いものづくりの技や高度な情報技

術，更には，洗練されたデザインや斬新な企画力を持つ京都市独自の産業シ

ステムを構築し，さまざまな産業が互いの技術にも企業文化にも厚い信頼を

おき，相互にきめ細かく支え合う「産業連関都市」を目指している。 

特にものづくり分野においては，平成 13 年度に「京都市スーパーテク

ノシティ構想」を策定し，バイオシティ構想や知的クラスター創成事業の

推進を図るとともに，産学公連携による中小・ベンチャー企業等への総合

支援策として，地域プラットフォーム事業やインキュベーション事業に取

り組んでいる。 

一方，伝統産業分野については，伝統産業の活性化を図るとともに，そ

の魅力を国内外に発信するため，「伝統産業活性化推進条例」を平成 17

年 10 月に施行し，平成 18 年度の「伝統産業活性化推進計画」策定に向け

作業を進めている。 

産業技術研究所は，上記の施策と連動し，産業技術支援の核となる施設

として，「ものづくり都市・京都」の活性化を図っている。 

 

（２）スーパーテクノシティ構想 

京都には,創造性豊かな企業群,研究活動の活発な大学等から生み出さ

れてきた技術・技能,研究成果,ビジネスモデルなどがあるが，ナノ，バイ

オ,環境,ＩＴ,文化芸術などの様々な分野において，産業支援機関，経済

団体，業界，市民，ＮＰＯや行政等の連携の下，これらの優れた技術等の

融合により，新たなものづくりを「創発」する（次々と新しいものが湧き

出る）ことを目指している。 

「創発」のシステムを持つスーパーテクノシティを構築し，新事業創出，

ベンチャーの起業，第二創業，京ものブランドの創造が連鎖的に促される

ことにより，活力あるまちづくりを実現するものである。 

産学公がそれぞれの役割を明確にしつつ連携を推進することにより，大

学や公的研究機関等の研究成果と産業界の企業化ニーズが相互に刺激し

つつ連鎖的に技術革新や新産業の創出を起こす産学公連携システムを構

築することとしている。 

この構想において産業技術研究所は，中小企業等の技術革新や新事業･
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京都市スーパーテクノシティ構想 
～京都発ものづくり創発ビジョン～ 
＜平成１４年３月策定：Ｈ14～Ｈ22＞ 

 

平成22 年の達成すべき数値目標 

開業率           10% 

大学発ベンチャー      200社 

オスカー認定企業      100社 

目利き委員会A ﾗﾝｸ認定企業   100社 

ｼﾆｱﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞ        1,000名 

 

新産業の創出を促進するため，産業技術研究所と企業等が共同して研究を

行う場合の必要な事項を定めた「共同研究実施要綱」（平成１４年４月）

に則って，共同研究の積極的な展開を図っていくとともに，多様な研究ニ

ーズに応えるよう機動的な研究体制について検討し，本市の公設試験研究

機関としての機能強化を図っている。また，京都市の基幹産業のひとつで

ある伝統産業の振興については，京都経済の活性化に不可欠であることか

ら,その発展に向けマーケティングを重視することや伝統産業製品に対す

る理解と普及の推進を図っている。 

スーパーテクノシティ構想の推進に当たっては,新たな知識の創造と活

用が鍵であり,産学公連携の一層の強化が必要となる。こうした観点から,

構想の実現を加速させるため,産業科学技術の振興に視点を置いた，産学

公連携促進のための体制整備等を図る「産業科学技術振興計画（仮称）」

を策定することとした。 

「産業科学技術振興計画（仮称）」は現在,策定委員会において，2010

年に向けて重点的に推進すべき方策及びその推進体制について検討して

いる。 

 

□ 京都市｢スーパーテクノシティ構想｣の枠組み  

京都バイオシティ構想 
(平成 14 年 6 月策定) 

桂イノベーションパーク構想 
(平成14年7月策定) 

京都市伝統産業活性化推進条例 
(平成 17 年 10 月制定・施行) 

京都市企業誘致推進指針 
(平成 17 年 6 月策定) 

京都市産業科学技術振興計画（仮称） 
(平成 18 年策定予定) 
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（３）伝統産業活性化推進条例 

京都市では，平成 17 年，伝統的な技法や技術を用いて日本の文化及び

生活様式に密接に結びつく製品等を作り出す産業（伝統産業）を対象に，

その活性化を推進することにより，京都の経済を発展させるとともに，豊

かで活気に満ちた地域社会を形成し，もって，日本の伝統産業に活力を与

え，日本の文化を京都から世界へ向けて発信することを目指し，伝統産業

活性化推進条例を制定した。条例を実現性あるものとするため，平成 18

年秋に「伝統産業活性化推進計画」を策定する予定である。 

産業技術研究所は，条例に規定した基本理念における「基盤の強化」「技

術の継承と革新」，基本的な施策における「創造的活動に対する支援」「技

術の継承や後継者の育成」「活性化の拠点施設等の機能の充実」に重要な

役割を果たす。 

 

３ 産業技術研究所の課題 

企業ニーズを踏まえたすべての課題に対応することは困難であること

から，産業科学技術振興に係る京都市の重点施策に照らして，技術支援メ

ニューの洗い出しと優先順位付けを行うことが課題となっている。  

｢利用者･潜在者アンケート｣の調査結果に見るとおり，産業技術研究所

の利用者の多くは伝統産業関連の中小零細企業であり，試験･分析や故障

相談など事業者の日常的な業務に係わる「技術移転・指導」「課題解決研

究」に対する利用は実績･期待ともに高く，利用者の入口として引き続き

重視するとともに，｢将来を見越した研究｣を重視して取り組むことが期待

されている。京都の産業活力を維持発展させる上で，産業科学技術面の先

導役としての支援メニューの充実も必要である。  

また，産学公連携による研究開発活動は従来から取り組まれているが，

組織的な体制を持たないことから，研究員一人一人の個人的な力量と努力

に依存しているため限界がある。大学と地域産業の結節点となるべき産業

技術研究所の活性化のためにも「産学公連携コーディネート」に取り組む

ための体制整備を行うことが必要である。 
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第４章 産業技術研究所の使命と役割             
 
１ 使命 

 

 

 
 

産業技術研究所は，得意技術を生かし，伝統産業の活性化に向けた技術支

援を通じて伝統的な技法・技術やデザイン力に連なる「我が国の文化の継承･

発展」に貢献するとともに，洗練された感性のある高度な先進技術の創造に

向けた技術支援を通じて京都の明日を担う製造業の発展に貢献する。 
 

２ 役割 

産業技術研究所の使命を完遂するために，社会経済状況の転換期を迎えて

いる時代の要請や，「産業連関都市」として独自の産業システムを持つ京都

産業の将来像を反映しつつ，以下の役割を果たしていかなければならない。 
 

（１）ものづくり中小企業への技術支援 

利用者ニーズの高いクレーム処理，試験分析，技術相談の的確な実施や，

企業との接点の中から掴んだ真のニーズに基づく企業支援（技術移転）を

行うことにより，中小企業の「日々の困りごと」を技術面から鍛錬する「実

学の道場」として「多様なレベルの技術課題」に対して「具体的提案がで

きる技術支援機関」の役割を果たす。 
 

（２）新事業創出への挑戦（第二創業，新事業創出） 

先進性・独自性のある中小企業を育成するため，産業技術研究所自らが

先端的な技術分野や異分野間の技術分野における「新技術・新事業創出」

に向けた研究を行うとともに，効果的な産学公の連携体制を構築する「技

術プロデューサー」としての役割を果たす。 
 

（３）伝統産業分野への支援 

京都の基幹産業であり，京都という歴史，文化，地域に基づくブランド

が形成されている伝統産業については，技術・技能の継承に加え，先進技

術の導入による高度な伝統技術，技能のスキルアップのための支援や，工

程，器具の改善，デザインや先進技術の応用により質の高い製品を生み出

す工夫への支援を行う。 

また，後継者育成を一層充実させるなど，我が国随一の伝統・文化・技

術の集積地に立地する「総合技術支援機関」としての役割を果たす。  

京都のものづくり文化の優れた伝統を継承し， 

新しい時代の感性豊かな先進産業技術を創造する 



 

 22 

第５章 強化すべき機能                   
 
１ 基本的な考え方 

为要業務である「技術移転･指導｣「研究開発」「試験･分析」｢人材育成｣

は，相互に密接な連関性を持って成り立っている。 

中核業務である｢技術移転･指導｣についてはレベル向上が必要であり，

中小企業の幅広いニーズに対応するための実用化を視野に入れた｢研究開

発｣の取組もますます重要になっている。 

「試験･分析」は企業ニーズを捉えて，技術移転・指導に繋げる「入口」

として重要な機能を担う。 

また，中小企業の競争力強化のため，技術者育成等「人材育成」の充実

も求められている。 

こうした現状を踏まえ，今後も基本 4 機能を有機的に連携させて，業界･

企業に対して総合的な技術支援を行っていく。 

そのうえで，ベンチャー企業，新事業，新産業の創出・拡大を図るとと

もに，国際競争力に優れた地域産業を形成するため，京都の強みである個

性豊かな大学等の集積と伝統産業から先端技術産業まで，たぐい稀な厚み

を持った産業界と効果的な連携体制を構築する「具体的提案ができる技術

支援機関」，「技術プロデューサー」，「総合技術支援機関」としての役割を

果たす。 

 

２ 各種機能の今後の方向性 

（１）基本４機能 

ア 技術移転･指導 

産業技術研究所の中核業務として，中小企業者の技術力の高度化に寄

与するよう産業技術研究所の有する得意技術を活かして企業の研究開

発に係る具体的な技術提案を行う。また，研究員の技術向上と基盤とな

る技術確立の強化・拡充を図り，指導レベル向上を図る。  

（検討項目） 

・中小企業の自为的な開発のための支援強化 

・企業の要求レベルに合った技術移転，技術情報提供の充実  

・得意技術を核に具体的な提案ができる指導強化  

・技術指導機能の強化（境界領域分野等） 

・指導形態の多様化（派遣指導制度の導入等）  
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イ 研究開発 

企業の技術力強化や新製品開発に繋げるため基礎研究から製品化・実

用化研究，更に産学公連携による研究開発までの幅広い分野で中小企業

のニーズに応える研究開発を強化・拡充していく必要がある。 

研究開発テーマについては企業ニーズや事務事業評価，研究所独自の

評価システムの下，費用対効果に配慮して絞込む。  

（検討項目） 

・意欲ある零細・中小企業をリードする研究の強化  

・地域に密着した技術開発（京都市の産業基盤・文化基盤に基づく研

究）の強化 

・地域企業ニーズによる産学公の共同研究開発の強化  

・独自性の高いシーズ研究を基にした応用化研究の強化  

・大学及び産業技術総合研究所との共同研究の強化 

・企業支援のための受託研究制度の構築 

・事業化公募制度の導入等技術シーズの事業化機能の拡充  

 

ウ 試験･分析 

中小企業からの支援の要望も多いことから今後も「技術指導に繋げる

機能」として位置付け，企業ニーズをもとに選択と集中を図り，指導に

繋がるアドバイスを行う。 

（検討項目） 

・高度かつ迅速な試験・分析体制の構築 

・企業及び他機関で対応が困難な依頼試験，分析の強化  

・民間検査機関で実施可能な簡便な試験・分析の縮小  

 

エ 人材育成 

中小企業の人的資源の涵養を通じて，中小企業者が競争力を維持・強

化できるよう中小企業の技術者育成に係る機会提供の強化を図る。  

（検討項目） 

・人材育成事業（中小企業技術者研修，伝統産業技術後継者育成，Ｏ

ＲＴ（企業研究能力開発）の強化 
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（２）産学公連携機能 

中小企業者が広いネットワークを築き，より多くの外部資源を活用でき

るよう企業との技術分野別研究会活動の推進と研究会相互の交流による

異業種技術交流を促進する。 

また，開かれた研究所となるよう産業技術研究所における研究成果の発

信等を通じて，地域・市民との交流を深める。  
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第６章 統合により進展が望める研究分野           

 

１ 基本的な考え方 

立地的統合により両センターが各々保有する技術スキルの融合がなさ

れ，新たな研究の可能性が生ずる。これまでの研究ストックや現在取り組

んでいる技術分野を核に，境界領域技術，複合技術など統合によって進展

が望める分野を加え，中小企業への積極的な技術移転を図ることによって，

その事業化などを強力に支援，市場競争力のある先進性を持った力強い企

業を生み出していく。 

 

２ 進展が望める研究７分野（30 ページ図参照） 

（１）生活科学分野 

ア 高機能性繊維素材の開発 

多種多様な消費者ニーズに対応するため，为として後加工技術を用い

て「快適・健康」などをキーワードに高機能性繊維素材の開発を目指す。  

 

イ 染色加工における環境負荷低減技術の開発 

「人に優しく，環境に優しい」染色加工技術の創出が重要である。超

臨界技術や紫外線等の光エネルギー反応技術，オゾン処理技術等を利用

して，環境負荷の尐ない技術の開発を目指す。  

 

ウ 天然素材への回帰による安心・安全・快適な素材の開発 

自然回帰をキーワードとし，歴史的に受け継がれてきた絹や綿，漆や竹

等の天然素材の特性を活かし，より安心・安全・快適な素材開発を目指す。 

 

エ マイクロファブリックス 

直径数μｍの繊維のモノフィラメントを使用した２次元，３次元精密

加工技術により得られるマイクロファブリックスより開拓される新規

微細・極薄材料で，その応用展開領域での発展を目指す。  

 

オ 立体構造織編物の開発 

多くの新規用途が期待できる無縫製で任意の３次元形状をした織物

の製織技術開発を目指す。 
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カ 生体機能性繊維・加工技術の開発 

医療分野に要求される性能としては，特に「安全性」，「機能性」及び

「生体適合性」が挙げられる。生体のかなりの部分が，繊維から構成され

ていることから，医療応用に向けて，重要な意義を持つ各種中空糸分離膜，

人工血管，人工皮膚などの生体機能性繊維・加工技術の開発を目指す。 

 

キ 高度布帛
ふ は く

製造技術の開発 

「高機能・高品質」をキーワードに，製織工程及び製織準備工程におけ

る京都特有の技法に適合した高度な布帛製造技術の開発を目指す。 

 

（２）バイオテクノロジー分野 

ア バイオ計測用解析試薬の開発 

電気泳動技術を用いたプロテオーム解析用分離分画試薬キットの開発

を行い，既に数点は製品化の準備段階に入っている。 

また，国産分析装置に対し，最適化した試薬及び手法を検討し，試薬‐

機器の相互連携を強化し競争力を高める汎用かつ簡便なキットの開発を

目指す。 

 

イ バイオマス関連（竹，麻等）材料活用，バイオ材料開発 

パルプや竹繊維等のバイオマス繊維からバイオマスナノファイバーの

製造技術を開発し，高強度，低熱膨張の高植物度ナノコンポジットを開発

し，製品化を目指す。      

 

ウ シルクバイオ（有用新規物質の抽出） 

新規機能性を有した物質を繭から抽出し，これを用いた新製品の開発を

行うとともに，生体内物質移動のマーカとして用いるなどの新規利用技術

の開発を目指す。 

 

エ バイオベースマテリアル 

植物等の再生可能資源や微生物を出発点として，バイオプロセスによる

変換過程を経て合成される素材開発が CO2 削減，脱石油化を図る上で重要

である。これらの環境を重視しながら機能性や特性を有した高付加価値素

材の開発を目指す。 
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（３）ナノテクノロジー分野 

ア 微細加工（ＭＥＭＳ，ＮＥＭＳ：Micro (Nano)electro mechanical  

system） 

微細電気回路技術と微細加工技術とを融合させた微尐なセンサー・機械

を含む電気回路の総称で，めっき技術（電鋳技術）を応用し，光集積型デ

バイス，マイクロ化学分析，マイクロカテーテル等の高度部材作成技術の

開発を目指す。 

 

イ ナノ材料開発  

ナノファイバーの用途は多分野に亘るため，その作製技術の確立が産業

界から要望されている。エレクトロスピニング法を用いて，機能性を付与

したナノファイバー作製技術の開発を目指す。 

 

ウ ナノケミストリー 

ナノオーダーサイズの物質は通常サイズの物質とは全く異なる物性と

化学反応性を持つことが知られる。新しい物性を求めて化学修飾など化学

反応を利用した新規材料やデバイスなどの開発に結び付ける。 

 

エ センサー技術 

分析・計測技術で蓄積のある京都において新しいセンサー技術の開発は

分析・計測分野だけでなく応用範囲が広いため，多くの現場製造技術に密

着しその活用が期待される。薄膜作製技術を用いたセンサー材料の開発を

目指す。 

 

（４）環境適合技術分野 

ア リサイクル・リユース・リデュース技術 

廃棄物（ガラス，繊維，食品，プラスチック）の有効活用を目的とした

リサイクル技術の開発や，更に，リユース，リデュースを目指した材料，

製品開発を目指す。 

 

イ 環境浄化材料開発 

多孔質セラミックス，リサイクルカーボンを用いた環境浄化材料の開発

を目指す。 
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（５）ＩＴ（情報通信）分野 

ア 計測・制御・製造への応用 

ＩＴ技術の導入により計測・制御・製造への応用，組込みシステム技術

の利用が進み，生産技術の向上や製品機能の高度化，更に新製品の開発を

目指す。 

 

イ ネットワーク活用技術 

ネットワーク技術を活用することで，材料から製品にいたる各プロセス

の情報が共有され，有機的なものづくりが可能となる。 

 

ウ マンマシンインターフェイス 

マンマシンインターフェイスとは，機械と人間の間で情報のやりとりを

行う境界を指す。安全・安心・快適を目指した製品設計（衣類，機器など）

に向けＩＣタグにセンサーを組み込み，非接触での情報（位置，温度など）

収集を可能とするシステム開発など，人間にとってより自然な形で機械に

対することができるようなシステム設計を検討する。 

 

（６）デザイン分野 

ア ユニバーサルデザイン 

快適な生活環境を実現させるため，ユニバーサルデザインを用いて，だ

れもが特別な工夫なしに使えるにユーザビリティに優れた道具の開発を

目指す。 

 

イ 文様・デザイン・工芸のデータベース 

京都の伝統染織業や観光業界では，京都固有の歴史や文化を下敷きに自

社の伝統や製品の独自性を顧客に訴えることが多い。京都の染織，工芸，

デザインにまつわる図形，文言資料を収集，蓄積し，製品作りやその他の

企画に役立つデータベースの活用を行う。 

 

ウ 感性工学を活用した製品設計 

感性工学とは人間の感性やイメージを物理的なデザイン要素に翻訳し

て，感性に合った製品を設計するテクノロジーであり，より質が高く，感

性に合うモノを提供するためには，感性の追求が不可欠となっている。こ

のような技術を用いた伝統工芸品などの新たな製品開発を目指す。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%9F%E6%A2%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%88
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（７）京都地域性活用分野 

ア 地域活用製品開発 

京都の特質，京都らしさ（先進性・伝統・文化・意匠・様式・しつらい・

高度な技術技能集積など）の視点を基本にした製品開発を目指す。 

 

イ 京都ブランドの追求 

繊維製品や工芸品を中心にデザイン企画から製品開発まで一貫した取

組の中で「京都ブランド」を追求する。 
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 31 

第７章 業務運営のあり方                  
 
１ 基本的な考え方 

両センターの機能融合，立地的統合による研究分野の広がりや他機関と

の連携強化などにより，企業のニーズに柔軟かつ効果的に対応できる技術

支援体制を構築する。 

 

２ 運営方法及び体制の充実 

公設試験研究機関として，内的・外的な経営環境の変化にも機敏に対応

し，求められる役割を果たしていくために，適切な組織運営システムを持

つことが必要である。また，立地的統合に伴う利用者の利便性の低下を招

かない運営体制について，今後検討していく。  

 

（１）組織体制の再編・構築 

プロジェクトチームの編成など横断的かつ機動的な組織体制を再編・構

築し，研究分野の融合による技術力の向上や新たな技術の創発を推進する。

また，研究職員も参画した組織体制を検討し，他機関との連携や研究成果

を中小企業に技術移転するためのマネジメント機能及び広報活動の強化

を図っていく。 

 

（２）産業技術研究所のビジョンに基づいた目標の設定 

経営資源や時間の制約がある中で，産業技術研究所の事業展開や経営資

源の配分等を適切に実行していくため，いつの時点までに，何を実現する

か等の目標やスケジュールを定めていくことが必要である。  

 

（３）事業成果の検証 

産業技術研究所で行われた業務は，その成果が，地域の中小企業に認知

され評価されることが重要である。 

現在，本市において実施している「事務事業評価」などにより，一定の

評価，検証を行っているが，数量的な指標に基づく実績評価のため，質的

な評価については十分とは言えない。このため，今後「企業のニーズに対

応した業務を実施しているか」，「効果的・効率的な試験・分析，研究開発

を行っているか」等事業成果の有効性を明確にするとともに，効果的かつ

効率的な評価システムの構築が必要である。 
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（４）情報収集及び広報活動の強化 

情報の収集や分析をする体制を強化し，企業の求めている有益な産業施

策や科学技術などの情報を提供していく必要がある。  

また，各種の広報活動を通じて，産業技術研究所における研究成果や科

学技術情報を本市の中小企業をはじめより多くの市民に知ってもらうこ

とが重要である。このため，既設のホームページの充実やメールマガジン

などの情報発信をするなど広報活動の充実を図り，企業や市民に開かれた

研究所を目指す。 

 

（５）技術連携コーディネート機能の強化 

新産業創出には，様々な機関の資源を最大限活用することが効果的であ

る。産業技術研究所では，地域の製造業の技術支援を通じて築いた企業や

大学とのネットワークや得意とする技術力などの強みを最大限活用し，コ

ーディネート機能の強化を図る。 

 

（６）研究員の能力向上 

地域産業に貢献できる研究成果を得られるかどうかは，研究に参加する

研究員の能力に深く依存している。したがって，産業技術研究所としては，

中長期にかけて組織的な職員の人材育成を行い，研究員の能力向上を図る

ことが大切である。具体的には，他の研究機関や大学，企業との人事交流

や派遣研修など研究員の研究歴や年齢等に応じた適切かつ効果的な研修

を計画・実施する。 

 

（７）多彩な人材の活用 

産業技術研究所に蓄積がない新たな技術分野への取組については，時間的

にも費用的にも制約があり，企業ニーズに柔軟な対応ができないこともある。

これらの対応に当たっては大学や企業の研究員，ＯＢ職員など産業技術研究

所の持つネットワークを活用し，多彩な人材の活用も検討していく。 
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３ 他機関との連携 

京都には最先端技術に関する多様で高度な研究成果を誇る大学・研究機関

が豊富に立地するとともに，「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法

律」に基づく新事業支援体制（地域プラットフォーム）を構成する多数の産

業支援機関が存在する。産業技術研究所の限られた経営資源のもとで，求め

られている役割を十分に果たしていくためには，これらの関係機関に加え地

域内外の関係機関との連携を強化し，外部資源を積極的に活用した効果的か

つ効率的な技術革新創出のための体制整備が必要不可欠である。 

京都市では，京都リサーチパーク地区，桂イノベーションパーク，高度集

積地区等を中心に産業振興拠点づくりを進めている。とりわけ，世界最高水

準の「知的産業創造拠点」の形成を目指す桂イノベーションパークにおいて

は，産業技術研究所との連携により一層効率的･効果的な展開が求められて

いるところであり，同パークに立地する京大桂ベンチャープラザ（（独）中

小企業基盤整備機構）及び研究成果活用プラザ（（独）科学技術振興機構）

等との連携が必要である。 

 

（１）大学との連携 

地域の中小企業マインドの理解に長ける産業技術研究所が，中小企業の産

業ニーズと大学の研究シーズの迅速かつ的確なマッチング支援を行い，新た

な技術の創発を図っていく。また，地域の産学公における共同研究開発プロ

ジェクトを推進するとともに，人文・社会科学等の優れた成果はものづくり

産業の高付加価値化に寄与することが期待されることから，理工系大学にと

どまらない社文系・芸術系大学も含めた幅広い連携を進めていく。 

 

（２）産業支援機関との連携 

技術移転，インキュベーション，マーケティング，販路開拓，人材育成

などの支援機能を持った各産業支援機関との連携による創業準備から事

業化に至る各段階に応じた技術支援の実現と「技術開発から市場展開」ま

での一貫した技術支援を行う。 

 具体的には，知的クラスター創成事業や地域結集型共同研究事業の中

核機関であり，国等の競争的資金の管理法人の機能をもつ財団法人京都高

度技術研究所や中小企業の経営支援や新連携促進を行う財団法人京都市

中小企業支援センターとの連携強化を図る。 
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（３）業務関連諸団体との連携 

産業技術研究所内に設置する各種技術分野の研究会の活動支援を通じ

た業界振興及び会員企業の技術力向上に向けた取組を推進する。  

 

（４）国・京都府等の公設試験研究機関との連携 

長期的政策推進の下に大規模な研究資源を投下して基礎的・先導的研究

が行われる国の研究機関等との連携強化を図る。また，技術支援を通じて

京都府内の中小企業の成長を支援し，近接する京都府中小企業技術センタ

ーとの連携強化を図る。更に，各々の得意分野をもつ近畿圏の試験研究機

関との広域的な連携を図っていく。 

 

（５）民間試験研究機関との連携 

公民の役割分担の視点に立った試験分析業務の外部化の推進とその後

のフォロー・アップを図るとともに，専門的ノウハウをもつ民間試験研究

機関との連携による効率的な研究開発を促進する。  
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第８章 施設・設備のあり方                 
 

１ 基本的な考え方 

施設整備に当たっては，産業技術研究所の役割を十分に果たせる施設と

なるよう整備しなければならない。 

また，開設当初からの展開だけではなく，中長期的視点にたって，計画

的，段階的に取り組む必要がある。 

 

２ 立地的統合のあり方 

新分野の開拓や異業種間交流の促進，産学公の連携をより一層図ってい

くため，本市中心部の産業振興拠点である「京都リサーチパーク」内での

立地的統合を進めていく。  

 

（１）利用しやすく開かれた施設 

産業技術研究所の研究成果等の情報発信や各種広報活動の充実と同時に，

施設面においても，統合による新たな立地場所の所在を明確にする上でも企

業や多くの市民に分かりやすく，利用しやすいサイン（看板）の設置，また，

明るくオープンな玄関ホール，分かりやすい事務室などの確保等により，企

業及び市民へのサービスの向上を図り，開かれた研究所を目指す。 

 

（２）独自の研究や共同研究を進められる施設  

独自の研究や実用化研究に必要不可欠な施設の充実を図る。  

 

（３）企業間，研究員間の交流が活発に出来る施設 

産学公の連携を進めるためには，企画広報やプロジェクト推進，境界領

域研究等で企業との共同研究を推進する視点から施設について検討する

必要がある。更に研究開発の相談等に必要な高い機密性を保つことのでき

る機能，また，企業や大学相互の交流が活発に出来る機能を持たせるよう

検討する。 
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（４）環境や保守管理に配慮した人にやさしい施設 

「環境共生型都市・京都」の実現に貢献するため，省エネルギー，廃棄

物の減量化や安全性，在籍する職員の健康管理に充分配慮した施設整備を

行う。 

また，研究機関として特殊な設備や精密機器を扱っており，新たな施設

整備に当たってはこれらの機器に対する保守管理を適切かつ効率良くで

きるような配置等の配慮を行う。 

 

３ 機器類の整備 

機器類の整備については，中小企業が独自で保有することが困難な分

析・計測機器や大型機器類を確保していくことが重要である。また，日々

進化している計測・分析機器等は，計画的に導入すること検討していく。 

製造・加工機器類の活用については，市内中小企業の支援のために企業

従業員がより利用しやすくなるよう機器操作法の指導についての充実を図

る。また，機器導入に当たっては京都市内機械メーカーのパイロットショ

ップ的な機能を持つことにより，より有効に整備できる方策等も検討する。 
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○ 終わりに ―立地的統合に当たって―                        

 

産業技術研究所は，京都の「くらし」の文化と共に千年の歴史を通して

成熟してきた京都の「いとなみ」を，他に例を見ない独自の価値観による

「京都ブランド」として認識し，新しい時代の創造性へのデザインの基礎

となることを目指す。 

そして，先進的な京都産業創生の拠点としての産業技術研究所は，いた

ずらに目先の数的競争原理に惑わされることなく，矜持を堅持しつつ，独

特のものづくり文化の質の錬磨と創造的な展開にも努める。 

 京都の風土に根差した産業の発展のために，産業技術研究所は，これま

で以上に，ものづくりの現場としての産業界と密接に連携し，学問の都の

京都の学界と協働するとともに，京都の市民に更に開放された交流により，

市民との協同体意識を涵養していく。 

今回の両センターの立地的統合に当たっては，融合による相互の受容が

創造への刺激となり，新しい発想と研究意欲を生み，京都の産業にとって，

以前別々に分かれていたことが不思議に思われるような成果を挙げて，京

都の活性化に貢献していかなければならない。 
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○ ＜参考資料＞                      

 

京都市産業技術研究所整備基本構想策定委員会  

 

１ 委員会名簿（敬称略・五十音順） 

 ◎：委員長 

池田 佳隆 京友禅協同組合連合会理事長 

上原  斎 独立行政法人産業技術総合研究所関西センター所長代理 

柿野 欽吾 京都産業大学経済学部教授 

亀井加恵子 国立大学法人京都工芸繊維大学繊維学部応用生物学科助教授  

鈴木 佳子 京都女子大学短期大学部生活造形学科教授 

◎西島 安則 京都市産業技術研究所長 

浜  矩子 同志社大学大学院ビジネス研究科教授 

堀野 欢哉 京都工試協会会長 

渡邉 隆夫 西陣織工業組合理事長 

 

 

２ 委員会開催経過 

第１回 平成 17 年 8 月 5 日 
産業技術研究所の現状と課題，今後の方向

性について 

第２回 平成 17 年 10 月 19 日 産業技術研究所の今後の方向性について 

第３回 平成 17 年 12 月 2 日 運営の考え方について 

第４回 平成 18 年 3 月 17 日 必要となる施設・設備について 
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３ 京都市産業技術研究所整備基本構想策定委員会設置要綱  

 

（目的） 

第１条 産業科学技術に係る都市間競争が高まる中，新分野の開拓や異業  

種間交流の促進，研究分野の重点化を戦略的に推進し，産学公が連携し 

た産業振興施策を促進していくため，産業技術支援の核となる京都市産  

業技術研究所の立地的統合の実現に向けた具体的な施策を審議するため， 

京都市産業技術研究所整備基本構想策定委員会（以下「委員会」という。） 

を設置する。 

（組織） 

第２条 委員会は，学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうち  

から，市長が委嘱し，又は任命する委員をもって組織する。  

（任期） 

第３条 委員の任期は，１年間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長をおく。 

２ 委員長は，京都市産業技術研究所所長とする。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。  

４ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は，委員長が召集する。 

２ 委員長は，会議の議長となる。 

３ 委員会は，必要があると思われるときは，委員以外の者に対して，会

議への出席，意見の陳述，説明その他必要な協力を求めることができる。  

（部会） 

第６条 委員長は，特定の事項を検討することを目的に部会を置くことが  

できる。 

２ 部会の構成員は，委員長が指名する。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，産業観光局産業技術研究所工業技術センターに  

おいて行う。 

（補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は， 

委員長が定める。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は，決定の日から施行する。
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