“全ての研究者に開かれた研究基盤の実現”に向けて
組織内の“意識及び制度の改革”を促進し
組織内の“共用文化の定着”を図ります。
国内の全ての研究者の方々へ
“誰の手にも使いたい研究機器やサポートを提供”
できる環境の実現に取り組みます。

事業の概要
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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新たな共用システム導入支援プログラム実施機関一覧
（平成
実施機関数：37 機関
平成 28 年度採択：15 機関
平成 29 年度採択：16 機関
平成 30 年度採択：17 機関
※複数年度採択 10 機関

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）

京都大学

■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）

■高等研究院iCeMS解析センター（平成30年度採択）

新潟大学

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）
■大学戦略推進機構

新素材イノベーションラボ（平成 30 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（主幹部局：理学研究科）
（平成 29 年度採択）
■ナノ構造量子解析ソリューション（主幹部局：産業科学研究所）
（平成 29 年度採択）
■ライフ・バイオソリューション（主幹部局：薬学研究科）（平成 29 年度採択）

大阪市立大学

■マテリアルサイエンス共用ユニット（平成 30 年度採択）
■ケミカルバイオロジー共用ユニット（平成 30 年度採択）

群馬大学

■医科学研究ユニット（平成 30 年度採択）

東海大学
■研究推進部

■理学研究科（平成 29 年度採択）
■工学研究科（平成 30 年度採択）

技術共同管理室（平成 29 年度採択）

金沢大学
■自然科学研究科（平成 29 年度採択）

岡山大学

■ナノ材料の合成・解析・評価ユニット（平成 30 年度採択）

広島大学

■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・

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）
■分子構造解析教育研究推進体（平成 30 年度採択）
■バイオイノベーション教育研究推進体（平成 30 年度採択）

九州大学
■先導物質化学研究所（平成 30 年度採択）
■生命科学教育研究支援プラットフォーム（平成 30 年度採択）

佐賀大学
■大学院工学系研究科（平成 30 年度採択）
■農学部（平成 30 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）
■薬学研究ユニット（平成 30 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・戦略的研究プロジェクトセンター（平成 28 年度採択）
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■オミックス共用ユニット（平成 30 年度採択）

■医薬保健学総合研究科、先進予防医学研究科（平成 29 年度採択）

岐阜大学

■大学院医学系研究科（平成 30 年度採択）
■大学院自然科学技術研究科（平成 30 年度採択）

30 年度現在）
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）
■千葉ヨウ素資源イノベーションセンター（平成 30 年度採択）

東京大学

■薬学系研究科薬学専攻・薬科学専攻（平成 28 年度採択）

東京理科大学

■物質・材料分析センター（平成 28 年度採択）

■理学系研究科化学専攻（平成 28 年度採択）

■化学系機器分析センター（平成 28 年度採択）
■マテリアルイノベーション研究センター（MIRC）（平成 30 年度採択） ■生命医科学研究機器センター（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）
■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）
■物質理工学院／理学院・化学系（平成 30 年度採択）

東京農工大学

■生物システム応用科学府（平成 30 年度採択）

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）

名古屋大学
奈良工業高等専門学校
■専攻科化学工学専攻「機器分析センター」（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）

高知大学・海洋研究開発機構
■高知コアセンター（平成 28 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）
■工学部附属イノベーション研究教育センター（仮称）（平成 30 年度採択）

宮崎大学

名古屋工業大学
■工学研究科（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（EIIRIS）（平成 29 年度採択）

名古屋市立大学

■大学院医学研究科（平成 29 年度採択）
■大学院薬学研究科（平成 29 年度採択）

■産業動物防疫リサーチセンター（CADIC）（平成 30 年度採択）
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問い合わせ先
部署名：北海道大学創成研究機構グローバルファシリティセンター

北海道大学

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

HP：https://aces.gfc.hokudai.ac.jp/future/sky/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
オープンファシリティ
プラットフォーム
（OFPF）

○体制図

●各拠点が特徴ある機器をオープン化し、統括部局と相互に連携
●合同の連絡会及び各ユニットの運営委員会において、課題等を
共有し大学として一体的な共用システム運用を推進

●共用促進の横串ネットワークであるオープンファシリティ
プラットフォームを形成
●採択６ユニットが共用モデル拠点となることで全学的な
共用化を加速

共用設備・機器の整備・利用実績
○主な共用設備・機器

●熱・輸送特性測定装置 PPMS

●全自動スクリーニング装置

●透過電子顕微鏡

●多重極限多核種 NMR 測定システム

   －タンデム型質量分析計

●複合量子ビーム超高圧電子顕微鏡

●磁気特性測定装置 MPMS3

●超高速液体クロマトグラフ

●メスバウアー分光装置

●集束イオンビーム加工装置

●等温滴定型熱量計

●多重極限物性測定システム

●走査電子顕微鏡

●セルソーター

● Arイオン研磨装置

●表面プラズモン共鳴解析装置

●中低温対応粉末 X 線回折装置（XRD）

●安定同位体 MS（安定同位体質量分析装置）

●500MHz NMR 測定装置
（cancer）

● X 線光電子分光装置（XPS）

●共焦点レーザー顕微鏡（正立型）

●質量分析装置
（MALDI TOF）

●薄膜評価用2次元 X 線回折装置（XRD）
●フーリエ変換赤外線吸収分光光度計（FT-IR）

●フローサイトメーター（ローダー有）
●バーチャルスライド

・
「磁気特性測定装置 」の電流誘起磁化測定オプションを開発し共用化
・共同研究を実施している利用者が、ベンチャー企業を設立
・各研究ステージに対応する機器のオープン化により、研究テーマ創出に寄与（創薬分野75件）

共用システムの概要
○共用システムの運用
本事業で共用化した機器については、全学的共用システムである
「オープンファシリティ」への登録を推進
→継続的な装置の共用化

●質量分析装置（MALDI TOF/TOF MS）
●600MHz NMR 測定装置（pegasus）

・ユニット間及び大学間の機器移設による集約化、
パーツの有効活用
・共用機器の一部を教育に利用し、次世代研究者、
次世代技術者の育成に貢献

○ GFC 総合サイト
（大学の機器共用に関するポータルサイト）

https://www.gfc.hokudai.ac.jp
利用者

・装置の検索
・利用申請

○効率的なWEB予約システム

・初回講習申し込み
・予約 / 利用
・支払い財源選択

電子化

装置管理者
・初回講習対応
・予約管理

○オープンファシリティ登録機器台数
事業開始時
（H28.6） 1.5倍

124台
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新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

・利用 / 実績管理

現在
（H31.1）

191台

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

帯広畜産大学

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

HP：http://www.obihiro.ac.jp/~kyotuportal/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
機能強化推進本部
（統括部局）
構成員は学長、理事、副理事15名
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
（運営組織）

・共 用機器基盤センターは、学長を本部長
とする機能強化推進本部のもとに設置し、
共用機器の登録や運用、保守管理、予約管
理、請求までの一連の業務を担当

・研究域
（教員組織） ・学内センター

・単科大学の強みを生かし、事業当初から
全学的に実施

共用設備・機器の整備・利用実績
○共用設備・機器
共通機器台数

72台

平成29・30年度実績

○機器の集約化・専属職員配置
利用時間実績

・各研究室等に分散されていた機器を
集約化
・集約化した機器を研究分野に応じて
2か所の共通機器室に再配置
・専属の技術職員を配置
・教員の学生に対する機器利用指導時間
の削減や、研究時間確保に貢献

2,526時間 → 3,072時間
平成29年度

平成30年度

○機器の利用講習会
開催実績
＜主な共用設備・機器＞ ※学内及び学外利用可
・次世代シーケンサー
・リアルタイム PCR 装置
・共焦点レーザー顕微鏡
・超微量分光光度計

6回

平成30年度実績

平成29年度

→ 161人

平成30年度

・利用方法が複雑なものや最新機器を
中心に装置利用者向けの講習会を実施
→機器利用者の増加
・機器利用者を講師とした学内セミナー
の実施
→機器に対する利用者の
ノウハウ共有や集積に貢献

→ゲノム解析や発現解析が可能
→細胞を様々な顕微鏡で観察・分析可能

共用システムの概要
○web予約システム

利用登録者数

121人

○共通システムの運用ルール
・各種規程及び細則の整備
◇共用機器基盤センター規程
◇共通機器等利用規程
◇共通機器利用料取扱細則
◇研究機器共同利用推進ポリシー
共用機器の利用や料金、センター
運営に係るルールを策定

・Web 予約システムの運用
登録された共通機器の詳細や予約状況がリアルタイム
に確認可能
→教員・利用者の負担減
・機器マップの公開
→学内にある高額設備の情報を提供

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

→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
していく体制を整備

・特徴的な制度
共用機器基盤センター員への
利用料免除制度
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問い合わせ先
部署名：研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター

東北大学

住所：宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
Tel：022-217-6576

E-mail：terea-tsc@grp.tohoku.ac.jp

HP：https://tsc.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
本学における研究の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・副学⻑をセンター⻑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実施。
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関係。

共用設備・機器の整備・利用実績
共用設備・機器
（いずれも学内及び学外利用可）

実績・成果等

＜工学研究科電子情報システム・応物系＞

＜工学研究科電子情報システム・応物系＞

・ミニスーパークリーンルーム
・4学科共通オープン実験フロア
・15 kW 強力線源 X 線回折装置
・9 T 強力磁界印加型物性評価装置
・環境制御型表面評価装置

●産学協働のプラットフォーム構築
日本カンタム・デザイン電子物性計
測室を設立し、最先端評価装置の
共用、成果創出する
堅固な連携協働体制を構築

⇒スピンデバイス・スピンストレージの民間会社との協働開発
⇒ IoT を支えるセンサデバイス創出の支援
＜医学系研究科共通機器室＞
・細胞分取装置
（フローサイトメーター）
・細胞解析装置
（フローサイトメーター）
・ジェネティックアナライザ
・共焦点レーザー顕微鏡
・超高解像度顕微鏡
⇒細胞や分子レベルでのエピジェネティクス解析
＜東北メディカル・メガバンク機構＞

＜医学系研究科共通機器室＞
●専任教員の配置
細胞分取装置の管理および実験指導を担当する専任教員の配置
⇒稼働率が増加
（H28 13.3％ → H29 15.3％）
するとともに、
専任教員との連携により共同研究の進展が図られた。
＜東北メディカル・メガバンク機構＞

・NMR 装置
（3台）
・質量分析装置
（4台）
・次世代シークエンサー
（3台）

●機器の集約化
質量分析装置について、設備
設置場所の集約を行い、一元

⇒メタボローム解析、生体分子の高次構造解析、
創薬スクリーニング、バイオマス等に使用
⇒代謝物やタンパク質の網羅的同定および定量解析に使用
⇒シークエンス解析やメタゲノム解析等に使用

的な機器利用支援体制を構築
⇒利用実績の増加
（H28 600時間→ H29 8,112
時間）

共用システムの概要
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共用システムの運用に関して

TSC サテライトについて

・
『
 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、全学統一ルールの下で共用。

・部局の枠を超えた共用設備運営組織をキャンパス単位で設置し、
  部局間の連携強化と設備共用の推進を図ることを目的とする
“TSC サテライト”の構築を進めている。
・2018年10月に医学系研究科と東北メディカル・メガバンク機構が
中心となって“TSC 星陵サテライト”を設立。

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先

筑波大学

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

HP：http://shared-pe.bk.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

共用設備・機器の整備・利用実績

IRエミッション顕微鏡

極低温プローブステーション

【主な共用設備・機器】※学内及び学外利用可
   - パワーエレクトロニクス研究関連機器 ● IR エミッション顕微鏡
●極低温プローブステーション
●光電子分光
（XPS/UPS）
装置
●ドライエッチングシステム
●超高温炉
●パワーデバイス特性評価装置
⇒ パワーモジュールの発熱分析・故障分析に関する研究に活用
⇒ 試作デバイスの極低温から室温に至る電気特性の評価に活用
⇒ 構成元素の定性・定量分析及び化学結合状態分析に活用
⇒ 表面や溝の平滑化・ドライ洗浄及び活性化熱処理に活用
⇒ 半導体・磁性体等の材料研究分野に活用

共用システムの概要
●筑波大学オープンファシリティー研究機器WEBシステム

光電子分光装置

講習会風景

【機器の集約化・共用化・保守】
・学内外3か所からパワエレ関連機器を集約化
⇒ 機器へのアクセス時間が短縮されたことにより利用件数に
顕著な増加があった。
（H29: 256件 ⇒ H30: 350件）
・パワエレ共用機器を全学共通の WEB 予約システムに登録
⇒ 組織を跨いだ多角的な機器の閲覧・予約が可能となり、
部局外及び学外の新規登録者が増加
・機器の更新再生及び保守の実施
⇒ 測定精度が向上し、分析時間が短縮
【機器の利用講習会・人材育成・研究支援】
・装置利用者向け講習会の実施
（6機器：計106名）
・装置に習熟した学生を技術支援スタッフ
（テクニカル・エキ
    スパート：TE）
として委嘱する体制を構築
（TE: 7名）
・若手研究者への研究支援として機器利用料の支援
・機器の共用化に貢献した教員に対してインセンティブを付与

●共同利用の利用フロー
●共同利⽤の利⽤フロー
学内向け

①利⽤者登録
（初回のみ）
▼
②利⽤相談
（各機器・初回利⽤時）
▼
③利⽤申請(WEB)
WEB
※利⽤責任者（⽀払者）が申請
（各機器初回のみ）
▼
④機器の利⽤
（利⽤者⾃⾝によるWEB予約）
▼
⑤利⽤負担⾦の納付

⼀般向け

①利⽤相談
（各機器・初回利⽤時）
▼
②利⽤者登録/利⽤申請
（各機器年度単位で受付）
▼
③利⽤申請受⼊判定
▼
④講習対応
▼
⑤利⽤申請結果通知
▼
⑥機器の利⽤
（WEBシステムから予約申込）
▼
⑦利⽤負担⾦の納付

◆既存の「筑波大学研究基盤総合センター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」に基づき、管理運用
▶一元的な機器利用ルール及び WEBシステムの活用で安定的運用が可能

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先

宇都宮大学

部署名：宇都宮大学学術研究部研究協力・産学連携課
住所：栃木県宇都宮市峰町350
Tel：028-649-5013

E-mail : kyoyo@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

HP：http://www.sangaku.utsunomiya-u.ac.jp/dep/kbun/index-kbun.html

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・産学連携担当理事の直下に⼤学の経営戦略に基づく教育研究⽀援を実施するため
の統括部局である
「学術研究部」
を配置し、その下に共⽤システムの管理運営部局として
「地
域創⽣推進機構産学イノベーション⽀援センター先端計測分析部⾨」
を位置付け、専任教員

学術研究部

および専任技術専⾨職員による強⼒な⽀援体制を構築

地域創⽣推進機構
産学イノベーション⽀援センター先端計測分析部⾨

工学部

地域デザイン科学部

オプティクス
教育研究センター

光融合技術
イノベーションセンター

共用設備・機器の整備・利用実績
○共⽤設備・機器

電界放出型⾛査電⼦顕微鏡

○機器紹介セミナー・利⽤講習会

500MHz 核磁気共鳴装置

学内外向け機器紹介セミナーおよび学内向け講習会を実施
マトリックス⽀援レーザー脱離
イオン化⾶⾏時間型質量分析装置

X 線光電⼦分光分析装置

・先端計測分析部⾨保有設備：
・光融合技術イノベーションセンター保有設備：
・⼯学部保有設備： 	
・オプティクス教育研究センター保有設備： 	

20機器
16機器
7 機器
11機器

登録設備数：
総利⽤件数：
総利⽤時間：

平成29年度
36機器
4642件
6297時間

平成30年度
（⾒込み）
47機器
5500件
7200時間

平成31年度以降、地域デザイン科学部保有設備にも共⽤化を拡⼤予定

共用システムの概要
○ Web 予約・課⾦システム
   
（宇都宮⼤学研究設備新共⽤システム）

・学内の共⽤研究設備を⼀覧化
・利⽤予約
（マシンタイムの確保）
、予算登録、
利⽤者登録、資格申請等の各種⼿続きを⼀元化
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○クラウド管理による共⽤化の拡⼤

・機器の管理権限を管理部局に委譲することなく共⽤化を⾏う
「クラウド管理」の仕組みを整備
・他部局や教員個⼈が保有する設備に関しても柔軟に共⽤化対応

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先
部署名：群⾺⼤学研究推進部研究推進課研究⽀援係

群⾺⼤学

住所：群⾺県前橋市荒牧町4丁⽬2番地
Tel：027-220-7513

E-mail：kk-kensui2@jimu.gunma-u.ac.jp

HP：http://www.gunma-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

共用設備・機器の整備・利用実績
●主な共⽤設備・機器

●マイスター育成プログラム
・分析オペレーショントレーニング
・装置の分解・清掃・再組み⽴てを介した各部品の説明
・⽇本分析化学会が認定する「LC/MS 分析⼠」の認定試験過去問題
を利⽤した⼩試験・解説
・学外研修会等への参加

⇒ 技術⼒と実務経験を有した即戦⼒学⽣の育成

・液体クロマトグラフ質量分析計
・次世代シーケンサー

●テクニカルセミナー

⇒ ⽣体試料のトランスオミクス解析

・機器メーカー等による⾼度な先端研究機器の基本原理や
 ⼿法についてのセミナー、
トレーニングの開催

⇒ 先端機器の共同利⽤促進

⾼額研究機器を⽤いた先端研究の促進

質量分析の
学内依頼分析数

登録共⽤機器

・イメージングサイトメーター
・イメージングフローサイトメーター

52台（H30年度）
⇒ 68台（H31年度）

平成27年度 ( 機器導⼊時点 )から

今後も、順次追加予定

（H30年度⾒込み）

2.3倍

⇒細胞内動態の可視化・定量化

共用システムの概要
●共⽤機器管理システム
・機器の詳細情報の掲載
（機器の特⻑、使⽤⽬的、使⽤⽅法等）
・研究者本⼈による機器の検索・予約
・使⽤料⾦の確認
（料⾦の通知）

⇒ 共⽤機器利⽤の簡易化

稼働率の高い機器、ニーズの
高い機器から優先的に整備！

・稼働状況のデータ化

⇒ 共⽤機器修理・保守・更新等計画に寄与
共同利⽤機器稼働率の向上

※システム TOP 画⾯

H30年度中は、共⽤機器管理システムの利⽤を学内者に限定。外部からはシステム
を介さずに依頼分析を受け付ける。H31年度以降は、学外者も利⽤可能な共⽤機
器管理システムのあり⽅を検討し、共同利⽤設備統括センターにて運⽤・管理を実施。

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先
部署名：千葉⼤学共⽤機器センター

千葉大学

住所：千葉県千葉市稲⽑区弥⽣町1－33
Tel：043-290-3810

E-mail：cai-network@chiba-u.jp

HP：http://www.cac.chiba-u.ac.jp/howto/curias.html

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

学長

H28年度事業採択

国際卓越研究の
持続的創出

グローバルプロミネント
研究基幹（ＧＰ）

学術研究推進機構

H30年度事業採択

機構長：研究担当理事

研究資源の
マネジメント

統括
組織 研究機器共用促進部会

千葉ヨウ素資源
イノベーションセンター

共用機器センター

国際教養学部

実行
組織

理学研究院

亥鼻キャンパス

化学研究部門

工学研究院

総合工学講座

（共生応用化学コース）

薬学研究院

創成薬学研究部門

医学研究院

園芸学研究科
松戸
キャンパス

中核的
な実行
組織

研究機器共⽤促進部会【統括組織】
（H26年度設置）
・全学的な⽅針、取組の企画、⽴案、実⾏のための審議組織
共⽤機器センター【中核的な実⾏組織】
・部会および GPと連携して共⽤システムの管理、学外共⽤の窓⼝等を担当
千葉ヨウ素資源イノベーションセンター
（CIRIC）
（H30年度設置）
・研究機器の学内共⽤と合わせて、⼊居企業や⾃治体との共同研究を推進
その他の部局【実⾏組織】
・部会が策定した⽅針等に基づき、共⽤機器センターと連携した部局内の研
究機器共⽤の取組を検討・実施
グローバルプロミネント研究基幹
（GP）
（H28年度設置）
・本学のビジョン「研究三峰の推進」と「次世代を担うイノベーションの創出」
を実現するための国際的卓越研究の持続的創出システム。重点推進分野
の強化および研究資源の効率的配分を実施
CIRIC連絡協議会

・千葉大学教員組織
・CIRIC入居企業
・自治体

西千葉キャンパス

実行
組織

実行
組織

産官学共同研究促進
企業の機器利用促進

機器
相互
利用

大学連携研究設備NW
（分子科学研究所）

大学・研究機関・企業

共用設備・機器の整備・利用実績
研究組織
理学研究院
化学研究部⾨
（全9台）
⼯学研究院
総合⼯学講座
（全9台）
薬学研究院
創成薬学研究
部⾨
（全9台）

主な共⽤機器
電⼦スピン共鳴装置
共焦点レーザー⾛査型顕微鏡
電⼦プローブマイクロアナライザ
円⼆⾊性分散計
核磁気共鳴装置
原⼦吸光分析装置
単結晶X線構造解析装置
核磁気共鳴装置

研究組織

主な共⽤機器
核磁気共鳴装置
共⽤機器 質量分析装置
センター 単結晶X線構造解析装置
（全21台） 電界放射型透過電⼦顕微鏡
有機微量元素分析装置

利⽤者⽀援・技術向上

3組織
（理・⼯・薬）
における
登録機器の平均共⽤率
H27年度

H29年度

27％

44％

千葉ヨウ素資源
イノベーション
センター
（全19台）

伊勢化学⼯業（株）
、
（株）合同
資源、⽇宝化学
（株）
、
（株）ナッ
クテクノサービスと「包括連携
協定」を締結して共同研究を
推進。

千葉⼤学における学内共⽤機器の拡⼤
H27年度末

共⽤化の指標※1
データベース登録台数

*2

共同利⽤可能台数*3

約100
約30

H29年度末

H30年12⽉末

215

254

68 (46)*4

84 (60)*4

共用システムの概要
千葉⼤学研究設備活⽤システム
（CURIAS）
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主な共⽤機器
核磁気共鳴装置
X線光電⼦分析装置
ICP発光分光分析装置
質量分析装置
顕微レーザーラマン分光光度計

学外連携・共同研究

全学共通の利⽤ガイダン
ス、機器ごとの 技術 セミ
ナー等を実施。
2017年 度 参 加 者： 学 内
241名、学外149名

質量分析装置

共⽤率向上

研究組織

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

*1 本事業以外の取り組みで共⽤化された機器を含む
*2 千葉⼤学主要機器データベースへ登録した機器
*3 所有者以外の利⽤を許可する制度を整備した機器
*4 カッコ内はオンライン予約可能機器

問い合わせ先
部署名：東京大学研究推進部

東京大学

住所：東京都文京区本郷七丁目3番1号
Tel：03-5841-2350

E-mail：kenshi.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

HP：https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html

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・グループを⼤学
執⾏役・副学⻑を座⻑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。

学内計12部局が共用研究設備システムに登録

共用設備・機器の整備・利用実績
分子ライフイノベーション棟
理学部1号館東棟

◆顕微鏡機器を分子ライフイノベーション棟地下に集約化。
◆NMR機器を新設の理学部1号館東棟地下に集約化。
◆研究目的に沿った一元的な機器利用支援体制を構築。

＜主な共⽤設備・機器＞ ※学内及び学外利⽤可
●原⼦分解能透過電⼦顕微鏡
（TEM)
●⾼分解能⾛査電⼦顕微鏡
（SEM）
●300〜600MHz核磁気共鳴装置
（NMR）
●X線光電⼦分光装置(XPS）
●MALDI-TOF-MS質量分析計
（TOF-MS）

登録共⽤機器：70台
⇒原子・分子レベルでのナノ構造解析への利用
⇒分子レベルでの機能発現メカニズムの解析の展開

○機器の利⽤講習会
◆装置利用者向けの講習会の実施。
⇒利用者の増加。
学外利⽤件数の増加
0件
（H28）
⇒ 8件
（H29）
◆学⽣実験を通しての機器操作⽅法の取得。
⇒⾼度な教育プログラムとして活⽤。
若⼿⼈材の育成
スタートアップ⽀援に貢献

柏キャンパス第⼆総合研究v
棟

柏キャンパス第⼆総合研究棟
マテリアルイノベーション研究センター
（MIRC)
◆ソフトマテリアル研究に特化した共⽤設備を集約

共用システムの概要
○共用システムの運用ルール

○WEB予約・課⾦システム
化学専攻共⽤施設利⽤規定

予約13,615件
（H29）

◆⼀元的機器利⽤ルール
策定・⼀元的管理体制構築
⇒⼀元的ルールにより、機器
利⽤までの負担減少。⇒効率
的運⽤により、稼働率向上。

共用率向上
導⼊前43%（H28）
⇒ 53%（H29）

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

◆共⽤機器データベース
公開
（機器⾒える化）
◆機器稼働状況・利⽤料
収⼊管理
⇒機器の更新・
      整備計画策定に反映

グループ別機器管理
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問い合わせ先

東京⼯業⼤学

部署名：東京⼯業⼤学研究推進部研究企画課
住所：〒152-8550 東京都⽬⿊区⼤岡⼭2-12-1 W9-144
Tel：03-5734-2218

E-mail：kyoyo.staff@jim.titech.ac.jp

HP：https://kyoyo.rpd.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
研究設備の全学的な共⽤促進のため、学⻑を議⻑とする
「戦略統括
会議」
の下に設置された
「設備共⽤推進部会」
において、以下の5つの
取組をはじめとする、専⾨分野に特化し、対応が困難な研究設備の
共⽤化及び集約化を全学的に推進。

共用設備・機器の整備・利用実績
○共⽤設備・機器

○機器の集約化
科学技術創成研究院未来産業技術研究所共⽤クリーンルーム

物質理⼯学院・理学院化学系 ＜主な共⽤設備・機器＞

共⽤率86%
を達成！

●電界放出型⾛査型電⼦顕微鏡 (FE-SEM)
●透過型電⼦顕微鏡 (TEM)
●超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 (NMR)
●⾛査型 X 線光電⼦分光分析装置 (XPS)

⇒ ナノ構造量子化解析への利用
⇒ 分子構造の原子核レベルでの解析
＜特徴的な取組の例＞
⽣命理⼯学院 / バイオ研究基盤⽀援総合センター
◆ 産学連携での共⽤機器室の設置
◆ 機器共⽤化の核となる共⽤実験室・共⽤オフィスの整備
科学技術創成研究院・未来産業技術研究所
◆ メカノマイクロプロセス室の運営
◆ 技術部マイクロプロセス部⾨の⼈材育成
先端物理計測開発室
◆ 学⽣実験などの教育における共⽤機器の積極的活⽤
◆ 共⽤機器を⽤いた学⽣実験を通じた技術⽀援員の実験技術向上
◆ アウトリーチ活動への共⽤機器の活⽤
◆ 加速器施設など⼤型施設での研究活動における共⽤機器の活⽤
◆ ワークショップを通じた共⽤促進活動の取り組みに関する情報交換の推進

共用システムの概要
○ＷＥＢ予約・課⾦システム
物質理⼯学院・
理学院化学系

◆共⽤機器データベースの公開
（機器の⾒える化）
◆機器の利⽤状況・稼働状況もデータ管理
⇒機器の更新・整備計画の策定にも反映
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◆各研究室等に分散されていた機器を集約化。
◆機器の集約化により、空いたスペース200㎡を開放。

○機器の利⽤講習会

先端物理計測開発室
学内⼯作室講習会
（平成30年6⽉13、14⽇）
実習内容
・旋盤・フライス盤・
ボール盤の基本操作
共⽤クリーンルーム
学内ガイダンス
（平成29年4⽉26⽇）
実習内容
・実験室の共通ルールの周知
・安全講習
・共⽤機器利⽤での研究紹介

○共⽤システムの運⽤ルール・特徴
◆機器利⽤ルールの策定
物質理⼯学院・理学院化学系
https://tokyotech-pai.jp/portals/overview
・利⽤申請、予約管理、利⽤実績を Webソフトを通して⼀元的に管理
→利⽤申請、ユーザー登録を⼀括して受け付けることで教員の負担軽減、
研究時間の確保、機器の効率的な運⽤に貢献。
・利⽤申請から講習、利⽤開始までの流れを統⼀し、利⽤の利便性を向上
→どのような機器も同じフローで利用可。
・PC やスマホからもアクセスできるWeb 環境を提供
→ユーザーも装置管理者もどこからでも利⽤状況をチェック、管理できる。
先端物理計測開発室
理学院物理学系：先端物理計測開発室ウェブサイト
https://www.ailap.phys.sci.titech.ac.jp/
・共⽤物品のリストをインターネットから閲覧・検索可能
・⼊退室管理カードキーによる施解錠→⼊退室履歴を記録
・各共⽤機器・装置の使⽤履歴管理
・カードキーで共⽤システムにログインし、貸出・返却登録を⾏う
→使⽤履歴を記録、利⽤実績を電⼦データ化
・貸出中などの物品の利⽤状況が確認可能
・ユーザ情報変更操作のセルフ化
・返却督促リマインドメールの⾃動化

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先
部署名：東京農工大学生物システム応用科学府

東京農工大学

住所：東京都小金井市中町2-24-16
Tel：042-388-7893

E-mail : setsubi@cc.tuat.ac.jp

HP：https://www.tuat-base.org/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
○共⽤システムの事業推進体制

学内への展開

食料科学共用
システ ム

エ ネルギー材料
共用システ ム

ラ イ フ サイ エ ン ス
共用システ ム

農学研究院
生物制御科学部門

生物システ ム
応用科学府

工学研究院
生命機能科学部門

共用システ ムへの参入

⽔平展開

共用システ ムへの参入

植物工場に設置の共用機器
HPLC, NC an alyzer, 光合成測定装置等、
1 0 機種を 共用システ ムに組み込み準備中

（工学研究院・ 生命機能科学部門）
BASE/共同先進健康科学専攻（ D)
生命工学専攻（ M) 、 生命工学科（ B)
質量分析計（ TOF-M S)
凍結切片作成機およ び卓上顕微鏡

共用システ ムを 農学研究院の
食料科学に拡大

共用システ ムを 工学研究院の
ラ イ フ サイ エ ン スに拡大

本学の戦略分野（食料・エネルギー・ライフサイエンス）に対し機器
共用を通して連携し、持続的研究の創出を目指す。

学外への展開

BASE 学府⻑と共⽤システム運営委員会委員⻑の兼務による実
⾏⼒のある委員会を設置し、戦略分野の連携を⽬指す。

○ 学外への情報発信⇒ JASIS展、地域⼯業展への出展
○ 近隣との新たなネットワーク構築
⇒ 近隣国⽴⼤学・私⽴⼤学への利⽤促進
東京都産業技術研究センターとの連携
機器開発企業との連携

共用設備・機器の整備・利用実績
○共用設備・機器

○機器の集約化・利用時間向上

＜主な共用設備・機器＞ ※学内及び学外利用可

登録機器
● X 線回折装置
●レーザー回折・散乱式粒⼦径分布測定装置
41台
●粒度分布測定装置
●⾃動⽐表⾯積・細孔分布測定装置
●質量分析
（TOF/MS）
／液体クロマトグラフィーシステム
機器開発企業と連携しナノ粒子計測・解析法開発を目指す。

共用システムの概要
○ WEB 予約・課⾦システム
（H30年12⽉より運⽤開始）

◆管理システムは PC、タブレット、スマートフォンに対応
◆管理システムの日本語・英語表示
◆機器の利用状況・稼働状況をリアルタイムで表示

◆各建屋、研究室等に分散されていた機器をBASE 本館
の各フロアー共⽤スペースに集約化。
◆機器の修繕
（LCMS、顕微ラマン分光装置など）
⇒ LCMS は8年間停⽌状態であったが、
再稼働で利⽤時間が増加
他の修繕機器利⽤時間は1.2倍以上向上

○機器の利⽤講習会・利⽤⽀援
◆機器利⽤者へのサポート体制
⇒ 産学連携研究員、技術職員の計3名を配置。
◆サポート員による装置利⽤者向け
講習会の実施
◆サポート員のキャリアアップ
◆⽇本語・英語による機器の簡易取扱説明書整備

○共⽤システムの運⽤ルール

◆設備利⽤ガイドライン：
学術研究⽀援総合センターの設備利⽤ガイドラインに準規
（http://www.tuat-setsubi.org/outside/agreement.html）
◆学外利⽤の促進
⇒ 登録機器のうち70％が学外利⽤可能。

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先
部署名：新潟⼤学研究企画推進部研究推進課

新潟⼤学

住所：新潟県新潟市西区五⼗嵐2の町8050
Tel：025-262-6750

E-mail：kenkyushien@adm.niigata-u.ac.jp

HP：https://www.irp.niigata-u.ac.jp/business/ccrf/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
新潟⼤学 共⽤設備基盤センター【統括部局】

先端共⽤委員会【情報共有・運営】

センター⻑：研究担当理事
事務補佐員

センター、各ユニット構成員

オミックス
共⽤ユニット

マテリアルサイエンス
共⽤ユニット

ゲノム解析等オミックス研究

物質の構造・機能の解明

ユニット⻑
特任助教
特任助⼿

ユニット⻑
特任専⾨職員

ユニット⻑
特任専⾨職員
事務補佐員

参加者・協⼒者：15名

参加者・協⼒者：13名

参加者・協⼒者：10名

【⼀元管理】

ケミカルバイオロジー
共⽤ユニット
有機化学×⽣命科学

共⽤システムは、共⽤設備
基盤センター（統括部局）お
よび部局・キャンパスの枠組
みを超えて研究分野で組織
された3つの共⽤ユニットか
ら構成。
統括部局の元に設置され
た先端共⽤委員会にて、共⽤
システムの導⼊、運営・管理、
設備集約化、技術⽀援員組織
化、周知、発展の施策を検討。

学内外展開

共用設備・機器の整備・利用実績
○主な共⽤設備・機器 ( 学内及び学外利⽤可 )

学内対象設備
（40設備）
と学外対象設備
（21設備）
を運⽤

共用システムの概要

○共⽤システムの運⽤ルール

○ＷＥＢ予約・課⾦システム
【⼀元管理】
オンライン予約システム
（OFaRS）
の学内外展開
利⽤

Web予約

◆共⽤機器データベースの公開
（機器の⾒える化）
◆機器の利⽤状況・稼働状況もデータ管理
⇒機器の更新・整備計画の策定にも反映
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◆オ ンライン予約システム
(OFaRS) にて設備の一元
管理
◆一 元的な機器利用ルール
の策定

問い合わせ先

⾦沢⼤学

部署名：金沢大学研究推進部研究推進課
住所：石川県金沢市角間
Tel：076-264-6140

E-mail：risomu@adm.kanazawa-u.ac.jp

HP：https://skrs.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
大学の研究・経営戦略と一体となった全学的な設備の共
用化を進め、融合研究や新学術の創生を強化。
設備共同利用推進室が学内設備の共同利用を推進。
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。
共用化の支援母体となる総合技術部を新設し、学内の
技術職員を集約・組織化。

共用設備・機器の整備・利用実績
○共用設備・機器

学内及び学外利用可

計7回

○機器メーカーの技術職員向けの講習会の実施
フローサイトメーター Gallios、Genetic Analyzer
3500xL など。

○装置利⽤者向けの講習会の実施

計26回

⼈材育成の点から技術職員が講師を務める。
対象者は教員、学⽣、留学⽣、企業研究員。
利⽤者ニーズに合わせ、英語での機器利⽤講習会も開催。

◆核磁気共鳴装置
⇒  分子構造を解析。
◆ DNAシークエング解析システム
⇒  DNA 塩基配列の解析

登録台数

57台

など、医薬系・理⼯系の設備を多数利⽤可能

○ファシリティアシスタントの養成

機器の取扱に成熟した学⽣をファシリティアシスタントとして雇⽤。
H30年度は6名を雇⽤。

技術職員の技術・知識の向上、新規スキルの獲得。
利用者へ質の高いサービスの提供が可能に。

共用システムの概要
○ＷＥＢ予約・課⾦システム

○共⽤システムの運⽤ルール

◆設備検索・予約の簡便化
◆設備予約カレンダーによる設備
空き状況把握の簡便化
⇒利 ⽤者の負担軽減による利⽤者数
の向上。
⇒設備稼働率上昇。

設備稼働率

6％ UP

設備共同利⽤推進総合システム
設備検索画⾯

H29年度28％
↓
H30年９⽉末時点34％

◆学 外者もシステム独自認証で学内者
同様にシステムを利用可能。
⇒学外の利用者数向上。
⇒設備管理者による学外者への
      予約・課金対応の軽減。

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先
部署名：岐⾩⼤学研究推進・社会連携機構共⽤推進⽀援センター

岐⾩⼤学

住所：岐⾩県岐⾩市柳⼾１番１
Tel：058-293-2035

E-mail：kyouyou@gifu-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

高度な専門職業人の養成に主眼を置いた教育、教育の基盤としての質の高い研究、地域に根ざした国際化を展開。
質の高い研究を着実に進展させるために研究推進・社会連携機構内に研究推進支援拠点を設置し、学長のリーダーシップのもと全学的な研究支
援体制の要として地域の研究機関との連携を強化。
これまで生命科学系と物性・材料系の研究組織内に分散されてきた機器を、一つの Webシステムで管理・運用できるシステムを構築し、共用を推進。

共用設備・機器の整備・利用実績
○主な共⽤機器・設備
①

③

生命科学系共用システム
・800MHz 核磁気共鳴装置 ①
・600MHz 核磁気共鳴装置
・電界放射型透過電子顕微鏡

○地域研究機関との連携

物性・材料系共用システム
・次世代シークエンサー (Miseq) ②
・X 線回折装置 (SmartLab) ③

②

同じキャンパス内にある岐⾩市⽴岐⾩薬科⼤学および県内の岐⾩
⼯業⾼等専⾨学校と連携することで、地域における研究基盤を構
築し、地域の研究⼒向上に貢献。

○機器の整備・利⽤講習会の実施
X 線回折装置を総合研究棟Ⅱに移設

利用説明会を実施 → ユーザーの拡大

○共⽤システムに貢献した教員にインセンティブ
教育職員個⼈評価「貢献度実績・⾃⼰評価表｣ の評価項⽬

共用システムの概要
〇研究シナジーピラミッド
○研究シナジーピラミッ
ド

研究⼒
向上
研究機器
共⽤
研究経費
効率化

研究連携
活性化

他の研究者と連携して研究機器の共⽤を推進することによって、
他の研究者と連携して研究機器の共⽤を推進する 研究
ことによって、研究経費の効率化のみならず、
経費の効率化のみならず、
研究者間の情報交流を図ることで連携を
研究者間の情報交流を図ることで連携を活性化し、
活性化し、
地域の研究⼒向上に繋げる「研究シナジー効果」を創造。

地域の研究⼒向上に繋げる「研究シナジー効果」
を創造する。
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○共⽤システム利⽤サイクルと利⽤者の役割
利⽤者
・研究⽬的に合った実験機器の迅速な検索
・機器の⽤途、利⽤法への容易なアクセス
・利⽤研究者とのコミュニケーションの活性化
機器保有者
・機器の効率的な運⽤
・他研究者とのコミュニケーション/
  コラボレーション活性化
システム管理者
・機器情報のオープン化 / 稼働効率分析 /
  稼働率向上
・研究⼒向上に向けた分析
・運⽤規程やルールの制定・公開・周知

○ Webシステムの特徴
PC やスマホなどWeb から機器検索 / 予約可。
シンプルな作りで他研究機関への容易な展開が可能。

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先
部署名：名古屋⼤学研究協⼒部研究⽀援課

名古屋⼤学

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

HP：https://es.tech.nagoya-u.ac.jp/public/SharingSystem/index.html

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 MIRAI2020」
、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。

NU MIRAI 2020

中期目標・中期計画

設備マスタープラン

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」

Ⅲ 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
1 安定した財務基盤の維持に関する目標を
達成するための措置
K42 共同設備・機器のデータベース及び予
約システム構築、
施設・スペースの有効活用
（中
略）
等により、
資金の効率的な運用を進める

（4）今後の設備の共用化について
更なる設備の有効活用・効率的な運用を行う
ため、平成26年2月に学内に設置した全学技
術センター
「設備・機器共用推進室」
を中心と
して、設備共同利用システムの本稼働による
事務作業量の大幅削減、既存設備の集約化に
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予定

共用設備・機器の整備・利用実績

○機器の集約化

○共⽤設備・機器

透過電⼦顕微鏡 顕微ラマン分光装置

質量分析計

核磁気共鳴装置

○機器の利⽤講習会

＜主な共⽤設備・機器＞ ※学内外で利⽤可
●透過電⼦顕微鏡
●共焦点レーザー顕微鏡
●質量分析計
●顕微ラマン分光装置
●核磁気共鳴装置

●フローサイトメーター
● DNAシーケンサー
●分光光度計
●散乱式粒度分布測定装置
●熱電特性評価装置

⇒細胞や組織の超微細形態解析
⇒⾮破壊による未知試料の同定
⇒物質の定性・定量・位置・形状の解析
⇒分⼦構造の原⼦核レベルでの解析

◆各研究室等に分散していた
機器を4箇所の集積共用施設
に集約
◆機器の集約化により、利用者
の利便性向上
◆機器担当職員による効率的な
サポートが可能に

登録共用機器

183台

◆機器担当職員による利⽤者向
けの講習会の実施
⇒安全利⽤の周知、利⽤者の
増加
◆機器メーカーによる機器管理
者向けの講習会の実施
⇒分析、メンテナンス技術の
向上により、利⽤者への新
た な 知⾒提供 や 保守費⽤
の低減
機器の集約化及び利⽤講習会の実施による
⽉平均利⽤件数の変化
平成29年度 1,595件
↓
平成30年度 1,619件

共用システムの概要

（平成30年10⽉時点）

○ＷＥＢ予約・課⾦システム
予約可能な
共用機器台数

○共⽤システム運⽤ルールの特徴

（平成31年1月末）

262台
平成29年度末
260台

（本事業以外の
共⽤機器を含む）

◆共用機器データベースの公開
⇒学内外に向けて共用機器の見える化
◆機器の予約状況・利用実績・利用料金状況をデータ管理
⇒共用機器の運用をサポート

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

◆名 古屋大学研究設備・機器利
用内規に運用ルールを明記
◆名 古屋大学設備・機器共用シ
ステムにて、利用者登録から
予約、利用料集計、支払まで
がワンストップで可能な管理
体制を構築
⇒利用者の利便性向上
⇒利用料金支払手続きの
効率化
◆システム運用費・保守費等を
受益者負担にすることを反映
した新たな利用料算定基準を
策定
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問い合わせ先

名古屋⼯業⼤学

部署名：名古屋⼯業⼤学研究⽀援課知財管理係
住所：愛知県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

HP：http://tic2.web.nitech.ac.jp/list/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
⼤学本部
（総合戦略室）のもとに、産学官⾦連携機構が統括部局
となり、機器共⽤化推進委員会
（運営に関する事項の審議）
を設置。
委員会の直下に、機器共⽤化推進ワーキンググループを設置し、
管理・運営・⼈材育成を実施。
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ことに
より事業基盤を安定させ、併せて、将来的に各部局に必要となる装
置を選定し、学⻑のリーダーシップの下で策定するマスタープラン
へ反映。
⇒ 設備導⼊・維持と研究⼒強化の好循環の構築
事業実施体制図

共用設備・機器の整備・利用実績
○共⽤設備・機器

○機器の集約化

◆リサーチ・コミュニケーション・スペース
（RCS）
の新設
⇒専攻ごとに機器を集約化
（スペースチャージの減免）
⇒複数の学⽣・教員が、⾔葉を交わし議論する場の創出
⇒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の提供
平成29年度 : RCS 7室、共⽤機器設備34件
平成30年度 : RCS 9室、共⽤機器設備40件

〈主な共用設備・機器〉※学内のみ ( 平成31年度以降、一部学外利用可）
⇒ 微粒⼦〜フィルム・薄膜の表⾯
●顕微蛍光 X 線分析装置
レベルでの分析・観察
●白色共焦点顕微鏡
●ゼータ電位・粒子径測定装置
●恒温恒湿室一式
（人工気候室） ⇒ 素材・電⼦デバイス・産業⽤機
器の性能や信頼性評価はじめ、
脳科学・⼈間⽣活⼯学における
計測評価への利⽤

○機器の利⽤講習会

◆装置利⽤者向け講習会
（トレーニング）
の実施
◆機器メーカーによる講習会の実施
⇒技術専⾨職員のスキル向上と利⽤者に対する知識提供
平成29年度 : 合計6件実施
平成30年度 : 合計13件実施
⇒機器利⽤件数の増加
平成29年度 : 2370件 / ⽉→ 平成30年度 : 2550件 / ⽉

共用システムの概要
○ WEB 予約・課⾦システム
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共⽤装置を集約したRCSⅤ室

RCS のマネジメント体制

○共⽤システムの設備選択画⾯
（学内向け）
◆既存共⽤システムに準じた機器利⽤ルールの策定
◆共⽤機器データベース
（検索機能付）
の公開
◆機器の利⽤状況
（稼働状況）
をデータ管理
⇒機器の修繕・整備計画
（機能強化）
の策定に反映
◆⼀元的な管理体制の構築
⇒⼀ 元的な保守管理により、装置を⻑期的に最適
な状態に維持
⇒消耗品等の効率的かつ効果的な購⼊

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先

豊橋技術科学大学

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：愛知県豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘1番1
Tel：0532-44-6975

E-mail : techsupport@rac.tut.ac.jp

HP：http://rac.tut.ac.jp/sentan/index.html

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

共用設備・機器の整備・利用実績
●共⽤設備・機器
（学内・学外利⽤可）

EIIRIS 内で、分析計測器・半導体デバイス関連機器を使った
半導体デバイスなどの設計・製造・評価が可能

●共⽤機器の集約化
・分析計測機器を共同実験室5に集約
・既 設の共用機器の配置を見直し、研究
環境を改善
・作製したサンプルの迅速な評価が可能に

H29:28台

H30:29台

●共⽤機器の利⽤講習会

・学内向け利用講習会を実施
・学内外向け実践プログラムを開催
・機器講習会の様子をe-Learning教材として学内公開
・機器利用者のレベルに応じたライセンス制度を導入

共用システムの概要

●共⽤システムの運⽤ルール

●共⽤機器データベースの学内・学外公開
機器の「⾒える化」
・Web 上での機器の簡易検索
を実現
・共⽤機器の仕様、サンプルの
制限情報などを提供
・学 内の他施設の共⽤機器と
の⽐較が可能

機器の特殊性を考慮し、
学内者と学外者で異なるルールを適⽤
・学内者：EIIRISプロジェクト研究登録者は原則無料で利⽤
・学外者：⼤
 学の定める「学外者による研究設備・機器共同利
⽤等に関する取扱い要領」をもとに、料⾦設定

●予約システムの作成・運⽤
（学内限定）
・共⽤機器の利⽤状況を Web 上で確認し、保守計画に反映
・利用者による機器の予約とキャンセルが随時可能となり、機器
の空き時間が減少

稼働率

（前年⽐）

14％↑
（分析計測機器）
（半導体デバイス関連機器）18％↑

EIIRIS共⽤システムホームページ「機器の利⽤案内(学内者)」

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先

京都⼤学

部署名：京都大学高等研究院物質－細胞統合システム拠点
住所：京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町
Tel：075-753-9863

E-mail : info_ac@icems.kyoto-u.ac.jp

HP : https://www.icems.kyoto-u.ac.jp/ja/wwa/analysis/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
財務担当理事を委員⻑とする設備整
備・共⽤促進委員会が設備の共同利
⽤推進についての司令塔の役割を担
う。
同委員会において、設備の共同利⽤
を効率的・効果的に実施する組織とし
て設備サポート拠点を認定し、学内に
おける⽔平展開を図る。
設備の情報把握、共⽤可能設備の検
索から利⽤申込、課⾦に⾄るまでを⼀
元的に⾏う、設備データベース兼共⽤
システムを導⼊。

共用設備・機器の整備・利用実績

●共通実験室の整備
◆共通ベンチの設置
⇒新たな融合研究等が
生まれやすいように
人的交流がしやすく、
トータルで
実験が出来る環境

●共⽤設備・機器

●機器の整備と集約化

◆制御 PC の更新再⽣を実施
⇒機器の有効活⽤

生物系機器

◆他部局の⽣物系機器を集約化
⇒よりきめ細やかなサポートの実現

＜主な共用設備・機器＞ ※学内及び学外利用可
●超解像レーザースキャン顕微鏡
●セルソーター
登録
●電界放出型透過電子顕微鏡
共⽤機器
●電界放出型走査電子顕微鏡
32台
● X 線吸収分析装置
⇒細胞の微細構造から多細胞にわたる動的挙動の観察と解析
⇒物質中の⾦属原⼦の電⼦状態や局所構造解析及び多孔性材料の
細孔分析

13台に

●共通実験室と機器の利⽤講習
◆⽇本語・英語による利⽤者講習の実施
⇒国際的な頭脳循環を促進する
共同研究環境の実現
利用者登録数

約1.5倍（H29年度比）

●機器の⾼⼤連携プログラム等への活⽤
◆ iCeMS ⾒学者に対する実演等
・独自開発した高校生対象のアクティブ

ラーニングプログラム
（iCeMSキャラバン）
  の一環として機器見学を実施する等

●共⽤システムの運⽤ルール

共用システムの概要
○ WEB 予約・課⾦システム
◆機器とその利⽤状況の⾒える化
◆学内他部局
（ナノテクノロジー
ハブ拠点）
とのポータルサイト
を構築中

21

◆⼀元的な利⽤者及び機器の管理
⇒効率的な運⽤を実現
⇒トラブルの抑制と発⽣時の円滑な対応を実現

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先

京都⼯芸繊維⼤学

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
Tel：075-724-7714

E-mail：research_cooperation@jim.kit.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

共用設備・機器の整備・利用実績
○主な共⽤設備・機器

○機器の集約化

＜グリーンイノベーションラボ＞ ※学内及び学外利用可
●絶縁膜製作
（TEOS-CVD）
装置
登録
共⽤機器
●化合物半導体ドライエッチング装置

23台

⇒ミクロン単位の微細加工

＜新素材イノベーションラボ＞ ※学内のみ利⽤可
●500MHz 核磁気共鳴装置
登録
●分光エリプソメーター
共⽤機器
⇒階層構造の解析による機能性新素材の創出

35台

共用システムの概要

個々の研究室で管理し、特に
教員の退職に伴い使用予定の
ない装置を共用ルームに集約

設 置 後 20 年 経 過 し た ク
リーンルームを再⽣。区画
整理を⾏い機器を再配置。

利⽤研究分野の拡⼤
（約３倍）

※平成29年→平成31年

電⼦⼯学5研究室から機械⼯学や化学を含む14研究室へ増⼤
○機器開発メーカーとの連携
 元京都の分析機器開発メーカーと協⼒して、測定装置
地
技術講習会や、機器保守管理に関する技術交流を実施

○共⽤機器利⽤料の学内規則制定

○ WEB 予約システムの構築

◆機器の予約・利用状況をウェブ上で一元管理
◆スマートフォンからの予約も可能
利便性向上による利⽤実績の増加

共⽤率92％

※平成31年1⽉現在

利⽤登録者数 約2倍
※平成29年52名→平成31年99名

◆「国⽴⼤学法⼈京都⼯芸繊維⼤学が所有する設備等の
共⽤・共同利⽤における利⽤料等に関する規則」を制定し、
共⽤機器の利⽤料規程を集約化
⇒「⾒える化」により利⽤料の透明性を確保

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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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

⼤阪⼤学

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

HP：https://www.opf.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
②研究担当理事の主導によって、OUビジョンを具現化
する新たな全学共⽤システムを構築・運⽤する
この基本⽅針を基に全学的な先端機器共⽤体制を構築
•研 究推進担当理事（副学⻑）の主導の下、オープンファシリティ推進⽀援室
（OPF）
を新設し、全学的な機器共⽤を推進。
•リユース⽀援によってリユース機器
（主に汎⽤機器）
の全学機器共⽤を推進し
てきた科学機器リノベーション・⼯作⽀援センターとも全⾯的に協⼒・連携。
•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（OpenResearch・Open Community・Open

Education・OpenInnovation）
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・利用実績

主要な共⽤設備・機器

機器数・利⽤実績（年度別）

• ESI/DART LIT-Orbitrap型質量分析装置

145機器（H29）→145機器*1＋16協⼒機器*2

• マルチターン⾶⾏時間型質量分析装置
（EI, FAB）

部局内利⽤：13676件
（H29）
部局間利⽤：306件（H29）→ 611件
（H30＊3）

• 600 MHz NMR（液体・固体⽤）
• 700 MHz NMR
（液体⽤）

機器利⽤講習会や機器分析セミナー（H29）

• ⾼輝度単結晶X線回折装置
（平板・湾曲IP）
• 2次元迅速測定X線回折装置
（湾曲IP）

分析原理の理解や、分析装置の特性などの把握と
いった機器利⽤促進や教育への貢献を⽬指して

• X線光電⼦分光装置
• 超解像顕微鏡

機器利⽤講習会 150回開催 参加者824名

• 極低温透過型電⼦顕微鏡
（300 keV）

（うち3回は機器管理者向け）

• クライオ電⼦顕微鏡
（300 keV）
• 11.7T ⼩動物⽤MRI装置

*1学内に開放。⼀部機器は平成30年度末より学外対応開始予定
*2本事業での共用化機器ではないが共通予約・会計システムに登録
*3平成30年12⽉末⽇までの実績

分析セミナー

など

共用システムの概要

  4回開催 参加者82名
•本学における
「機器利⽤のポータルサイト
（⾒える化）
「
」機器利⽤のワンストップサー
ビス窓⼝」
を⽬標に、共通予約・会計システムを共同構築。
•別々に存在する予約簿を⼀元化するため、
利⽤グループごとに予約・利⽤条件、
料⾦、

学内利用者
学部生

連携
地域機関

ポスド ク

利⽤⼿続き・承認⽅法をカスタマイズでき、
しかも財源指定や会計処理までできるWeb

学外利用者

院生

民間企業
他大学
地域機 関

若手
研究者
研究者

システムを構築
（利⽤調整・課⾦請求事務⼿続きの軽減）
。
民間仲介
会社

•機器利⽤条件・利⽤料⾦
（部局内）
は機器管理者が実状を勘案して決定。利⽤料⾦
（部局間・学外利⽤）
は、機器管理者が⽴案し、OPF幹事会議で承認。
学内連携

ポータ ルサイ ト
測定相談
技術相談

開催

相談
ヘルプ
議論
W e b フ ォ ーラ ム

学内の共共研究拠点など

O n e Sto p 窓口( 入口)

利 用講習会
セミ ナー

オープ ン
フ ァ シリ テ ィ

学内プ ラ ッ ト フ ォ ーム事業

学内共用組織など

( O PF)
会計
事務

共通予約
会計シ ステ ム

•技術連携コーディネーターは育成のため5年間の雇⽤を保証。学⽣AOは研究キャリ

“K YO4 ch ”

科学機器
リ ノ ベーショ ン ・
工作支援セン タ ー

理学
研究科
（ 主幹）
太陽
エ ネルギー
化学研究
セン タ ー

NMR
質量分析
分光分析

基礎工学
研究科

産業科学
研究所

工学
研究科

化学スペク ト ロ スコ ピ ー
ソ リ ュ ーショ ン
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薬学
研究科
（ 主幹）

産業科学
研究所
（ 主幹）
太陽
エ ネルギー
化学研究
セン タ ー

電子顕微鏡
X 線回折
表面分析

産学共創
本部

理学
研究科

基礎工学
研究科

ナ ノ 構造量子解析
ソ リ ュ ーシ ョ ン

コンサルタント機能を強化→技術連携コーディネーター3名雇⽤。
•学⽣アシスタントオペレーター
（学⽣AO, 28名）
を雇⽤し、測定⽀援などの強化。
それに伴う技術⽀援⼈材の負担低減、技術⽀援時間の確保。

推進支援室

利用
予約

•研究に必要な分析ソリューションを提供するため、広範な機器群を取り揃え、技術相談・

歯学研究科
医学研究 科

バイ オ
イ メ ージ ン グ
基礎薬学解析
創薬スク リ ー
ニン グ

蛋 白研
先導 学際機構
レ ー ザー研
免疫フ ロ ン テ ィ ア

核物理センタ ー

生命機能
研究科

ラ イ フ ・ バイ オ
ソ リ ュ ーショ ン

総合博物館

リ ユ ース（ 汎用） 機器共用

ア形成の配慮から、原則として特任研究員Sとして雇⽤。
•利 ⽤講習会・機器利⽤⽀援・機器メンテナンスに関して、部局の枠を超えてソリュー
ション内で相互に⽀援
（不在職員の代替、故障機器の代替に他部局機器を利⽤、⼀括
メンテナンスによる経費節減など）
。
•今後は、学内での⽔平展開だけでなく、地域の研究機関や近隣⼤学との連携を通して
学外⽔平展開も進め、研究⽀援の強化・機器共⽤を介した
「知の協奏と共創」
を更に推
進していく。

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先
部署名：岡山大学研究交流部研究交流企画課

岡山大学

住所：岡山県岡山市北区津島中1-1-1
Tel：086-251-7118

E-mail：adc7116@adm.okayama-u.ac.jp

HP：http://www.tt.vbl.okayama-u.ac.jp/index.html

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

共用設備・機器の整備・利用実績

○機器の集約化

◆各研究室等に分散されていた機器を集約化
◆最新の⾼価な装置も共有化

○共⽤設備・機器

サンプルの作製から解析までの円滑な研究実施
○機器の利⽤講習会

◆装置利⽤者向けの講習会の実施

⾛査型電⼦顕微鏡

新規利⽤者の増加
（H29年度⽐10件増）

X線光電⼦分光装置

＜主な共⽤設備・機器＞ ※学内及び学外利⽤可
◆⾛査型電⼦顕微鏡
◆X線光電⼦分光
◆熱重量分析-質量分析システム
◆サブナノ秒透過吸収測定装置
◆液体クロマトグラフィー-質量分析システム

共用システムの概要

○外国語への対応

登録
共⽤機器

18台

講習会の様子

◆⽇本語及び英語のマニュアルを作成
◆英語で対応可能なスタッフを配置
学内外からの共同利⽤が増加した
（H29年度⽐1.5倍）
留学⽣サポート体制の改善を図る

○研究⼒強化

◆最新の高価な装置も共有化
◆装置集約により一連の研究を行える環境
⇒若手研究者の研究力向上，新分野開拓モチベーションの向上

○⼈材戦略

◆技術職員を同一建物内に滞在
◆英語マニュアルの作成
⇒多様な技術を習得し，上位ポストを狙う意識の向上
国際化，留学生サポート体制の改善

○地域連携

◆研究組織内の研究者が有するノウハウも含めて提供
◆技術が必要な解析は専任スタッフが支援
⇒地域中小企業の活性化

○予約システム

◆共同機器の利用状況をWeb 上で確認可能
（学内のみ）
◆学外の利用者については電話又はメールにより受付

共同研究を推進し，学内外から利⽤料⾦・技術指導料を徴収することで，⾃⽴した運営を可能にする

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先

広島⼤学

部署名：広島⼤学学術室学術部学術⽀援グループ
住所：広島県東広島市鏡⼭1-3-2
Tel：082-424-5863

E-mail：ssaport@hiroshima-u.ac.jp

HP：http://supportc.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

共用設備・機器の整備・利用実績
○共⽤設備・機器
研究組織

○機器の利⽤講習会
装置利⽤者向けの講習会の実施

（※）
学内及び学外利⽤化

機器数

⇒ 核磁気共鳴装置
• 利⽤件数(H29:前年⽐16%増）

主な共⽤機器
⾼出⼒半導体レーザ加⼯システム（※）
2μmナノ秒レーザ⽤加⼯装置（※）

＜⼯学系＞

16台

•
•

＜化学系＞

18台

•
•

核磁気共鳴装置（400・500・600MHz）（※）
熱分析システム（※）

＜⽣命系＞

14台

•
•

光電⼦分光分析装置
レーザーマイクロダイセクションシステム

• 理論及び測定ノウハウを習得
• 企業の利⽤増加

２ 研究組織を 含む工学研究科の利用推移
8 , 0 5 0 千円
5 , 9 3 2 千円
10,877件

件数で1.5倍
利用料収入で1.4倍
に増加

7,291件

件数
利用料収入

H27

H28

H29

○研究⼒強化への寄与
〈⾼出⼒半導体
  レーザ加⼯システム〉

〈核磁気共鳴装置〉

⾼速・低変形の継⼿溶接 核スピンの共鳴現象か
や⾁盛溶接が可能な最 ら、分⼦構造を原⼦レベ
先端のレーザ溶接に使⽤ ルで解析するため使⽤

〈光電⼦分光分析装置〉
表⾯下数〜数⼗nmの元
素の定性･定量および化学
結合状態を分析する装置

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拠点」
の
活動がより活性化
インキュベーション研究拠点
環境共⽣スマート材料研究拠点
⾼機能難加⼯材の製造・先端加⼯システム開発による
⾰新的ものづくり研究拠点

共用システムの概要

※広島⼤学ではインキュベーション研究拠点を選定し重点⽀援

○共⽤システムの運⽤ルール
• 研究設備・機器の共⽤に関する内規の
制定
（管理運営委員会及び共⽤研究設
備・機器管理室の設置、⼤学連携研究
設備 NWに登録）
• 管理運営委員会は、共⽤の基本⽅針、
整備計画、利⽤規定、利⽤⽀援及び
  保守メンテナンス等に関することを審議
• 共⽤研究設備・機器管理室は、研究
  設備・機器の保守管理、技術⽀援等を
  実施
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• ⾃然科学研究機構分⼦科学研究所
が運⽤する⼤学連携研究設備 NW
を利⽤
• 広島⼤学の利⽤登録者は平成29年
度末で約1,600⼈
• 課⾦処理は四半期毎に清算し、学内
利⽤は費⽤振替、学外者には請求書
を発⾏
• 利⽤料は設備管理者の経理単位に
振込まれ、設備の維持管理等に使⽤

問い合わせ先

山口大学

部署名：山口大学学術研究部研究推進課研究プロジェクト係
住所：山口県山口市吉田1677－1
Tel：083-933-5036

E-mail：sh060@yamaguchi-u.ac.jp

HP：http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ken-san/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
◆全学的な総合的研究推進の⼀翼として
の機器共⽤化を捉え、全学横断的に機
器共⽤化の仕組みとして理事・研究担
当副学⻑が統括する⼤学研究推進機構
に「総合科学実験センター」を設置し、
研究推進と⼀体化。
◆機器共⽤の⽅針策定、管理運営は各部
局代表からなる⼤学研究推進機構の運
営委員会の意⾒を尊重して本事業の統
括部局である⼤学推進機構が⼤型装置
の購⼊・運⽤等、総合科学実験センター
と各関係部局との連携・調整や⽀援す
る仕組みを構築。

共用設備・機器の整備・利用実績
○主な共⽤設備・機器

共⽤機器数
平成29年度122台→ 平成30年度175台

※学内・学外利⽤可

常盤キャンパス
共⽤機器利⽤センター

バイオメディカル研究推進体

⾃動分注ロボットJANUS
⇒遺伝子解析への利用

バイオイノベーション
教育研究推進体

LC/MS/MS
⇒バイオ・農学分野への利用

サーマル電界放出形⾛査電⼦顕微鏡

○特徴的な取組
・キックオフシンポジウムによる機器紹介
・共用機器利用説明会の開催
・若手研究者への講義
・英文操作マニュアル作成
・機器集約による研究スペース確保
・志イノベーション道場での研究発表会の開催
・共用機器利用法プレゼン競技会の開催

⇒工学分野への利用

分⼦構造解析教育研究推進体

核磁気共鳴装置
⇒物質構造科学分野への利⽤

共用システムの概要
○Web予約

志イノベーション道場
共用機器利用法
⇒デジタルファブリケー
プレゼン競技会
ション機器を備え、
⇒利用者の拡大や利
アイデアを創造する
用方法の発掘のた
実践・共創を誘発する
め、利用者と機器管
場として、起業家マイ  理者が参加する共
ンドを持つ人材育成・  用機器利用法プレ
教育を推進
ゼン競技会を実施

○共⽤システムのルール
◆総 合 科 学 実 験 センタ ー 設 置 機 器 の
保守・修理の予算措置や、従来総合科学
実験センター各施設で⾏われていた
予算管理の⼤学研究推進機構への⼀
元化。
◆緊急性のある⽼朽化した機器更新は、
⼤学戦略会議にて協議し実施。

● Web ページにて共⽤機器⼀覧を公開
● Webからの予約システム構築

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：高知県南国市物部乙200
Tel：088-864-6712

E-mail：kcc-kyoyo@kochi-u.ac.jp

HP：http://www.kochi-core.jp/kyoyo/index.html

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法⼈での協働運営
•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・利用実績
○共⽤設備・機器

○機器の整備

台数：70台
（H28）→ 79台
（H29）に増加

3台の機器の更新再⽣を実施
• 電⼦プローブマイクロアナライザー
• 加熱脱着装置付
ガスクロマトグラフ質量検出器
• 実体顕微鏡 SV6⽤光源

NanoSIMS

＜主な共⽤設備・機器＞

X線CTスキャナ

⇒ 安定的な運⽤が可能に
⇒ 新規の利⽤が増加

○利⽤実績

※学内及び学外利⽤可

（H30.12まで）

• 学外の利⽤件数の増加

●⼆次イオン質量分析装置
（NanoSIMS・SIMS）
● X 線 CTスキャナ
（医療⽤・マイクロフォーカス）
●磁気特性測定システム
（MPMS）
●コアスキャナー型蛍光 X 線分析装置
●安定同位体質量分析計

• 新規の学内利⽤者の増加
• 問合せ件数の増加
• 利⽤収⼊の増加
• 若⼿研究者⽀援
• 他事業との連携・協⼒

◆地球掘削科学・地球惑星科学に関する研究・解析
◆材料・半導体・電池・⾦属や樹脂製品の品質評価
◆同位体・元素を標識とした⽣体試料の分析
など、分野を問わず様々なテーマの分析が可能

共用システムの概要
○共⽤システム HP の公表
（⽇・英）

産業界6件、研究教育機関6件
（H28）
→ 産業界20件、研究教育機関13件（H30.4-12）
⇒ 共同研究への発展5件程度
事業開始後、9研究室
（医・教・理・農）
9件
（H28）
→ 56件
（H30.4-12）
H30.4-12収⼊はH28⽐約14倍
事業開始後、11件実施
共⽤プラットフォーム形成⽀援プログラム、
地⽅⼤学・地域産業創⽣交付⾦など

○共⽤システム利⽤⼿順の決定

○共⽤システムの運⽤ルール
• 機器利⽤料の規定
• 共⽤システム利⽤要項を制定
（対象者、申請⽅法、利⽤料、秘密保持等）
• 運⽤体制の確⽴
→ 学内外での運⽤基盤を整備
◆産業界・異分野からの利⽤受⼊
◆学内利⽤の有償化
◆料⾦徴収の開始

共⽤機器・申請⽅法等の情報をHPで公開
⇒ 国内：47都道府県すべてからHPアクセスあり
国外：36か国からHPアクセスあり
⇒ HPアクセスユーザーの増加
（知名度の上昇）
124名 / ⽉
（H29）→ 213名 / ⽉
（H30）
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電⼦プローブ
マイクロアナライザー
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○その他の活動
• 広報活動や機器を使った実習の実施
→ 学内・地域・全国での知名度上昇
◆利⽤・問合せ件数の増加
◆他事業との連携・協⼒

問い合わせ先
部署名：九州大学研究・産学官連携推進部研究企画課

九州⼤学

住所：福岡県福岡市西区元岡744
Tel：092-802-2115

E-mail：kissomu@jimu.Kyushu-u.ac.jp

HP：http://www.cm.kyushu-u.ac.jp/

http://q-plat.kyushu-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
【全学的なプラットフォーム】

＜九州⼤学アクションプラン2015-2020＞

学内の共⽤システムが参加する「研究機器・設備共⽤のための
全学的なプラットフォーム」を形成。

○基本理念
⾃律的に改⾰を続け、教育の質を国際的に保証するとともに常に未来の
課題に挑戦する活⼒に満ちた最⾼⽔準の研究教育拠点となる。
○アクションプラン
（⾻⼦）
○具体的取組

施設設備の
共同利⽤促進

共用設備・機器の整備・利用実績

【生命科学教育研究支援プラットフォーム】

【先導物質化学研究所】

http://q-plat.kyushu-u.ac.jp/

http://www.cm.kyushu-u.ac.jp/

○共用設備・機器 （学外利用可

共同利⽤促進を担う重要なユニットとして全学的な
共⽤システム
（全学的なプラットフォーム）
を形成

○共用設備・機器 （学外利用可

依頼分析対応）

依頼分析対応）

分⼦間相互作⽤解析装置BIAcore3000, BIAcoreX100
核磁気共鳴測定装置Avance600, Avance III500
次世代DNAシークエンサーPGM-400M, HiSeq1500 (→)
セルソーターBD FACS Aria SORP, AriaIII, Verse
蛋⽩質同定⽤ソフトウェアMascot

核磁気共鳴装置
固体核磁気共鳴装置
単結晶Ｘ線構造解析装置
粉末Ｘ線構造解析装置
⼩⾓散乱装置
質量分析装置
電⼦スピン共鳴装置
電解放出型透過電⼦顕微鏡
⾛査型電⼦顕微鏡
電⼦線描画装置

⇒ ⽣命基礎科学、医学研究を⽀援
⇒ 研究活動の⾼度化・効率化を促進

⇒ 化学系ハイエンド大型機器24台を利用可能
・研究所内、学内だけでなく、学外
（国公私立大学・高専・公的
研究機関・民間企業等）
からも多くの利用
・機器取扱研修コース：35コース設置

・病院キャンパスの4部局が保有する
登録研究機器150台をWebで公開
  q-plat.kyushu-u.ac.jp/search.html
・リユース機器15台を登録、うち12台譲渡
・機器説明会・講習会の開催半年間で9回実施
・専⽤の共⽤スペース
（52㎡）
を確保

共用システムの概要
【先導物質化学研究所】

【生命科学教育研究支援プラットフォーム】
九州⼤学における最先端研究機器の共同利⽤を推進する

⽣命科学教育研究⽀援プラットフォーム】

Supporting Platform for Life Science Education and Research in Kyushu University

•先導物質化学研究所保有の24台の化学系機器を、
物質機能評価センターを中⼼に管理、共⽤利⽤

・病院キャンパスの4つの部局が共同運営

•所内研究室所有機器の情報共有

・⽣命分野の研究機器の有効利⽤のためにH27年度に設⽴

利用者
分析コーディネーターによる分
析相談、受付、適切な測定への
誘導
技術職員による依頼分析対応
→ 全国の利⽤者を受け⼊れ

・ワーキンググループ会議を年数回開催

全学プラットフォーム
分析コーディネーター
（受付・提案）

センター教員

技術職員

（運営・助言）

（機器保守・管理・依頼測定）

先導物質化学研究所
物質機能評価センター

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先

佐賀⼤学

部署名：佐賀⼤学研究基盤共⽤促進チーム
住所：佐賀県佐賀市本庄町1番地
Tel：0952-28-8896

E-mail：synergy@ml.cc.saga-u.ac.jp

HP：http://www.synergy.saga-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
予定

共用設備・機器の整備・利用実績
○共⽤設備・機器

○機器利⽤講習会・実習
◆機器利⽤講習会実施により利⽤者増加
・核磁気共鳴装置
H29 836時間→ H30 1110時間

・共焦点レーザー顕微鏡

H29 153時間→ H30 233時間

＜主な共⽤設備・機器＞ ※学内利⽤可（今後、学外へ）
●核磁気共鳴装置
↓機器リスト↓
●⽔平型 X 線構造回折装置
●⾛査型電⼦顕微鏡
●共焦点レーザー顕微鏡
●液体クロマトグラフ質量分析計
●ガスクロマトグラフ質量分析計

◆データ解析実習も開催
◆英語への対応

⇒ H31始動の研究科再編と連動して
研究⼒強化
⇒ 佐賀ならではの研究の強化
（有⽥焼、海苔、⼤⾖、柑橘）

⼤⾖の新品種開発

共焦点顕微鏡講習会の様子

留学⽣への対応強化

共用システムの概要
○技術職員を中⼼にした共⽤化によるメリット
◆研究者間の壁を打破
◆若手研究者のスタートアップを容易に
◆教員の負担を軽減し、研究時間増大

○利⽤申請 ･ 機器予約
システム
◆オンライン利⽤可能
◆学内在籍者情報と連動
◆機器の利⽤状況を⼀括把握

予約⼀覧画⾯
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問い合わせ先
部署名：⻑崎⼤学研究開発推進機構

長崎⼤学

住所：⻑崎市⽂教町1番14号
Tel：095-819-2878

E-mail：shinkyo_jimu@ml.nagasaki-u.ac.jp

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

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・国際担当理事を機構⻑とする研究開発推進機構が
統括部局として、本学の研究・経営戦略を軸とした全学的な
設備の共⽤化の⽔平展開を推進。
全学に共同利⽤設備を提供する既存の組織として、
「研究開発推進機構設備共同利⽤部⾨
（主に物質化学分野）
」
と
「先導⽣命科学研究⽀援センター
（主に⽣命科学分野）
」が
設置されており、統括部局のマネジメントの下、本事業に採
択された3つの共⽤システムへの技術⽀援を実施。
既存の機器共同利⽤システムとの統合により学内の全て
の研究機器を管理できる研究⽀援ツールを⽬指す。

<登録設備>平成29年度: 68台→平成30年度：151台 2.2倍
<平成30年度利⽤総数> 3,700件(2019年1⽉現在）

共用設備・機器の整備・利用実績
共⽤設備・機器

利⽤者講習会
説明会は、各ユニットにて複数回
実施、学内全部局、他⼤学・公設試等
へも通知

電界放出型⾛査電⼦顕微鏡

Q-TOF LC MSシステム

共焦点レーザー顕微鏡

●分離キャンパス間の情報共有の
円滑化
●機器利⽤の情報周知・活性化
●他部局・他⼤学との連携促進

機器の集約化
利⽤の多い機器は共通スペースで
の共同利⽤を実施。
●スペースの節約や管理負担軽減
●共同利⽤・共同研究の促進
●必要性の⾼い装置への集中⽀援

共用システムの概要
⻑崎⼤学共⽤機器管理・予約・課⾦オンラインシステム

※登録機器は全国から検索可能

•本事業の共⽤機器は全てオンランシステムに登録し、管理・予約・課⾦を実施。
•各ユニットは、研究分野や機器の特性に応じて利⽤要項・規程を策定し、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
するルールを設定
•学内外者からのアクセス可能
•英⽂対応、スマートフォン・携帯端末予約対応、動画ファイル掲載可能
•各機器の設置場所、紹介、利⽤規則、故障や修理状況、利⽤料⾦、管理者・連絡担当
者情報、講習会情報、研究成果などを掲載し、情報交換・研究活性化ツールとしても
活⽤

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先
部署名：熊本大学研究・産学連携部研究推進課

熊本⼤学

住所：熊本市中央区黒髪二丁目39番1号
Tel：096-342-3302

E-mail : research-coordinator@jimu.kumamoto-u.ac.jp

HP：https://icals.kumamoto-u.ac.jp/ http://www.irec.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
第3期中期⽬標期間中におけるビジョン 【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

共用設備・機器の整備・利用実績
国際先端⽣命科学研究
推進センター
（ICALS）

●共⽤設備・機器

⼤学院先端科学研究部附属
イノベーション研究教育センター（i-REC）

●ものづくりをワンストップで⽀援

※学外利⽤の可否は機器によって異なる

・産学連携を推進する熊本創⽣推進機構と連携し、
・透過型電⼦顕微鏡
加⼯から分析・解析、アプリケーション開発までを
・CyTOF マスサイトメトリーシステムHelios
強⼒に⽀援
・リアルタイム PCR
・集束イオンビーム
●ライセンス制を導⼊
・NCフライス盤
・技術系職員による指導やライセンス付与で、研究者
・⾛査型電⼦顕微鏡 等
ものづくり⽤
 ⾃ら利⽤できる環境へ
⽣命系

139台
●機器の集約化

⼤学院先端科学研究部附属
イノベーション研究教育センター（i-REC）

理⼯系

機器も共⽤化

38台

国際先端⽣命科学研究
推進センター
（ICALS）

●共⽤設備利⽤促進セミナー、講習会

分散していた機器を集約化
→実験・保守の効率化、
機器利⽤促進

●機器コンシェルジュの設置

・共⽤機器に関する情報、利⽤登録の問い合わせ対応
・⾼度な技術、知識を要する先端機器の利⽤⽀援

共用システムの概要
● WEB 予約システム
国際先端⽣命科学研究
推進センター
（ICALS）

●技術⽀援⼈材育成プログラム

・技術系職員が⽣命系５部局でロー
テーション研修を⾏い、各部局の
専⾨的な実験技術に関する実習を
受け、共⽤機器の運⽤⽅法に関し
て情報を収集

●共⽤システムの運⽤ルール（ICALS）
⼤学院先端科学研究部附属
イノベーション研究教育センター（i-REC）

学内ユーザー

学外ユーザー
機器コンシェルジュ
へ問い合わせ

（未登録の場合）ユーザー登録
使いたい機器を検索 or 履歴から検索
・⽣命科学系5部局が保有する機器情
報を⼀括管理
・機 器の稼働率、共⽤率データの⾃動
計算
連
・多⾔語対応

機器利⽤

携

・共⽤設備データを共有し、全学の共⽤設備の検索・予約が可能に
・⽣命系、理⼯系の研究者がそれぞれ使い慣れたシステムから、全
学の機器を参照可能
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機器予約

・理⼯学系部局が保有する機器情
報を⼀括管理

利⽤料⾦請求

⽉平均予約数

950件

＊ICALSを経由した予約数

・⼀元的な機器利⽤ルールの策定
→新しい機器の利⽤に対するハードルの低減
・総予約件数の約40％が共⽤システムを利⽤

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先

宮崎⼤学

部署名：宮崎⼤学産業動物防疫リサーチセンター
（CADIC）
住所：〒889-2192 宮崎県宮崎市学園⽊花台⻄1－1
Tel：0985-58-7674

E-mail：cadic@cc.miyazaki-u.ac.jp

HP：http://www.miyazaki-u.ac.jp/cadic/index.php

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・企画担当理事の下、競争的研究費による⼤型設備・機器は原則
共⽤とし、各運営組織の共⽤研究設備、農・⼯・教・医学部設置の⼤型研
究設備をデーターベース化し、それらの⼀元管理と共⽤化の拡充を、
連携研究設備ステーションで統括。
本事業では産業動物防疫リサーチセンター(CADIC)が運営組織と
して加わり、学内に加えて、みやざきファシリティネットワーク(MFNet)
の参画機関との連携により、県全体での設備共⽤を推進。新たに開発
した設備の共通管理システムにはMFNet参画機関所有の設備も含ま
れる。

共用設備・機器の整備・利用実績
本事業の運営組織であるCADICは、産業動物防疫に関する
教育・研究の拠点として、共⽤設備の利⽤による独⾃の活動を実
施。共⽤機器を設置する感染症ユニットは、病原体取扱い実験
が可能。管理運営委員会によりバイオセーフティ指針に基づいた
「感染症ユニット利⽤規定」を定めて利⽤料⾦を設定。
共⽤率100％、年間延べ1万⼈の利⽤実績。

本事業により共⽤システムを導⼊し、利⽤者の利便性向上に
より共同利⽤の推進、共同・受託研究の増加に繋げる。
● 社会⼈対象のコースワーク
（年間参加者数延べ400⼈）
● CADIC公募型共同研究
8件(H28)/11件(H29)
8件(H30)
● 海外若⼿研究者研修受⼊れ
（H26以降延べ50⼈(さくらサイエンス事業)）
● 家畜感染症の受託検査
（利⽤数H28から3倍）

感染症ユニットのBSL2・BSL3設備

共用システムの概要
宮崎⼤学共通管理システム
（平成30年11⽉稼働開始）

学内の共同利⽤可能設備の閲覧・検索機能
と設備予約管理機能を持つ共通管理システ
ムは、平成30年11⽉より運⽤を開始し、宮崎
県内の公設試験研究機関を含む分析機関
（9
機関）
の公開可能な設備も閲覧・検索が可能。
本事業により、CADIC の設備予約管理機
能を追加、システムの 改良と試⾏、確認 の
作業を順次実施し、平成31年4⽉より、運⽤
を開始。

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先

琉球⼤学

部署名：琉球大学総合企画戦略部研究推進課
住所：沖縄県中頭郡西原町字千原1番地
Tel：098-895-8016

E-mail : knknkyu@to.jim.u-ryukyu.ac.jp

HP：http://www.res.lab.u-ryukyu.ac.jp/sharing.html

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
基本戦略

・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ることで、共⽤
システムの充実・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）
。
・研究推進機構⻑でもある研究・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・利用実績

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
（図2）
。

主要な共⽤機器

・次世代シーケンサー ・DNAシーケンサー
・蛍光顕微鏡 	
・⾛査型電⼦顕微鏡
・NMR

共用設備・機器の利用実績等
・共⽤機器
・平均総稼働時間
・平均稼働率

平成28年度
42台
208時間
12.9％

平成29年度
59台
370時間
20.2％

新たに制定した規則類

図2．
共⽤ルームの整備状況

共用システムの概要
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、持続的かつ全学的
な機器共⽤化の仕組みを整備
（図3）
。

図3．
機器共⽤化の流れ
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・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

学内機器データベースの構築
学内機器データベースを構築し、共⽤機器の情報を公開
すると共に、共⽤機器以外の情報も公開
（通称ゆいまー
る機器）する事で、研究者同⼠が相談して相互に利⽤で
きるシステムを志向
（図4）
。

図4．
学内機器データベースの概要

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先

名古屋市立⼤学

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：名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
Tel：052-853-8309

E-mail：ncu_kyoyo@sec.nagoya-cu.ac.jp

HP：https://www.nagoya-cu.ac.jp/affiliate/facilities/resc/index.html

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
・理事⻑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・利用実績

○機器の集約化

○共⽤機器

○機器・施設の説明会
＜主な共⽤機器＞

◆機器メーカー・試薬メーカーと
連携した機器取扱セミナーの実施
◆機器取扱セミナーの WEB 上
への公開
◆共⽤機器施設の⾒学会の実施
⇒利⽤促進・利⽤者の知識向上

※学外利⽤に向け準備中

●透過型電⼦顕微鏡
●イメージングサイトメーター
●セルソーター
●核磁気共鳴装置
●共焦点レーザー顕微鏡

共⽤機器数
H29

H30

79台 → 100台

H30実績

⇒培養細胞等の経時変化や形態解析
⇒細胞レベルでのタンパク発現解析
⇒物質の分⼦構造の原⼦レベルでの解析

共用システムの概要

◆研究室や別々の共⽤機器室に
分散していた機器の集約
⇒利便性と安全性の向上、空いた
スペースの有効利⽤
◆保守運⽤にICTシステムを活⽤
⇒全 キャンパスの機器の効率的
な保守運⽤体制の構築

セミナー
見学会

10回
2回

○共⽤システムの運⽤ルール
◆全学研究施設運営会議にて
審議の上、承認
⇒⼀元的な管理体制の構築

○機器予約システム

◆利⽤予約の⼀元化及び全学
統⼀料⾦の設定
⇒研究科横断的な共⽤機器の
利⽤促進

◆全学の共⽤機器の情報をデータベース化し公開
（機器の⾒える化）
◆全キャンパスから共⽤機器の予約が可能
◆機器取扱セミナーの情報閲覧・予約が可能

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

◆機器管理者が利⽤実績集計、
事務室が利⽤料⾦請求
⇒研究科間の料⾦収受の
仕組みを統⼀化
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問い合わせ先

⼤阪市⽴⼤学

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

HP：http://opf.sci.osaka-cu.ac.jp/ocu/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
組織横断的な共⽤機能
・全学の窓⼝
（共⽤システム統括）
としての
研究基盤共⽤センターを H30年度に開設
⇒共⽤機器・施設の集約と学内共⽤システ
ムの整備
⇒新 たに医学研究科を加えた理系全研究
科による共⽤体制
⇒国内外に開かれた先端科学における
共同研究推進

共用設備・機器の整備・利用実績
【理学研究科】
平成29年度採択
＜主な共⽤設備・機器＞
●本事業重点整備機器 ESR 装置：X バンド
（9.5GHz）
、
Q バンド
（34GHz）
、W バンド
（94GHz）
帯域の各種
ESR 装置を学外利⽤にも展開
⇒⼤学や企業の利⽤数が向上
【学外利⽤料⾦収⼊の増加：H29⽐で約3倍】
●円 ⼆⾊性分散計とTOF 型質量分析装置を加えて
共⽤機器を拡充【H30登録共⽤機器19台】
＜機器講習会＞
●機器開発メーカーによるESR セミナーを開催
⇒近隣⼤学の教員，技術職員、および学⽣も無料で
参加。地域の研究⼒・技術⼒向上に貢献

共用システムの概要
＜課⾦システム・利⽤ルール＞
●学内における共⽤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」を改定
●諸料⾦規程の第4条2項
（当該学部⻑が特に必要と
認めるときは減免が可）
により、学内利⽤料⾦を減免
（学内利⽤者の利便性向上）
●オンラインによる利⽤者登録
（事前相談）
と予約
（利
⽤申込）
が必須

●学外利用者にも課金
（利用料金請求）
が可能な体制を構築
重点整備機器 ESR 装置の学外利⽤件数
（H30実績）
⇒ H29⽐2倍
（企業の利⽤：H29⽐3倍）
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共用化による波及効果
・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
・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
【工学研究科】
平成30年度採択
＜主な共⽤設備・機器＞
●共焦点微⼩部蛍光 X 線分析装置
（真空仕様）
（⼤気仕様）
（⼤型試料対応）
【⽇本で唯⼀、試料内部の元素分布を可視化】
●全反射蛍光 X 線分析装置
【微⼩量溶液の ppbレベルの微量分析が可能】
● X 線分析顕微鏡【元素分布のイメージング】
● X 線光電⼦分光装置
【試料表⾯の化学状態分析】
※い ずれも試料により
制限があり。
共用装置：拡充中！

＜WEB 予約＞
理学研究科（http://opf.sci.osaka-cu.ac.jp/epr/）に 加
え、H30年度より工学研究科の HP
（http://kyouyou.eng.
osaka-cu.ac.jp/）
を公開

理学研究科
工学研究科
◆共用機器を HPに公開
（機器の見える化）
◆ HP から機器の予約・利用状況閲覧も可能
※学内及び学外利⽤可 ( 機器により要事前相談）

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先

慶應義塾⼤学

部署名：慶應義塾大学医学部共利研内KOA Facility事務局
住所：東京都新宿区信濃町35
Tel：03-5363-3779

E-mail：res-equip-group@keio.jp

HP：https://www.res-equip.keio.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

共用設備・機器の整備・利用実績
○共⽤設備・機器

○機器の集約化

◆機器の集約による効率化と利⽤増
⇒⼀本化により保守契約が可能に
⇒保守契約による⼼理的負担の軽減

NGS利⽤増
H28年度19回
↓
H29年度43回

○機器利⽤者⽀援

◆平成29年から機器利⽤相談会を定期開催

＜主な共用設備・機器＞ ※学内及び学外利用可
マルチビーム走査型電子顕微鏡
次世代 DNAシーケンサー
セルソーター
細胞イメージアナライザー

⇒分⼦レベルでの⽣き物の構造や機能の解析
⇒疾患モデル細胞のイメージング解析

○共⽤システムの運⽤ルール

共用システムの概要

◆機器の特性や使⽤環境に応じた最適な運⽤ルール適⽤
◆学部ごとの⼀元的な課⾦管理

○ WEB 予約・課⾦システム

◆3学部共通の共⽤機器データベースの⼀元的公開
◆共⽤機器を運⽤する各学部・教室のルールを尊重する多元的
管理の実現
⇒機器の⾒える化の促進
◆機器の利⽤状況・稼働状況のデータ管理
⇒機器の更新・整備計画の策定にも反映
⇒利⽤料課⾦・⽀払業務の迅速化と負担軽減

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先

東京都市⼤学

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：東京都世田谷区玉堤1-28-1
Tel：03-5707-0104
（代） E-mail : tcu-analysis@tcu.ac.jp
HP：http://www.nanotech.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

共用設備・機器の整備・利用実績

○機器の集約化
◆各研究室等に分散されていた
機器を集約化。
◆サンプルの作製から評価まで
⼀貫して実施が可能に。

○共⽤設備・機器

＜主な共用設備・機器＞ ※学内及び学外利用可
●電界放射型走査電子顕微鏡
（SEM）
●高性能 X 線光電子分光分析装置
（ESCA300）
●透過電子顕微鏡
（TEM）
● X 線回析装置
（XRD）
●イオン注入装置 （H29から）
●プラズマ CVD 装置 （H29から）
●卓上顕微鏡
（卓上 SEM）（H30から）

○機器利⽤の広報活動
◆産学連携イベントへの参加と来場者
への機器共⽤リーフレットの配布
◆装置利⽤者向けの講習会の実施。
年6回
（H30実績）
⇒利⽤者の増加。

○成果

⇒ナノ構造の物理・化学分析への利用
⇒デバイス作製への利用

◆共⽤機器
（ESCA300）
による共同研究

共用システムの概要
○ WEB 予約・課⾦システム

◆他⼤学
（東海⼤・国⼠舘⼤）
との
協定締結等
⇒利⽤できる機器の増⼤
利⽤者の増加の期待

○共⽤システムの運⽤ルール

◆⼀元的な機器利⽤ルールの策定
◆⼀元的な管理体制の構築
◆ Web 予約システムの構築
⇒⼀元的なルールにより、機器利⽤
までの負担が減少。
⇒稼働状況の公開と効率的な運⽤に
より、稼働率が向上
（H29は H28から1割増加）

◆分析機器の使⽤例を公開
（分析機器の⾒える化）
◆機器の稼働状況の Web 掲載
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問い合わせ先

東京理科⼤学

部署名：東京理科⼤学野⽥統括部野⽥研究推進課
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

HP：https://www.tus-kiki.jp/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

共用設備・機器の整備・利用実績
＜主な共⽤設備・機器＞ ※学内のみ利⽤可

〔⽣命医科学研究機器センター〕
〔物質・材料分析センター〕
〔化学系機器分析センター〕
●次世代型遺伝⼦解析システム (Miseq） ●⾛査透過型3次元分析電⼦顕微鏡システム
●磁気特性測定システム
●マイクロマッピング元素分析装置
●⾼分解能 ICP 質量分析装置 ATTOM ●次世代型遺伝⼦
解析システム (2200TapeStation）
●電界放射⾛査顕微鏡 CL 装置
●超分⼦・⾼質量分⼦解析システム
登録
●3次元⽣体分⼦機能・
●デュアルビーム微細加⼯
●核磁気共鳴装置（500MHz）
共用機器
登録
登録
共用機器
共用機器
局在イメージングシステム
同時モニタリング装置
●単結晶 X 線回析装置
11台
13台 ●⾼速⾼分解能薄膜 X 線回析装置
●全⾃動⾼速細胞分取装置
70
台
⇒超 ⾼感度の元素定量分析（⾼
精度同位体⽐測定にも適⽤）
● HSオールインワン蛍光顕微鏡
⇒試料の3次元構造 , 組成 , 組成分布 , 電⼦状態を評価
⇒有 機 ･ 無機 ･ ⾼分⼦化合物の
構造決定に活⽤

○共⽤設備・機器

⇒ RNA シークエンス解析による網羅的な転
写産物の解析
⇒⽣体分⼦の機能と局在を効率よくイメージ
ング

⇒収束イオンビームによる微細加⼯と電界放射⾛査型
電⼦顕微鏡による同時観察

○機器の利⽤講習会
◆各分野別センターにおいて、各機器管理者
等による機器利⽤者
（⼤学院⽣等）向けの定
期講習会及び個別講習会の実施
⇒機器利⽤の促進、⼤学院教育の⽀援
◆機 器メーカーの機器管理者・利⽤者向けの
連携講演会の実施
（毎年度5回開催）
⇒分 析技術の向上により、利⽤者への新た
な知⾒提供

共用システムの概要

○共⽤システムの運⽤ルール

◆統括部局の「研究機器センター規程」を改正
し、分野別センターの位置付けを明確化
◆分野別センターにおける運用ルールは、既
に化学系機器分析センターで整備されてい
た規定
（
「運営委員会規程」及び「運営委員会
規程細則」
）を参考に、生命医科学究機器セ
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実施

○研究設備オンライン予約システム

◆複数台の機器の予約状況を俯瞰的に確認可能
◆共用化を更に促進して効果的・効率的に運用
◆各機器の稼働状況・講習会等の案内、故障・修理状況の告知、
利用実績の把握が可能
◆利用実績に基づき自動で利用料請求書を発行
⇒機器の管理運営に係る担当教員の負担軽減

❖本事業の分野別センターの位置付けを規程
に明確化したこと等により、本事業終了後の
技術⽀援者の⼈件費及び⼀部のメンテナン
ス費を本学予算からの⽀援が決定
⇒本取り組みの継続性を確保

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先
部署名：理工センター技術部教育研究支援課
（四系）

早稲⽥⼤学

住所：東京都新宿区大久保3-4-1
Tel：03-5286-3043

E-mail : common-use-office@list.waseda.jp

HP：https://waseda.box.com/v/common-use

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ

共用設備・機器の整備・利用実績

＜2018年度共用設備・機器台数：19台＞
主な共用設備・機器
平成28年度
共⽤率

24% → 共⽤率

平成29年度

42％

● NMR
● X 線回折装置
●細孔径分布測定装置
● ICP 装置
●共焦点レーザー走査型顕微鏡

⇒化学・⽣命科学分野における幅広い活⽤

共用システムの概要
○ WEB 予約・課⾦システム

予約状況が
⼀⽬でわかる

◆ Web 上で機器の予約・利⽤状況の確認が⾏える
システムを整備。
◆利⽤状況をデータ管理することにより、予算配分や
利⽤促進が効率化。

○共⽤システムの運⽤ルール
利⽤料⾦も
予約時に確認
できる
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◆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迅速かつ適切に対応
する体制を整備。
（開催実績：年間5回程度）

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

問い合わせ先

東海⼤学

部署名：東海⼤学研究推進部技術共同管理室
住所：神奈川県平塚市北⾦⽬4-1-1
Tel：0463-58-1211

E-mail：gijutsukyodo@tsc.u-tokai.ac.jp

HP：https://www.u-tokai.ac.jp/research/shared/technology/

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
東海⼤学

学部

⼤学院

（理学部・⼯学部他）

（総合理⼯学研究科他）

研究推進部直下に“技術共同管理室”を設置すること
で、専任技術員が常駐し、全キャンパスの研究者が利
⽤できる環境を整備

研究推進部

付置研究所

技術共同管理室

共用設備・機器の整備・利用実績

○機器の集約化
◆学 内 の 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。
◆機器の集約化により、計画
的な機器の保守が可能。

○共⽤設備・機器

○機器の利⽤講習会
◆機 器利⽤者向 け の 講習会
の実施。
⇒機器利⽤時のルール
明確化。
◆機器メーカーの解析講習会
を実施。
⇒利 ⽤者 へ の 新たな 知⾒
提供。

＜主な共⽤設備・機器＞ ※学内及び学外利⽤可
●⾛査型電⼦顕微鏡
●核磁気共鳴装置
●⾛査型 X 線光電⼦分光分析装置
● X 線回折装置
●⾶⾏時間型質量分析装置

31台 / 共⽤率100％
利⽤件数５％増
（H30/H29）

⇒ナノレベルでの表⾯元素組成や
化学結合状態分析・評価への利⽤。
⇒化学物質の構造解析や⼩動物の MRIによる
撮像が可能。

○学外との連携

共用システムの概要

◆学 校法人五島育英会東京
都市大学と研究に関する包
括協定を結んだ。
⇒共用機器を利用し、
共同研究へと発展。

○予約・課⾦システム
【学内】学内イントラネットから予約
【学外】上記問い合わせ先に電話やメールで予約
→利⽤後、学内・学外別に設定された料⾦を⽀払う

○共⽤システムの運⽤ルール
【学内・学外】
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が可能
⇒ 共⽤機器の効率的な運⽤が可能となり稼働率が向上

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム
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問い合わせ先

奈良工業高等専門学校

部署名：奈良工業高等専門学校産学協働研究センター
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

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

大学の経営戦略等における共用システムの位置づけ
・奈良⾼専マスタープランに基づき、物質創成⼯学専
攻に機器分析センターを設置｡
・機器分析センターで保有している⼤型機器設備の共
⽤システム統括 ( 窓⼝ ) を産学協働研究センターが
⾏うことで、保有する機器利⽤のアクセスを学内外に
オープン化｡
・共⽤システムを運営することで、学内での⼤型機器
設備に関する講習会を企画・実施し技術スキルの向
上、⼈材育成に寄与。

共用設備・機器の整備・利用実績

機器の利⽤講習会
学内で各種講習会を定期的に実施
●学⽣の機器分析技術
および知識の向上
●機器利⽤件数の増加

共⽤設備・機器（学内及び学外利⽤可）
電界放出形⾛査型電⼦顕微鏡
Dual-EDS Detector

機器利⽤件数
XPS、FT-IR、
TG-DTA

ナノ領域での微細構造観察と⾼感度元素分析

X 線光電⼦分光装置
紫外光電⼦分光装置
表⾯原⼦の結合状態と仕事関数値との相関

2.5倍

●専任スタッフによる
学⽣⽀援、研究促進
●専任スタッフのスキルアップ

低学年の学⽣実験で⾼度な分析機器を⽤いた実験・解析の実施
PBL 実験の取組みにおいて、分析
機器の原理、取扱い、解析の指導
を受けることができる環境に。

多様な定性・定量測定および構想解析装置
●全⾃動多⽬的⽔平 X 線回折装置
●⾼分解能⾛査型プローブ顕微鏡
●核磁気共鳴装置
●液体クロマトグラフ- 質量分析計
●誘導結合プラズマ

平成28年度
↓
平成29年度

登録
共用機器

16台

若い⼈材育成、早期技術者教育に貢献

共用システムの概要
WEB 予約システムの構築
学内外での機器予約の
利便性が向上

共⽤システムの運⽤ルール

共⽤率50％

学内
利⽤者

利⽤説明会参加

産学協働研究センターに問い合わせ
機器利⽤

機器利⽤許可書提出

・共⽤機器が⼀覧で確認可能。
・予約システムにより、使⽤状況がリアルタイムで確認可能。
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依頼分析

分析依頼書・試料提出

利⽤機器のWEB予約

利⽤料請求

測定実施

報告書送付

・「
 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」に
基づき学内外から機器利⽤申請が可能。
・効率的な運⽤により共⽤率が向上｡

新たな 共 用システム導 入 支 援 プログラム

学外
利⽤者

新たな共用システム導入支援プログラムの
ホームページ紹介
○実施機関の「URLリンク」
「共用範囲」
「主な共用機器名」を
本事業の支援機関である科学技術振興機構（JST）の
ホームページにて一覧で公開しています。

実施機関の紹介

成果報告書の公開

ホームページURL：
https://www.jst.go.jp/shincho/program/sinkyoyo.html
JST 新共用

検索
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研究開発基盤を支える設備・
機器共用及び維持・高度化等の推進方策
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～

●研究者の研究時間増大

●ノウハウ・データ共有

●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

●試作機の導入・利用による
技術の高度化、市場創出

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

●専門スタッフのスキル向上・
キャリア形成

最先端大型研究施設の整備・共用
●共用機器化による
保守費・設備費・
スペース利用の効率化

●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

共通基盤技術の開発

民間活力の導入等

人材育成

共用プラットフォームの発展
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

●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

●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

NMRプラットフォーム
◎理化学研究所
・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

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
・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
・東北大学多元物質科学研究所
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光ビームプラットフォーム
◎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
・大阪大学レーザー科学研究所
・科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センター
・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

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
学技術研究機構

（一財）総合科学研
究機構

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】
• 機器の再配置・更新再⽣
• 専⾨スタッフの配置

研究組織

（学科、専攻、研究所、センター等）

研究室B

支援

• 共通管理システムの構築

研究室A

研究室C

国

新たな共用システム

◎：代表機関

・：参画機関

原子・分子の顕微イメージングプラットフォーム
◎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

ＭＳ共用プラットフォーム

風と流れのプラットフォーム

◎横浜市立大学先端医科学研究センター

◎海洋研究開発機構地球情報基盤センター

・国立がん研究センター研究所

・宇宙航空研究開発機構

（創薬臨床研究分野）
・北里研究所北里大学理学部

・東北大学流体科学研究所
・京都大学防災研究所
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