平成 29 年度

先端研究基盤共用促進事業
新たな共用システム導入支援プログラム

制度の概要

先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導入支援プログラム）について
文部科学省では、大学等の研究機関内で散在している研究機器を学科・専攻などの研究組織単位で
集 約 し、一 元 的 に 管 理・共 用 化 す る こ と を 目 的 に、平 成 28 年 度 よ り 先 端 研 究 基 盤 共 用 促 進 事 業
（新たな共用システム導入支援プログラム）を実施しています。
本パンフレットでは、各研究機関における共用システム導入の取組を紹介しています。
共用システムを導入することで、研究費・研究スペースの有効活用、研究者の負担軽減、分野融合・
振興領域の拡大、若手研究者のスタートアップ支援、産学官連携の強化、技術支援スタッフのスキル向上・
キャリア形成、短期滞在者の利便性向上といった様々な効果が見込まれますが、今後この取組を広げる
ことによって、日本の研究開発能力が強化されることを期待しています。
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事業実施機関一覧
北海道大学
■

ファーマサイエンス共用ユニット（平成 28 年度採択）

■

ソフトマター機器共用ユニット（平成 28 年度採択）

■

先端物性共用ユニット（平成 28 年度採択）

■

マテリアル分析・構造解析共用ユニット（平成 28 年度採択）

■

ナノ物質科学・バイオサイエンス顕微解析ユニット（平成 29 年度採択）

■

One Health に貢献するオープンファシリティユニット（平成 29 年度採択）

大阪大学
■

化学スペクトロスコピーソリューション（平成 29 年度採択）

■

自然科学研究科（平成 29 年度採択）

■

ナノ構造量子解析ソリューション（平成 29 年度採択）

■

医薬保健学総合研究科、先進予防医学研究科

■

ライフ・バイオソリューション（平成 29 年度採択）

大阪市立大学
■

理学研究科（平成 29 年度採択）

広島大学
■

金沢大学

大学院工学研究院物質化学工学部門・
大学院理学研究科化学専攻（平成 28 年度採択）

■

大学院工学研究院材料・生産加工部門（平成 28 年度採択）

■

大学院医歯薬保健学研究院基礎生命科学部門・

（平成 29 年度採択）

京都工芸繊維大学
■

大学戦略推進機構
グリーンイノベーションセンター

（平成 28 年度採択）

応用生命科学部門・統合健康科学部門（平成 28 年度採択）

山口大学
■

国立大学法人山口大学
バイオメディカル研究室を中核とした
中国地区バイオネットワーク研究推進体（平成 29 年度採択）

■

常盤キャンパス共用機器利用センター（平成 29 年度採択）

熊本大学
■

国際先端生命科学研究推進センター（平成 29 年度採択）

長崎大学
■

先端物質科学研究ユニット（平成 29 年度採択）

■

水産・環境科学総合研究科（平成 29 年度採択）

琉球大学
■

医学部・農学部・
理学部海洋自然科学科（生物系）・
熱帯生物圏研究センター・

奈良工業高等専門学校
専攻科物質創成工学専攻

■

「機器分析センター」
（平成 29 年度採択）

戦略的研究プロジェクトセンター
（平成 28 年度採択）

高知大学・JAMSTEC
■

高知コアセンター
分析装置群共用システム

（平成 28 年度採択）

帯広畜産大学
■

共用機器基盤センター（平成 29 年度採択）

東北大学
■

工学研究科電子情報システム・応物系（平成 28 年度採択）

■

医学系研究科共通機器室（平成 29 年度採択）

■

東北メディカル・メガバンク機構 （平成 29 年度採択）

宇都宮大学
■

地域共生研究開発センター先端計測分析部門（平成 29 年度採択）

筑波大学
■

数理物質系（平成 29 年度採択）

千葉大学
■

共用機器センター（平成 28 年度採択）

■

大学院理学研究科化学コース（平成 28 年度採択）

■

大学院工学研究科共生応用化学専攻（平成 28 年度採択）

■

大学院薬学研究院創成薬学研究部門（平成 28 年度採択）

東京大学
■

薬学系研究科薬科学専攻、薬学専攻

（平成 28 年度採択）
■

理学系研究科化学専攻（平成 28 年度採択）

東京工業大学
■

科学技術創成研究院 未来産業技術研究所

（平成 28 年度採択）

豊橋技術科学大学
■

エレクトロニクス先端融合研究所

（平成 29 年度採択）

名古屋市立大学

■

理学院・物理学系（平成 28 年度採択）

■

工学院／環境・社会理工学院（平成 28 年度採択）

■

生命理工学院／バイオ研究基盤支援総合センター

（平成 29 年度採択）

東京理科大学

早稲田大学
■

理工学術院先進理工学研究科

（平成 28 年度採択）

慶応義塾大学
■

オミクス解析センター（平成 28 年度採択）

■

イメージングセンター（平成 28 年度採択）

■

疾患モデル解析センター（平成 28 年度採択）

東京都市大学
■

ナノテクノロジー研究推進センター

（平成 28 年度採択）

■

物質・材料分析センター（平成 28 年度採択）

東海大学

■

化学系機器分析センター（平成 28 年度採択）

■

■

生命医科学研究機器センター（平成 28 年度採択）

研究推進部

名古屋大学

■

大学院医学研究科 （平成 29 年度採択）

■

大学院医学系研究科（平成 28 年度採択）

■

大学院薬学研究科 （平成 29 年度採択）

■

大学院工学研究科（平成 28 年度採択）

■

大学院生命農学研究科（平成 28 年度採択）

■

大学院情報科学研究科（平成 28 年度採択）

名古屋工業大学
■

工学研究科（平成 28 年度採択）

技術共同管理室

（平成 29 年度採択）

北海道大学

問い合わせ先

部署名：創成研究機構グローバルファシリティセンター
住所：北海道札幌市北区北 21 条西 10 丁目
Tel：011-706-9148
E-mail：contact@gfc.hokudai.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
「北海道大学

次世代研究基盤戦略」

“世界の課題解決に貢献する北海道大学” へ向けて最先端設備
等のオープン化による世界トップレベルの研究基盤共用 PF の
全学展開を目指す。

オープンファシリティ
プラットフォーム
（24 組織）

各拠点の特徴ある取組みを生かしつつ相互に連携し、

機器共用事業の全学的なモデルケースへと発展させるた

め、GFC に「次 世 代 共 用 化 プ ロ ジ ェ ク ト 連 携 室

（FUTURE*）
」を設置し、
本事業を推進する体制を整えた。
*FUTURE メンバー：URA＋教員

研究基盤共用促進のための横串ネットワーク

共用設備・機器の整備実績
本事業によるユニット・他機関間での機器の有効利用例
Oxford600MHz NMR

PSOU
共用機器
管理センター
E101

本事業による質量分析計の集約・一元管理

・ファーマサイエンス共用ユニット
(PSOU) よ り「多 重 極 限 多 核 種
NMR 測定システム用マグネット」
を移設
・室蘭工大や学内からの移設装置に
より、液体ヘリウムを利用する装
置が極低温液化センターに集約
【APPOU】

創成研究機構GFC

Thermo Scientiﬁc™ Exactive™
薬学研究院
地球環境科学研究院

APPOU

Thermo Scientiﬁc™
LTQ Orbitrap XL™

理学部 5 号館 5-B-01

Thermo Scientiﬁc™
LTQ Orbitrap Discovery™

本事業により、各研究組織、全学の共用化が加速し、さらには地域への波及など新たな展開を見せている。

共用システムの運用ルール
・オープンファシリティへの機器登録
基本方針

本事業で共用する機器は、オープンファシリティへの登録を行う。

・料金改定の実施（料金区分の細分化 2017/10/1 ）

学内、学外の 2 種類であった料金を、学内（装置管理部局内、部局外）、学外

（大学・公的機関、一般）の 4 種類に変更した。

124台

現

在

160台

これにより、料金策定の柔軟性

が確保され、各研究組織の状況に
合わせた料金体系が構築された。

・統括部局（GFC）による統一的な運営

GFC が本事業を統括することで、各拠点が連携を図りつつも独自性の高い取
り組みを展開している。

新たな共用システム導入支援プログラム
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帯広畜産大学

問い合わせ先

部署名：帯広畜産大学共用機器基盤センター
住所：〒080-8555 北海道帯広市稲田町西 2 線 11 番地
Tel：0155-49-5342
E-mail：kyotukiki@obihiro.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

研究推進本部（統括部局）

構成員は学長、理事、副理事、教授など 10 名程度
研究環境の整備、研究組織の編成、外部資金の獲得方策などについて審議

共用機器基盤センターは、学長を本

共用機器基盤センター（運営組織）

部長とする研究推進本部のもとに設置。
単科大学の強みを生かして、 事業当

初から全学的に実施。

・研究域（教員組織）

・学内センター

共用設備・機器の整備実績

次世代シークエンサーやバイオアナライザー等を総合

研究棟Ⅰ号館共通機器室に再配置。

技術職員の配置により、教員の学生に対する機器利用

指導時間が減少し、研究時間の確保につながった。

共用システムの運用ルール
学内共用の安定的な運用に向けて、全学の統一ルールとして、共用機器基盤センター規程および共通機器等利用規程、共

通機器利用料取扱細則を整備するとともに、
「研究機器共同利用推進ポリシー」を策定した。

これにより、共用機器基盤センターが中心となり、全学的に研究機器の共同利用を推進し、大学全体の研究力向上を目指

していく体制が整った。

新たな共用システム導入支援プログラム
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東北大学

問い合わせ先

部署名：東北大学研究推進部研究推進課
住所：〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2 丁目 1-1
Tel：022-217-5014
E-mail：kenkyo-kikaku@grp.tohoku.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

総長を本部長とする「グローバルイニシアティブ構想推進

本部」のもと、本学の研究推進および支援を行う「研究推進・
支援機構」内に、研究担当理事をセンター長とするテクニカ

ルサポートセンター（TSC）を設置し、全学的な設備共用マ
ネジメント組織として、共用システムの整備と運用を行って
いる。

また TSC は、設備整備に関するマスタープラン策定におけ

る学内調整担当組織として、全学の大型基盤設備整備にも係
わっている。

共用設備・機器の整備実績
【大学院工学研究科電子情報システム・応物系】

低温電磁気測定ルーム

共通実験室

グレードおよび機能ごとに各装置を集約・一元管理。

低温電磁気測定ルームに低温強磁場装置群を移設・再配置。
汎用性の高い評価装置 (X 線装置 ) の更新再生。実験データ
の解析に際して利便性が格段に向上。
【医学系研究科共通機器室】

【東北メディカル・メガバンク機構】
細胞分取装置 2 号機の紫外線

質量分析装置について、設

たことにより今後の稼働時間

た。また、次世代シークエ

レーザー装置を更新・再生し

備設置場所の集約を行っ

の 増 加 が 期 待 さ れ る。ま た、

ンサー、核磁気共鳴装置に

細胞分取装置 5 号機および細

ついても同建物内での設置

胞解析装置を共通機器として

であり、一元的な機器利用

再配置したことにより、大き

支援体制を構築した。

なサービス向上につながった。

共用システムの運用ルール
・東北大学研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター設備等利用内規
・東北大学研究推進・支援機構テクニカルサポートセンターの利用設備等及び利用料に関する内規を定め、TSC に共用設備
として登録された学内各部局の共用可能設備は、統一ルールの下で共用されている。

新たな共用システム導入支援プログラムの共用設備も TSC の共用システムに登録され、学内外に公開されている。また、

部局の枠を超えた共用設備運営サテライトをキャンパス単位等で設置し、部局間の連携強化や設備共用マネジメントの推進
を図ることを目的とする “共用サテライト” の構築を、各部局の共用担当教員等とともに進めている。

新たな共用システム導入支援プログラム
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筑波大学

問い合わせ先

部署名：筑波大学研究推進部研究企画課
住所：茨城県つくば市天王台一丁目１番１
Tel：029-853-2486 E-mail：of-staﬀ@openfacility.sec.tsukuba.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

経営層

研究担当副学長
副学長主導による共用システム運営

研究推進部研究企画課
（学外利用）
民間企業

共用システム運用チームを設置するとともに、

オープンファシリティー推進室において共用業務の支援を
実施。

統合化

オープンファシリティ
推進室

全学共同利用・
研究センター群

芸術系

生 命
環境系

医 学
医療系

数 理
物質系

パワーエレクトロニクス共用システム
共用システム運用チーム
（機器管理教員・技術スタッフ・
数理物質エリア支援室）

共用設備・機器の整備実績

既存の「オープンファシリティー推進室登録機器共同利用等に関する細則」の中で、料金設定を行い、共用システムの利用実施
を明確化。
機器の利用には、「オープンファシリティー研究機器共同利用 Web システム」により学内共用の安定的な運用を図る。

IRエミッション顕微鏡

超高温炉

総床面積 211 平方メートルの学内公募スペースを確保

し、共用ルームとして整備。学内外の３箇所に分散設置さ
れていたパワーエレクトロニクスの関連機器５台を、共用
ルームに集約化して再配置。

研究環境の整備により、利用効率の向上につながった。

共用システムの運用ルール
既存の「オープンファシリティー推進室登録機器共同利用等に関する細則」の中で、料金設定を行い、共用システムの利

用実施を明確化。

機器の利用には、
「オープンファシリティー研究機器共同利用 Web システム」により学内共用の安定的な運用を図る。

【オープンファシリティ推進室】 http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/

新たな共用システム導入支援プログラム
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宇都宮大学

問い合わせ先

部署名：宇都宮大学学術研究部研究協力・産学連携課
住所：〒321-8505 栃木県宇都宮市峰町 350
Tel：028-649-5013
E-mail：kyoyo@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
研究・産学
連携担当理事

・
「研究・産学連携担当理事」直下の「学術研究部」を統括部局とし、大学の経営戦略に
基づく教育研究支援体制のもとに本事業を推進する。

・
「地域共生研究開発センター先端計測分析部門」を事業実施部局とし、専任教員および
専任技術専門職員による強力な教育研究支援体制を構築する。

学術研究部

・宇都宮大学陽東キャンパス内における部局横断的な一貫した教育研究支援を実施する。

地域共生研究開発センター先端計測分析部門

工学部

地域デザイン科学部

光融合技術
イノベーション
センター

オプティクス
教育研究センター

宇都宮大学
陽東キャンパス

共用設備・機器の整備実績
宇都宮大学研究設備新共用システムの構築

大型設備の移設・再配置

波長分散型蛍光X線分析装置（ZSX PrimusⅡ）

利用予約（マシンタイムの確保）に加え、

陽東キャンパス内に分散配置されていた大型設備

予算登録、利用者登録、資格申請等にも対応

の一部を共用ルームに移設し、メンテナンス性と
利用利便性が向上

共用システムの運用ルール
機器の利用予約（マシンタイムの確保）に対応するだけでなく、予算、利用者、利用資格等を一元的に登録し、一つの
システム上管理・運用するルールを整備

＜宇都宮大学地域共生研究開発センター機器利用に関する申合せ＞
※ 地域共生研究開発センターは、平成 30 年度に改組再編予定であり、
それに伴い「機器利用に関する申合せ」も改訂する予定

資 格 申 請 等 の 利 用 手 続 き が ペ ー パ ー レ ス 化 さ れ る と 共 に、外 部 資 金 に よ る 利 用 料 金 の 支 払 い な ど に も 柔 軟 に
対応できるようになり、利用者の利便性が向上

新たな共用システム導入支援プログラム
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千葉大学

問い合わせ先

部署名：千葉大学工学系事務センターセンター支援グループ
住所：千葉県千葉市稲毛区弥生町 1－33
Tel：043-290-3832
E-mail：bee3832@oﬃce.chiba-u.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
千葉大学
本部・運営組織

研究担当理事
学術国際部・財務部 等

統括
部局

学術研究推進機構

グローバルプロミネント
研究基幹
国際卓越研究の

工学系事務センター

持続的創出

研究機器共用促進部会

研究資源の

マネジメント

各運営組織から
代表選出

予約課金

システム利用

共用システム管理

運営
組織

共用機器センター

大学連携研究設備 NW
（自然科学研究機構）

（設備サポートセンター整備事業）

化学研究部門

研究機器共用促進部会（平成 29 年度～）

共用促進

部会長

その他の部門
工学研究院

機器相互利用

大学・
研究機関・
一般企業

教育研究組織

理学研究院

運営
組織

学外共用サポート

分子キラリティー
研究センター・

運営
総合工学講座
組織 （主に共生応用化学コース）

その他の自然科学系部局

（園芸学研究科・医学研究院など）

ソフト分子活性化
研究センター など

共用促進

その他の専攻・コース

段階的に参加

その他の教育研究センター

運営
組織

（ベンチャービジネスラボラトリー・
真菌医学研究センターなど）

機器を活かした
学際的先端研究

薬学研究院

副部会長

理学研究院教員

工学系事務センター長

工学研究院教員

医学研究院教員

研究推進部長

薬学研究院教員

園芸学研究科教員

研究推進部門長

国際教養学部教員

本部・事務との連携強化

共用機器センター教員

幅広い部局 / キャンパスから参加

「グローバルプロミネント研究基幹（GP）
」

創成薬学研究部門
共用促進

と、学術研究推進機構下の「研究機器共用

その他の研究部門

促進部会」の連携により、全学的な設備共
用化を促進にする。

共用設備・機器の整備実績
西千葉キャンパス

【共用機器センター】

単結晶X線
回折装置

赤外分光光度計
紫外可視分光光度計
共焦点レーザー顕微鏡

松戸キャンパス

高速液体クロマト
グラフ質量分析計

核磁気共鳴装置など約20台。
電子スピン共鳴装置

ガスクロマトグラフ
-質量分析計
DNAシーケンサー

亥鼻キャンパス

DNAシーケンサー

システム生物顕微鏡
核磁気共鳴
装置

バーチャルスライドスキャナ

電子線マイクロアナライザ
原子吸光光度計
核磁気共鳴装置
【ベンチャービジネスラボラトリー】

：本事業にて共用機器登録

：本事業以外の措置で共用機器登録

・各キャンパスにて共用機器を順次登録。

電子顕微鏡など4台。

・本事業以外の学内措置と合わせて、共用機器を拡大中。

共用システムの運用ルール
千葉大学研究設備活用システム（CURIAS）
による共用管理

利用ライセンス制度と予約／課金の流れ
・共用機器センターで培われた
共用機器の運用制度を全学的
に展開。

・利用ライセンス制度（機器ご
とに運用は変更有り）

・大学連携研究設備ネットワー

ク（設備 NW）を活用した学

外共用にも対応（制限有り）
。

・設備検索、予約・課金管理、データ管理、利用情報
管理などの各種機能を統合／連携。

・使用する機能（サービス）は機器ごとに選択可能。

新たな共用システム導入支援プログラム
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東京大学

問い合わせ先

部署名：東京大学大学院理学系研究科化学専攻
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1
Tel：03-5841-4370
E-mail：tkaneko@chem.s.u-tokyo.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
研究力強化に向けた学内資源活用ワーキング・グループを

東京大学本部研究推進部

大学執行役・副学長を座長として大学本部に横断的なＷＧと
して設置。学内共用研究設備システムの見直しを含めた議論
を実施。

新共用研究設備システム

理学系研究科
化学専攻
平成 28 年度採択

薬学系研究科
薬科学専攻・薬学専攻
平成 28 年度採択

医学系
研究科

新領域

情報基盤
センター

分生研

H28.4 月から H29.3 月にかけて、新たに 4 部局 が共用研究設備システムに登録（計 12 部局）
H29.9 月までに登録機器数も約 15% 増加

共用設備・機器の整備実績
理学部1号館東棟

分子ライフイノベーション棟

化学本館

化学東館

化学西館

NMR 機器 5 台等を新設された理学部１号館東棟地下に集約配置した。更に、顕微鏡機器等を最先端の

機器が設置してある分子ライフイノベーション棟地下に再配置を行うなど、研究目的に沿った一元的な
機器利用支援体制を構築した。また、総床面積が約 10％増大し、研究スペースの確保につながった。

共用システムの運用ルール
大学全体の経営戦略として設備の共用化を進めるため、化学専攻共用施設について利用料金の支払いを可能にする

制度・運用ルールを構築した。

・東京大学大学院理学系研究科化学専攻共用施設利用規則

・東京大学大学院理学系研究科化学専攻共用施設利用料取扱細則

・東京大学大学院理学系研究科化学専攻共用システム運営委員会規則
これにより、機器利用の利用料を設定できるようになり、化学専攻共用システム運営員会を中心とした運営体制が

整備された。

新たな共用システム導入支援プログラム
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東京工業大学

問い合わせ先

部署名：東京工業大学研究推進部研究企画課
住所：〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1-E3-10
Tel：03-5734-7688
E-mail：kyoyo.staﬀ@jim.titech.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
学

組織面の特色

長

研究設備の全学的な共用促進のため学長直属の戦略統括会

議の下に設置された「設備共用推進部会」と連携しながら、

設備共用推進部会（H29 設置）
（H28 にキャンパス計画・
設備共用化部会として発足）

用化、集約化を、４研究組織で行っている。

研究スペース
管理チーム

連携

新共用採択部局

研究戦略を共有する分野内での設備共用が機動的な
研究推進に有効である機器を集約（本取組の位置づけ）

連携

連携

技術部

研究設備
管理チーム

全学的に対応が困難な、専門分野に特化した研究設備の共

共用設備の見える化

研究スペースの
見える化

研究設備管理・
共用化システム

全学研究スペース
管理システム

施設
運営部

H28 採択

H28 採択

H28 採択

H29 採択

先端物理
計測開発室

機械系
分析室

共用
クリーン
ルーム

ライフサイエンス
推進機器
共同利用室

設備管理・運用の為の専門スタッフ ( エフォート 100%)

共用設備・機器の整備実績
 先端物理計測開発室

島津製作所精密機器分析室
（アンテナショップ）

450 品目以上の共用機器をデータベース化し、貸出・

細胞解析室

返却登録システムを構築。

細胞イメー
ジング室

共用実験室

 機械系分析室

若手、外国人研究者､技術職員の育成、活躍、キャリア
パス形成を支援。

生体分子解析室
タンパク質解析室

 共用クリーンルーム

研究者・短期外国人
学生・技術職員・企業
汎用機器
実験台
純水装置

超遠心機室

水生動物実験室

すずかけ台キャンパスのクリーンルームを 5 ヶ所に集

低温実験室

約し、効率的に運用。

 ライフサイエンス推進機器共同利用室

共用機器室、共用実験室、共用オフィスを整備。機器
メーカーと連携したアンテナショップ構想を実現。

微生物培養室

ライフサイエンス推進機器共同利用室

共用システムの運用ルール
研究設備を中・長期的な視野の下で計画的に整備し、適切に管理運営するため、「設備共用推進部会」で「東京工業大学

研究設備共用推進ポリシー」を策定し、研究設備共用化を推進するための基本的な方針を定めた。

同ポリシーには、
「共用化した研究設備の維持管理費・消耗品費は、原則として利用者負担により賄う自立した体制を目

指す。
」ことを明記し、共用設備の持続可能な運用を目指している。

新たな共用システム導入支援プログラム
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金沢大学

問い合わせ先

部署名：金沢大学研究推進部研究推進課
住所：〒920-1192 石川県金沢市角間
Tel：076-264-6140 E-mail：risomu@adm.kanazawa-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
角間キャンパス及び宝町・鶴間キャン

パスに，設備の共同利用・維持管理を行
う 2 つの共用ユニットを設置。

大学の研究・経営戦略と一体となった

全学的な共用設備の共用化を進め，融合
研究や新学術の創生を強化。

全学的組織として総合技術部を新設

し，技術職員を組織化。定期的なスキル

アップコースを開催し，技術職員を育成。
)

共用設備・機器の整備実績

写真1. 核磁気共鳴装置
写真2. セルソーター
（物質情報解析推進ユニット） （ライフサイエンス解析推進ユニット）

各ユニットでキャンパス内の共用設備・機器を一括管理。

各ユニットで計 14 設備の保守を実施（写真 1、2）
。

報解析支援センターを新設し，理工系の設備共用を促進。

までに７台を追加登録し，学内設備の共用を促進。

物質情報解析推進ユニットの実行主体コアとして，物質情

現在のシステム登録設備 50 台に加え，平成 29 年度末

共用システムの運用ルール
学内設備共用の促進・安定的な運用に向けて，設備の予約・利用・精算に関するオンラインシステム ( 設備共同利用推進

総合システム ) を構築中。システムは平成 29 年度 2 月に稼働を開始予定。本システムにより，学内・学外者の設備共同利
用が促進される。

研究室において利用頻度の少なくなった研究設備をリユースするため，それを必要とする研究グループや研究者に有償

（予算振替）で引き渡すことを仲介する「ファシリティマーケット」を上記のオンラインシステム上で運営する。

学内設備の共用制度をさらに効果的な制度にするため，システムの稼働に合わせて新たに「設備共同利用推進総合システ

ム設備利用料算定要領」を設定。適切な課金制度の設定により，自主運営の実現を図る。

新たな共用システム導入支援プログラム
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名古屋大学

問い合わせ先

部署名：名古屋大学研究協力部研究支援課
住所：〒464-8601 名古屋市千種区不老町
Tel：052-789-2040
E-mail：kyoudou@adm.nagoya-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
名古屋大学の経営・研究戦略等における共用システムの位置づけは、名古屋大学松尾イニシアティブ NU MIRAI
2020、第３期中期目標・中期計画、設備マスタープラン等において定められている。それぞれの計画について、本事業に
関連する内容を以下に示す。
名古屋大学松尾イニシアティブ

中期目標・中期計画

NU MIRAI2020

行動目標②

ノーベル賞受賞者輩出

など世界屈指の研究大学として人類

Ⅲ

の知を持続的に創出の事業計画に、

「全 学 の 設 備 機 器 の 共 用 と、
University Research Administrator
等による研究推進支援体制の充実」

財務内容の改善に関する目標を達成す
るためにとるべき措置

更なる設備の有効活用・効率的な運用を行うため、

安定した財務基盤の維持に関する目

平成 26 年 2 月に学内に設置した全学技術センター「設

K42

共同設備・機器のデータベース及び

ステムの本稼働による事務作業量の大幅削減、既存設

標を達成するための措置

予約システム構築、施設・スペース
の有効活用（中略）等により、資金

備・機器共用推進室」を中心として、設備共同利用シ
備の集約化による利用環境の改善、設備のマネジメン
ト及び技術支援体制の整備等を行い、計画的・継続的
な設備・機器の共用化を推進していく。

名古屋大学では上記の内容を計画に掲げ、設備・機器の共用システムを重要なミッ
ションに位置づけている。これらの計画を遂行するため、集積共用施設を新たに
2 か所設置（分析系 2 及び分析系 5）することや、既存の集積共用施設の強化を
行うことで、分析系の設備・機器の一層の共用化を図った（図 1 ～図 3）。

共用設備・機器の整備実績

蛍光顕微鏡装置等の利用の様子

（4）今後の設備の共用化について

１

の効率的な運用を進める

図1

設備マスタープラン

図2

電子顕微鏡操作講習会

既存の全学的な共用システムである名古屋大学設備・機器共用シス
テム（以下、「NUESS」という。）に各研究科から設備・機器の登録
を 200 台以上にするという目標のもと、本事業を実施し、NUESS
の登録台数を平成 28 年 4 月の 167 台から 229（平成 29 年 9 月
末現在）台へ増加させた（既存の共用システムからの移行を含む）。

図3 名古屋大学集積共用施設一覧（地区別）

共用システムの運用ルール

新たな共用システム導入支援プログラム
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利用者

利
課 用
金 料
状 金
況 集
の 計
確
認

名古屋大学
設備・機器
共用システム

求
請
の 通知
金
料 況の
用
利 金状
課

（利用の目的）
第２条 共用設備及び機器は，研究，教育，開発又は診療を目的とする場合に利用すること
ができる。

検
索
・
利 予約 詳
用
細
実 ・各 情
績
報
記 種申 閲
録
覧
・ 請 、
確
認

名古屋大学研究設備・機器利用内規（抄）
（趣旨）
第１条 この内規は，名古屋大学（以下「本学」という。）が保有する研究設備・機器のうち，
全学技術センター設備・機器共用推進室（以下「推進室」という。）の維持管理する
名古屋大学設備・機器管理データベース（以下「管理データベース」という。）に登
録されたもの（以下「共用設備及び機器」という。）の利用に関し必要な事項を定める。

設備・機器利用
示
提 認
の 承
等 の
金 請 正
料 申 修
・ ・ ・
件 認 認
条 確 確
用 況 績
利 状 用実
約
予 利

共用システムの運用ルールとして、名古屋大学研究設備・機器利用内規を定めて
いる。さらに、共用体制の自立化を目指し、設備・機器の稼働率の向上や保守管
理業務の内製化を図るとともに、NUESS の運用費・保守費等を設備・機器の利
用者が負担することを盛り込んだ新たな利用料算定基準（案）を策定した。

利用料金支払
利用責任者

設備・機器
管理者

名古屋工業大学

問い合わせ先

部署名：研究支援課知財管理係
住所：名古屋市昭和区御器所町字木市 29 番
Tel：052-735-7684
E-mail：research@adm.nitech.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
共用システム統括組織

統括部局である大型設備基盤センター（平成 29 年 10
大学本部
月～ 産学官金連携機構）の主導により、各専攻等研究組織
情報基盤センター
（総合戦略室）
の装置について共用化を推進し、必要となる管理・運営・
（システム開発担当）
人材育成のための体制を整備する。さらに、本学が得意と
研究支援課
産学官金連携機構
技術部（全学組織）
する分子・材料を合成・分析・解析する大型設備を中心に
（外部資金受入担当） （共有システム統括部局（窓口）
）
（人的支援担当）
国内外の研究者・地域企業等からの受託試験を積極的に受
け入れる。
共用システム運営組織
共用化により得た機器利用料を設備の維持費等に充てる
《平成 28 年度から 2 専攻より先行開始》
大学院工学研究科（5 専攻）
ことにより事業基盤を安定させ、併せて、将来的に各部局
物理工学
生命・応用化学
・生命・応用化学
に必要となる装置を選定し、学長のリーダーシップの下で
・物理工学
《平成 29 年度から 3 専攻に展開》
策定するマスタープランへ反映させることにより設備導
・電気・機械工学
・情報工学
入・維持と研究力強化の好循環を構築する。
電気・機械工学
情報工学
社会工学
・社会工学

3 年以内に全学共用体制に移行
事業実施体制図

共用設備・機器の整備実績
大型設備基盤センター
（平成29年10月～産学官金連携機構
設備共用部門）

RCSⅠ
5設備

RCSⅥ
7設備

RCSⅡ
3設備

RCSⅢ

RCSⅤ

2設備

9設備

RCSⅣ

RCSⅦ

4設備

リサーチ･コミュニケーション･スペース（RCS）の新設

各部局の教員が研究を展開している建物ごとに、共用装置をまとめ
て集約したリサーチ・コミュニケーション・スペース（RCS）を新設
する。このリサーチ・コミュニケーション・スペース（RCS）は、種々
の装置を利用する複数の学生、教員が、単にそれぞれの装置で測定・
実験を行うだけではなく、言葉を交わし議論の場とすることで、新た
な 研 究 展 開 の 芽、融 合 研
究や学際研究の発展を促
す機会を提供するもので
あ り、装 置 を 集 約 す る こ
とで生じる副次的メリッ
トを生み出す。

セラ研（多治見）；
4 設備

共用システムの運用ルール

技術部との連携等

共用装置の提供教員への共用設備・機器の運営体制、利用支援体制、
保守メンテナンス体制にかかる負担増加を回避するため、既に本学の大
型装置で稼動している運用システムを本事業でも導入する。具体的には、
全学組織の技術部から技術職員を学内派遣し、装置の管理・運営・保守
を行なうとともに、博士前期・後期課程の大学院学生をリサーチ・アシ
スタント（RA）に採用し、その業務を行う。

共用システムの拡充

共用システムの設備選択画面

新たな共用システム導入支援プログラム

大型設備基盤センター ( 平成 29 年 10 月～ 産学官金連携機構）内の大
型装置について、本学が開発した機器分析受付システムを構築し運用し
ている。このシステムを拡充し、対象機器を新共用事業による追加共用
装置まで拡げる。本システムは、学内の何れの部局からも予約可能なシ
ステムであるため利便性が高く、研究者の負担を軽減させ、研究時間の
確保に繋がる。
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豊橋技術科学大学

問い合わせ先

部署名：豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター
住所：〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1
Tel：0532-44-6975
E-mail：techsupport@rac.tut.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
戦略企画会議下に設置した RAC を統括部局とし、大学の経営戦略等に即した共用システムを導入。
RITI

学長
戦略企画会議

EIIRIS、リサーチセンター、先端共同研

究ラボラトリー、イノベーション協働

研究プロジェクトを戦略的に企画・推
進・管理。

共用システム統括部局
研究推進アドミニストレーションセンター（RAC）
技術科学支援室

技術科学イノベーション研究機構（RITI）
連携・協力

RAC 研究力強化を推進する中核支援組織。

EIIRIS 共用システム
エレクトロニクス先端融合研究所（EIIRIS）

その中の「技術科学支援室」は学内の共同利用機器を
集中管理し、異分野融合研究を支援。

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（LSI 工場）

共用設備・機器の整備実績
・共用機器のデータベースの公開と共用窓口の設
置により、機器の「見える化」を実現。
EIIRIS-3
共同研究室２

・共用機器を一元管理することにより、 適切な時
期での保守等が可能に。

・透過型電子顕
微鏡

LSI工場
・EB 描画装置
・i 線ステッパ
・LPCVD 装置
・イオン注入装置
など全 22 台

共同研究室５
・集束イオンビーム装置
・正立型共焦点顕微鏡
など全 7 台

EIIRIS

EIIRIS-2

整備した共同研究室５

機器講習会の様子

共用システムの運用ルール
研究機器の特殊性等を考慮し、運用ルールを明確化
学内者

学外者

既存の「EIIRIS 研究プロジェクト」の登録者で、ライセンスを取得した者は、原則無料で共用システムの登録

機器を利用可能。ただし、年度ごとに研究成果を報告するものとする。

既存の「国立大学法人豊橋技術科学大学における学外者の研究設備・機器共同利用等に関する取扱い要領」を

もとに、機器の利用料金の算出と利用料金収入の使途についての考え方を定めた。これにより、共同利用に係

る収入は全額、大学の自己収入とするが、当該機器の更新・メンテナンス等の予算が必要になる際には、優遇
処置がとられるような工夫が生まれた。

新たな共用システム導入支援プログラム
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京都工芸繊維大学

問い合わせ先

部署名：京都工芸繊維大学研究推進課
住所：京都市左京区松ヶ崎橋上町１
E-mail：research_cooperation@jim.kit.ac.jp
Tel：075-724-7714

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

物質・材料の
分析
本事業で微細加工のための共用施設を既設クリーンルームに整備。

学長を機構長とする大学戦略推進機構のもとに、ものづくりの共用一貫システムを構築。

共用設備・機器の整備実績

クリーンルーム
（クラス1000、３室構成）
の写真

ドライエッチング装置やスパッタ装置など各研究室で使用されていた機器

16 台をクリーンルームに再配置。

GaN トランジスタなどナノデバイスの製作が可能になる。

本システムの成果が JST NexTEP の採択や大手メーカとの大型共同研究

に繋がった。

共用システムの運用ルール
16 台の多種多様な装置を共用化するためには、マシンタイムの配分ルールと使用料の積算根拠を、公平かつ明朗に設定

することが、円滑かつ持続可能な共用化の鍵となる。利用者による運営委員会を立ち上げ、意見を集約した後、料金表を含
む本システムの運用要項を制定した。本要項に基づく利用手続きをホームページにより学内に周知した。
＜京都工芸繊維大学グリーンイノベーションセンター装置運用要項（抄）＞
第１

この要項は、京都工芸繊維大学教育研究プロジェクトセンター要項第６第７項の 規定に基づき、京都工芸繊維

大学グリーンイノベーションセンターが所有する設備 のうち、クリーンルームに設置する装置の使用に関し、
必要な事項を定めるものとする。

これにより、電気電子工学分野だけでなく、化学分野や機械工学分野の研究者が利用するようになった。また、卓越研究

員等の若手研究者の研究立ち上げにも寄与した。

新たな共用システム導入支援プログラム
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大阪大学

問い合わせ先

部署名：大阪大学オープンファシリティ推進支援室
住所：大阪府茨木市美穂ヶ丘８-１
Tel：06-6879-4815
E-mail：info_sentan@reno.osaka-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
●本学における共用の基本方針：
①研究設備・機器は大学全体の資産でもある

阪大ソリューション方式
による先端機器共用
部局横断に、
機器タイプ･研究分野ごと
に全学連携

②研究担当理事の主導によって、OU ビジョンを具現する新たな全
学共用システムを構築・運用する

を決定し、全学的な先端機器共用体制を構築。
・研究担当理事（副学長）の主導の下、全学的な機器共用を推進するオープ
ンファシリティ推進支援室（OPF）を新設。

・OPF 室長は、大学執行部への研究戦略・施策の決定を支援する研究オフィ
スの筆頭室員が兼任。

・OPF 室員には、各ソリューションの主幹だけでなく、本学で全学機器共
用に関係する関係者も兼任し、全学的な連携・協力体制を構築。
●大規模総合大学において、全学での機器共用をより実効的に行うため
に、機器タイプ・研究分野ごとに部局横断に連携する「阪大ソリュー
ション方式」により全学共用を推進。

●科学的興味をより緊密に共有できる、
「阪大ソリューション方式」の
利点を生かし、単なる機器共用システムとしてだけでなく、人材育

成 や 大 阪 大 学 が 標 榜 す る OU ビ ジ ョ ン（Open Research・Open

Community・Open Education・Open Innovation）を 育 み、後 押

しするシステムとして活用。

共用設備・機器の整備実績
●共用機器の保守・更新再生の実施（33 機器実施）
・NMR のメンテナンスに関しては、ソリューション内で一括して行い費用削減（液体窒素再凝縮装置 7 台、
酸素濃度計 27 台、コンプレッサー 4 台、費用削減率はそれぞれ 14・27・17％）。

●学生 AO（アシスタントオペレーター）28 名雇用
・測定や保守を補助する AO 業務を通しての、研究キャリア形成を支援するため、原則として学生アルバイ
トではなく、特任研究員 S として採用。
・機器管理者・担当専門職員の負担軽減、トラブルの早期発見など実現。

●技術連携コーディネーター 3 名雇用
・技術連携コーディネーター：利用者への技術質問などに回答したり、測定担当者と利用者との調整を行う。
各ソリューション 1 名ずつ、5 年間雇用予定。

●ソリューション構成部局で連携し機器利用講習会・セミナーを合同開催
・参加者合計 543 名。外国人向けの英語での利用講習会も開催。

●機器管理者向けの NMR 合同専門講習会の開催
・NMR メーカーの専門家を招聘し、各部局の NMR 専門職員 5 名向けに実施。

●「共通予約・会計システム」を構築開始（平成 30 年 4 月稼働予定）
・機器予約をワンストップで行う、共用ポータルサイトの中核をなす。
・予約簿の一元化、予約管理の自動化（カスタマイズ可能）、会計処理の組込など実現予定。
・本格稼働開始まで、科学機器リノベーション・工作支援センターが運用するリユース機器予約システムを
使って、仮運用を行う（平成 29 年 12 月開始）
。

共用システムの運用ルール
●運用方針・運用体制と利用規約の決定

▪研究担当理事を議長とする、全学共用運営会議において、先端機器の全学共用に関す
る運営方針と運営体制を審議し決定。

・利用料金は、機器所有部局が立案し、幹事会議にて審議・承認することを決定。
・本共用制度を利用した部局間利用（利用者と機器所有者の部局が異なる場合）に関しては、
課金収入を 50％ずつオープンファシリティ推進支援室と機器所有部局とで分配することに
決定。
・先端機器の利用規約（学内者の部局間利用）を決定。
・学内の他の全学共用制度（リユース機器による汎用機器全学共用など）と連携・協力し、全
学的な機器共用を推進していくことを決定。

新たな共用システム導入支援プログラム
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●利用料金の決定

▪幹 事 会 議 に お い て、仮 運 用（下 記 参 照）
を行う機器（先行登録分）の学内者部局
間利用の利用料金を 審議し承認。

仮運用：現在構築中の共通予約・会計システ
ムの本稼働（平成 30 年４月）の前に、既存

のリユース機器予約システムを使い、先端機
器の予約受付・共用を行う（ただし部局間利
用のみ）。

広島大学

問い合わせ先

部署名：広島大学学術室学術部学術支援グループ
住所：〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2
Tel：082-424-5863
E-mail：ssaport@hiroshima-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
学長
共用システム統括部局 ： 学術室（法人本部）
研究設備サポート推進会議・同専門部会

連携

学術支援グループ

技術センター

連携

自然科学研究支援開発センター

連携・技術協力
共用システム研究組織：＜工学系＞
工学研究院 材料・生産加工部門

共用システム研究組織：＜化学系＞
工学研究院 物質化学工学部門
理学研究科 化学専攻

共用システム研究組織 ：＜生命系＞
医歯薬保健学研究院 基礎生命科学部門 、
応用生命科学部門 、統合健康科学部門

●研究設備・機器の共用化による本学の研究力強化への寄与

⇒研究組織内の研究者等により組織された
「インキュベーション研究拠点」
などの活動がより活性化

※本学は、文科省ＲＵ事業、
ＳＧＵ事業に採択され、
１０年以内に世界トップ１００以内の大学を目指し、取組を進めている。この取組の一環として、
世界トップレベルの研究活動を展開できる
「インキュベーション研究拠点」
を選定し重点支援を行っている。

共用設備・機器の整備実績
【高出力半導体レーザ
加工システム】
企業との共同研究に
より、新たな研究テー
マの創出に寄与

共用機器数
（大学連携研究設備
ネットワーク登録数）

研究組織

工学研究院材料・生産加工部門

16 台
（11 台）

工学研究院物質化学工学部門、
理学研究科化学専攻

20 台
（19 台）

医歯薬保健学研究院 基礎生命科学部門 、
応用生命科学部門 、統合健康科学部門

14 台
（14 台）

【NMR】
講習会の開催によ
り、新 た な 測 定 法、
測定トラブルに対す
る解決法を取得

共用化により利用者が増加（大学連携研究 j 設備ネットワーク登録機器）
平成 28 年度実績：第 1 四半期 2,022 時間

→

第２四半期 2,420 時間

→

第 3 四半期 3,400 時間

→

第４四半期 3,328 時間

共用システムの運用ルール
・「先端研究基盤共用促進事業による研究設備・機器の共用に関する内規」の制定 (H28.6.1)

研究組織の研究者及び学生は、当該研究組織において共用するすべての研究設備・機器を利用できることとした。同内規

において設置する管理運営委員会では、研究設備・機器の共用の基本方針、整備計画、管理・利用の規定、利用支援、保
守メンテナンス及び利用料金の設定に関することを審議する。

・「研究設備整備計画基本方針（H23.5.9 研究担当理事決裁）」の改訂 (H28.6.15)

新たな共用システムによる研究組織単位（部局・専攻等）の設備マネジメントと既存の全学的な研究設備サポートの仕組
みとの連携について規定した。

・「設備マネジメントルール」の策定開始

法人本部（学術室）が共用システム統括部局として関与し、事業期間終了後における研究設備共用体制の全学的最適化を
見越した「設備マネジメントルール」の各研究組織への浸透のための取組を開始した。

新たな共用システム導入支援プログラム
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山口大学

問い合わせ先

部署名：学術研究部研究推進課研究プロジェクト係
住所：〒753-8511 山口市吉田 1677-1
Tel：083-933-5036
E-mail：sh060@yamaguchi-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

機器共用化を全学的な研究基盤整備の重要な施策と位

置づけ、理事・研究担当副学長の統括する大学研究推進
機構が、機器共用化を全学横断的にリードする仕組みを
構築している。

本機構が中心となって各関係部局と連携・調整し、推

進する体制ができている。

共用設備・機器の整備実績

各キャンパス毎に一元的な機器利用支援体制を構築し、大学研究推進機構内の総合科学実験センターにより、支援・管理

することで、幅広い学部で利用され、学外利用にもつなげている。

共用システムの運用ルール
学内での共用機器の自立化、安定的稼働に向けて、全キャンパスの共用機器で使用する保守経費、消耗品費等を原則とし

て利用者から徴収するが、高額な修理が生じた場合には、教育・研究に支障が生じないよう、大学研究推進機構が本学の「
施設及び設備のマスタープラン」
、利用状況を勘案した上で、予算を措置する。

新たな共用システム導入支援プログラム
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高知大学・
海洋研究開発機構

問い合わせ先

部署名：高知コアセンター分析装置群共用システムオフィス
住所：〒783-8502 高知県南国市物部乙 200
Tel：088-864-6712
E-mail：kcc-kyoyo@kochi-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
・国立大学法人と国立研究開発法人の 2 法人での
共同運営

・高知大学設備サポート戦略室と連携し、 学内の
機器共用化を強化

・地球掘削科学共同利用・共同研究拠点事業との
強力な連携

・掘削コア試料分析に特化した機器から汎用的機
器、海洋研究開発機構の最先端機器まで幅広い
機器群の共用化

⇒ 学術界・産業界のコミュニティ拡大
教育・研究活動の活性化・高度化

共用設備・機器の整備実績
機器の更新再生を行った結果、各装置を安定的に運用する

平成 28 年度に更新再生を行った機器 3 台
・実体顕微鏡 SV6 用光源

・加熱脱着装置付ガスクロマトグラフ質量検出器
・電子プローブマイクロアナライザー

ことが可能となり、更新再生後は今までの利用者に加えて
新規の学内教員の利用があった。

高知コアセンターでは、機器の集約は事業以前に構築済

実体顕微鏡SV6用光源

加熱脱着装置付
ガスクロマトグラフ質量検出器

電子プローブ
マイクロアナライザー

共用システムの運用ルール
共用システムの利用対象者、申請手順、機器利用料金などについて明記した共用システム利用要項を制定し、
内外に向けての運用の基盤を整備した。

・若手研究者への支援

・機器利用料金の設定

高知大学・海洋研究開発機構ともに機器利用料金を設

利用要項内に機器利用料金の一部・全額免除を可能と

定した。高知大学では、料金設定を「高知大学内」
「研

する記載を盛り込み、任期付若手研究者の機器利用料金

内や研究教育機関の利用者が利用しやすいよう利用料金

平成 29 年度（9 月末現在）4 名に対して支援を行った。

究教育機関」
「企業」
「企業初回」の 4 区分に分け、学

を減額・無償にできるようにした。平成 28 年度 4 名、

を安価に設定した。

新たな共用システム導入支援プログラム
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長崎大学

問い合わせ先

部署名：長崎大学研究推進戦略本部
住所：〒852-8521 長崎市文教町 1 番 14 号
Tel：095-819-2208
E-mail：shinkyo_jimu@ml.nagasaki-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
長崎大学共用システムの特徴
・統括部局である研究推進戦略本部による
大学としての研究戦略に基づいた戦略的
研究推進支援

・全学共通研究設備・機器利用システムを
運 用 す る「先 導 生 命 科 学 研 究 支 援 セ ン
ター」と「産学連携戦略本部
支援部門

な技術支援

共同研究

先端科学支援室」による強力

・上記両組織の保有する共用システムとの
連携による、学内外・世界に広がったネッ
トワーク

共用設備・機器の整備実績
長崎大学共用機器管理・予約・課金オンラインシステム

先端物質科学研究ユニット

https://nushare.ura.nagasaki-u.ac.jp/index.php

・物質科学の広範囲の研究をカバーする 41 の機器を
共用化している。

・各機器の設置場所、特徴、管理者・連絡担当者、全

体利用規定、機器固有の取扱い規定等をオンライン
システムに掲載している。

水産・環境科学総合研究科
・当組織内の水産科学と環境科学の各領域に所属する
教員が管理する 22 の機器を共用化している。

・DNA 抽出からプロテインシーケンシングまでの一連
の工程に必要な機器を一室に集約し、利用効率向上
を目指している。

①共用設備の管理、予約・課金の一元化
②新たな組織の追加可能（水平展開）
③学外者利用可、④英文対応、⑤研究成果掲載

共用システムの運用ルール
・基本方針として、本事業の共用機器は全て「長崎大学共用機器管理・予約・課金オンランシステム」に登録し、 管理・予
約・課金を行っている。

・「先端物質科学研究ユニット共用システム利用規程」及び「水産・環境科学総合研究科共用システム利用要項」を策定し
、運営委員会、利用者範囲、機器管理者の役割、学内外の利用申請、利用料金及びその運用等に関して各組織の特徴に応
じたルールを設定している。

・新規採用若手教員や外国人研究者に対して利用料金の減額措置等に関する規程策定を展開する予定である。

・統括部局のマネジメントの下、既存共同利用設備を提供する組織の役割分担も含めた長崎大学共用機器利用に関する規程
の策定を検討している。

新たな共用システム導入支援プログラム
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熊本大学

問い合わせ先

部署名：熊本大学マーケティング推進部研究推進課
住所：熊本県熊本市中央区黒髪二丁目 39 番 1 号 Tel：096-342-3307
E-mail：research-coordinator@jimu.kumamoto-u.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
学長
第 3 期中期目標期間中のビジョン：
【戦略１】世界レベルの研究拠点の充実と先端的新分野の開拓による成果への挑戦

総合技術センター（仮称）

学部・センター等
国際先端生命科学研究
推進センター（本事業）

センター長（研究担当理事 )

・研究力強化
・人材育成
・国際化
等

エイズ学研究センター

研究サポート推進室

副センター長（技術系職員）

・研修制度の実施
・設備システムの運用等

機器分析技術室

先端科学研究部（工）

実験実習技術室

人文社会学研究部（文）

基盤系技術室

等

共用設備・機器の整備実績
発生医学研究所

国際先端
医学研究機構

生命科学研究部
（医学系）

生命科学研究部
（薬学系）

生命資源研究・
支援センター

ゲノミクス機器

単一細胞解析機器

細胞動態・微細構造
解析機器

化合物・タンパク質
解析機器

各種解析機器

2

1

国際先端生命科学研究推進センター

3

(International core-facility of advanced life science: ICALS)

1

2

3

国際先端生命科学研究推進センター (ICALS) を設置
生命科学系 5 部局が保有する独自の共用設備・機器について共有化を実施可能な学内初の組織を構築した。
双方向性データ管理システムの導入
部局間サーバーネットワーク構築による研究データの効率的な抽出と安全管理が可能となった。
窓口サイト（機器共用ポータルサイト）を設置
生命系各部局で独自に運営されていた予約システムを集約した。
各部局の機器の予約状況確認、予約入力、セミナー情報収集が可能な統合サイト。

共用システムの運用ルール
先端研究基盤共用促進事業運営委員会を発足。さらに、各部局の教員・技術支援者から構成される拡大研究支援会議の定
期的な開催により、学内における機器共用化に向けた 運用システム、利用料金、人材育成について現場レベルでの活発な議
論が可能となった。
まずは生命系５部局に点在する共用機器の予約・利用に係る利便性を高め、利用促進を図るため、予約システムの ID 管
理に関するルールを検討し、新たに統合 ID 管理システム（ICALS ポータル ; マイページ機能）を構築・実装した。

新たな共用システム導入支援プログラム
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琉球大学

問い合わせ先

部署名：琉球大学総合企画戦略部研究推進課
住所：〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町千原 1 番地
Tel：098-895-8016
E-mail：knknkyu@to.jim.u-ryukyu.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

大学の戦略

基本戦略

理事（研究・企画戦略担当）

・研究基盤センターのシステムを生命科学分野にも展開す

研究企画室
（リサーチ・
アドミニストレーター）

ることで、共用システムの拡充・発展を行う。

・本学の特色分野強化（生物多様性分野）の戦略として
共用システム導入を位置付け。

マネジメント

・全学的横断組織である研究推進機構内に設置された

運営組織

戦略的研究
プロジェクトセンター
（教職員）

研究基盤センター
（教職員）

4 組織が中心となった組織体制で実施（図 1）
。

・研究推進機構長でもある研究・企画戦略担当理事がリー
ダーであり、大学の戦略として機器共用化を推進する体

総合企画戦略部
研究推進課
（職員）

全学的な共用機器システム

制を構築。

図１．共用システムのマネジメント体制

共用設備・機器の整備実績
共用ルームの整備

亜熱帯島嶼科学拠点研究棟にある実験室を全学的

農学部
亜熱帯島嶼
科学拠点研究棟

遺伝子解析室

共用機器の共用ルームとして整備し、DNA シーケ

ンサー等の生命科学系機器を集中配置した（図 2）。

共用設備・機器の実績（平成 28 年度）
・共用機器
細胞解析室

熱帯生物圏
研究センター

理学部

・平均総稼働時間
・平均稼働率
・平均共用率

研究基盤センター

42 台

208 時間
12.9 ％
100 ％

共用実験室
医学部

各共用ルーム

図2．共用ルームの整備状況

共用システムの運用ルール
運用体制の整備

機器の共用化や運営に関わる規則等を制定し、その運用に

関わる共用機器管理委員会を設置することで、持続的な全学
的な機器共用化の仕組みを整備した（図 3）。

新たに制定した規則類

・琉球大学研究に係る共用機器の管理に関する規程
・琉球大学共用機器管理に係る申合せ
・琉球大学共用機器利用細則

．

図3．機器共用化の流れ

新たな共用システム導入支援プログラム
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名古屋市立大学

問い合わせ先

部署名：名古屋市立大学共用機器センター（事務局学術課）
住所：〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１
Tel：052-853-8041 E-mail：ncu_kyoyo@sec.nagoya-cu.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
・平成 26 年 10 月に策定した「名市大未来プラン」に基づき、機器の共用化を推進
・理事長をトップとした研究戦略企画会議の方針に基づき、全学研究施設運営会議にて 実施運営方針を決定
・共用機器センターを新たに設置し、全学的な実施運営体制を構築

共用設備・機器の整備実績
・4 キャンパス分散に対応し、利用者の利便性
に配慮した一元的な予約システムの導入
・技術職員による研究科の垣根を越えた効率的
かつ高度な保守管理体制の構築

北千種キャンパス

滝子キャンパス

・機器の共用化の推進

統一の
運用

桜山キャンパス

研究室から
共用スペースへ移設し、
共用化された機器

田辺通キャンパス

（バイオプレックス）

田辺通キャンパス

共用システムの運用ルール
平成 29 年度中の本格稼動に向け、次の基本方針を掲げた全学の統一ルール「共用機器センター運営要綱」を策定。この

ルールのもと、各研究科・学部が、それぞれの運用に即したルールを策定し、全学的共用の仕組みが整備された。

・共用化に際しては、本来優先して利用できる者に優先度を高くし、研究のインセンティブを確保
・利用者の研究科が異なることによる優先度の差別を設けないこととし、学際的利用を推進

新たな共用システム導入支援プログラム
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大阪市立大学

問い合わせ先

部署名：大阪市立大学研究支援課
住所：〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138
Tel：06-6605-3614
E-mail：opf@ado.osaka-cu.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
学長
大学運営本部
複合先端
研究機構

組織横断的な共用機能

共用システム統括部局として
共用センターを統括
技術系職員の配置と
研究支援体制を強化

・共用機器・施設の集約

・学内共用システムの整備

・先端科学における共同研究を推進し、国内外に開か
れた共用センター化

工学研究科

・世界との競争に対応できる最先端機器の共用体制強

新共用
センター

人工光合成
研究センター

化・遠隔機器利用システムへ

共用化による波及効果

生活科学
研究科

・先端機器の効率的な運用

・高度な技能をもつ技術系職員の育成

理学研究科

・研究科間のシナジー効果と学問領域の学際化
・機器保守・更新の財政基盤を強化

共用設備・機器の整備実績
先端 ESR（A102 室）

高 周 波 W バ ン ド（94GHz）ESR 分 光 器 に X バ ン ド（9.5GHz）を 一 体 化 さ せ た。Q バ ン ド

（34GHz）の一体化も進めており、ESR 共用室（理学部棟 F115 室）でナノ秒パルスレーザーと同期し
た多周波 ESR 実験が可能である。また、
X および Q バンドの先端 ESR 測定（パルス ESR、二重共鳴、
イメー
ジング）が可能な分光器は理学部棟 A102 室に集約した。
理学部棟

Ｅ棟
Ｆ棟

先端 ESR 分光器の汎用性と簡便性が高まり、分野外から新たな ESR ユーザーの参入へとつながった。

分析室所管の分析機器
を E/F 棟 1 階に集約

多周波 ESR（F115 室）

ナノ秒レーザーと同期した多周波 ESR 装置

共用システムの運用ルール
学内における共用 ESR 機器の安定的な運用に向けて、
「大阪市立大学杉本地区理系学部附属施設における機器等に関する

諸料金規程」を改正し、付属施設において利用に供する機器として当該共用 ESR 機器を追加した。諸料金規程の第 4 条 2

項には、当該学部長が特に必要と認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができることが規定されてお
り、理学研究科長の判断で、研究科内利用者に対して共用機器の利用料金の減免が可能となった。研究科内利用料金は、理
学部分析室利用要項（諸料金規程と同様に共用機器の追加改正）の第 15 条別表に定められている。
共用 ESR 機器の運用ルールは、分析室利用要項と整合する形で定めている。
共用 ESR 機器に関する主なルール

（１）利用者は、ユーザー登録を必須とする。
（２）予約は web 上で行う。

（３）利用上のルールを、事前に説明し同意を得る。

（４）学外の利用者に対して、新たな利用上のルール（物品・薬

品等の持ち込み、利用支援体制、事故時補償、秘密保持など）
を定め、ルール順守の同意を得る。

（５）学外の学生に対して、指導教員より学生派遣依頼書の提出
を求め、傷害保険の加入を確認する。

（４）、
（５）の取り決めにより、共用 ESR 機器の学外利用者への門戸が開けた。

新たな共用システム導入支援プログラム
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慶應義塾大学

問い合わせ先

部署名：慶應義塾大学医学部共同利用研究室 KOA Facility 事務局
住所：〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35
E-mail：research-equipment-group@keio.jp
Tel：03-5363-3779

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

塾長（学長）

塾長（学長）

研究連携推進本部

慶應医科学開放型研究所
(KOA Facility)

研究担当常任理事

オミクス
解析センター

研究組織
研究担当常任理事の下に、慶
應医科学開放型研究所（KOA
Facility）が置かれ、学部横断
的な支援を実施。

医学部

疾患モデル
解析センター

主管

共同利用研究室

理工学部

主管

中央試験所

薬学部

イメージング
センター

主管

機器管理委員会

共用設備・機器の整備実績
信濃町キャンパス
（医学部）
矢上キャンパス
（理工学部）

芝共立キャンパス
（薬学部）
MultiSEM（医）

原子間力顕微鏡（理工）

・共用施設や研究室管理のイメージング装置、オミク
ス解析装置、疾患モデル解析装置などの研究機器の

Tokyo

可視化を促進。
・一元的に機器予約ができる「共用支援 Web システム」
の構築。
・キャンパス・学部横断的な共用促進を実現。
・学部を越えた共用機器の申請や再配置の実施。

共用システムの運用ルール
学部内共用を目的としていた既存の共用施設規定の一部（慶應義塾大学医学部共同利用研究室規程第 2 条）を改定し、

学部間の共用や学外からの利用を促進することを明確化した。

機器利用の料金設定・機器予約は、各学部の共用施設・研究室によって決定され、学内研究者や登録され共同研究者による

利用の際には、優遇措置がとれるように工夫されている。

新たな共用システム導入支援プログラム
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東京都市大学

問い合わせ先

部署名：東京都市大学ナノテクノロジー研究推進センター
住所：〒158-8557 東京都世田谷区玉堤 1-28-1
Tel：03-5707-0104 ( 代 ) E-mail：tcu-analysis@tcu.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

学長（三木千壽） 大学運営方針
ナノテクノロジー研究を本学戦略研究分野

ナノテクノロジー研究推進センター運営委員会
（研究、産学連携、機器共用の基本方針）

の一つに設定、学長リーダシップの下で推進。
先端機器の共用、外部との共同研究・産学連

【議長】大学院工学研究科長 【副議長】工学部長

携の窓口となるナノテクノロジー研究推進セ

ンターを工学部 5 学科、総合研究所で構成し、
共用システムの運営を推進中。

ナノテクノロジー研究推進センター会議
＜工学部＞
ナノテク関連 主要 5 学科

＜総合研究所＞
１研究機構 ６研究センター

共用設備・機器の整備実績
工学部、総合研究所で

管理運営されていた大型
解析評価装置、半導体製

造装置等を大学直轄のナ
ノテクノロジー研究推進
等々力キャンパス 総合研究所

クリーンルーム

共用イオン注入装置

センターに集約し、外部

利用を含めた形で機器共

用 シ ス テ ム 運 営 を 開 始。
外部受託研究件数アップ
に貢献。

世田谷キャンパス 2 号館

ナノテクノロジー 研究推進センター

共用 X 線光電子分光分析装置

共用システムの運用ルール
外部利用も含め共用システムの効果的、安定的な全学運用に向けて、工学部附置の機器分析室を改組、新規に大学
直轄のナノテクノロジー研究推進センターを設置。
ナノテクノロジー研究の推進と機器共用を明記したセンター規程を制定するとともに、センターの管理運営を行う
運営委員会の規程を制定した。
< 東京都市大学ナノテクノロジー研究推進センター規程（抄）>
第２条

センターは、未来都市実現の基盤となるナノテクノロジー研究を推進すること、大学所有の研究設備の共用化促
進、産学連携による研究成果の社会実装をすすめることを目的とする。

< 東京都市大学ナノテクノロジー研究推進センター運営委員会規程（抄）>
第2条
第3条

運営委員会は、ナノテクノロジー研究推進センターの研究、産学連携、大学所有研究設備の共用促進に関する
基本方針について審議することを目的とする。
運営委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 大学院工学研究科長 (2) 工学部長 （3）ナノテクノロジー研究推進センター長 (4) 総合研究所長
(5) 研究委員会委員長 (6) ナノテクノロジー研究推進センター構成学科主任教授 (7) 事務局長
(8) その他議長が必要と認めた者

新たな共用システム導入支援プログラム

28

東京理科大学

問い合わせ先

部署名：東京理科大学研究推進部研究推進課（野田）
住所：〒278-8510 千葉県野田市山崎 2641
Tel：04-7124-1501 E-mail：kiki_admin-ml@tusml.tus.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
研究機器センターを統括部局として

東京理科大学

3分野の分野別センターを設置

研究推進機構
研究機器センター

（統括部局）

化学系機器分析センター

生命医科学研究機器センター

物質・材料分析センター

5 号館地下 2 階・11 号館別館 1 ～ 3 階

生命医科学研究所１階

研究棟１階

神楽坂キャンパス

野田キャンパス

（分野別センター）

（分野別センター）

葛飾キャンパス

（分野別センター）

共用設備・機器の整備実績
化学系機器分析センター

◎ 本センター 11 号館別館 2 階の試料測定室及び試料調整室 1 の実験台等、
エネルギー系統の付帯工事を含めた機器の再配置を実施し、
クリアランスを十分に確保したことで、機器利用者の利便性向上につながった。

◎ 蛍光分光光度計、核磁気共鳴装置（300）のリプレースを実施。

◎ 故障していた機器（磁気特性測定システム、円二色性分散計、超分子・高質量分子解析システム、飛行時間型質量分析装置）
の更新再生
を実施。

生命医科学研究機器センター

◎ 本センターの設置スペースの拡大を図るため、老朽化した機器
（共焦点レーザー顕微鏡、キャピラリー DNA 解析システム）の廃棄処
分を実施。
◎ 故障していた機器（タイムラプス共焦点レーザー走査型顕微鏡、組織切片作製システム、次世代型遺伝子解析システム）
の更新再生を
実施。

物質・材料分析センター

◎ 本センターの設置スペースの拡大を図るため、使用許容年数を超過していた機器（集束イオンビーム加工装置、走査型原子間力顕微
鏡、電子ビーム蒸着装置）の廃棄処分を実施。
◎ 使用実績が少ない機器（ICP 発光分光分析装置）を他スペースへ移設し、新たにプラズマエッチング装置を本センターに設置する再配
置を実施。
◎ 故障していた機器（デュアルビーム微細加工同時モニタリング装置、
走査透過型 3 次元分析電子顕微鏡システム）
の更新再生を実施。

共用システムの運用ルール
◎ 既存の「研究機器センター規程」の中に、本事業に採択された分野別センターの位置付けを明確にするための規程改正（平成 29 年
4 月 1 日施行）を行い、研究機器センターと分野別センターの連携体制を強化した。
＜東京理科大学研究機器センター規程＞
第 7 条 センターに、分野別センターを置くことができる。
第 8 条 分野別センターに、それぞれ分野別センター責任者を置き、分野別センター責任者は当該分野別センターの活動を統括する。
◎ 分野別センターの運用ルールは、化学系機器分析センターにおいては、すでに「化学系機器分析センター運営委員会規程」及び「化学
系機器分析センター運営委員会規程細則」の規定が整備されており、今後、生命医科学研究機器センター及び物質・材料分析センター

においても、化学系機器分析センターの規定を参考として、生命医科学研究機器センター及び物質・材料分析センターの特性にあわせ
た規定の整備を行う。
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早稲田大学

問い合わせ先

部署名：理工学術院統合事務・技術センター技術部教育研究支援課（四系）
住所：東京都新宿区大久保 3-4-1
Tel：03-5286-304 E-mail：common-use-oﬃce@list.waseda.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
早稲田大学
研究推進部（本部機構）

※競争的資金で購入する機器に関する

原則や、共用化の方向性を全学的に統一

共用システム統括部局

先進理工学研究科
化学・生命化学専攻

先進理工学研究科
応用化学専攻

先進理工学研究科
生命医科学専攻

先進理工学研究科
電気・情報生命専攻

先進理工学研究科
生命理工学専攻

共用設備・機器の整備実績

Ｘ線回折装置、蛍光Ｘ線分析装置、

ICP 装置等を、62 号館の共通機器
室に再配置。

一元的な機器利用支援体制の構築に

より、利用者にとっても同場所で複

数の機器を利用できるようになり、
円滑な研究実施につながった。

共用システムの運用ルール
・理工学術院の機器類の管理・運営体制、運用ルールを含めた整備を実施することを目的に、「共用システム運営委員会」
を設置。
・共用システムの導入、管理・運営及び運用ルールの策定等に関する審議に加え、運営上の課題や学内の利用者からのニー
ズを踏まえて柔軟に開催し、迅速かつ 適切に対応する体制を整えた。（開催実績：年間５回程度）
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東海大学

問い合わせ先

部署名：東海大学研究推進部技術共同管理室
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目 4-1-1
Tel：0463-50-2455 E-mail：gijutsukyodo@tsc.u-tokai.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
学内全体での利用による高額分析機器の二重投資の防止と

ランニングコストの大幅な抑制、さらには学外の利用を期待

東海大学

して東海大学研究推進部に “技術共同管理室” を設置。

専任技術員が常駐し、メンテナンスのほか技術指導も実施

し、全国のキャンパスの研究者が利用できる環境を整備。

学部

大学院

理学部・工学部・情報理
工学部・教養学部 他

総合理工学研究科・
理学研究科 他

研究推進部

付置研究所

技術共同管理室

共同利用

共同利用

共用設備・機器の整備実績

材料科学系機器（地下 1 階）

化学系機器（1 階）

学部（学科）で所有していた機器の共用機器化、

および大規模なメンテナンスを実施

平成29年度新たな機器の共用化により30台の共用

機器を管理・運用。

湘南校舎 17 号館

地下 1 階および 1 階

共用システムの運用ルール
規程改訂

＜東海大学教育研究共同利用機器運営委員会規程＞

共用システムの機器・施設・設備を効果的かつ安定的に運用するための基本方針が記載
この規程を大学全体の研究方針策定を担う総合研究機構と連携する体制に変更

⇒ 大学の方針に基づいた、より効果的な運営を可能とした

その他のシステム
上記規程第4条第2項「本学の共同利用機器等の管理運営に関する基本的事項」として以下のルールを明確化
▶ 予約時

【学内】学内イントラネットから予約

【学外】電話やメール等で予約

→ 利用後、学内・学外別に設定された料金を支払
▶ 予約時

通常オペレーターの指導のもと利用

→ 利用認定制度を導入し、認定者は個人で利用を可能とした
⇒ 共用機器の効率的な運用が可能となり機器の稼働率が向上した
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奈良工業高等専門学校

問い合わせ先

部署名：産学交流室
住所：奈良県大和郡山市矢田町 22 番地
Tel：0743-55-6173
E-mail：sangaku@jimu.nara-k.ac.jp

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
共用システム

物質創成工学専攻では、各研究室で管理していた分析

専攻科物質創成工学専攻

「機器分析センター」

外部機関

使用機器の検討

依頼

分析結果の検討

・特 命 助 教 ：1名
・技術補佐員：1名
・事務補佐員：1名

物質創成工学専攻

共用システム統括部局
（窓口）

規約や予約システムを導入した。
センター所属の教職員を新たに雇用し、分析装置の運

専攻保有の分析装置を集約
機器分析センターの設置
・研究活動の効率化
・外部資金の獲得
・他機関連携

産学交流室

装置を「機器分析センター」で一元管理し、新たな利用

用の効率化を行う。
また、本学の産学交流室と連携し、学内だけでなく、
学外（企業・他機関等）から委託分析・機器利用を通じ

依頼 システム創成工学専攻

て共同研究を推進する。

・機械制御システムコース
・電気電子システムコース
・情報システムコース

共用設備・機器の整備実績
WEB 予約システムの構築
機器予約の利便性が向上

✓装置予約・管理の一元化
✓利用者側の予約状況の「見える化」
✓遠隔者や学外からの予約が容易に

学内講習会
電子顕微鏡の学内講習会を実施

共用率の向上

49％

汎用電子顕微鏡利用者

（+14%↑）

2.75 倍

（本年度共用率） （前年度比）

最大 96%/ 台を達成

（前年度比）

他専攻の利用者増加

講習会の様子

装置メーカー主催の講習会へも参加
⇒ 分析技術の向上による利用者への還元を図る

一般開放
近隣地域の企業への認知
度向上を目的とした本セン
ターの一般開放を実施。

奈良高専 HP のトップページに設置した共用システムのバナー
【共用システム】

✓学外組織への広報活動を拡充

http://www.nara-k.ac.jp/contribution/share/info/

一般開放の様子

共用システムの運用ルール
平成 29 年度先端研究基盤共用促進事業の予算措置により共用システム導入がなされる上で、本事業の趣旨を体現するた
めの学内ルールの整備が必要となり、既設の会計諸規程を補足するために「奈良工業高等専門学校物質化学工学科機器分析
センター保有機器の利用に関する事務取扱要項（以下「取扱要項」という。）」を制定し、その位置づけを明確化した。
＜取扱要項（抄）
＞
第１条

この要項は、奈良工業高等専門学校物質化学工学科機器分析センター（以下「センター」という。）が

保有する機器（以下「機器」という。
）の利用に関する手続きを定めるものとする。
これにより、既設の会計諸規程では対応が難しかった学内外研究者（公的機関、企業等）及び共同研究締結状況に応じた
手続きの簡素化、優遇措置をとれるように工夫が生まれた。

新たな共用システム導入支援プログラム
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産学官が利用する研究施設・設備の整備・
共用・ネットワーク化に向けた推進方策
研究設備・機器の共用化による効果
～研究開発と共用の好循環の実現～

・ノウハウ・データ共有
・試作機の導入・利用による技術
の高度化、市場創出

・共用機器化による保守費・設備費・
スペース利用の効率化

新たな共用システム導入の加速
（研究組織による共用）

共用プラットフォーム

SPring-8, SACLA,
J-PARC, 京

最先端大型研究施設の
整備・共用

・研究者の研究時間増大
・短期滞在者の利便性向上
国際共同研究の増加
◆海外研究者による評判向上
（大学ランキングアップ）
◆論文引用度の向上
・専門スタッフのスキル向上
・キャリア形成

共通基盤技術の開発

・分野融合・新興領域の拡大
・若手研究者や海外・他機関から移籍し
てきた研究者の速やかな研究体制構築
（スタートアップ支援）
・産学官連携の強化

民間活力の導入等
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人材育成

新たな共用システム導入の加速

各研究室等で分散管理されている研究設備・機器群を

一つのマネジメントの下で運営する共用システムの導入を支援

【具体的な取組内容】
・共通管理システムの構築

研究室 A

・機器の再配置・更新再生

研究室 B

・専門スタッフの配置

研究室 C

共用プラットフォームの発展

研究組織

（学科、専攻、研究所、センター等）

国

新たな共用システム

産官学が共用可能な研究施設・設備を保有する研究機関間の

ネットワークを構築する「共用プラットフォーム」の形成を支援

【具体的な取組内容】

・代表機関を中核としたワンストップサービスの設置

・専門スタッフの配置

・国際協力の強化（コミュニティ、ネットワーク構築）

・技術の高度化

・人材育成機能の強化（専門スタッフの研修・講習）

・ノウハウの蓄積・共有

NMR プラットフォーム

光ビームプラットフォーム

◎理化学研究所

◎高エネルギー加速器研究機構
・佐賀県地域産業支援センター
・高輝度光科学研究センター
・立命館大学ＳＲセンター
・大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
・科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センター

・横浜市立大学生命医科学研究科
・大阪大学蛋白質研究所
・北海道大学先端ＮＭＲファシリティ

・東京理科大学赤外自由電子レーザー研究センター
・兵庫県立大学

電磁場解析プラットフォーム
◎日立製作所研究開発グループ

MS 共用プラットフォーム

・ファインセラミックスセンター
・九州大学超顕微解析研究センター

◎：代表機関

支援

・東北大学多元物質科学研究所

◎横浜市立大学先端医科学研究センター
・国立がん研究センター研究所（創薬臨床研究分野）
・北里研究所北里大学理学部

原子・分子の顕微イメージング

風と流れのプラットフォーム

・：参画機関

プラットフォーム

◎海洋研究開発機構地球情報基盤センター
・宇宙航空研究開発機構
・東北大学流体科学研究所
・京都大学防災研究所
・九州大学応用力学研究所

◎北海道大学創成研究開発機構
・浜松医科大学
・広島大学自然科学研究
支援開発センター

最先端の大型研究施設の整備・共用
【特定先端大型研究施設】
世界最高レベルの性能を有し広範な分野における多様な研究等に活用されることによりその価値が最大限に発揮される

大規模な研究施設で、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（共用促進法）」で定めるもの。
共用促進法に基づき、特定先端大型研究施設運営費等補助金等を交付。
SPring-8

SACLA

「京」

J-PARC 中性子線施設

施設名

施設設置者
登録施設
利用促進機関

理化学研究所
（公財）高輝度光科学研究センター

日本原子力研究開発機構
（一財）高度情報科学
（一財）総合科学研究機構
技術研究機構

＜お問合せ先＞

文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課
電話：03-5253-4111

FAX：03-6734-4121

E-mail：kibanken@mext.go.jp

