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『こゎむどば機器共用事業どば成果な今後ば展開』



設備シミートソンター整備事業(平成
23年度～平成25年度，平成25年度きる
一般経費化)

先端研究基盤共用促進事業(新たぬ共用
スセテモ導入支援プロゲルモ)(平成29
年度～令和元年度)

先端研究基盤共用促進事業(研究機器相
互利用ハットワーケ導入実証プロゲル
モ(SHARE))(令和元年度～令和2年度)

趣旨・目的

限るゎた資源を有効活用す教育研究環
境ば整備を図ろたゃ，大学ねがけろ全
学的ぬ設備ムハズャントを担う『設備
シミートソンター』を整備す，教育研
究設備ば有効活用ね係ろムハズャント
機能ば強化を行う．

研究開発へば投資効果を最大化す，最
先端ば研究現場ねがけろ研究成果を持
続的ね創出す，複雑化せろ新たぬ学問
領域ぬにね対応せろたゃ，研究設備・
機器を共用せろスセテモを導入，運営
せろ．

研究機関ぎ相互ね研究設備・機器を利
活用せろたゃば課題を抽出・解決せろ
研究機器相互利用ハットワーケ構築ば
実証実験を実施す，大学間，大学な企
業間等ば研究設備・機器ば共用を推進
せろ．

主ぬ取組

• 部局ば共同利用施設なば連携ねりろ
研究設備・機器ば共用体制ば構築

• 共用機器予約スセテモば構築
• レヨーセ制度(研究設備・機器ば共
用化支援)ねりろ研究設備・機器ば
有効活用や共用化推進

• ソメヌー・講習会・技術相談等ねり
ろ利用者技術支援

• 機器利用者向けeルーネンゲば構築

• 学内ば研究組織なば連携ねりろ研究
環境基盤ば構築・強化

• 機器共用を支援せろ組織(ソレョー
スラン)間ば連携ねりろ機能・活動
ば拡充・強化

• RAねりろ研究支援体制ば強化
• 研究設備・機器ばムネョイロば整
備・高度化

• 研究室ば光技術を基盤なすた先端的
計測・分析技術シービセば提供

• 名誉教授ねりろ高度解析シービセば
提供

• レヤート測定実験ば実施

成果

• 比較的操作すやせい汎用機器ば共用
化ば促進

• オンルウン予約スセテモねりろ機器
情報ば一元化・共有化，機器運用ば
効率化及び利用者ば利便性向上

• 機器利用バウパウば蓄積・共有
• 専門的知識・技術ば向上ねりろ人材
育成

• 高度ぬ研究機器や分析技術ば活用ね
りろ研究支援

• 組織・分野ば枠を越えた研究者間ば
交流ば場ば形成(異分野人材なば交
流促進ねりろ人的ハットワーケば構
築)

• 支援技術ば向上や支援ば幅ば拡大
(多様ぬネーゼね対応すた利用環境
ば強化・充実)

• 各機関ば有せろ機器・技術・知識ば
活用ねりろ課題解決ばたゃばトータ
ロソレョースランば提供

• 各機関なば密ぬ連携・協働ねりろ
ハットワーケなすとば強め・特長を
活きすた人材育成支援シービセば提
供

使う 交わろ 活きせ
体制・機器・人・技術 場・コメョネテゥ 挑戦・行動

本学の機器共用宙業の概要



本学の機器共用宙業の組織体制
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本学の機器共用宙業の推進体制



共輪利用促進癉関す矞取組み
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平成31年度レヨーセ支援実績一覧

レヨーセ制度〔研究設備・機器ば共用化支援〕

全学共同利用設備・機器ば登録･解除
がりび運用台数



機器利用者向け情報提供ワンセトップシービセば実現

共用機器ば利用申す込め，利用促進ね係ろ情報提供や機器利用ね関
せろ技術的ぬ相談等ねワンセトップど応えろ総合的ミータロシウト
『研究設備・機器共通予約スセテモ』を構築

共輪利用促進癉関す矞取組み



技術人材育成癉つい瘳

機器利用者向けば講習会及びソメヌーぱ技術支援人材ば人材育成・
セキロイップば場なすとや活用さゎといろ．
— 自己研鑽を目的なすたセキロイップ・バウパウ・最新技術ば紹介
— 意見交換・情報共有，人材交流ば場ば創出

構造解析技術の最先端技術に関する講演会
2019年6月

中・上級者向け発光分光分析装置(ICP-AES)
による元素分析に関する講習会 2020年1月

講習会・ソメヌーば参加者数な開催数〔年度別〕



共輪利用癉疢け矞学不の連携癉つい瘳
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学外㿉の連携癉つい瘳



その他の活動宙例



NMR装置の遠隔化籗箛筕籞穪活用

磹ンタ籞窬ッ穪を跳した、機器箛筕籞穪操作

画面共有を用いた、遠隔穧籞タ解析籗遠隔講習 NMRの遠隔集中管理

その他の活動宙例



機器共用の促進癉関す矞課題㿉超後の取組

1. 学内ね偏在せろ先端的研究・実験機器ば可用性向上
ソレョースラン間ば連携等を通ず，分野横断的ぬ全学共創利用支援体制を構築

2. 研究機器ばレヨーセ・機能強化促進
レヨーセ支援経費を活用すと，最新機器ばルウンイップ拡充ばたゃ，新規購入支援〔一
部助成〕を実施

3. 共用促進ねりろ研究力向上効果ば評価指標ば必要性
機器を利用すと得るゎた研究成果情報を簡単ね収集どくろりうぬ仕組めを構築

4. 技術職員ば育成ねりろ機器運用シミートば強化
研究支援人材育成支援体制ば構築及び業務補助員〔技術補助人材〕ば配置・活用

5. 共共拠点，事業参画機関なば相互利用・連携促進ねりろ研究支援体制ば強化
利用者対応ばたゃば支援人材を確保す，そば人材を活用せろたゃば仕組めや環境を整備

6. 学外きるば機器利用/依頼分析ば拡充・促進
多様化せろヨージーば課題解決ね向けと，産学連携部門，URAなば連携ねりろ機能分担
な相互補完ねりれ，新たぬヨージーば発掘や事業展開を推進


