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概要
第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウムは、文部科学省設備サポートセンター整
備事業に採択された大学により、整備の現状、課題、将来像等の共有および課題解決のための
議論を目的として、平成 27 年 1 月 22 日に北海道大学フロンティア応用科学研究棟にて開催さ
れたものである。全国から、大学、法人、民間企業など参加機関 20 機関、参加者約 80 名が参
加した。本シンポジウムは平成 23 年度より開始された事業採択大学 11 校（平成 27 年 1 月時
点）のうち 10 校が一堂に会する初めてのシンポジウムとなった。

本シンポジウムは、北海道大学上田一郎理事・副学長による開会の辞で始まり、続いて文部
科学省研究振興局学術機関課の岡本和久課長補佐により「学術研究を取り巻く動向と設備サポ
ートセンター」と題して基調講演が行われた。その後、各事業採択校の実施状況に応じて前半
後半 2 つのパネルディスカッションにおいて、各大学の現状と課題、将来ビジョンが共有され、
それに基づき様々なディスカッションが行われた。

基調講演、２つのパネルディスカッションを通じて、特に、「技術人材の不足および育成プロ
グラムの必要性」「事業採択校間および地域における連携の増進」「共同利用料金の設定および
共同利用予約システムの整備」が共通の課題として浮かび上がってきた。
本報告書では、それらの課題を踏まえ、平成２８年度以降の設備サポートセンター整備事業の
発展に向け、９つの提言を行った。

本シンポジウムを期に第２回のシンポジウムへと継続した議論の場の設定の重要性を共有す
ることができた。また、アンケート回答では 9 割以上の方から、内容に”満足””まあ満足”と回答
して頂き、「非常に重要な取組であると理解出来た」「各機関の取組状況が把握出来て大変参考
になった」「討論の時間をもっと多く取って欲しかった」などの意見が寄せられ、設備の共同利
用への関心の高さが伺えた。

今後、研究開発活動において、研究基盤への投資はさらに厳しい状況になることが予想され
る。そのような現状において、機器共用事業は一筋の光となる重要な政策である。本報告書が
機器共用政策を推進する一助になれば幸いである。
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■はじめに

はじめに
〜第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウムを開催するにあたって〜

設備サポートセンター整備事業は、大学における学内共同教育研究施設の有効活用に関する
マネジメント機能を強化するために、平成２３年度より開始された文部科学省の事業である。
これは、限られた資源を有効活用し教育研究環境の整備を図るため、設備の共同利用促進、中
古設備の改良等による再利用、効果的かつ効率的な設備配置、サポート人材の集約化や効率的
な再配置など、大学における全学的な設備マネジメントを担う「設備サポートセンター」を整
備することを目的としている。平成２３年度〜平成２６年度において１１の国立大学法人が採
択された。平成２７年度においても新たに３つの国立大学法人が採択される予定である。

第１期校にあたる６大学は平成２５年度に特別経費による事業を終了し、各大学でユニーク
な取組を継続している。事業終了後についても継続的に設備サポートセンターを運営し、機器
共用の成果を学内外の研究者等に還元している。また、平成２４年度以降に採択された大学に
おいては、現在その整備を行っており、様々な課題と向き合いながら機器共用を全学的に推進
している。

平成１７年に施行された「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び
研究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成 20 年 6 月 11 日法律第 63 号）の第 35 条には、
「国は国・研究開発法人・国立大学等が保有する研究施設等を広く利用するために必要な情報
の提供等に必要な施策を講じる」こと、「研究開発法人及び国立大学等は保有する研究施設等に
ついて可能な限り広く研究者等の利用に供するように努める」ことが明記された。さらに、第
４期科学技術基本計画（平成２３年〜２７年）においても、「国は、国立大学法人の研究設備の
計画的な整備や更新、安定的な維持管理、共同利用・共同研究に供する大型及び最先端の研究
設備の整備に関する支援の充実を図る」、「国は、大学が保有する研究施設及び設備について、
限られた資源の有効活用を図るため、大学間連携による相互利用や再利用を効果的に行う体制
の整備を進める」と提言されており、国レベルの政策として大学の研究施設・設備の共同利用
を推進していく方向性は変わっていない。

設備サポートセンター整備事業によって全国的に機器共用についての事例が加速度的に増加
し、機器共用に関する様々なノウハウが各大学に蓄えられている。しかしその一方で、それら
の事例を共有する機会は限られており、事業採択校が一堂に会して議論する場はこれまで設定

－2－

■■■■■
されてこなかった。

全国的に機器共用拠点が設置されていくなかで、整備の現状、課題、将来像等を共有するこ
とは、限られた資源を有効活用し教育研究環境の整備を行い、これらの拠点の発展、ひいては
全国的な展開を推進する上で大変重要である。

そこで、北海道大学が幹事校となり、大阪大学、広島大学、東京農工大学、金沢大学、名古
屋工業大学、千葉大学、筑波大学、鳥取大学、高知大学の１０校が一堂に会する初めてのシン
ポジウム「第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウム」を開催するに至った。

本報告書は、各大学の事業概要、シンポジウムにおける基調講演および２つのパネルディス
カッションの内容をまとめたものである。

研究開発活動において、「研究開発プロジェクト」とそれを支える「研究基盤」は車の両輪だ
と例えられている。大学を含め研究機関において、研究に利用される設備は重要な研究資源で
あり、大型・先端設備の共同利用は研究促進の加速を促すものである。

今後、研究開発活動において、研究基盤への投資はさらに厳しい状況になることが予想され
る。そのような現状において、機器共用事業は一筋の光となる重要な政策である。本報告書が
機器共用政策を推進する一助になれば幸いである。

北海道大学

創成研究機構

共用機器管理センター長
網塚

北海道大学

創成研究機構

URA ステーション

浩

特任助教
江端
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教授

新吾

■はじめに

第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウムポスター

－4－

■■■■■
○

参加者所属先（当日の参加者出席リストより）

※	
  北海道大学以外の大学回答者４６名の内訳：大阪大学（３），広島大学（４），名古屋工業大学（３），
東京農工大学（２），千葉大学（３），筑波大学（３），鳥取大学（７），高知大学（５），名古屋大学（５），
帯広畜産大学（２），新潟大学（４），弘前大学（２），長岡技術科学大学（１），金沢大学（１）、愛媛大学（１）
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■事業概要

科学機器リノベーション・工作支援センター

大阪大学（平成 23 年度採択）

事業概要
	
  科学機器リノベーション・工作支援センターは、学内設備の共同利用の促進と工作支援
に重点を置くべく、これまでの体制を見直し、科学教育機器リノベーションセンターを改
組することにより平成２６年４月に設立した。
	
  新センターの組織は「研究設備リノベーション支援室」と｢工作支援室｣から成り、学内
設備の共同利用の促進と工作支援に重点を置き、以下の 3 つのミッションを掲げている。
① 設備の有効活用のためのリユース
② 学内設備機器の掌握と共同利用の促進
③ 工作による研究教育支援

	
  国立大学法人は、近年の厳しい財政状況により、設備整備は益々困難な状況に陥ってい
る。このため設備の現状を把握し、自主的かつ自立的に中・長期的視野で学内の設備・機
器整備計画を行わなければならないことが強く求められており、本学においても設備整備
に関するマスタープランを作成しそれに沿って設備整備を行っている。
センターでは、
「大阪大学における設備整備に関するマスタープラン」に基づき、全学共同
利用に供するリユース可能な設備・機器の修理・アップグレード等に要する経費を支援し、
学内外への共同利用の促進を図り、研究環境の向上・充実に向けた取組を強化・推進して
いる。これまで「サポート推進室」を中心となって行ってきた設備整備関係の業務（リユ
ース業務）は、新センターの「研究設備リノベーション支援室」に集約化し、より効果的・
効率的な取組の推進を目指している。
	
  また、大学全体での保有資産の有効活用、共同利用の更なる拡大を図るため、共同利用
が可能な設備・機器の整備に加え、全学の設備・機器整備のための資料として学内設備マ
ップを作成し、設備の配置状況の把握に努めている。

（沿革）
１９６６年（昭和４１年）	
  学内共同教育研究施設として「工作センター」発足
２００７年（平成１９年）	
  「工作センター」を発展的に改組し、
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  「科学教育機器リノベーションセンター」を設立
２０１４年（平成２６年）	
  科学機器リノベーション・工作支援センターへ改組
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研究設備サポート推進会議

広島大学（平成 23 年度採択）

事業概要
【目的】
研究設備サポート体制の整備・充実により、広島大学の研究設備の有効活用に係るマ
ネジメント機能を強化し、学内外の利用者による研究設備の共同利用促進を図る。
【内容】
１．研究設備予約システムの整備・運用
	
  	
  ・	
  研究設備予約システムについて、大学連携研究設備ネットワークのシステムへの
一元化を推進。
	
  ２．研究設備の有効利用の促進
	
  	
  ①	
  研究設備整備の基本方針を策定し、大学として支援すべき研究用設備を明確化。
	
  	
  ②	
  研究用設備の調査の実施、研究設備機器データベースの構築、学内所在 Map（主
要 7 機種）の作成、主要 7 機種調査報告のとりまとめを通して、学内研究設備を調
査・分析。
	
  	
  ③	
  整備すべき研究設備の選定に関する体制・プロセスを構築。
３．技術サポートの強化
	
  	
  ①	
  技術職員の新規採用等により、技術職員の業務担当の相互協力・支援態勢の充実・
強化を図り、共同利用機器の活性化を促進。
	
  	
  ②	
  技術職員のスキルアップのための講習会・研修会への参加を支援。
	
  ４．大学間連携の推進
	
  	
  ・	
  大学間連携のための体制構築、具体的な取組の企画立案・実施、情報共有の推進。
【体制】
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■事業概要

大型設備基盤センター

名古屋工業大学（平成 23 年度採択）

事業概要
1	
  当初課題・問題点・必要性	
 
本学では、大型設備基盤センター（以下「センター」。）において大型教育研究設備
の学内外の共同利用を推進し、計画的整備を図っている。センターでは、大型教育研
究設備の一元管理のため、①学内外共同利用体制の確立、②積極的な学外機関との連
携を通した設備の再生や維持費の確保、③学内経費や設備移管ガイドライン策定等の
自助努力による設備整備を推進している。	
 
しかし、一部の設備について、導入経緯の違い等から共同利用に供されていない設
備があった。加えて、技術職員が不足していたため設備の能力を十分に引き出せず、
充分に稼働できない状況となっていた。また、設備の老朽化により充分に活用されて
いないものもあった。	
 
このため、マネジメントスタッフ等を配置することにより、設備の計画的整備及び
リユースを促進する必要があった。また、技術スタッフの配置により設備のサポート
体制の充実を図る必要があった。	
 
	
 
2	
  事業実施内容	
 
・サポート体制の強化（組織）：	
 
センターに設備サポート推進室を設置し、各部局に分散している学内外共同利用可能
設備のデータベース化を行い、マネジメントスタッフ、コーディネーターを雇用して
共同利用を推進。また、技術職員のセンターへの集約化を推進。	
 
・設備のデータベース化による共同利用の推進：	
 
	
  全学の設備について検証し、共同利用可能設備のデータベースを構築。データベース
構築にあたって、検証した設備の中から共用候補措置の聞き取り調査を実施すること
で、正確な仕様等を把握することができた。	
 
・予約・課金システム（システム名称「機器分析受付システム」）の構築：	
 
	
  本システム（センター内装置を主な対象）の構築によって、装置・設備利用に関する
一連の手続きを明確化かつ統一でき、利用の効率化と促進、利用料金請求までに一連
の事務の省力化を進めることができた。なお、本システムは、共同大学院を運営する、
名古屋市立大学からも利用可能とした。	
 
・リユースによる装置の有効活用：	
 
	
  設備サポート予算適用基準の策定し、それに基づくリユース装置の選定とリユースの
実施（平成23年度13台、24年度8台、25年度8台）を実施。	
  	
  	
  	
 
・支援体制の確立とマネジメント機能強化（重要なのは人材育成）：	
 
	
  独自の仕組みである「設備サポートカルテ」を作成（面接方式）し、装置ごとのハー
ド面、オペレートを含むソフト面の現状の把握と目標の共有、現状と目標との隔たり
の把握、目標達成のための方策を組織として共有。また、スタッフの技術力向上・サ
ービス力・組織力向上のための研修を実施。	
 
・成果の広報・移転：	
 
	
  ホームページを作成して広報を図るとともに、技術の供与・移転を目的とした学内向
けの装置利用講習会と他大学技術職員向けの設備サポート講習会を実施。
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学術研究支援総合センター

東京農工大学（平成 23 年度）

	
 

事業概要
【事業実施内容】	
 
本学の既存設備等を有効活用できる体制を整備し、教育研究環境の充実を図ることを目的に、
学術研究支援センターに全学的な設備マネジメントを担う「設備サポート室」を設置し、同セン
ターの遺伝子実験施設、機器分析施設と連携しながら、最先端設備を駆使できる人材の育成、設
備の再利用（リユース）の促進、共同利用化の推進などに取り組んだ。事業は次の３つの計画か
ら構成される。	
 
１．技術サポートの強化と教育プログラムの開発	
 
	
  	
  共同利用設備の維持・運用を支援する技術支援員を新たに２名相当配置し、設備利用に関
わる支援体制を充実させた。また、機器分析施設、遺伝子実験施設のスタッフが中心となり、
設備利用者に対して十分な初期教育を行うための環境や最先端設備駆使できる人材育成に関
わる実践的教育を行う環境を整備した。	
 
２．再利用（リユース）の促進	
 
	
  	
  学内設備に関する情報の再調査とデータベース構築を行うためのコーディネートマネージ
ャーを新たに１名配置し、収集・整理した情報を基に各部局・専攻・学科や研究室所有設備
の共同利用化を推進するとともに、共同利用設備のメンテナンス、修繕、機能強化等を行い、
現有設備の一層の有効利用を図った。	
 
３．共同利用化の推進及び設備マネジメントの強化	
 
	
  	
  共同利用設備の稼働状況、予約状況、料金徴収、維持予算などに関する【設備管理システ
ム】を構築し、設備の維持管理体制の強化を図った。管理システムとして、「大学連携研究
設備ネットワーク（自然科学研究機構）予約課金システム」を利用することで、他の国立大
学法人をはじめ、公立・私立大学、研究所、企業など学外からも利用しやすい環境を構築し
た。	
 
	
 
【事業成果】	
 
１．技術サポートの強化と教育プログラムの開発	
 
	
  	
  新規共同利用設備の使用説明を中心とした「技術セミナー」や初心者向けの講習会の開催
回数は、整備事業開始前の平成22年度は23回であったが、平成25年度には76回開催されるよ
うになり、初期教育体制を充実することができた。また、設備を高度に活用できる人材の育
成を目的とした教育プログラムは、事業開始前の３コースから６コースに倍増した。これに
より、本学の目指す高度大学院教育の推進を強力に支援する体制が整備できた。	
 
２．再利用（リユース）の促進	
 
	
  	
  データベースの情報や設備管理者の希望を基に、事業期間内に19件のリユースを実施した。
例えば、FE-SEMやAFMの移設による共同利用化の拡大、核磁気共鳴装置への高感度プローブと
オートサンプラーの導入、Ｘ線回折計の光学系の高度化などであり、既存設備では実施でき
なかった測定手法や連続測定に対応できるようになり、現有設備の一層の有効利用を図る体
制を整備できた。また、学外者が利用しやすい体制も整えることができた。	
 
３．共同利用化の推進及び設備マネジメントの強化	
 
	
  	
  大学連携研究設備ネットワーク予約課金システムを利用して 110 台の設備の共同利用を開
始した。この中で、36 台の設備は学外者も共同利用可能な設備として登録されている。同シ
ステムを利用して集計した設備の総利用件数は、平成 22 年度の 1528 件から平成 24 年度は 7956
件、平成 25 年度は 9764 件と着実に増加していることから、学内の設備共同利用に関する意
識は非常に向上したと判断できる。学外者利用件数については、総数では少ないが、平成 24
年度の 13 件から平成 25 年度は 37 件と 3 倍弱増加している。今後は、学外への認知度を高め
設備利用を通じた地域貢献に結びつけたい。
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■事業概要

設備共同利用推進室

金沢大学（平成 23 年度採択）

事業概要
§ 金 沢 大 学 設 備 共 同 利 用 推 進 室 発 足 前 に お け る 設 備 共 用 	
 
	
  研究設備共用化を進めて設備の効率的利用と教育研究のレベル向上を図るために、学内・部局内・学
内共同教育研究施設	
 の実験系設備共用拠点〔機器分析研究施設（前身は機器分析センター）、医学系教育研
究支援センター（前身は医学部教育研究機器センター）、がん進展制御研究所中央実験施設、RI 研究施設	
  な
ど〕を中心に研究設備を共同利用し、さらに化学系研究設備については大学連携研究設備ネットワーク
にも加わって全国的な共同利用も行われていた。	
 

§ 金 沢 大 学 設 備 共 同 利 用 推 進 室 が 発 足 後 の 設 備 共 用 	
 
平成 23 年度に，全学的な設備マネジメントを担う「設備サポートセンター」整備事業経費が金沢大
学にも措置され（平成 25 年度までの 3 年間），金沢大学設備サポートセンター(仮称)設置検討会での
検討を経て金沢大学設備共同利用推進委員会規程と金沢大学学際科学実験センター設備共同利用推進
室細則の制定，および金沢大学学際科学実験センター規程の改正が行われ、学際科学実験センターに
設備共同利用推進室が設置された。平成 26 年度には「金沢大学先端科学・イノベーション推進機構設
備共同利用推進委員会細則」を制定して設備共同利用推進室が学際科学実験センターから先端科学・
イノベーション推進機構に移行した。	
 

§ 設 備 共 同 利 用 推 進 室 の 主 要 業 務 	
 
(1)	
 研究用設備の共同利用・再利用等促進への取り組み，(2)	
 設備データベースの構築・公表とその
データベースの維持管理，(3)	
 設備利用予約・料金計算・利用実績集計システムの構築とその維持管理，
(4)	
 共同利用希望者に対する設備利用の助言・指導，(5)	
 その他研究用設備の有効活用・更新	
  に関す
る全学的マネジメントを行っている。	
 

§ 共 同 利 用 可 能 と し て 登 録 し て い る 設 備 数 	
 

	
 

財務部から金沢大学全部局の全研究設備について保管・利用の責任者に共同利用の可否等（現況と
今後：学外可，学内可，部局内可，条件付き可，自研究室以外不可	
  に分類）が照会され、国有財産
有効利用推進のために共同利用可能設備（取得価格＞500 万円,	
 さらに＞100 万円に拡大中）をリスト
アップして学内外に紹介した。平成 26 年 12 月末現在	
 ２０８設備を共同利用可能設備としてリストア
ップし（内訳を次表に示す，８４設備は学外からも利用可能），さらに，幅広く設備の種類を増やすこ
とを目指している。	
 

＊ ：主要機能による設備の分類	
 
(1)	
 試験・検査・管理・処理	
 装置	
  	
  (2)	
 顕微鏡	
  	
  (3)	
 ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）	
  	
  (4)	
 ＭＳ（質量分析計）	
  	
 
(5)	
 元素分析装置	
  	
  (6)	
 Ｘ線装置	
  	
  (7)	
 分光器	
  	
  (8)	
 DNA・タンパク分析装置	
  	
  (9)	
 生体情報測定装置	
 
(10)	
 イメージング装置	
  	
  (11)	
 プレートリーダー	
  	
  (12)	
 滅菌装置	
  	
  (13)	
 放射線測定装置	
  	
  (14)	
 コンピュータ	
 

	
 

設	
  	
  備	
 

	
 
	
 
	
 
部	
 
	
 
局	
 

＊	
  (1)	
  (2)	
  (3)	
  (4)	
  (5)	
  (6)	
  (7)	
  (8)	
  (9)	
  (10)	
  (11)	
  (12)	
  (13)	
  (14)	
  計	
 
理

34	
 

	
 3	
 

5	
 

	
 5	
 

0	
 

	
 5	
 

	
 8	
 

	
 4	
 

2	
 

	
 1	
 

0	
 

0	
 

	
 0	
 

2	
 

69	
 

工	
 
医

10	
 

17	
 

2	
 

	
 3	
 

1	
 

	
 2	
 

	
 0	
 

11	
 

6	
 

	
 5	
 

2	
 

0	
 

	
 1	
 

1	
 

61	
 

薬
が
保	
 
ん
学
研	
 
際	
 
そ

	
 2	
 

	
 3	
 

0	
 

	
 0	
 

0	
 

	
 1	
 

	
 0	
 

	
 0	
 

0	
 

	
 1	
 

1	
 

0	
 

	
 0	
 

0	
 

	
 8	
 

	
 8	
 

	
 2	
 

2	
 

	
 5	
 

3	
 

	
 4	
 

	
 3	
 

	
 5	
 

0	
 

	
 4	
 

0	
 

7	
 

16	
 

0	
 

59	
 

	
 5	
 

	
 2	
 

0	
 

	
 0	
 

2	
 

	
 0	
 

	
 0	
 

	
 1	
 

0	
 

	
 1	
 

0	
 

0	
 

	
 0	
 

0	
 

11	
 

の
計	
 
他	
 

59	
 

27	
 

9	
 

13	
 

6	
 

12	
 

11	
 

21	
 

8	
 

12	
 

3	
 

7	
 

17	
 

3	
 

208	
 

§ 設 備 等 サ ポ ー ト 等 の 実 績 と 設 備 共 同 利 用 件 数 の 集 計 結 果 	
 
	
 

平成２２年度	
 
平成２３年度	
 
平成２４年度	
 
平成２５年度	
 
平成２６年度	
 

設 備 サ ポ ー ト	
  マネジメントスタッフ	
  技術サポートスタッフ 	
  共 同 利 用 件 数 	
 
０	
 件	
  	
  	
 
０	
 人	
 
０	
 人	
 
１４,１７５	
 件	
 
２７	
 件	
  	
  	
 
３	
 人	
 
０	
 人	
 
３４,７７５	
 件	
 
３１	
 件	
  	
  	
 
５	
 人	
 
２	
 人	
 
４９,０２９	
 件	
 
２８	
 件	
  	
  	
 
５	
 人	
 
２	
 人	
 
４４,８１１	
 件	
 
１１	
 件（集計未了）	
 
２	
 人	
 
０	
 人	
 
未	
 集	
 計	
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■■■■■

共用機器管理センター設備サポートセンター推進室

北海道大学（平成 23 年度採択）

事業概要
１．趣旨
学内外に向けて広く利用者を募る「分析」と「計測」のオープンステーションである
創成研究機構共用機器管理センターにおいて、本学所有の先端機器の共用化を推進す
るオープンファシリティの機能を強化し、北海道全体の研究水準の向上に繋げること
を目指す。
２．事業開始当時の状況
（１）	
 大学全体としての効果的・効率的な施設整備計画が策定できておらず、設備の
有効活用の促進が不十分
（２）	
 年々増加する共用可能機器の維持管理と利用者からの要望に十分に応えるには
スタッフの人員が不足
（３）	
 学外機関に対する利用促進のための広報活動が不十分
３．事業実施計画内容
（１）	
 技術系スタッフの増員及び各人の技能向上
増員による技術系スタッフの量的充実と技術研修等への参加を通して質的充実を図
る
（２）	
 利用環境の整備・充実
現在稼働中の予約システムへの携帯電話からのアクセスを可能にし、利用者の利便
性向上に努める
（３）	
 学内共同利用可能設備の把握と効果的利用の促進
学内設備を網羅的に把握するデータベースを作成することにより、設備の効果的・
効率的利用を図る
（４）	
 北海道の他大学・研究機関との連携システムの構築
積極的な広報活動を展開し、他大学・高専、研究機関等との連携を図る
４．期待した効果
（１）	
 利用者へのきめ細やかなサービスの提供が可能となり、利用者が更に増加
（２）	
 設備の全学的な更新・再利用・廃棄のマスタープランを作成することができ、
学内外のニーズに合った設備の整備と再利用の促進が可能
（３）	
 道内の共同研究先の開拓に繋がり、新技術の開発、新産業の創出による北海道
経済の活性化に寄与
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■事業概要

共用機器センター

千葉大学（平成 24 年度採択）

事業概要
本学における「設備サポートセンター整備事業（平成 24～26 年度）」は、（旧）分析セン
ターで長年実施されてきた共用機器の管理や専門技術教育の取り組みに基づき、その制度
化や全学的な拡大によって、大型分析機器等の利用環境の整備と、それを活用する人材の
育成を図るものである。
本事業を推進するため、分析センターを「共用機器
センター」に改組し、研究支援スタッフ等を配置した。
同センターでは設備の管理を行うと共に、全学的な共
用機器のマネジメント支援や、研究支援に不可欠な人
材の育成、あるいは遠隔地キャンパスや学外からの設
備利用にも対応できる情報システムの整備などを実施
した（右図）。具体的な取り組みは以下の通りである。
１ ） 大 型 分 析 機 器 の リ ユ ー ス ・ 共 用 化 ：主に理工系大型分析機器を対象として、他部局
の機器数台を共用化して復活再生した。共用化にあたっては、分子科学研究所が主管する
「大学連携研究設備ネットワーク」のオンライン予約・課金システムを利用することで管
理コストを軽減した。また共用機器センターで培われた「機器利用ライセンス制度」をさ
らに整備し、学生を含む利用者が安全かつ効率的に設備を利用できる体制を作った。
２ ）学 外 利 用 者 の 利 用 枠 の 整 備 と 拡 大：他大学、一般企業等の機器利用ルールを整備し、
設備の有効利用および料金収入による設備管理費確保を図った。
３ ）研 究 支 援 ス タ ッ フ 育 成 プ ロ グ ラ ム の 確 立：短期研修（技術講習会等）を定期的に開
催し、利用者および管理者の技術向上を図った。また学生による「機器管理補助者制度」
を設け、熟練の指導スタッフと共に学生（あるいは若手技術職員）が実際の機器管理に携
わることで技術を継承し、経験を積む場とした。
４）セミリモート研究支援システ
ム（ SRSS）の 構 築：遠隔地キャン
パスや学外からの機器利用者の利便
性向上のため、インターネット経由
で研究設備の情報共有あるいは遠隔
操作を可能とするシステムを構築し
た（右図）。
５ ）千 葉 大 学 主 要 機 器 デ ー タ ベ ー ス（ CUPID）の 構 築 ：学内の大型機器の情報（仕様
や利用環境、研究成果など）を共有できるデータベースを構築した。
これらの取り組みを受け、本学では平成 26 年度より「学術研究推進機構	
  研究推進部門	
 
研究機器共用促進部会」が新たに設置され、学内における同事業をさらに継続・発展させ
ていくこととなった。
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■■■■■

研究基盤総合センター オープンファシリティー推進室

筑波大学（平成 25 年度採択）

事業概要
本学の改革プランに沿った研究力強化活動として「筑波大学の設備共用化」を推進するために、
平成 24 年にオープンファシリティー推進室を新設した。本推進室は、室長を含め 9 名で構成さ
れており、共同利用機器の登録、予約システム開発・管理、運用機器の技術サポート、利用料
金徴収、輸出貿易管理令対応、学外連携、効率的運用の企画立案等の一連の業務をワンストッ
プで完結する機能を有し、複数の部局と連携した機器共同利用環境整備とその運用を実施して
いる。
平成 25 年度は、本推進室の基本的な機能構築と共同利用運営開始を主要課題とした。機器の
利用予約及び料金集計を連動させた Web システムを開発し、本システムにより 41 機器の学内
共同利用を 7 月に開始した。総利用時間(7 月~3 月)は 16,798 時間。利用料金については、本学
財務部からの料金算定指針に基づき算出した利用単価を新規に適用している。新規登録の共同
利用機器に対して、メーカー技術者による利用促進セミナーを 7 回実施し、121 名が参加した。
予約システムにおいては、平成 26 年度に予定していた学外利用対応機能の開発及びシステム全
体の改修を進め、操作性と利便性の大幅な向上を図った。
平成 26 年度の主要課題は、学外利用開始とその利用促進のための外部機関連携である。平成
25 年度に準備した機能を用いて 8 月から学外利用受付を開始し、現在（H26.12）までに 3 件(予
約を含む)の学外者利用を受け付けた。今後、連携構築したつくばグローバルイノベーション機
構、つくばイノベーションアリーナ、茨城県中小企業振興公社、日立地区産業支援センターを
通して利用促進 PR を行い、さらに学外者利用を拡大していく考えである。平成 27 年 1 月時点
の登録機器は 83 台、委託分析 9 件、このうち学外公開機器は 49 台が利用可能である。また、
筑波大学の理数系学生・教職員数の 16%にあたる 1,027 名が機器共同利用システムに登録して
いる。総利用時間(4 月~12 月)は 21,064 時間、利用件数(4 月~12 月)は 6,684 件であり、Web シ
ステムの予約利便性による効率アップを時間に換算すると、1,114 時間(10 分/件削減)が大学全
体で削減されたことになり、本削減時間が研究力向上に大きく貢献しているものと期待する。
共同利用環境と技術スタッフに関する課題解決へ向けた取組も本推進室が率先して開始した。
近い将来、大学に散在する同一機能機器をグループ化し、限られた人数の技術スタッフによっ
てグループ管理していくことが必然となる。その対策の第一歩として、透過型電子顕微鏡トレ
ーナーを育成するため、本推進室のスタッフ 2 名に専門講習を受講させている。今後、段階的
に育成を拡大していく考えである。
平成 27 年度は、持続的に大学改革に貢献できるように共同利用環境の総合的なブラッシュア
ップと体制構築、登録機器と利用の拡大を図る。新規の利用促進策として分析パッケージを用
意し、分析を専門としない利用者又は分析の初心者等への利用障壁を下げることで外部利用の
拡大を狙う。また、機器共同利用による研究力の向上と経済合理性を両立するため、機器グル
ープ化に向けた feasibility study を実施する。
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■事業概要

生命機能研究支援センター設備サポート分野

鳥取大学（平成 25 年度採択）

事業概要
１．趣旨
生命機能研究支援センターに設備サポート分野を設置し、共同利用設備の整備や利用の推
進、高度技術提供、大学間連携推進、地域拠点の機能を整備する。これらにより、学内の
教育研究、効率的な設備整備・技術提供、さらに高度技術の地域への提供の推進を図る。

２．事業開始当時の状況
鳥取大学では、設備マスタープランに基づく計画的な設備整備を行い、生命機能研究支援
センターを中心として、①学内共同利用の推進、②設備の維持管理、③依頼分析、講習会
などの技術支援を積極的に行い、本学の教育研究活動を支援している。さらに、大学間共
同利用と技術支援に関する連携も進めつつある。しかし、慢性的な技術スタッフ不足のた
め、設備の有効利用を図りながら高度な技術を維持し提供していくことが困難な状況とな
ってきている。そこで、全学的な設備整備などを企画・調整する設備サポート分野の設置
が必要である。

３．事業実施計画内容
（１）

設備マスタープランの基礎資料作成

（２）

共同利用・再利用の推進プログラムを策定

（３）

共同利用設備の維持・管理体制の構築並びに効率化の推進

（４）

技術支援スタッフの技術訓練の促進や業務の調整・効率化

（５）

学内並びに全国に向けた講習会の企画・実施

（６）

大学間連携推進支援体制の基盤を構築

（７）

他大学との連携並びに地域への技術提供及び交流体制を促進

４．期待した効果
（１）

大学間の連携強化により設備を効率的に整備

（２）

大学内・大学間の学際的研究の高度化に貢献

（３）

高度設備・技術の地域拠点を構築

（４）

大学間連携などにより新たな設備サポートモデルを構築
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設備サポート戦略室

高知大学（平成26年度採択）

	
 
事業概要	
 
	
  本学では、総合研究センター及び海洋コア総合研究センターを中心に設備の学内共同利
用を行っている。その他の部局においても、共同利用可能な設備を有しているが、学内共
同利用が積極的に行われているとはいえず、今後共同利用の推進にあたり、まず、その最
大の要因である人的要素の不足を解消し、設備マネジメントシステムを確立する必要があ
る。	
 
	
 この現状分析を基に、学長の下に理事（研究担当）、副学長（研究担当）、総合研究センタ
ー長を含む全学委員で構成される「設備整備計画検討委員会」を置き、設備整備計画（マ
スタープラン）を策定するとともに、全学の設備要求の調整等を行い、概算要求の申請等
に反映させることにより、効率的設備整備を図る。さらに、理事（研究担当）の下に「設
備サポート戦略室」をおき、総合研究センターと連携を取りつつ、設備の共同利用や再利
用、移設を機能的に行えるようなシステムを構築する。そのために、以下のことを実施す
る。	
 
①	
  資産台帳を基に学内の共同利用可能な設備、再利用可能な設備の調査を行い、デー
タベースを構築する。	
 
②	
  調査に基づき、設備の移設や改良などをすることにより、設備の再利用を推進する。	
 
③	
  共同利用のための web を用いた利用状況確認、予約システムについては既存のシス
テムを拡張することで構築する。	
 
④	
  技術職員を「設備サポート戦略室」に集約し、効率的なサポートを図る。また技術
スタッフによる出張サポート体制も確立する。	
 
⑤	
  大学院生・教員を対象とする、設備利用による研究新展開に関する教育プログラム
を整備する。	
 
⑥	
  大学連携研究設備ネットワーク事業との連携を強化すると共に、県内の他大学等と
の設備共同利用を検討し、新たな利用システムの構築に繋げる。	
 
	
  	
 
	
  これらの事業を推進するため，「設備サポート戦略室」に、マネージャー、技術系スタッ
フ、事務系スタッフを配置する。また、総合研究センターの既存の技術職員の約半数を「設
備サポート戦略室」に集約する。	
 
	
  以上、設備の共同利用、再利用を機能的に行うマネジメント体制及び支援体制の確立に
より、共同利用設備数の増加や機能強化、それによる設備の稼働率増加が期待され、それ
に伴い教育研究活動の活性化に大きく貢献するであろう。	
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■第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウム

１

開会の辞
北海道大学

理事・副学長

上

田

一

郎





○司会 ˎɵ/fF=IɜɇI&Ǩ3#»T;ΖþH&ǲ#»&Ε3+<1#T3
AT/CF"`(C$02#T5
 ;<#T^`˵Иťͬ÷y®¬®Ƚ÷Äɰ{¬|keϓØ#;3T5
 ɜɇH{¬|kIͬ÷y®¬®Ƚ÷ÄɰȦȏƅƑF^aǾɥŷœeΘT
%ÌǜH˨Ƒȉ͑ȹ˺F&-aƅƑHˠ˯ų˔Ȁ˅F?#AǷ͝Éȭe͐$ŸC3A
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ˁ3T5D$:^c3+&Ѐ##;3T5
 9bBIϓØFǕ;`T3AİʗθƅƑʺÄğƑϐH´ʿ¯ς^`ϓøFǕ;
`ǠȟȚeˁ3´.T5

【挨拶】
○上田理事・副学長 ;<#TǠ̌ÍF"6'`T3;İʗθƅƑʺÄğƑϐH´ʿB
02#T5ȉ͑ȵȰɜσϐe3A&`T5
 ªt¦H»BIˠ˯ȔǕʺÄHƵ˳^`ǠȟȚ17A#;<+ÂƖB3;-bD
XǬπĒǓ(Ą`T3A˧'_ǠȟȚe17A#;<)T5
 ɜɇIˎɵ&Ǩ3#»˵ИťHͬ÷y®¬®Ƚ÷Äɰ{¬|kFǠľ
Ĥ#;<)T3AT/CF"`(C$02#T5
 ĵĞ»FIo®¬g{§i{¬|kXϓø1bT3AɜƑF&-aɺţĉ
ʾFϕ5aŃ`̎UěÍ17A#;<)T3;
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 /HēɣɺţHĉʾÄɰI˨Ƒȉ͑ųɜͧ˂eĕWC3;ŪHȹ˺H»B3>'`C
Ý̨@-_bÌǜXT5T59Hψ͜ǭ(ż3A#+XHCÂǶ1bT5
 /H{¬|kH¾ϽB"`T5C/cHͬ÷y®¬®Ƚ÷ÄɰIɺţĉ
ʾȹ˺H»BX#dJųˣˍEÄɰFÝ̨@-_bA&`T5ȿσ˨Ƒ˘Hˠ˯Ƞ̾Ʃ
Ƒ͑ɺϕHȔǕHXCBǃǾЙКǄǊ'_ąŪBИИƅƑ(Ȧȏ1bA&`T5
 İʗθƅƑBIǃǾЙКǄǊ'_ЙМǄǊTBHКǄϔÄɰHȵȰeń-T3A
o®¬g{§iHĀƗͬ÷®®}HȽ÷"a#IİʗθČHR'Hƅ
Ƒ1_Fˠ˯ɺϕCHβȱ9b'_ȉ͑}

HĀƗ}q¨h

EDEDHʑ

ĪeÌTBˮɱˍF͐>AT#>;C/cB5
 ¯ɃƑƃĘʾ̰F^a1_EaĘʾëγ9b'_ÏƅƑЋơ˶CHβȱF^a
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２ ２基調講演
基調講演

「学術研究を取り巻く動向と設備サポートセンター整備事業」
「学術研究を取り巻く動向と設備サポートセンター整備事業」
文部科学省
文部科学省研究振興局学術機関課
研究振興局学術機関課課長補佐
課長補佐

岡 岡本 本和 和久 久氏 氏

 
○司会
○司会
9bBIªt¦eαWAT#`T5
9bBIªt¦eαWAT#`T5
 T6ĕWIŲͷͼʥC#;3T3AȾρ˦Ɛ˖˞˭ȟ̼ƨƐ͏ɹϓͶͶώ͖ÞHƯ
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ɛŘ¿ɴF
ɛŘ¿ɴFƐ͏˞˭eŃ`ƹ+ĪŐCͪ÷y®¬®ȼ÷Äɯ!Cϻ3Aǟͼʥ
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e#;<)T5
e#;<)T5
 9bBIƯɛɴD$:^c3+&Ͼ##;3T5
 9bBIƯɛɴD$:^c3+&Ͼ##;3T5
 
【講演】
【講演】
○岡本氏
○岡本氏
;<#Tǟ̊Í#;<)T3;Ⱦρ˦Ɛ˖Ɛ͏ɹϓͶHͶώ͖Þe3A&`
;<#Tǟ̊Í#;<)T3;Ⱦρ˦Ɛ˖Ɛ͏ɹϓͶHͶώ͖Þe3A&`
T5ƯɛCʿ3T5
T5ƯɛCʿ3T5
 Ìť˳Жť˓Hͪ÷y®¬®ȼ÷Äɯ{¬|kC#$/CBT6&ȕ
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AT#`T3;ЗМǃǉF?)T3AXИƄƐFƟ3A/HÄɯeǏ)̕)͎>A#
AT#`T3;ЗМǃǉF?)T3AXИƄƐFƟ3A/HÄɯeǏ)̕)͎>A#
;<+/CC3A&`T5
;<+/CC3A&`T5
 ÌťH{¬|kI/bTB/HÄɯe͎>A#;<#;ƄƐHɂT;/H
 ÌťH{¬|kI/bTB/HÄɯe͎>A#;<#;ƄƐHɂT;/H
Äɯe͎>A#E#ƄƐHɂ1_FIÖɯHɂX͂ǁľĤ1bA#aC#$/CeĂR
Äɯe͎>A#E#ƄƐHɂ1_FIÖɯHɂX͂ǁľĤ1bA#aC#$/CeĂR
DÜ>A&`T5
DÜ>A&`T5
 /HÄɯe͎>A);C#$ĉέHͲ;eȚ;bA#aɂǲŶĉɕeŨaŷC3AƄ
 /HÄɯe͎>A);C#$ĉέHͲ;eȚ;bA#aɂǲŶĉɕeŨaŷC3AƄ
ƁɕǶ̨EɹØB"c$CǪ#T51_FI/Hy®¬®ȼ÷ÄɯF^>
ƁɕǶ̨EɹØB"c$CǪ#T51_FI/Hy®¬®ȼ÷ÄɯF^>
A/b'_¨i}p
A/b'_¨i}p{¥¬˴"ad-B5-bDX//BɓĂ˱Hͪ÷Hĉ
{¥¬˴"ad-B5-bDX//BɓĂ˱Hͪ÷Hĉ
ʼFϓ5aŃ`̌UEDX̊Í1b/HÄɯFȥȎ1bA#E#ƄƐHɂT;Öɯ
ʼFϓ5aŃ`̌UEDX̊Í1b/HÄɯFȥȎ1bA#E#ƄƐHɂT;Öɯ
HɂEDF?#AXϯƿFɕǶ̨EŷFEaHBIE#'CǪ>A&`T5/H^$
HɂEDF?#AXϯƿFɕǶ̨EŷFEaHBIE#'CǪ>A&`T5/H^$
Eŷeͪ-A#;<)T3;İʖζƄƐHϓê̮HɂHǟƧĢFƟ3AǸͽ#;3T
Eŷeͪ-A#;<)T3;İʖζƄƐHϓê̮HɂHǟƧĢFƟ3AǸͽ#;3T
5
5
 ǾI/HÄɯe͎>A#ad-B5-bDXɆ0c/HÄɯF?#AHǽɤI
 ǾI/HÄɯe͎>A#ad-B5-bDXɆ0c/HÄɯF?#AHǽɤI
ŲɛˋFɑϿB#;<#A#aC/cB02#T5ƖϠFÄɯe͎>A#aɂ'_
ŲɛˋFɑϿB#;<#A#aC/cB02#T5ƖϠFÄɯe͎>A#aɂ'_
#d\aʺHƀC#$'D$#$N$FÄɯeαW_bA#aH'9/BHǽɤC#
#d\aʺHƀC#$'D$#$N$FÄɯeαW_bA#aH'9/BHǽɤC#
$XHe̯+ɹØ(E'E'E#ʱʊB5HB˥̹Η/H{¬|kFľĤ17A
$XHe̯+ɹØ(E'E'E#ʱʊB5HB˥̹Η/H{¬|kFľĤ17A
#;<#A/b'_/HÄɯe1_FЗНǃǉ#d\a˳Иɗ»ɗ˓ɵɗϒ(ƈT
#;<#A/b'_/HÄɯe1_FЗНǃǉ#d\a˳Иɗ»ɗ˓ɵɗϒ(ƈT
`T5-bDX9$#$»BD$#$N$F3A#+H'C#$/Cḙ%a´Bϯƿ
`T5-bDX9$#$»BD$#$N$F3A#+H'C#$/Cḙ%a´Bϯƿ
F##ɹØe#;<#A#aCǪ>A&`T5
F##ɹØe#;<#A#aCǪ>A&`T5
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 93AɓǛFͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯF?#AC#$/CB&Ͱe17A#;
</$CǪ>A&`T5
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#$/CB02#T3A/bIʷŬX9HC&`B"`T3A˳ИɗF&#AXŲɛ
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ˋF9HǬɪIƁdaXHBIE#C#$/CB02#T5
 ³?˓H½HC/ce0_f+<1#ŌƄƐ(Ǖǽ5aǓUʰ̿eΖT%;ɹ̵Ǔ
įe1_FαWa;WδšΈÉÐωH¯ƕʵF?#AIŌƄƐHɹ̵ǓįHɂŐǬZ
ʰƕHȸ˸ͶϻeΖT%;ȵϱHŃ`̌UʱʊFǨ4AφʫȴȯHʡC3AʐʼC#$
/CBʷŬXƄƐȵϱëαêȻC#$XH(">AƖϠ/$#$N$E/C(ɅF
͎dbA#ad-B5-bDXǏ)̕)ŎɴH/Ce͎>A#+C#$/CB02#T
5
 Ť?˓H½F"aH(Ɂ3#/CFE`T5ƐώH§®®{

ǓįeÂ˹ϰBȴ

%a;WδšΈÉÐωH»FƐώH͒ψF^`ƐČHʡĎτēe͎$;WH̍Έe
Ɂ;FıēC#$/CB/b(Ìť˳Иɗ'_Ɂ;FĤ%_baXHFE`T5
 ɺH®|FƄɥB5-bDXĊßˋEτēHÎ̌UC#$H(02#T5ʷŬ
HƄƐȵϱëαêȻeȵWAɺHÅ?HêȻF^aτēHÎ̌UC5aC#$Ũ(02
#T5
 êȻHРCêȻHС("`T5-bDXêȻHРIɹ̵ǓįZȸ˸ͶϻFǨ4;φ
ʫτēeƖ͎5a;WHêȻC#$XHB02#T3AŲɛˋFIʷŬX͎dbA#a
XHB5
 Ɂ;EXH(êȻHСFE`T5ƐώH§®®{

F^aρƨHɥeΒ%;̹

ǚˋEʡτēeëα5a;WHêȻC#$XHBɁ;Fͪ-_ba/CFE`T5
 ʷŬXƐČF&#AƐώ͒ψ̍ΈC#$/CBŌƄƐF&#A"aǶŕ̹Ħħ
ĢB/$#$/CeZ>A#ad-B5-bDX1_F9/eɉ˟į3AƐώH§®
®{

eЉWA#/$C#$/C(̭%_bA#ad-B02#T5

 ɺH®|B02#T5(ЙHɹ̵ǓįHɂŐǬFǨ4;φʫȴȯHɥ̌UC#$/
CB02#T5
 ¯?˓H½F"`T5-bDX˳ИɗF&-aŌƄƐHɹ̵ǓįHɂŐǬFǨ49
HŃ`̌Ue)W̉'+ȴȯ5a;WêȻРF?#AÂ˹´³?HφʫȴȯHɥ̌
UeɁͪC#$/CBŪ˰ƄƐe³?Fē-A3T>A/bBZ>A#+H<C#$
N$N$FC_%A#aɂXƃ#^$F&Ü#3T5(Ì//Bˢ3A#aŨB5(
ŭŰʐǬįʰƕēχHφʫȴȯe͎$ƄƐʰƕēχHφʫȴȯe͎$ƄƐ¸ˁɓЉ
ʂʢHȹ̳˞˭Hφʫȴȯe͎$ƄƐC³?Fē-ad-B5-bDX/bI"+T
BÂ˹´³?Hφʫȴȯe͎$Fǔ;>Aē-aC#$XHB02#T5B5'_
å%JŭŰʐǬįʰƕēχHφʫȴȯeń-aC#$ƄƐB">AX9H»F¸ˁɓ
Ă˱H˞˭eαWaC#$ρēIǔʭ9HƄƐH»BĒA+aC#$/CBêȻР
F?#AI"+TBÂ˹´³?HφʫȴȯHɥ̌Ueͪ-aC#$N$Fǟʸ͢#;
<-bJCǪ#T5
 /H³?Hɥ̌U(">A/bF?#AI¯?˓H½F"`T5C&`ƄƐ̹Η
(DHɥ̌U(̹ēHƄƐFN1d3#'μfB#;<+/CFE`T5
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 9H³?Fē-;´BD$#$N$Fͭè5aH'C#$H(ϯƿFφ͚FEadB5-bDX/H®|HŊHR$F"`T5ͭèțɵC#$C/c(02#T3A
/bI/b'_1_Fͱ3+ɮͦØH»BƞͿ(1bA#)T5-bDXͭèțɵeD
$#$N$EXHF3A#+H'C#$C/c(ϯƿFφ͚FE>A+aC#$/CB0
2#T5
 ɺH®|(КHƐώH͒ψF^a̍ΈHɁͪC#$XHB02#T5
 /b(Ɂ;EXHFEad-B5-bDX/=_HµHŨF"`T5C&`ɽϝˋ
F/HêȻСC#$XHIǏ)´.a/CXɮͦ5aC#$/C(ɑ'bA02#T5
 ɺH®|(ͭèCτēPHŁɊHɂʋC#$/CB02#T3Aǔʭ9H̎ɤ
FƟ5aͭèe͎>;´B1_F9beτēF?E.aC#$Î̌U(φ͚B02#T
5HBͭèe3>'`͎>A#+ǥ͚("aC#$/CB02#T5
 ͭèCτēHyjs¨Hj

®|C#$H("`T5(Ў̿(#d\aêȻРHϓê

B5ɹ̵ǓįHɂŐǬFǨ4;φʫȴȯ/bF?#AIǃǉ0CT;I¯ρ͘Ȼǃ
Fͭèe3AÂ˹FŁɊ5aC#$/CFE`T5
 T;ƐώH͒ψF^a̍Έ¬s̿HR$B5-bDX/=_I»ɗ˓ɵɗϒą
ßHƄƐH|¥¬ZŃ`̌Uʱʊeͭè3AÂ˹FŁɊe3A#+C#$XHB5
 /$#$/Ce¯ǨÂƕ3A#aC#$/CB02#T5(ʷŬI/$#$Ƅɥ<(ʇT>A#aʱʊB1_Fͱ̉EρēF?#AIÌǛɮͦe1_FαWA#+C
#$/CB02#T5
 ɺ(Å?˓HʹɉÄϴFE`T5-bDXЗМǃǉHÂ˹HʱʊB02#T5Н
®|F"aH(Â˹ɫH¾͚ÄϴHȍ˿BŪ˰ƄƐȵϱHȧαHρēB02#T5
ąßHʱʊe͛A#;<)T5CЗМǃǉ(ЖāЖЕЕКüčB5ĞǃǉCɿΛ#
;3T5CЖЖМüčRDʝFE>A#aC#$ʱʊBδšΈÉÐωHĽ31C#$H
IǏ)̕)̕#A02#T53ÌǛ˳ИɗЗНǃǉ'_F?#AXZI`Ľ3#
ʱʊ(̕+B"c$C#$/CIÂǵ1bT5
 ĊßˋEČƛB5-bDXąßC3A/H^$Fʝ>A#ad-B5-bDX9H
»Bǔʭ

§§e?-;Â˹Ȩ̦FE>A#aC#$/CB02#T5

 T6Жʫ˓(Ū˰ƄƐHɹ̵ǓįC#$C/c("`T5-bDX/=_IЗЛǃ
ǉIММüčB02#T3;-bDXЗМǃǉIЖКЛüčC#$/CFE`T5Ğ
ǃǉCɿΛ#;3T5CМОüčRDŻ%aC#$/CB/=_FIZI`φʫˋEÂ
˹τēe3A#aC#$/CB02#T5
 ɹ̵ǓįρēF?#AIОКüč1_Fǃïę/bFϓ5aÂ˹C3AIЛЖüč
C#$/CB#6bXĞǃǉCɿΛ#;3T5CƄ)+ÛMA#aC/cB5
 ɺHĉŎĘʼĉŎ˞˭ßęHǓįĀƖC#$C/cB02#T5/=_(Ɛ͏ɹ
ϓͶ(ȓǔ3A#aC/cHÂ˹B02#T5-bDXЗМǃǉIИНЖüčRDB
5ЗЛǃǉ(ИММüčB5HBЙüčRDŻ%A#aC#$H(ąßHʱʊFE`
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T5
 ʰFƐ͏ɹϓͶHÂ˹H»ǤFE`T5H(ƄƐĉŎĘʼɹϓED(»ǤFE>A#
aƄůª|ls1_FIĉŎĘʼĉŎ˞˭ȗʫFƟ5a̍ΈT;ª|ls
̍ΈC#$XH(Ą>A&`T5
 ɺH®|(Ū˰ƄƐȵϱǓįëαÄɯC#$/CBH͖Ħω˴(02#T5(/
=_IЖНüčHʝC#$ʱʊFE>A&`T5
 /b(Ū˰ƄƐʋËδšΈÉÐωHąßHʱʊB02#T5
 ɺ(ЖЕ®|˓B02#T5-bDXƐ͏ɹϓͶ(Ȃ˺e3A&`T5Â˹Hϓ
êƄƐHɥeΒ%;ĉŎĘʼĉŎ˞˭ßęHǓįĀƖC#$XHB02#T5
 /=_Ŋ´Fɑ#A02#T5(ЗМǃǉHÂƕϼ(ЙЙЖüčRDFE>A#a
C#$/CĂRDδšΈÉÐωHC/cBИНЖüčCʿ3´.T3;-bDXĂR
DHC/cIδšΈÉÐω<-B02#T59bÒƂFɃͪȼ÷H͖ĦωB"`T5
C'¯̽Hª|lsEDXĄ>A&`T3AąßBIЙЙЖüčRDHÂ˹F
E>A#aC#$/CB02#T5
 
 T;µF02#T5HIĉŎĘʼĉŎ˞˭ßęHĀƖǓįC#$/CBǾ
Ɛ͏ɹϓͶ(D$#$ρēeȴȯ3A#a'eŨBˢ3A#aXHB02#T5
 #=JfƶöHƤ1#Ť͡ñË˴Cɑ#A02#T5-bDXƄƐF&#AT6
I#d\añËH̼ŕϓǤ9$#$C/c'_˞˭(}®3A9b(ɺȞ̤
įC#$C/cBǽɤ(ĒA)T5CƄƐH»Bå%J˞˭Ƀͪ¬®9$
#$XHF̤̌į1bA#+/$#$ɽϝ("`1_F9HǛɁ;EȗʫǕǽC#
$/CBρƨZƄƐHɥeΒ%;Ɂ;EȗʫHǕǽC#$^$E/CFX?E(>A#
+/Hρē'_ǾƐ͏ɹϓͶC3AIÂ˹HȨ̦e3A#+C#$/CFE>A0
2#T59b(1_FȗʫeǓį3A#+ɓ̋ˋFI9HȗʫHŪϠįC#$/C
BƄůª|lsHȧα/$#$C/cTBǾ(ȴȯ3A#+C#$/CB02
#T5
 ǔʭĉŎĘʼĉŎ˞˭ßęHĀƖǓįC#$/CBIͪ÷Hĉʼ/$#$ρ
ēXϯƿFφ͚EXH<C̭%A02#T5ɉˢˋFȿFI9$#$/C(ĒA)A
#T7f(ǾƐ͏ɹϓͶ(ͪ÷y®¬®Äɯe͎>A#aC#$HIT1
F/HĉŎĘʼĉŎ˞˭eαWA#);#C#$̭%F^aXHB02#T5
 ɺHЖЖ®|B02#T5(/=_I˞˭ИƨБ˞˭ȟ̼ƨ˦ƐȈ͏Ɛ͏ȸ˸
ƨ˞˭ϑˉƨВHÂ˹ɫHɲ͚Hȍ˿B5
 Å?˓HC/cFŲˡ˞˭ĢǓįC¸ˁɓЉʂʢH˞˭ȗʫHǕǽC#$C/c(0
2#T5HB9Hȿeȍ˿17A#;<)T3;
 /H»BʰFϓê(02#T5H(˦Ɛ˞˭ΈĦǽÄɯ/$#$C/c'CǪ#T
5
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 ŊHR$e͛A#;<)T5CÂ˹ɫ(ĒA02#T5ЗМǃǉIЗЗМЗü
čĞǃǉCɿΛ#;3T5CÂ˹IИüčʝ>A&`T5(µHR$F˾ĺBɑ'
bA&`T5Ħǽ͛ΡϼBIƟĞǃǉЖИüčŻC#$/CBЗИЖНüčFE>A
&`T5
 
 9bÒƂFǿ˃ˋġί˞˭ȧαÄɯT;˞˭ƄƐǓįëαÄɯЯЪЦHÄɯ
˴(Ųˡ˞˭ĢHǓįHÄɯC3AŃ`´._bA&`T5
 ɺFЖИ®|e&ϑ)+<1#//F˦Ɛ˞˭ΈĦǽÄɯF?#AHЖɣH¬
̒(02#T5-bDX˦˞ΈHȍɛȵϱF˙ȃ3A#+C#$/C(02#T5
ͱ̉F?#AIÌǛȓǔͶ'_ŌɹϓPέ˜˴("a'CǪ#T5-bDXϯƿFƄ
)EͰC3AIµHR$Fʌ̜BŧfB#aρē("`T5(Ɛ͏˞˭ĦǽŲωHÉ
ÐƟH͛˔3F^`˞˭ΈHǽɤeɓƄį5aC#$/C(02#T5͖ĦωCŲω
e¯?HͶϻFƟ3AÉÐ3A#aŲ˒СC'͂ȃР/$#$XHe͢ʘ3͘ϦF
E>A#aęǉe˽̆į3A#/$C#$XHB5
 T;ŪϠĉŎ˞˭ZʖƂ

«®sǕǽHëαɁ3#ƞɧɂǎHĂƣˋ͎ͮHĀ

Ɩ/$#$XHFŲωeʐʼ3A#+C#$/CB02#T5
 9bCЖК®|˞˭ƄƐǓįëαÄɯC#$XH(02#T5
 /=_IЛЗüčC#$/CBЗЗƄƐFƟ3AȨ̦3A#aXHB5(ɋǃ^`
ЗüčRDʝ>A02#T5
 9bCЖМ®|Ɛ͏ɹϓͶ(ȓǔ3A#aρēB02#T5(¸ˁHƐ͏ª
¬iheĂƣ5aƄ͜ɶª|lsHȧαC#$/CBИИЕüčRDHÂ˹("
`T5
 /b(˞˭ИƨHŲˡ˞˭HϓêC#$/CFE`T5
 //'_IИ˄˓ͪ÷ϓêHʹɉe17A#;<)T5
 ЖН®|F02#T5H(˞˭ͪ÷H͜ɶėΈ˓ėȼʸC#$/CB02#T5
-bDXƶöHµ/=_HR$(^`Ƥ1#ɿΛˋÂ˹XƥE+AΎĄB)aX
H1_F9beä$Ë(ɿΛˋƥE#XH/$#$ŌƄƐH̹ĦħĢT;IŲ˒ˋ
E˞˭ͪ÷C#$XH(ƶHµHR$F02#T5
 ŊHR$F#+F3;(>AƄůFE>A#+1_F´F͎+F3;(>A9be
äʼ5aɂ(ϯƿFƃ+EaąŪĉŎĘʼ/$#$N$FE>A#+C#$XH(ͪ
÷HąßˋEʱʊC̭%A&`T5
 ͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯBID=_'C#$CɿΛˋƤ1#XHT;»͜
ɶ,_#HXHe¾EƟC3A&`T5
 /HŲ˒ˋE˞˭ͪ÷X$ɅFˌɴɂǟȇ˜HC&`έƿHÂ˹BIE'E'?'
E+E>A)A#a^$Eʱʊ("ad-B02#T5ЗМǃǉI͖ɻÂ˹(E'E
'ͪ÷FXť_E#^$EʱʊB'E`Ľ3#ʱʊFE>A&`T5
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 ɺH®|ЖО®|e0_f#;<-bJCǪ#T5
 /=_Iͪ÷}®¦¬B5/=_XˌɴɂɅFǟȇ˜H/CCǪ#T5(ǂ
ǽЖМǃHЛɔF˞˭ʹźŲ˒ρØ(TCW;XHB02#T3AŌƄƐ(9b:bͪ
÷}®¦¬C#$XHe?+>A#;<#A9bFŲ@#Aͥˀˋ̔̕ˋEȼ
÷e3A#;</$C#$XHB02#T5
 ƶµF"`T5C&`ЗМǃǉHɲ˹͚ʄȿeȫĒ3A#;<+Fǔ;>AX/
Hͪ÷}®¦¬HȫĒe3A#;<#A#aC/cB02#T5
 ɺ(ЗЕ®|B5-bDXͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯF?#AB5
 ĂRDƥ3ʿ3´.17A#;<)T3;-bDX/H¬̒H˘f»FIͪ÷ȼ
÷Â˹HʝƥF^`ͪ÷H̬ɜįϛ̷į(α͎C#$/Ceˢ5Ũ(02#T5ǂ
ǽИǃ'_ȻƎeĒ3A&`T5-bDXЖЙǃTBIɿΛˋǔĕÂ˹1_FI͖ɻ
Â˹B'E`ͪ÷FƟ5aÂ˹Ȩ̦("`T3;3'39bÒϗǔĕÂ˹BIR
CfD?'E#^$EʱʊB͖ɻÂ˹(">;C)I^#B5(9bBXÒĞCɿQ
aCŪHȸÄǲ(Ľ3+E>A#AE'E'ĳēEƟǨ(Ϩ3+E>A&`T5
/H;W#'FÌ"aͪ÷eɕĨFʐʼ3A#+'X=cf9bXϘˁ("aCǪ#
T5ZI`ɐɁe3A#'E#C#-E#C#$ρē("`T5'_9bIZ>A#
'E-bJ#-E#HB5-bDXä%aXHIɕĨFä>A#+C#$/C(ʄW_
bA#T53/b'_X1_F9$#$/CIϯƿFφ͚FE>A#+<c$C#$/
Ce/$#$®'_Xǟʸ͢#;<-aHBIE#'CǪ>A&`#T5
 9bCŊöF"`T5C&`˞˭ȴȯ̮HȻ/=_XͻƂŪCɿQT5C˞˭
̮HȻCɿΛ3AZI`ϯƿF͛ĥ`5aC/c("aC#$C/c(02#T5ʰ
Fͪ÷(ʰFЉǉEXHFE>A#+Cȴȯ̮HɂHy®(D$3AXǥ͚FE`
T59$#$C/cXȨ̦3A#+ǥ͚("a<c$C#$/CB02#T5
 ͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯIЗИǃǉ'_ƈT>AÌXαfB#ad-B02#
T5-bDXµHR$F/bTBͪ÷y®¬®Hȼ÷e͎>A);ƄƐ(0
2#T5ɆɛŭŨ(">AƄƐŏ(ɑ#A02#T5-bDXǔʭ9HƄƐ'_
Hǟ͚ɖC#$H(¯˄Ǔ#d-B5-bDX1_FǾHR$BŭŰ¦¬}X̭Ǻ
3E(_ąŪFȼ÷3A)A#aC#$ʱʊB02#T5
 ɺH®|ЗЖ®|B02#T5(/Hͪ÷y®¬®ÄɯF^>AD$
#$ǽɤ(´(>A)A#a'C#$/CB02#T3A/bIǾHR$FǟŶœe
#;<#A#a»'_ȿe?+>A&`T5(ßęȼ÷C#$͠ʫF&#AIͪ÷
|

¬Fêaʲ˰3;̤̌eȼ÷5a|

¬}

HR'w®i

®®ZȈ͏̱ŚEDÄɯHȧαßęHĀƖeŨ`ąƐˋEʐĪeȧα5aC#$
^$E/CeTCWA&`T5
 93AʐĪČƛF?#AIŤ?Fē-A02#T5-bDXͪ÷|

¬C#

$͠ʫBI®®}ZÂ̂{}eɳ˼5aC#$/CĨɤˋĨʵˋEͪ÷
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ĘʼßęHɳ˼ED("`T5
 §¤®}C#$͠ʫBIąƐˋEͪ÷HƖǹͷɧ/$#$XHe͎>A#;<#;
´B˨ͪ˴F^a§¤®}FêaʐĪ(͎db9H̎ɤɹţHĘʼʵ(ŻĤ3A#
aC#$/C(02#T5
 T;ƐƂHƫϑC#$/CBIɹţeƂρFϑȷ5aT;®~eȉȭ5a;
WHh¬u®ͷɧ9bCǇŶʐĪͪ÷HƂρĘʼT;ńͨēɢeëα5aC#
$^$E/C(02#T5
 Ëɝ̳ǽC#$͠ʫBIĘʼ̮FƟ5aȈ͏ͼ̫Ø˞îØͪ÷ĘʼFêaËɝ̳
ǽeȧα/$#$/C(͎dbA#aC#$/CB5
 93AÄɯ̋ÁǛHŃ`̌UB02#T5-bDX/HÄɯИǃϒB̋Á5aX
HB02#T5/HǛIŲɛˋF9HИǃϒB͉ˬ3A#;<#;kk˴eä>
A#;<#A1_FƐČBH̹ĦħĢF^`Äɯ̔̕ˉƫe3A#;<+C#$C/
c(02#T3AĊßˋFI//Fåe³?RDȜ.A&`T5-bDX/Hy
®¬®ȼ÷ÄɯF^>AȈ͏ÉʒÄɯHƫϑFX?E(>A#aC#$/C(
02#T5
 ɓǛЗЗ®|B02#T5(ȼ÷ÄɯHƇÄåC#$/CBȜ.17A#;<#
A&`T5
 T;/b'_͎dbT5¨i}p

{¥¬H»BXŌƄƐ'_ǟ̊Í#;<-

aCǪ>A&`T5HBñHʹɉI˖˃17A#;<)T5-bDX/bTB1T
2TEŃ`̌U(͎dbʷŬX1_F^`^#Ń`̌U(αW_bA#aC#$/C(
02#T5
 ɓǛFE`T5-bDXĂRDɓĕHR$BXʿ3´.17A#;<)T3;C&
`ЗНǃǉ'_HδšΈÉÐωH"`ɂ(͛˔1bA#aC#$Ͱe17A#;<)T
3;9bF''daąAH̍ΈeD$3A#+'C#$HIÌǛɮͦ3A#'E-bJ
#-E#d-B5-bDX/HÄɯ̹ßĂRDɟàǉXʿ3´.A#T5-bD
XϯƿFφ͚EXHB"aCǪ>A&`T5ЗНǃǉ/bTBHǕC#$He1_
Fˉƫ17A#+ǥ͚X"a<c$C#$/Cḙ%A&`T5ĸF/bTBCŎ4/
CeZ>A#bJ^#C#$/CBIE+Aͪ÷Hĉʼe1_FαWa;WFID$#
$N$EŪH&ωHĒ3ɂ(##H'9$#$/CeǾI̭%A#'E-bJ#-E
#C/cB02#T5
 9bḙ%aFǔ;>AIǔʭ/bTBHƖ̢/HÄɯF^>AD$#$/C(
͎dbA)A1_FÌD$#$/C(ͶϻFE>A#aH'C#$/H{¬|k
H®FE>A#a/CeǾ̹Η(ƖϠF̯'7A#;<+C#$HIϯƿFφ
͚E/C<CǪ>A&`T5HB/b'_H¨i}p

{¥¬F?#AIɱ3

UF3AT#`T3;
 93AɛɆ&ϤT`Hɂ/H¨i}p
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̊Í1ba'CǪ#T5-bDXŌƄƐFT;Ț=ƾ>A#;<#A1_FŌƄƐH
ÄǲFō>;ǕBĉʼeαWA#;<+/Ce8L͎>A#;<-bJCǪ>A&`T
5
 ƃƥɍϒeo®®3A3T#T3;-bDX˥'_HʹɉIÒ´C17A#;<)
T5
 ǟʛ̰#;<)T3A"`(C$02#T5

【質疑応答】	
 
○司会 Ưɛɴ"`(C$02#T3;
 9bBIˆǨ˷eƥ3^c3#B3]$'
○岡本氏 I#
○司会 7>'+B5HBƯɛɴF&̯)FE`;#/C(02#T3;_ȜȃFA
&>3Y>A+<1#T7jseȚ>A}

(T#`T5^c3#B3]$

'
 BI&LCɂ&Ͼ##;3T5
○難波氏 ЌŃƄƐHϨʌB5#?X&¸ͰFE>A&`T5
 ϯƿF##&Ͱe̯'7A#;<#A;<ϯƿFĽ3#&ͰXŎɍF̯'7A#;
<)T3A"`(C$02#T5
 ƄƐHɹ̵ǓįC#$H(ÌϯƿFƄ)EŝϻFE>A#T5ƄƐHɹ̵ǓįH
ρēCͪ÷y®HÄɯHŃ`̌UɂIDH^$F̭%AZ>A#-J^#H'C#$
/Ce&ȹ%#;<+CƄƐHű͎ρ˴F#c#c/$#$ÄɯȧαFϓ3Ah®¨
5aHFϯƿFĦ'aHB^c3+&Ͼ##;3T5
○岡本氏 ƃē5QAHƄƐFĉέ3A/$3;_##C#$ť˷IE#CǪ#T5
C#$HIɹ̵ǓįIŌƄƐH9b:bHÄǲFǨ4AD/eǓUC5a'ʰ̿
C5a'C#$/CFEad-B59$5aC9HǓUʰ̿C5aC/cFͪ÷H
ĉʼC#$C/c(D$#$N$F''d>A+a'C#$/CFE`T5å%Jȹ
̳́ƄƐBIͪ÷HĉʼI"T`ϓêE#CǪ#T5¯ɂB̹ʭ˦Ɛ́C'ʸƵ
́C'9$#$Ɛρ˞˭˦eȚ>A#aC/c(ĉʼeαWa/CF^>A˞˭e
αWa9$#$/C(9HƄƐFC>A#'Fφ͚B"a'9H^$Ḙ%ɂeƄƐ
(Ț?'D$'C#$/C<CǪ#T5B5'_ÌH0ŝFɶ˻͢˷IE+A¯
ǚFD$/$C#$/CIE#CǪ>A&`T5ĂRDͪ÷Hʱʊeʿ3´.T3;bDXɛǔFĽ3#B5Ɂ3#XHIE'E'Ą_E#B539$#$»F&#
A˞˭eαWaC)Fĉʼ(#'Fφ͚B"a'C#$/CeƄƐHű͎ρHɂF
ǟʸ͢#;<+;WHĂʺɂHǟħĢ(ǥ͚B"aCǪ#T5T;Ϙ_b;ʡeɕ
ĨFʐʼ5a;WFX#'Fͪ÷Hĉʼ(ƄÄ'C#$/Ceh®¨3A#+/C(
ǥ͚B"aCǪ#T5
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○難波氏 "`(C$02#T3;
○岡本氏 "`(C$02#T3;
○ワタナベ氏 ɁʧƄƐH«Cʿ3T5
 ΆφE&Ͱe"`(C$02#T3;
 ɁʧƄƐBXͪ÷y®¬®F?#AIÒĞ^`ƐČBɮͦeαWA&`T3
AÌʷŬXɹţēɢ¬®ώºMF˞˭ȓǔʸÄe»ǤFɮͦeαWA#aC/c
EHB5-bDXĂRDɟЗМǃǉIИƄƐBƖɃC#$/CBЗНǃǉÒϗXƖ
ɃHɂŐC#$^$E&Ͱ02#T3;(ЗНǃǉ'_XàƄƐ'"aC#$^$EC
/ce&Ͱ3#;<-bJʸÄFŶœ3AT;1_FɮͦHR$eαW;#CǪ#T
5(#'(B3]$'
○岡本氏 ɛÄɯF?#AIǽɤXĒA#T5'_ЗНǃǉF?#AX̔̕ˉƫ1
7A#);#C#$ʁȚ=I02#T5;<T<δšΈÉÐωHąßú(Ϳͺ1bA
#aC/cB9H»Fͪ÷y®¬®H^$EÄɯeD$Ý̦@-A#+'C
#$HXƖIʇT>A#T7fB5'_ÌTBIȻƄƐ6?ɾǃȨ̦3A#T5-b
DXЗНǃǉD$#$Ȩ̦HÎɂ(B)aH'9X9XȨ̦B)aH'C#$ŝϻ
XT<ʇT>A#E#ɺ˳BȨ̦5aŷōFÌTBCŎ4^$EZ`ɂ(##H'
9$BIE#Ɂ3#ƫϑ(̭%_baH'C#$HeT1F̭%A#'E-bJ#-E
#CǪ>A&`T55BF#+?'HƄƐ'_Ɂ;Fͪ÷y®¬®Äɯe
Z>A#);#C#$ͰXÜ>A&`T53ÌɆT1F/b'_&ͰFEa^$E/
HÄɯHǽɤ9$#$XHe͛17A#;<#AЗНǃǉD$3A#+'C#$/
Cḙ%A#);#CǪ>A&`T5
○ワタナベ氏 "`(C$02#T3;ÌǛCX^c3+&Ͼ#3T5
○司会 "`(C$02#T3;
 9bBIɺHªt¦F˨>AT#`;#CǪ#T5
 ƯɛɴΆφE&ͰeƄƁ"`(C$02#T3;
 1A/HǛIƯɛɴXʁF3A#_>3Y#T3;¨i}p

{¥¬PC

˨>AT#`T5
 ʢ÷Hσō("`T5HBИēRD&Ǚ=+<1#T7
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３

パネルディスカッション①

「設備サポートセンター整備事業の現状と課題」

パネリスト
千葉大学共用機器センター 准教授

副センター長

桝

飛雄真

筑波大学研究基盤総合ｾﾝﾀｰ ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｼﾘﾃｨｰ推進室 名誉教授/室長

大

嶋

建

一

鳥取大学生命機能研究支援センター 教授/センター長

難

波

栄

二

高知大学設備サポート戦略室

特任教授／副室長

西

郷

和

彦

北海道大学 創成研究機構 ＵＲＡステーション 特任助教

江

端

新

吾

ファシリテーター


○司会 &Ǚ;7e#;3T3;¨i}p
i}p

{¥¬eƈWaĞFÌťH¨

{¥¬Hɲ͚F?#AİʖζƄƐĉʼɹţ˺ʸ¬®ώʸƐ˞˭ϙȹȢ

H̗Ÿʕ^`ǟʹɉeʿ3´.T5

【概要説明】	
 
○網塚氏 ˌɴ/H{¬|kFľĤ#;<)T3A"`(C$02#T5
 ˥HR$'_˽ĸF¨i}p

{¥¬H"_T3F?#ÅÍ#;3T5

 ɅFƯɛͶώ͖ÞHR$'_ǟʹɉ(02#T3;-bDXͪ÷y®¬®ȼ
÷ÄɯC##T5HI//FĉŎĘʼĉʼɃͪFϓ5aϝƭɳίeɑ#A&`T5bDX/H¯˄Ų˒CE>A#T5ʅʼˋE˞˭ɹţHĉʼɃͪFϓ3AHy®e
͎$C#$ÄɯCE>A&`T59b^`XЉϼBĂ˱ˋEɹţFϓ3AIs
ª|®¦

®B5C'¬®˞˭Ų˒ĉŎ¦

®ǕǽÄɯ(02

#T531_FƄůHЧГЪРЫТB5C'ЬжгдвГНˋEɃͪFϓ3T3A
IĉʼëαʋBƑ_bA#aC#>;^$EʱʊF02#T5
 ͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯIƄƐHȹ̳˞˭Ų˒ɹţHĉʼëαe͎>A#+;
WHȴȯHÂ˹B02#T5
 /bXɅF&Ͱ3#;<)T3;-bDX9HȴȯHƟCE>A&`T5HIƠ
Õ}

Ȉ͏y®HǓįB5C'ĉŎĘʼįHëαͪ÷|

¬HǓ

į9b'_Ì"aʡeɕĨʐʼ3T3]$C#$&Ͱ(02#T3;-bDX̬
ɜį3;͓̦eîʸ3;`"a#IЉǉį3AĎĉʼFæ5aC#>;^$Eϴ˓(0
2#T5-bDX/$#>;/CeȴȯHƟC3A#;<#A&`T5
 /bXɅF&Ͱ02#T3;(ǂǽЗИǃǉ'_/HÄɯHȴȯe#;<)T3A
˳Жɗɨ(ϮBɑ'bA#aЛƄƐЗЙǃǉ'_HȥȎ1bA#aĴ͇ƄƐ9b'
_ʷŬΐ>A#aƄƐ(¬s̿1_FЗМǃǉ'_ΐaC/c(02#T5
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 /H¨i}p

{¥¬BIT6ĞĶCǛĶFē-AĞĶIʷŬ/HÄɯ(

ΐ>A#_>3YaƄƐHȓǔ̮HɂFǟˊŽ#;<)T3AƖϠFʿe3Aȥ
Ȏ1bAΐ`ƈW;H<-bDXʿɑeɑ#;C)CƖϠFZ`ƈW;C)Hϒ
BD$#$r¢
i}p

(">AD$#$ͶϻF˔ϰ3A#a'9$#>;ͺʫF?#A

{¥¬3A#;<);#CǪ#T5

 ǛĶIɅFÄɯ(̋Á3A#aƄƐF/HИǃϒHŃ`̌UF?#AD$B">;
'9b'_Äɯ(̋Á3;ǛÂ˹̥`C'ßęeDH^$Fɳ˼1bA#a'C
#>;C/cF?#AǟͿͺ#;<);#C#$N$FǪ>A&`T5
 9bB&τ`3A&`T5ªt¦BIĞĶXОЕēǛĶXОЕēFE>A#
aHB5-bDXĞĶeƥ3˝WЛЕē˩ǉF#;3T3A×ǻeȝfB9H
ǛǛĶρēBIÌɆ&ϤT`#;<#A#T5ЖЕƄƐHĂʺɂFŽ´F´(>A#
;<)T3AǟͿͺ#;<);#CǪ#T5¨i}p

{¥¬BIŽ´FIŌ

ȓǔ̮ɴ(ǟˊŽFE`T5-bDXØŷHˌɴX8LʐˉEǟͿͺFľĤ3A#;<
-;_CǪ#T5
 9bBI^c3+&Ͼ##;3T5

○司会 ̗ŸĂʺ"`(C$02#T3;
 9bBI¨i}p
 ®I

{¥¬eƈW17A#;<)T5

ͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯHʷʱCͶϻ!B5

 BI§}HˌɴǭbĄ`T5(}®|´F&Ͼ##;3T5
 93A/H¨i}p

{¥¬Hg{§®®eīWT5HIİʖζƄƐ

ġǽ˞˭ɹɳЮЫР}®{¥¬ʰÕĦȹHʆ˱ɁŒB5
 9bBIʆ˱Ăʺ^c3+&Ͼ##;3T5
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【パネルディスカッション】	
 
○北海道大学・江端氏 "`(C$02#T5
 İʖζƄƐġǽ˞˭ɹɳЮЫР}®{¥¬Hʆ˱Cʿ3T5
 ɛɆI/H¨i}p

{¥¬H»BĂRD̗Ÿ¬®ώ'_ʹɉ(">;

C&`ͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯHʷʱCͶϻC#$/CBȼʸ17A#;<#
A9HǛÌǛHơɟ|¥¬˴F?)T3AͿͺeαWA#);#C̭%A&`T
5
 T6E8ЮЫР(//F#aH'C#$/Ce˽ĸFʹɉ17A#;<)T5-bD
XƄƐH˞˭Ų˒C#$HIĂRDƯɛ͖ÞHR$'_X&Ͱ(">;C&`ƄƐ
H˞˭ḙ%a´BIϯƿFφ͚E®¨j¬¦CE>A&`T5
 /HÄɯFϓ3AÌťÄɯȥȎƄƐC3A´(>A#;<#;ĂʺɂIɆɛe
§®5aɹţĉʼHÄɯeαWA#_>3YaĂʺɂB5//BͿͺ17A#;<#
;/CF?)T3AI1_FÌǛĉʼeαWA#+;WFϯƿFφ͚Ei}p
{¥¬FEaC̭%A&`T5
 ˥IЮЫРC3AİʖζƄƐHɹţĉʼɃ˸F?#AÖˀe͎>A#aC/cEHB
5-bDXɴEżFO?'>A#T3A9H^$EżC#$HIŌƄƐBĉέHX
HX"aB3]$39$BE#Ɂ;EͶϻ˴("aHBIE#'̭%A&`T59
H^$EͶϻ˴F?#AÌť/Hŷeͪƕ3T3Aˌ1fBĉɕ3AͶϻ͢ʇF
Ő-AͿͺeαWA#-bJ##EC̭%A&`T5^c3+&Ͼ##;3T5
 9bBIɛɆɓĕH¨i}p

{¥¬FľĤ3A#;<+Ăʺɂeǟ̊Í1

7A#;<)??ŌƄƐɴBαW_bA#aÄɯF?#Aǟ̊Í#;<);#CǪ#T
5
 BIT6Ĵ͇ƄƐHɬĂʺ'_^c3+&Ͼ##;3T5

○千葉大学・桝氏 ˌ1f/fF=IĴ͇ƄƐĉʼɹţ¬®Bğ¬®ώe
Z>A&`T5ɬЀϣ˘Cʿ3T5ɛɆI/=_H¨FǟľĤ17A#;<)T3
A"`(C$02#T5
 //BIĴ͇ƄƐF&-aͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯHŃ`̌UF?#A˽ĸFǟ
ʹɉ3;#CǪ#T5
 Ĵ͇ƄƐIǂǽЗЙǃǉ'_/Hȼ÷ÄɯFȥȎ1bT3;ɓĕHЗИǃǉIЛƄƐ
ȥȎ1bA9HǛЗЙǃǉIĴ͇ƄƐЖɨC#$/CB3W;XH<CǪ>A͛A
#;HB5-bDX9bE`FZ>K`ƄƁE/CX"`T3A9HΠH/CXǟ̊
Í3;#CǪ#T5
 T6Ĵ͇ƄƐHĞȫCEaʱʊ'_ǟʹɉ3T5CĴ͇ƄƐB#d\aƄůH˞
˭ͪ÷˴eȆ>A#aρ̧C3Aēɢ¬®C#$H(02#T3;/bID=_
'C#$CįƐ́ʯʸįƐ́˴HēɢɹţeϤ»˺ʸ5aɃͪB3AɌŘКИǃ̦ͪ
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C#$/CBƄƁFņ+'_"aɃͪB5/=_BI9$#$ƄůēɢɹţeϤ»˺
ʸ3A˺ʸ5a}

X#aHB5-bDX0+ƥE#ËŚB˥ȹŚ(Жŏ

CȈ͏̱Ś(Жŏ˩ǉB"CIɛǔFÏρƨHȹ̱Ś(ĉŎB˺ʸ5aC#$^$
EËŚH͜ɶC3AI'E`Ƥ1#ɃͪB5
 9H»BXϤ»˺ʸ3AĨʵ^+Za;WFēɢɹţHĘʼ¦j¬}ęǉC#$H
eͪ-AƐʺC'¤®z®̹Η(̹ēB͓̦eä>AƒąFʟƕB)a^$F5aC#
$^$EęǉXͪ-A&`T59H;WHȈ͏ͼ̫ØZ®eƕɗˋFƖɃ3;`
3Aȹ̳X͎$C#$^$E/CeώǃZ>AT#`T3;
 ΤǃBIēƍ˦Ɛ˞˭Ȃ(¾˺3A&`T5ƄƐΰȰ˞˭ͪ÷
bIÌɆXàť'ĒA+aCǪ$HB5-bDX//H

«®sƃē/

«®sFľĤ3Ao¬

¦j¬BHÂ̂{}eä$^$F3A&`T5ƐƂ'_X9beä>AɹţeÂ̂
3AĘʼB)aC#$^$E{}eɳ˼3AZ>A&`T3;
 /bI/bBƤ͜ɶE(_àC'϶ǒ>AZ>A#;d-EHB5-bDXĂRD'
_H&ͰX">;^$Fͪ÷H̖Ț˺ʸC#$HIE'E'w}XX=cf''`T
539$#$Â˹̥`C#$HXE'E'ƄƁFE>A#aC#$ʱʊ("`T3;
 9bFĤ%Aēɢ¬®H»HɹɭIC`"%6##C3AX9HŔ`ƐČH
R'Hɹţe͛ʞ3AUT5CZ>K`#c#cEŝϻ("`T5^+"aHIä
#;#CǪ$H<-bDXD/F"aH'd'_E#D/'F"aI6EH<-bD
XD/F"aH'͵X˜_E#C#$^$E/Cä#ɂe˕B)aËX#E#C#
$^$Eʱǹ9b'_ͪ÷e˺ʸ5aö'_5aCȚ>A#aH<-bDXͱ3
#Ë(#E+A7>'+HɹɭeĳēFǬ̵(ˉȮB)A#E#X3+I̖Ț˺ʸ
HÂ˹(?'E+AìƑ(B)E#BγJ7A#a^$EɹţF3A3T$C#$^$E
/C("`T5"a#I/b'_ͪ÷e·&$C3A#a9$#$ͥˀeƄƐH»
B̭%aË;=FC>AIɁ͜ΎĄ5aHF

§

Ià("a'X3+IɐɁ5a

/CHýĂϵÝeD$Z>A?-;_##H<C#$^$E/CHǲŶ(E'E'E#C
#$/CBZ>K`ɹţeɕĨFʐʼ5aC#$HFIE'E'#c#cEŝϻ("`
T3;
 9$#$C)FÌťͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯFȥȎ1bA9b_eEaQ
+͢ʇ3A#+ɂʋḙ%^$BIE#'C#$/CFE`T3AƄ)E˓ɵC3A
Iēɢ¬®(Ȇ>A#;Ƅůēɢɹţe»ǤC3;9b_HĘʼʹźHȼ÷9
3A9beʐʼ5aËɝH̳ǽe͎$H<C#$/CB5XCXCȾρ˦Ɛ˖'_ȫ
ˢ1bA#aͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯH»FXX=cf"`T5-bDXʹźH
ȼ÷H»BXC`d-ËɝH̳ǽC#$C/cIφ͚BIE#'C#$N$F̭%A&
`T593A/b_eηǽ5a;WF̙ōˋEͪ÷|

¬ßęHȼ÷ͪ÷e

ʺ'5Ëɝ̳ǽßęHȼ÷9b'_ͪ÷eʺ'5ǲŶ{}Hȼ÷C#$^$E/C
B®kmhC3AHͪ÷eĀƖ17aC#$/CFĤ%AËɝH̳ǽ"a#I
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ǲŶ{}93Aąße®|5aßęC#$^$EXHeȼ÷3A#)T3]$
C#$ͥˀe˰AT3;
 9Ȟ̤C3AIĂRDʿ3T3;ēɢ¬®eȵ̌#;3T3Aĉʼɹţ¬
®C#$ŏĞBɁ3+ͪ˰3˔3T3A/H»FĐȹȢȈ͏̱ŚZʰÕĦȹCàË
'HȈ͏}

Äī}

e̦#A/b_HɯīeZ>A#+C#$/CFE`T

3;
 ˞˭ɹţĉʼëαρØC#$HIÌǃǉǂǽЗЛǃǉFˉΔ3;J'`B9bT
BE'>;HB5-bDX/b_Hɯī(ͲW_b;C#$HX">A/$#$̤̌
XB)T3;ƄƐH»BIĉʼɹţ¬®(ÄɯH»ɩC3AɯīH˰ɫƖ͎e͎
$^`ąƐˋEŃ`̌UF?#AI/HρØʸÄeέ3AŖM'-e5aC#$^
$E/Cḙ%A#T593AϓΰρƨCHϒBIɹţ˺ʸ̮ZƐʺHʑκǛB
=]>CĒA)T5-bDXƐʺFXɹţ˺ʸH͖Ħe3A#;<#A#aHB9$
#$ƐʺHʑκEDe&Æ#F͎$C#$^$E/Ce͎>A#T5
 9b'_ĂRDHƄƐΰȰ˞˭ͪ÷

«®sIĞ'_Ęʼ17A#;<#A

&`T5HBÂ̂˺ʸ{}eĘʼ3A#aĴ͇ƄC3AIŭŰHȗʫɯīX
͎>A&`T5HB//CHΰȰeƝȦF3A#+C#$^$E/Ce͎>A&`T
5ÏƄƐZ˞˭ɹϓ"a#I¯̽ÖɯFXɹţeϑȷ3A/bIƄƐΰȰH



«®seέ3A9$#$ĘʼX3Z5+EaC#$/CB/b_HƐƂPHĘʼϑȷC
#$HXˬɰˋF͎$/CC#;3T3;
 ¾EƖ̢ǽɤI2>CTCWA"`T5HB͐H}®FXΉ>A"`T5H
B×ǻ»F͛A#;<-bJ##'CǪ$HB5-bDXɹţHŉȻXĸ̄FȘƄ3
A9bFÚ>AĘʼ̮ĘʼÔȻĘʼȿωłĄ˴XŻ%A#aCʰFƐƂ'_HĘ
ʼłĄe̎ɳƃ+3A#aHBΪFƐČHĘʼȿωeµ.a/C(B);`C#$/C
B̍ʜˋEƐČHȓeƃƥΚʝB)A#a'EC#$N$F͛A#T5
 9b'_ĂRDʿ3T3;Ëɝ̳ǽFϓ3T3AIŌ˪Hͼ̫ØeƕɗˋFϑø3
AƐƂXőWA#c#cEɂFɟA#;<#A}q¨h

e3AX_>A#a

 9b'_Ɛʺ1fFɹţ˺ʸ͖Ħe3A#;<+C#$/CB/bIjÑXĒ
3A΅ÕȚ>AZ`T3]$C#$/CB9$#$˞îeċGAɹţ˺ʸH͖ĦeƐ
ʺ1f(͎$9bF^>AX=cfȹ̳ĨɤC3A9$#$Ȉ͏ˋE̍ЇeˬV/
CBH}q¨h

C#$HX"`T53˺ʸ̮ö'_5bJɹţ˺ʸ̮Hßęeƃ

ɴį3Aƒƕį5aC#$/CB9$#$ËŚeǀǇ+ʐʼ5aC#$/C(B)a
^$FE`T3;
 9b'_ǲŶ{}C3AIĴ͇ƄƐIǆ?'q¢¬}(ē'bA#T5H
B9Hq¢¬}ϒBXɹţHĘʼ(}®~FB)a^$F§¡®H˞˭ȴ
ȯ{}C#$зба®}BɹţH¡§¬tZˑ͝"a#IιϟȳâED(
B)a^$E{}eɳ˼3T3AƐƂ'_XĘʼB)a^$F3A#T5
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 9b'_ɹţH®®}/bX#c#cEƄƐBZ>A#aCǪ$HB5-b
DXƐČF"aƄůēɢţ˴HǲŶełϤ3;®®}eɳ˼3AD$#$C/
cFĉʼB)aɹţ("a'EC#$/C(5,Fd'a^$F5aC#$/CeƈWA
&`T5
 /b_eИǃϒBàC'Z>A);d-EHB5-bDXЗМǃǉÒϗID$3^$
'C#$/CBT1FÌ9$#$XHḙ%E(_ƄƐH»B˕e3A&`T5
ŲɛˋFI/HИǃϒZ>A);/CFŲ@#A9beˉƫ17A#+C#$/Ce
̭%A&`T5HB|

¬Fϓ3AIɹţH®®}eX$ƥ3ȘƄ5a

C#$/CX9$B53ƐƂĘʼe1_FŻZ3A#>AŭŰH˞˭H¦

®

C3A^`ϏȀeǇ.A#+C#$/Ce˟Ͳ3A&`T5
 9b'_˞˭ȴȯ}

H̳ǽC#$/CBIĂRDͤ>;Ɛʺ(˺ʸ͖Ħe3

A#a/CFϓ3AIZ>K`Ȉ͏Ͳƕe=YfC3A".a^$Eq¢§hC3A
ͭè3AX_%a^$Eęǉeͪ-A#/$C#$/Cḙ%A&`T5
 "a#I{}XÌTB"a{}ȇō3AΰȰ3Aä%a^$E{}
F3^$C#$^$E/Cḙ%A&`T5
 ̤̌C3AIÌTBȞ̤FĤ%T3AÏēχH˞˭ͪ÷H˺ʸ̤̌CXΰȰ3
AąßˋE˕ÆĘʼeB)a^$F3^$C'"a#IƄƐÄī̤̌C^`ƝȦFΰ
Ȱe3A#+C#$^$E/Cḙ%AƐČF&#AX9b'_ƐƂF&#AX9
$#$ɹţHɕĨĘʼ(B)a»̔ʫCͤ#T5'¦

®C3Aˉƫ3A#)

;#EC#$N$F̭%A&`T5
 Ò´B5

○江端氏 D$X"`(C$02#T3;
 9bBI̕)T3A˶ʌƄƐHƄƳĂʺ&Ͼ##;3T5

○筑波大学・大嶋氏 /fF=I˥I˶ʌƄƐHƄƳCʿ3T5
 T6ĕWF&Ù%5Q)/CIǂǽЗИǃИɔЖЖɆFˉʺ3T3;ƄϬʪF^`
˶ʌƄƐBHǌʯC˞˭͓̦e»ǤFƄ)E͑ƚ(ʺ49HϼIȻĳüčFη3T3
;9HǛȾ˦˖'_9b_HîǠH;WHƃƄEaȴȯe3A#;<)ɈɗFťǠ
5a/C(ĒɟT3;/Hȹͧ'_Ɛf</CIƐČ͓̦e̖Ț˺ʸ39H´ĉʼį
FƟǨ5ǎ̤H̦ͪ3ȹ̳˞˭ȴȯʹźHĨʵŐ´H;WHʐĪHϑƈ(ɖT3#C
Hɂ˸ɫ(ĒA)T3;9H;WFƄƐʲ̹HÂ˹Ȩ̦("`T3A˞˭̤̌H̑
ōͪ÷}®¦¬Hȼ÷Ȉ͏̱ŚHơɟͥˀeőWAHŃ`̌U(ƈT`T3
;93A˞˭Ų˒̙ō¬®ώHɁÈĂʺe»ǤFŃ`̌UeĊßį5Q+ǥ
͚EËŚH˟ì(ƈT`T3;˥I5BFƕǃΩ̱3A#T3;(ɁÈĂʺ'_̤̌
H˰=´.FȃÙ>AR3#CHçϺ("`T3;HB&Ǐ)ń-3T3AʷŬƙώF
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̺>A#T5
 ǂǽǃǉBIËŚτ̦ĘʼǕǹC9Hɂʋ˴HɮͦĿMÏƄƐHĉʼͪ÷Hδš
˴Hͷɧeϑƈ3T3;9Ȟ̤HɩC3AI5BFƐČĉʼρϏC3AĘʼ1bA#
T5˞˭Ų˒̙ō¬®HēɢρϏHɹţHˊό'_}®5a/CFE`T3;
T;ɛɆHĵĞ»F̊ÍH"`T3;^$FǃÒ´Ğ'_ɹţHĉʼįFŃ`̌
UĂαˋEǽɤe´.A#T5İʖζƄƐĉʼɹţ˺ʸ¬®Hʆ͌1feͩGδ
šH̉ρFd;`ϯƿFɕˏEǲŶeȫæ3A#;<)T3;9HǛƄƐɛρHÄ
īϓê̮eőWA˕H´İʖζƄƐHͪ÷y®ȧαƙHǕǹeȃɛC3A͓
̦HĉʼįeαWa;WH

o®¬g{§i®ȧαƙ!HЈɪ(ũT`??"`T

3;9H»B͓̦HĉʼįFϠ3AɓĕFŃ`̌V/CI

«®seĘʼ3

;ήFƟǨB)aϪ˹į1b;Ęʼ{}Hɳ˼B3;HB{}w®i
®®eȥʼ39Hâɯeϑƈ3T3;Ǆ#Ⱦ˦˖Hͪ÷y®¬®ȼ÷
ÄɯPHʿ(ǂǽ ǃǉ'_ͲW_bT3;HBÄɯHʐĪ(Ĥή1ba/CFE`
T3;
 ǂǽ ǃǉ'_IÌǛИǃHϒB˓ɵHηǽH;WHª}ƖɃFϠ3AHĊß
˸1_FơɟHƫɖeXőWA/b_e˙ƖFƖɃ5a/CFE`T3;ƖɃFϠ3
AËŚH˟ìCτ̦(X>CXφ͚E/CB5HBąßHÄɯHͷȼ̵ĢH"aw®
i®®C͓̦H̖Ț˺ʸň̵EȈ͏̱Ś ŏeÕɗÐ)Bȥʼ3T3;/H̎
ɤēɢρϏHʅʼ͓̦e»ǤXĘʼ(ƈT`1_FĲƐρϏCʺŗʹźρϏHĉʼ͓
̦HĘʼXȧαƙH{}(˺ʸ5a/CFE`T3;¯ɂ˶ʌƄƐFIιϟŭH
ώχ˗͆ǂFąŪĉŎɃͪX"`T5HB9HɃͪHƂρPHĘʼeȧα5a;WF
˥Cw®i®®(ʷŭFĒŐ)ȓǔ̮C˕#;3T3;/H^$F3Aǂ
ǽ ǃǉBI˞˭ɹţĉŎĘʼFǥ͚EŲɛɹ̵(ɳ˼1bT3;
ǂǽ ǃǉBI{}Cδšɹ̵HȘǒɹţȘĀF^aȹ̳˞˭H΄ʳǉHŐ´F
^`^`ЉǉEʐĪHƖɃe˓ɵC3T3;Ǆ#ȧαƙ(ƐČFAͭè1bT3
AƐČĘʼ̮HĘʼ(ŻĤ3T3;ɛǃǉIÄɯHǃ˓CE`ɯīFá͕(B)
T3;HBƐƂ̮HĘʼeň̵F5a;WHƘÙɂʋ'_ƈT`Ȉ͏țƣeőW;͓̦
HäʼeDH^$FαWA#+H'eƙŚC¯̛FͿͺ3T3;T;͓̦ĘʼH;W
Hͼ̫ØFĤ%AȈ͏̱ŚFIǀǇ+¦¨FȴȯB)aǪ̭HËɝ̳ǽHßęâ`
FX˙ȃ3T3;
 1A/b'_ʷɍʫBHȧαƙHʷʱF?#AŶœ17A#;<)T5ĉŎĘʼ
HˊόŉȻIНИŉB/H»BƐƂň̵EɹţI ŉ1_FƉͨēɢň̵E͓̦IО
ŉ"`T5Ęʼʱʊe&Ͱ33T5CʷŬHĉŎĘʼˊόȻIЖЕЗМŏBʸ́
Ɛʺȹ̱ŚĤЖЛАFE`T5ǃϒHĘʼɍϒIЗ±ɍϒB5(ÌǛˊόŉȻH
ŻĤCĉFĘʼ̮ȻCĘʼɍϒIŻĤ(͛ΡTbT5T;Ęʼ̮HĘéǬHŐ´H
͚ʄF˷%a;WF{}w®i®e»ǤF{}Hɹ̵IƿF͖Ǔ1
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bϯƿFɹ̵ˋBƃɴEƟǨ(B)aXH(ĒɟT3;93A/H{}
eĘʼ5a/CF^`ɃͪBHȃɑ)Â̂(E+E`T3;HB̂ɍϒHĝʝĨ
ɤ(ĒT3;E&{}HĘʼʠΔǉI

АB"`Ęʼ̮HʠΔǉIЉ#

CǪdbT5ɓ̋ǃǉH ǃǉBIɛǃǉTBFɳ˼1b;ßęCɹ̵e1_FĀƖ1
7;#CǪ>A#T5
 //BʷŬHͶϻCÌǛH˓ɵe&˜_73T5T6ͶϻC3AIБЖВɛÄɯ
(̋Á3;̪ǃǉHδšF";aƠϏËɝH˟ìБЗВñË(˺ʸ5aЉɹ̵EɹţH
ĉɕįF^aȹ̱ŚPHΈʼĝʝǶ;HŞ͈&^MБИВC'+ʬЅ(ˉʺ5aĸǃǉ
̍ʸ'_ǣł3;ĘʼȿωHǃǉ̥`Γ3ęǉHƣĄ("`T5/b_I˝ɗˋF͢
ʇB)E#CǪdbT5HBÏƄƐHŃ`̌Ueḽ̌F17A#;<+/C(ǥ͚B
3]$
 ɓǛFE`T5(ȧαƙ(ÌǛɤ;5Q)˓ɵF?#AΧQT59HЖC3AЬ
ХЮH¯ŚC3AH˞˭ĢHǓįeͥ`ʖƂķƕ̝̎ƄƐCHɹţĉŎĘʼF^aŪϠ
΄ʳ9HЗC3A͂ȃƂŪËȹ̱ŚPHɹţĘʼʹźHȫæ9HИC3AĉŎĘʼ
ɹţH̙˺ʸδšΈʼĝʝCЉɹ̵įC#$¹˰HĊßˋɃ˸˰ɫCƖɃF^`ɺ¸ÑF
Ő-;ĨʵˋδšßęHɳ˼9HЙC3AɹţƣĄ̖ȚH̙w}ĝʝCȈ͏ȴȯH
Ț̕˴F΄ʳ3;#CǪ#T5
 D$X"`(C$02#T3;

○江端氏 "`(C$02#T3;
 ɺFЌŃƄƐHϨʌĂʺFǟ̊Í#;<);#HB5(9HĞFƥ3¨i
}p

{¥¬H͖Δʹɉe17A#;<);#CǪ#T5

 Ìť¨i}p

{¥¬HĞFŌƄƐɴFÄɯHǽɤͶϻ˴eŶœ3A#

;<)T5(9/e˽ĸF°Ćē˩ǉBǟ̊Í#;<)T3A9H´BͶϻ˴F
?#AͿͺeαWA#);#C̭%A&`T5HB^c3+&Ͼ##;3T5

○鳥取大学・難波氏 ȃ˝FͰe17A#;<)T5^c3+&Ͼ#3T5
 ЗƄƐ1b;HB9bRDƁd`"`T7f
 ЌŃƄƐʺŗɹ̵˞˭ȴȯ¬®IƖˋE̙ō¬®BОЕqªϧbA#aЌ
ŃC˾ƍHq¢¬}eȴȯ5aC#$H(ǾHɓƄHͶϻB"`T5ρƨIЙƐρ
BɿΛˋƤ1Eʸ́ƄƐB5¬®ČFͪ÷y®ēχeĈ?˓HēχC3AɁ
ͪ3ąƐe|

¬5aC#$/CBʐĪeϑƈ̻3T3;ēχώIɹţēɢ

ēχώHãÕC3w®i®®e˾ƍЌŃFτ̦3Ȉ͏͖ÞŚe9Hy®
C3Aτ̦3T3;
 ɛɆǛHɂBŃ`´.aÂƕHơɟɳǵF?#AXO>=Y-Bͤ>A3T>A#T
5-bDXÄɯ̋ÁǛḙ%aCÌHTTBI<W<CŭŰBD$ʺ)ɼ>A#+'
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C#$/CB¬®ʻƐŭŰΰȰȧαɹɳȈ͏ρC^`jFΰȰ3;̤̌
@+`(ǥ͚CǸ4A#T59H´BŭŰFD$ĒA#+'C#$9H";`eÌ
Ϳͺ3A&`T3AƤ1EƄƐBþĉŎĘʼ('E`αfB#;C/c("`ͪ÷
y®ÄɯHЗǃϒB9/eX$ƥ3ǓįB)T3;HB1_FƄ)EƄƐǓįFX
Ń`ΡVɂŐBÌɮͦ»C#$H(̎ͺB5
 ÄɯƖɃČƛIRCfDHƄƐCŎ4Bͷɧȼ÷ɕĨĘʼy®ßę9b
CƄƐϒŭŰC#$ɥ̌UBZ>A&`T5
 ǾÄɯϑƈǔĕF//F#_>3Y#T5ǇƄHƮɛĂʺ9b'_ŮŅĂʺF
ɟA#;<)T3AʰFŭŰFX=YfC˜>A#;<+Ä(ƄÄC̭%ƄƐÖ
ɯŭŰCHͪ÷ĉŎĘʼC#$j¨Bq

soͼʥØeϑø̻3T3;

 Ɩ̢ͶϻC3T3AIǲŶłϤ®®}įI'E`αfB#aHB5(D
$Z>AǗF˰Aa'C#$/C(ͶϻB51_FÏƄƐFXX>CɕĨĘʼeǇ.
A#+;WFIâ>;<-BI<WEHB5X$ƥ3ˬɰˋEâǿ(ǥ͚B5
 9b'_ËŚHŝϻ/bIĵĞ»Hi}p

{¥¬FXĒA#;HB5(ËeD

$˟ì3Aτ̦3A#+H'C#$HIƄ)EͶϻB/b(ƟƂˋFȄ>AĒaC)
FXϯƿFφ͚B59bCƟƂˋEΰȰßęC#$HXCAXφ͚C#$/CBÌ
ɮͦe3A#aɓ»B5
 /=_(ǾH}

B˾ƍЌŃBτ̦3ˌB϶ǒ>A#aC#$ɺ˳B5

 "`(C$02#T3;

○江端氏 D$X"`(C$02#T5ϯƿF˽ʦF0ʹɉ#;<)ƄƁĦ'`T5
 BIɓǛFE`T3;(Љ˜ƄƐH͙ςĂʺ^c3+&Ͼ##;3T5

○高知大学・西郷氏 Љ˜ƄƐH͙ςB02#T5
 ˥DXHƄƐBI¬®C#$ŏĞe?-A&`T7fBͪ÷y®ǿ˃ƙC
#$ŏĞe?-A&`T5
 ЗЛǃǉȥȎ1b;d-B5(ʷŬHC/c͓̦HŉȻIЙЛŉB53'3ͪ
÷y®ǿ˃ƙHŲ˒FEa^$Ě̤(E'>;HBþĲƐρϖƬHɃͪB">;
ƖЇƖ̫ɹţɃͪCƖЇɃͪĿMąƐĉŎĘʼHνÙƍƖЇɃͪ/H³?HɃͪF
Ϙ_7A#;<)T3;
 ǿ˃ƙIЖЛŏHËŚBǽ`˰>A&`T5ƙώI˞˭ȓǔHʸÄğƙώB"aʰ
ÕȹȢЖŏċīHȹŚ(Иŏ9b'_/H³?HɃͪHȈ͏̱ŚeċīC3AОŏ
τ̦3A#;<)T3;9b'_ÄīƙώЖŏÄī͖ÞŚЖŏB5
 ЗКǃǉƖ̢BǃϒĘʼÔȻÎЖКЕЕÔC#$/CFE>A&`T5
 =]>CR'HƄƐCθ$'EC#$HIͪ÷y®ǿ˃ƙH

{¥¬Iǿ˃

ˋͪ÷ȼ÷τ̦ͥˀH˰ɫ®®}Â̂{}Hɳ˼Ęʼ͜˩£h
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¨Hȼ÷Ēǒy®ͼ̫Ø˴EHB5(9bCº͎3AɛƐFͪ÷ȼ÷ͥˀ
ɮͦƉŚØC#$He̦ͪ#;3T3;//I/$#$

¬®Bɳǽ1bA#aHB

5(T6}®¦¬H˸ƕC#$'ȵƕe5aC#$/CCąƐHͪ÷͚ʄHͷ
ȼe͎$ÌTBŌρƨ'_ĒA);͚ʄ(ąƐBŃ`TCW_bAȾ˦˖F"aϵ
Ýe?-AĒ1bA#;HB5(9Hͪ÷HČƛF?#AD/TBΖUΡfB#a<
c$'C#$ˆŝX"`T3A"a˩ǉͪ÷H/C(d'ay®ǿ˃ƙH

¬®

Bɧƕe3Aļɫe/HɮͦƉŚØF´.AąƐC3AHϵÝ@-eZc$C#$C
/cB"`T5
 ЗЛǃǉ'_ЖЕpɔǑEHB5(Z`T3;/CI˳ЖɗH®®}C#
$/CBЖЕЕЕ±čÒ´Hͪ÷ОЕŉF?#AƓÁ#;3T3;/bF?#AI
ǃǉČF®®|Fh

5aÂƕB5

 ˳ЗɗIЛЕЕ±čÒ´BЛЕŉRD"aHB5(ͷɧeǃǉČFƓÁ3;#
 9b'_Ȉ͏ͼ̫ØF?)T3AIƖЇƖ̫ɹţɃͪBͼ̫Øe;+1fZ>A#
T5å%JǋQЗЖЛË(ľĤ5a^$FʐˉFʐĪ3A#T5
 9b¦}ɟǃǉ'_ȹ̳ªt¦C3A

ä#/E5{§®~!C#$HeZc

$'C9bIŌ˪ͪ÷eä$/CF^>A˞˭eə˜HϸŰPCƄ)+ˉƫ17;ǽģ
Ͱ/beąŪH˞˭e1bA#aɂF&Ͱ3#;<#AƄƐϙHƐʺ"a#I͂ȃ
HĂʺɂ(9bE_˥XZ>AU^$C#$N$FǪ>AX_$^$E/Ce3;#E
CǪ>A&`T5
 9b'_Ń`̌UHЗ˄˓(ǿ˃ˋͪ÷τ̦ͥˀH˰ɫC#$/CB#c#cE
ͭèHŲʢ"a#IϵÝ@-C#$HeʇWT3AΤǗŚØBƞͿ3Aϳ+Âƕ
FE>A&`T5
 ͶϻEHB5(ИɗH»ɗ˓ɵͥˀC#$H(T<Ϳͺ»B"aC#$/CB9
bCȼōǬe˟ì5aC#$H(ƄƁ/b'_φ͚'EC}

C'ϰˬB5G

 ǿ˃ƙȞ̤Hɉ˟įå%J˞˭ȴȯXZ>A#a3ͪ÷H¸ͰX3A#aC#$
^$EȤ-Ț=ʱǹHȈ͏̱Ś(àË'#T5HB9HΠeD$#$N$F5aH
'
 9b'_ЮЫРƣĄe͛Ƞ%;y®ǿ˃ƙHÝ̦@-
 "Cǆ?'HƄƐHɂ(&>3Y>A#T3;^$FȹŚCǿ˃ƙH

¬®CH

ϒHͲ;HĉέįĉɕįC#$H(ǥ͚BIE#'CǪ>A&`T5
 Ò´B5

○江端氏 D$X"`(C$02#T3;
 /H^$EǕBϯƿF˝#ɍϒB5-bDX©¬e#c#cȖ͛3A#T5
CŌƄƐ1fBʰǣH"a^$EŃ`̌U(">;`"a#IĉέF͎dbA#aŃ
`̌U(">;`ϯƿF̼ŕʙ#ˉ͐<>;CǪ>A&`T5
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 ÌťǂǽЗЙǃǉ'_ЗЛǃǉ'_HȥȎɨHɂC¨i}p

{¥¬ЖC

#$/CB&Ͱe17A#;<#A&`T5(ÌH©¬H»BʰF̤̌ɳǽB
">;`ĂRDʿ3´.T3;-bDXŃ`̌UHʰǣB">;`ͶϻF?#A#
c#cC&Ͱ3#;<)T3;
 ƥ3͖ΔB5(ÌƂöFŌƄƐ1fH}®eΉ>A&`T5HB̉'#ǽ
ɤ˴F?)T3AIɺH×ǻɍϒF0͟#;<#AǟͿͺ#;<-bJCǪ#T5
 9bBIi}p

{¥¬FĄ_7A#;<);#CǪ#T5

 T6ɓĕHi}p

{¥¬C3AÌť/Hͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯC#$

XH(ŌƄƐ1fFC>ADb<-Ĩɤ(">;XHEH'/Hͪ÷y®¬®
ȼ÷ÄɯF^>Aȵş1b;ʫȵϱ1b;ʫC#$/CF?#Aƥ3&Ͱ3#;<)
;#CǪ#T5
 T6ɬĂʺ'_&Ͼ#3T5

○桝氏 ʷɍʫBC#$/CBͤ%J¯˄Ƅ)#HIËŚe"a˩ǉ˟ìB);C#
$/CBǔĕɇēɢ¬®BIĦȹT;IĐȹȢ(ЖËCȈ͏̱ŚЖË3'#E
'>;HBɹţH˺ʸIȃ¯ɠ<>;HB5ƂρHËFäd7aEDC#$HI
=]>Cʬʸ<C#$/CBñËˋE?E(`BZaŷōI"aHB5-bDXE'
E'o®¬FIB)E'>;HB5(/HÄɯBɗϘ?)E(_ËŚeϥ%;/C
B9$#$¨®¨ȼ÷C'ŝED(ɟ;C)Hy®e5aC#$^$E/C
BƂρPHɹţĘʼeϑȷB);C#$HI'E`Ƅ)EǽɤƁį<>;HBIE#
'ECǪ#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ÌËŚH˟ìC#$/CB&Ͱ#;<)T3;(å%J˶ʌƄƐ1fBIËŚ˟
ìC#$ʫBDH^$EǕB/b(ʺ'1b;C̭%A#_>3Y#T5'

○大嶋氏 Ϫ˹į{}Hɳ˼CÄɯHͷȼH;WHw®i®®ŏeϥʼB)
;/CF^`ĉŎĘʼHδš(}®~FB);/C&^MȈ͏̱ŚeКŏτ̦5a/
C(ň̵FE`ƃ+HĘʼ̮HɹţȳâHĘéǬ(Ż3;/CB5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ϨʌĂʺ#'(B3]$'

○難波氏 ǾH¬®FIÄɯƖɃĞ'_ЖЕȻËHȈ͏͖ÞŚ(#Aȴȯßę
eǓįFŃ`̌fBǃϒHĘʼȿX̂ĶēeĪʯЂ̳Έ(ĹWT5(НЕЕЕ±č
˩ǉHƖ̢("`T59bFͪ÷y®(Ĥda/CF^>AϰBHδʼ(
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50+Z`Z5+E`T3;å%JÂ̂{}eĘʼȿωCΰȰ17Â̂®e
Ͷω{}Fj¬®5bJɉ̉ɑED(̹ĪˋFĒa^$Fâ>A#T3A9$
#>;þHª

je¦

{£h

3A#aʱʊB5

 ɓƄHǽɤIŭŰFǇ.A#-a˯Ņ(B);ÌʻƐΰȰȧαɹɳCXΰȰe
αWA#T5(ƂŐ-HßęǓįF̣(>;H(ϯƿFƄ)EʫB5ǛIȈ͏ρC
HΰȰ(ϰBαfB#T3A$=BIȈ͏ρ(Ƅ)#HB»'_ƂFȄ>AĒ
aTBHȈ͏ȴȯßęHϰBHǓį(1bϯƿFĦ'>;C#$/C("`T
5
 ÌǛͪ÷y®ÄɯeD$Z>AɺF̣.A#+'C#$/Cḙ%aCËŚH˟
ì(ͶϻFEaCǪ#T5ŦϨEC/cIĂRDʿ3´.;Ȉ͏ρCʻƐŭŰΰȰ
ȧαɹɳCHΰȰHĊßˋE»ΗC9beƄƐǓįHʒbH»BDHɴFϓΰÐ-A#
+'C#$/CFEa'CǪ#T59H}

H;WF/HЗǃϒCɟǃ(ƄƁǗF

˰?C#$/CBƄƁǸͽʿ3´.A#aɺ˳B5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ͙ςĂʺ#'(B3]$'ͪ÷y®ǿ˃ƙFÌτ̦1bA#aɂIͪ÷y
®¬®ȼ÷ÄɯBϥʼ1b;ɂC#$/CB3]$'

○西郷氏 ʷŬIƖЇƖ̫ɹţɃͪЫЦƖЇɃͪνÙƍƖЇɃͪFτƬ3A#aȈ͏
̱ŚFǔϰċīe3A#;<+C#$/CBδš3^$CǪ>A#aHB5(T<
ƖϠFƈWAЖЕpɔBR'HƄƐIXCXCɹţēɢ¬®C'9$#$̤̌(
">AZ_bA#a/C(ƃ#HB5(ɛƐFI9b(E#HB5C#$/CBĲ
Ɛρ́HXH(»ǤFE>A#aC#$/CB/beąƐFǇWaC#$/C(Db<
-Ʈ("a'EC=]>CǤτ3A#aC/cB59b'_ËF?#AIȈ͏͖
ÞŚИŏeϥʼ5aΈʼeȾ˦˖'_=]$<#3A#aHB5(/b(ƄƁŦϨeɰ
WA#T5ZI`Љ˜˗Ëɝ(ϯƿFƥE+A"a˩ǉ9$#$ͪ÷H/Ceϰó
͛AX_%a^$EȈ͏͖ÞŚeϥʼ5aC#$H(ˮȟ`J'`B3AƄƁ9b(
Ƅ)EŝϻFE>A&`T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ÌЉ˜ƄƐH͙ςĂʺ'_Ē1b;ͶϻC#$HIϯƿFφ͚Eʫ'CǪ#T5(
ƖϠF̤̌eT6ĲƐρe»ǤFC#$ͰB">;CǪ#T5-bDX9beąƐ
ƫϑ5aC)F¯ρż("aC#$&ͰB3;
 å%JĴ͇ƄƐ1f˶ʌƄƐ1fЌŃƄƐ1fHÄɯH»B9$#>;żeŃ`
ȅ>;"a#IŃ`ȅ$;WFħĢ1bA#a/C˴"`T5B3]$'
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○桝氏 Ĵ͇ƄBͤ%JƖIT<żIZI`"`T5XCXCēɢ¬®IįƐ́
HēɢɹţEHBʸƐρE`ƵƐρE`͋ƐρE`HįƐ́HX>Cͤ%JɕɹįƐ
e»ǤC3;˞˭̮HË;=(ä$ɃͪEHB5BIʯʸ́HËE`ÏH9b/9
ĲƐ́HËE`C#$HFIƥE+CX9bTBIRCfDä>A#E'>;HBÌ
HɽϝBXͪ÷y®¬®ÄɯĴ͇ƄBZ>A#T5Cͤ>AXà'ēɢ
¬®(ĬȃFZ>A#aHB3]$CǪdbA#aɂXƃ#CǪ#T59/I¯˄Ͷ
ϻB3AÄɯC3AXąƐˋFŃ`̌UT5Cͤ>A#aH<'_Z_E+AI#-E
#HB5-bDX9/TBHǶ;(ąŚFǇ(>A#a'C#$Cǥ63X9$BI
E#C#$/CBEHBȆ>A#aƟ̹ßXȘƄ3E+AI#-E#/CX"`T5
39Hε˩B9b:bHǶ;eX$ƥ3ĉέį5aC#$'/$#$ÄɯBąßˋF
Z>A#)T3]$C#$/CIͤdE-bJC#$H(T1FÌǛHͶϻ<CǪ#T
5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ƄƳĂʺ#'(B3]$

○大嶋氏 ̤̌HżIƏŬ3A#a/CIÄƖB53'3Ɂ;Fȥʼ3T3;Ȉ͏̱
ŚFƟ3AIƐČH˅Eǎ̤FƏŬ5aŎ˪Hɹţå%JϪƍϽǡύ̜ťȌ͓
̦˴eŎɍFy®3A#;<+ɂ˸eȥʼ3A#T59H;WH

®p®F^a̳

ǽªt¦e͘ȻťƖɃ3A#T5/H^$FʰƕHɹ˪<-BIE+ǀǇ+
¦¨FȴȯB)aǪ̭HËɝ̳ǽeǤ(-3A#T5

○江端氏 "`(C$02#T5

○難波氏 /bIϯƿFƄ)Eŝϻ<CǪ#T5ǾIƠϏˋEͪ÷IB)a<-ń
ͨBδʼ3Ͷω3A#T5/b3'E#'EC/b(¯?HZ`ɂ9$5aCǇ
+Ǉ(a9bBX´ȃ+#'E#C/c("`T5HBǾXÏƄƐCŎɴFϹeǰ
T7A#T5(j¬¬ieD$·%A#+'C#$/C("a'CǪ#T5&
ω(E#/CFID$3^$XE#HB̎ƨ&ωeD$˟ì3AD$Ąba'C#
$9Hȥ˹¦¬}eàC'̭%;#ECɓΤ˞˭Iω<CȹȢØB(f(fͤ>
A=]>CLf3[+e·>A#aC/cX"aHB5(¦¬ihBIB)E#
HB&ωeŃaC#$'ƒƕˋF̖Ț5a<-HÂ˹e˟ìB)aȃɽeCa9b
eƠϏˋEËFj¬¬iC3AàC'Ð·B)a^$EǕeâ_E#C̹ēH˞
˭BE#ŷō"CIĉŎ˞˭ÒƂǽ`˰;E#HB9$#$/CXƥ3̭%aǥ͚(
"aH'EC#$H(˔ȦˋḘ%ɂB5ûIĲƐ́EHBƥ3Äǲ(ē'aHB5
(ĲƐρBI̹ēBƖЇ5aɍϒIRCfDE#Ë(ƃ#HB&ωBy®}3A#
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+C#$ǓĢEâǿe˰A2aeǞE#C#$/CX"aCǪ#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 9$#>;ËɝH˟ìIϯƿFφ͚Eʫ'CǪ#T5¯ɂBÌťHͪ÷y®
¬®ȼ÷ÄɯH»BĉʼʵŐ´H;WHŃ`̌UC3AŌƄƐ1fBͼ̫Ø˴ϑø
1bA#a'CǪ#T5ĂRDH©¬H»BXǆ?'">;'CǪ#T5(9H
^$Eͼ̫Ø(Ëɝ̳ǽFϯƿFɕĨ'CǪ#T5(ĂʺɂDH^$F̭%Aǟͪͥ
1bA#aH'ƥ3&̯)3;#HB5(
 ɬĂʺ

○桝氏 Ȉ͏ͼ̫ØC'˺ʸFϓ3AHͼ̫Ø˴XZI`Ĵ͇ƄBX͎>A&`T
5/bIÄɯϑƈĞ'_ēɢ¬®BI͎>A#AĘʼ̮̹Η(ä#ɂe͞%aC
#$/CIX=cf"`T3;3}q¨h

C'̹ēHC/cHɹɭe^`^+ä

%a^$F5a;WHͼ̫C#$^$EXHeőWAZ>A&`T3A/HÄɯBI9
be®|¥¬h

3A^`Ǉ#ēχHË;=C'ƐƂHË;=FX̯#AX_%a

^$F3;C#$^$E/CIZ>A&`T59b̹ßIT6ƐʺPHȹ̳ĨɤC3
AI50+^+AʰFēɢɹţED<C¬C¬eȑ7J®(ĒA+aC#
$XHBIǥ63XE#H<^C#$/C'_ȹ%^$C#$/CXZI`ƐʺHȹ̳
C3A50+φ͚B53ȹŚC'Ȉ͏̱ŚFC>AX50+9HǛH}q¨h

C

#$ǶŕBIφ͚B5
 ;<Ëɝ̳ǽC#$ǶŕBZ>A#aHB5-bDXBI9H̳ǽ3;ËɝID/
F͎+H<C#$/C(50+ŝϻB̳AAX̹ēHC/cBϥʼB)aH'C#$
CT6B)E#ˣØF̩J;#A+bbJ##C#$HI'E`ʬ΅ÕEɂϊFE>
A3T$HB9/eZI`ń-ˎC3AXƄƐE_ƄƐBĴ͇Ƅ<-FϘaǥ͚
IE#HB5-bDX9$#$Ȉ͏ȴȯ}

Hń-ˎC#$XHeD$Z>A?

+>A#+'C#$/CXɛɟI/HÄɯB̭%A#'E+AI#-E#CǪ>AI&
`T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ˶ʌƄƐ1f#'(B5'

○大嶋氏 ˥XŎ4^$EǶ͛B5-bDXRCfDHƐʺIƄƐFɼ_6ˣØFĒA
#)T53'3ƄƐBΗF?-;ʟƕȈ͏e#c#cE̱ŷBä>A#;<-bJ^
c3#B3]$1_FƐʺBȳâȈ͏e}®3;ƐʺFƟ3AIЫРC'y
®®C'HΗēe·%ǛΜ(ɟ;C)FǨēH&ωeȅ>Ațƣ3A#;<+H
(^#B3]$ʷǗHĂʺIƃǧB5HBϯƿFĦ'a/CB3]$1_FƐʺ
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̹ΗFƟ3Aȹ%a/C(#'FϨ3#'C#$/CeͲ;17a/CIφ͚E/CB
IE#'CǪ#T5

○江端氏 ϨʌĂʺ#'(B3]$'

○難波氏 ȹ̳FIƐʺȹ̳CȈ͏ȴȯHÅέ`"aCǪ#T5Ȉ͏ȴȯHR$IÌ
ťǟȴȯ#;<#;»BƟƂˋF#c#cEȂF͎>AĩǓ(B);C#$/CI̾
'>;HB5(ĂRDͰ("`T3;^$FƄƐ(ΰȰ3A#c#cĩǓB)a{
}(B)aC̾#HBIE#'EC̭%A#T3AǾIT<Зǃ˓B9bRD
á͕(E#HB5(ÌǛȈ͏̮(ŌƄƐH^`Љ#XHeĩǓF͎-a^$E{}
(ǥ͚'ECǪ#T5
 X$¯?HƐʺ1fFϓ3AIǾXЫРC'Bϥʼ3AZaHB5(Ɛʺ1fH
ĩǓFE>ACAX̾#HB5-bDXBI9HËF΅ÕȚ>AÕ7_ba'C#$ŝ
ϻ(">Aȹ̳HρēI^`̭%aǥ͚("aH'ECǪ#T5
 9bCX$¯?ɓΤHŃ`̌UC3AIŭŰHȈ͏̮å%JŭŰHćͪɹϓHȈ
͏̮˴Fȹ̳C##T5'ΰȰeC>AǇ+Ȉ͏eÙ%aC#$Ń`̌UXǥ͚BI
E#'C̭%A&`/bXZI`"aǶŕBˣØHƄ)Eȹ̳FE>A#+H'EC̭
%A#T5
 B5'_̎ͺIĒE#HB5-bDX9H³?Bē-A̭%A#+C̾#H'EC
̭%A#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ͙ςĂʺ&Ͼ#3T5

○西郷氏 Ëɝ̳ǽC#$/CBIʷŬHC/cȈ͏́H̱ŚH}q¨eD$Z>A
´.a'C#$/CIÌťЗМǃǉTBÂ˹e#;<#A#T5HBɰĢƂHͼ̫
ØZà'Fʑκ3;#EC#$N$FǪ>A#T5
 ƐʺF?#AEHB5(¯?˥/$#$̭%eȚ>A#T5ƄßƐʺFͪ÷H
ä#ɂeĩǓ3AX_>A#aC9HË(˞˭ƙBǥ͚Eͪ÷3'ĩǓ3E#ɛǔF
9bB##H'C#$ˆŝeƖIĞHĞHƄƐF#;ЖЕǃ,_#Ğ'_Ț>A&`T3
Aå%JjóH˞˭ƙeĒ;E_JjoHŲɛˋEК˪Ͽ,_#Hͪ÷H/C
I1d>;/C("aC'#4bT5C'9$#$ȹ̳e3A".E#CɛǔH
ȹ̳BIE#HBIE#'93Aͪ÷eɕĨFä>A#aC#$/CFE_E#HB
IE#'/$#$ȹ̳e5aFID$3;_##H<c$'C#$/CeT<˷%(
ĒA#E#HB5(8LЗМǃǉ»F˷%eĒ3A9$#$ȹ̳ªt¦eƈW;
#EC#$N$FǪ>A&`T5B5'_X3ˌ1fH»'_/$#$N$E/C
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BZ>;_##HBIE#'C#$hjh("`T3;_8L&ȹ%#;<);#C
Ǫ#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 //TBHi}p

{¥¬H»B

j¬H®C3AËɝ̳ǽe´.17A#

;<)T3;T;ϨʌĂʺHR$'_XŭŰC#$&Ͱ(ĒA)T3;
 ƖϠŭŰPH΄ʳB">;`ŭŰBHΰȰC#$/CeĊßˋFD$3A#-J#
#H'C#$/CXͶϻC3A"a'CǪ#T59HʫFϓ3AI/HǛЗť˓H
¨i}p

{¥¬H»BȥȎɨЖЕƄƐ(//FϤT`T5HB9HC)Fȵ

WAͿͺ17A#;<-bJCǪ#T5
 C#$/CB//TBBà'ØŷHɂCi}p
5(T6Ưɛ͖Þ'_ÌHi}p

{¥¬e3;#EC̭%A&`T

{¥¬Fϓ3AǸǵB̎ɳB5HBà'w

¬˴#;<-bJCǪ#T5

○文部科学省・岡本氏 'E`ñËˋEǸǵC#$/CBʿ3´.17A#;<+C
ZI`Ë<CǪ#T5ËeD$3A#+'Ȉ͏̱ŚHŝϻ9bCŭŰHͰIǛB
1baC#$/CB5-bDXЗИǃǉ'_ǾÄɯe3A)A#A/$#$C/c
FƟ3A/H̍Έeä>A+<1#C#$/CBZ>A#;<#A#aHBˌ1f"
aǶŕĉέ3A/Hͪ÷y®¬®eαWa´BϯƿFɕĨF&ωeä>A#
;<#A#aC#$N$FǪ>A#T5
 1_FɺFD$#$C/cF?E.A#+H'C#$/CeÌ̭%A#aC/cBɺ
H®Bǟŝ17A#;<#AX##HB5-bDX=]>C&Ü#3;#/C(
¯?">A˥IĞ̱B˦˞Έe6>Cȓǔ3A#AǂǽЗЙǃ'_ͪ÷eΎĄ5a
ϠFÅ?C'³?H˦˞Έeōd7A¯?H^`ЉǬ̵Eͪ÷eΎĄB)a^$F3A#
T5˦˞ΈIñËHɂ(C>A#aHBD$3AX9HËHXHC#$Ƕ;(Ǔ#H
B5(Ū'_H˞˭Έ(ƥE+E>A#+»B˦˞ΈBΎĄ1b;ͪ÷B">AX
ˮ#A#aɍϒIĉʼBä$HX^#HBIE#'C#$/CBЗЙǃǉ'_˦˞Έ
eōd7AŷōF^>AI9bÒƂH&ωXōd7Aͪ÷eΎĄB)a^$F3A#T
5ƃē˦˞ΈB·db;ͪ÷C#$HIŲɛˋF9H˞˭ƙ<-Bäʼ1bA#a
CǪ#T5T;9H^$Eͪ÷H»FI˞˭(̋d>;ǛXä%aXH("aC
Ǫ#T5(9$#$ͪ÷FƟ3AÌͪ÷y®¬®EDBIDH^$EƟ
Ǩe3A#aH'&Ü#B)bJCǪ>A&`T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ɬĂʺ&Ͼ#3T5
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○桝氏 Ĵ͇ƄBIT6Ìĉʼɹţ¬®(˺ʸ3A#a»B5CȻŉXCX
CDE;'ėHĂʺɂ(˦˞ΈBΎĄ1b;XH(ĉʼɹţC3A˨˺1bA#aXH(
"`T59bI/HÄɯ(ƈTaĞ'_ēɢ¬®CH?E(`X">A9/B
ä>AX_$H(##<c$̖Ț˺ʸX9>=HR$(3Z#5<c$C#$/CB
9$E>A#aXH("`T5Äɯ(ƈT>A'_H/CBͤ$C˦˞ΈBIE#H
B5-bDXZI`ėHƐρ˴F"a˞˭ƙȂɕHɹţe§¤®}5aǕB9beĉ
ʼį3;C#$å(Ȼŉ"`T5;<ȻŉC#$HI̎ƨ9bX9HĂʺe˥(
˜>A#a'_C'˜`ō#H˜`ō#<'_9$#$/CID$B5'C#>;Ͱ
eȚ='-Aαf<C#$^$EǸ4B'E`ȹŚȹ̱ŚŎſH

«®s(">

AZ>CÁ͢eǞ;C#$^$EC/c(ƃ#Ĵ͇ƄBIÌHC/cI9$E>A#
T5
 ÌǛI9/IX$=]>CǓį3E+AI#-E+A®®}̹ßIÌ˫
ù3ƈWA#A9HÔȻeŻZ3A#aC/cEHB9bFIǔʭ9$#$˦˞ΈB
·>;^$EXHXĄbA#;<#Aĉʼ5a3E#I9HǛHͿͺEHB5-bD
XƥE+CXǲŶC3AIUfEBĉɕ3T3]$C#$/CFI3A9bXZ>K
`ȹŚE`ˌ1fHǶ;e9$#$N$FȚ>A#;<+C#$C/c(50+φ͚B
ð(·>;XH<Cȏ%_bA3T$CD$3AXϨ3#HB9/HǶ;ȵϱIǥ͚
'ECǪ#T5

○江端氏 ƄƳĂʺD$B3]$

○大嶋氏 ˶ʌƄƐBXʅʼͪ÷HĉʼįFRS5QAˊό1b??"`T5ɺH®
v

C3AIZI`Ì&>3Y>;^$E˦˞ΈBΎĄ3T3;¯üčÒ´HЉǉE

ɹţHĉɕįB593A9H͓̦(ƐƂBXϯƿFä#Z5#C'Ǭ̵(Љ#CH
ͭĖ(BbJĉʼįH

§

(ƃ#FˉȮ1ba/CB3]$3'3ʷƖBI9

HˊόẽǞ17aFI˕ǔȽƩ(Љ#B3]$'_¹̮H̀`Ǔ#Ͱ3ō#(ǥ͚B
3]$

○難波氏 ǂǽЗЙǃǉHĂRD&Ͱϳ)T3;˦˞Hęǉȵϱ(ƖɃ1b;/CeƄ
ƁŠfB#T3AǾX9bBƐČÂ˹C˦˞ΈCã7Aͪ÷͚ʄ(͎%a^$F
3ȥȎ3;ɍF˦˞ΈBΎĄ3;XHB">AXƄƐHͪ÷B"aC#$/Ce=Y
fCƘÙ3^$C#$/CBŃ`̌fB#T5T<ƐČHÄī̤̌HR$FIȀǳ#X
"a^$B5(Ń`̌UC3AIƈT>AI#T59bB˦˞ΈB·>;XHe
ĉʼ3A#/$C#$Ń`̌UIñËˋBIE+Ǎ̤C3AZ_E#CǶŕ(E#
CǪ#T5B5'_̤̌C3A˦˞H/H{}eĘʼ3A·$C)'_&Ğ
HXHBIE#:CƄƐHXH<Cƌdb^$(àeͤdb^$(ñËHXHC#
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$HI̓Ɵͫ1E#CͤdE#C<W<C˥IǪ>A#T5̎ƨКǃXЛǃX;>
Aîʸ(ǥ͚FE`ĕWAǾHC/cF˕(ɟT5BX/bBIä%E+
E>AªªFE>A

à</bI!C#$ͰFEaHBɓĕ'_ϓ·5Q)<CǪ

#T59$#${}e˦˞HęǉȵϱeˍĔ`C3Aȼ÷3A#);#CǪ#T
5
 ;<3˞˭ΈH»FIäʼ˓ˋ(

{¥¬C3AƕW_bAĉŎĘʼB)E#

XHX"aHB/H®¨(µ(aCƥ3θ$H'EC#$N$FIǪ>A#T
5ŲɛˋFIƄůͪ÷IUfEƄƐHXH<C#$/Ce^`ǓĢFǓͷ3A#+/
C(CAXƄĔE/CCǪ>A#T5

○西郷氏 ĂRDX=]>Cǟʹɉʿ3´.;HB5(ƐČB·$ͪ÷F?#AIą
ƐˋE͝χBϵÝe?-^$C#$/CFE>A&`T3A9HC)Fɲ˹͚ʄC
'9b'_͖ɻÂ˹"CIƐώ͒ψ̍Έ9$#$XHB·>;XHIĉŎĘʼ(X
$ǔ;`Ğ
 9b'_˦˞Έ˴BΎĄ3;XHćˋƂρω/bF?#AIª|ls̋
ÁǛIļĜC3Aĉʼį5a9HļĜeĄbE#CE'E'Ȑȋ(Ǔ'>;HBĄb
T3;(˥HʁȚ=C3AIRCfD˓F͛%E#Ƅ)1HļĜB5
 9b'_9HÏHωńͨ˞˭C'ĉŎ˞˭9$#>;XHB·>;XHF?#
AIǿ˃ƙHğƙώ(ˬɰˋF''d`">A8Lĉʼį3AR3#C9$#$³
?Hpx§®Fē-AZaC#$/CF3A&`T5
 ˷%FE>A#T5B3]$'

○江端氏 "`(C$02#T3;
 9c9c¨i}p

{¥¬ЖH̋Áɍϒ(Φ>A);HBƥ3ǋώ5a/CX

̭%_bT5(¨i}p

{¥¬ЗBĂRDXʿ3´.;C&`Ăʺɂˌ1

fŽ´F´(>A#;<)T5HB9/BT;ȵWAͿͺeαW17A#;<);#C
Ǫ#T5
 1_FɟŷHˌɴɂCXi}p

{¥¬eǛRDBĄb;#C̭%A&`T5HB

^c3+&Ͼ##;3T5
 /HǛHÂƕB5(×ǻɍϒHϒF}®˴͛A#;<+ɍϒC#$ǕBИ
Еē˩ǉͪ-A&`T5HBŌƄƐɴHǽɤ˴F?)T3AI9/B#c#cC˜>
A#;<-aCɺHi}p

{¥¬HϠFXϯƿFḽ̌FEa'CǪ#T5

 9bBI//B¨i}p

{¥¬Жe̋Á7A#;<)T5

 Ž´HĂʺɂFȔȃe&Ͼ##;3T5"`(C$02#T3;

○司会 Ăʺɂ"`(C$02#T3;
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 9bBI//BИЕēRD×ǻC17A#;<)T5
 ńÐHª®F&ЁUʯHw®®eǟʼǶ3A02#T5HB&̈́eЁUE(_0
\>+`C}®e0_f#;<-bJCǪ#T5
 ǛĶH{¬|k¨i}p

{¥¬IИɍКЕē'_ϑƈC17A#;<

)T5
 9bBI×ǻC#;3T5
Б× ǻВ
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４

パネルディスカッション②

「研究基盤整備における大学の戦略・将来ビジョン」
パネリスト
大阪大学科学機 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･工作支援ｾﾝﾀｰ 准教授

荒

西

睦

雄

広島大学学術･社会産学連携室 学術支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

坂

口

浩

司

名古屋工業大学工学研究科/大型設備基盤ｾﾝﾀｰ 教授/ｾﾝﾀｰ長

種

村

眞

幸

東京農工大学学術研究支援総合ｾﾝﾀｰ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

原

島

朝

雄

金沢大学先端科学･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構設備共同利用推進室 特任教授/室長

中

西

千葉大学共用機器センター 准教授

副センター長

桝

筑波大学研究基盤総合ｾﾝﾀｰ ｵｰﾌﾟﾝﾌｧｼﾘﾃｨｰ推進室 名誉教授/室長

大

嶋

建

一

鳥取大学生命機能研究支援センター 教授/センター長

難

波

栄

二

高知大学設備サポート戦略室

西

郷

和

彦

網

塚

江

端

特任教授／副室長

北海道大学理学研究院/創成研究機構共用機器管理ｾﾝﾀｰ 教授/ｾﾝﾀｰ長/総長補佐

孝
飛雄真

浩

ファシリテーター
北海道大学 創成研究機構 ＵＲＡステーション 特任助教

新

吾


○司会 9bBI{¬|keĎϑ#;3T5
 //'_I

˞˭Ų˒ȼ÷F&-aƄƐHǿ˃ơɟ|¥¬!e®FąŪH

ЖЕƄƐ'_&Γ3#;<)T3;§}HˌɴF^ai}p

{¥¬e͎#T

5
 g{§®®eīWT5HIĞĶFǏ)̕)T3AİʖζƄƐġǽ˞˭ɹɳЮ
ЫР}®{¥¬Hʆ˱ɁŒB5
 BIʆ˱Ăʺ^c3+&Ͼ##;3T5

○北海道大学・江端氏 İʖζƄƐHʆ˱B5^c3+&Ͼ##;3T5
 Ìǟ̊Í#;<)T3;C&`Å?˓H¨i}p

{¥¬I

˞˭Ų˒ȼ÷

F&-aƄƐHǿ˃ơɟ|¥¬!C#$/CBj¨eȄ;7A#;<#A&`T
5-bDXĊßˋFIĞĶFǏ)̕#AͶϻ˴e&Ͱ3#;<#A9HǛĊß
ˋFȸ˸˴PD$#>;ǕBŁɊ17a/C(B)a'i}p

{¥¬17A#;<)

;#C̭%A&`T5
 ĞĶCŎ4+T6ɓĕFǂǽЗИǃǉÄɯȥȎɨC3AȥȎ1bT3;ƄϔƄƐ
1fǇưƄƐ1fŏņƪƵɯƄƐ1fɡÊΟƵƄƐ1fωʈƄƐ1f93Aİ
ʖζƄƐCЛƄƐH©¬eT617A#;<);#C̭%A&`T5
 //H©¬BǏ̤ɳǽB">;`Â˹93AǽɤͶϻơɟúEDF?
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#A©¬eǟʼǶ#;<)T3;ȃ˝FКē'_Мē˩ǉ©¬3A#;<)
ĂRDH¨i}p
ĶXi}p

{¥¬ЖBϯƿFʐˉFi}p

{¥¬B)T3;HBǛ

{¥¬HɂFkm®e̦);#C̭%A&`T5Ăʺɂ^c3+&

Ͼ#3T5"C9fEFŵ+i}p

{¥¬e3;+E#EC#$C/cX"`T

3AĞĶ#c#cC&Ͱ"`T3;-bDX2>+J_fF&Ͱ3#;<-bJE
CǪ#T5
 9bBIƄϔƄƐH͙ͅĂʺ^c3+&Ͼ##;3T5

○大阪大学・荒西氏 ƄϔƄƐH˦Ɛɹ§®{¥¬Ƶâȴȯ¬®˞˭ͪ÷§
®{¥¬ȴȯƙH͙ͅB5
 /b'_ƄϔƄƐHͪ÷y®ÄɯF?#ÅÍ3T5
 ǾȞ̤HʹɉHĞFƄϔƄƐȞ̤F?#A&Ͱ33T5ƄϔƄƐȞ̤C3
AIЖЖƐρЖЕ˞˭˦ЛƄƐϙʲ˰˞˭˦ĿMϖ̦˞˭ȂZąŪĉŎĘʼɃͪ
ƐČĉŎȹ̳˞˭Ƀͪ˴Ȟ̤(̦ͪ1bA#T5
 ˦Ɛɹţ§®{¥¬Ƶâȴȯ¬®IЖО"aƐČĉŎȹ̳˞˭ɃͪH»H
¯ρƨB5ƄϔƄƐFIǆ?'HĉŎĘʼɃͪ("aHB5-bDX9H»H¯?F
ǾIÝ̦3A#T5
 ɺFǾH¬®Ȟ̤F?#AB5(¬®FI³?H

{¥¬("`T

5§¤®}ɛƐHʻʐʼH;WHɹţͷɧ®®}įCĉŎĘʼHëαĿ
MƵâȴȯB5
 ¬®IÅ?Ȟ̤'_ǽ`T5˞˭ͪ÷§®{¥¬ȴȯƙCƵâȴȯƙB
5ɋǃЙɔHȵ̌F^`ÌTB͎>A#;ͪ÷y®ÄɯI˞˭ͪ÷§®
{¥¬ȴȯƙFϤ̂į3^`ĨɤˋEŃ`̌Ue͎$/Ce˓ț3A#T5
 ɳǽËŚI˥ƙώЖŏCȈ͏̱ŚЗŏÄī͖ÞŚЗŏʑκ̱ŚЖŏHͥЛŏB
5
 ¾EŃ`̌UF?#AB5(ƐČͪ÷ɹţHͷɧ®®}Hâǽ§¤®}H
ëαͼ̫Ø®HƖɃĘʼFϓ5aȈ͏țƣ˕EDFŃ`̌fB#T5
 Ǿ¬®HÂ˹HδʼF?#AB5(Ɂ¬®F&#AXǏ)̕)§¤®}e
̔̕3A͎>A&`Â˹HƄĶe§¤®}ȴȯFä>A#T5 §¤®}ȴȯHÎ̌
UF?#AB5(ąƐFŐ-AɹţHͷɧeƖɃ3ǨĭɫÔFϓ3Añėh§¬
tƞɧμ̭3AȥȎɫÔFϓ3AI§¤®}ȴȯe͎#îʸh

t©®Ǜ

F§¤®}ɹţC3Aˊό3ƐČĉŎĘʼɹţC3Aϑȷ3A#T5
 
 ɺFÄɯǽɤB5
 T6ɓĕFĉŎĘʼɹţˊόŉȻF?#AB5ǂǽЖОǃF}®3ɋǃIН
ИŉeÌǃǉIМɔʷŬBОЙŉeąƐĉŎĘʼɹţC3Aδʼ3A&`T5
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 ɺFĉŎĘʼƖ̢B5ρƨČĘʼIЗЙǃF®sFη3ЗКǃǉIɹţ(ņ
+E>A͢Ϛ3;ǖϲX"`͂ǁʝ>A#T5¯ɂɛǔHǶŕBHĉŎĘʼB"a
ρƨϒĘʼI˙ƖFŻĤ3A#T5
 T;ƐƂĘʼF?#AB5(ОЙŉH$=ЖЛŉeƐƂFȫæ3A&`ǜFB
I"`T5(˙ƖFŻ%A#T5
 T;φʫˋEŃ`̌UC3AIͼ̫Ø®HƖɃ("`T5ǂǽЗЙǃ'
_ĢeĄbAŃ`̌fB&`ľĤËȻX'E`ŻĤ3®Cͼ̫Øōd7AЛЕ
ЕŏÒ´Hɂ(ľĤ1bA#T5ÌǃǉIʰF®HR$FĢeĄb;/CB
®HľĤËȻ(̎ɳŻ%A#T5
 ÌǛHͶϻF?#AB5(Ɂ3#ɹţeÌǛŻZ3A#'E-bJ#-E#HBɹ
ţHĀƖǓį˴Hʹźȼ÷ĀΔeD$#$N$F3A#+H'C#$H(ÌǛͶϻB5
 ®ͼ̫Øeέ4A#c#cƠϏ˜;CȈ͏e̫Ǟ5aŷeȫæ3A#T5bDXÌǛIh§u®{¥¬eőW;ǀǇ#˜;HȫæEDXǥ͚FE>A+a;
W9bPHƟǨ(ÌǛHͶϻ<CǪ#T5
 T;ÌǛHƄƐHtª®¨įHȧαeȴȯ5a;WƂŪË˞˭̮Z˂Ɛʺ(ä#Z
5#ĘʼʹźHȼ÷ĀƖeŨa/C(ͶϻB5
 ɓǛFǏ)̕)§¤®}Fϓ5aǲŶˉíHȃʋeőWAǇŶHǓįeDH^$F
Ũ>A#+'(ͶϻC3A"`T5
 Ò´B5

○江端氏 "`(C$02#T3;
 ̕)T3AǇưƄƐŮŅĂʺ^c3+&Ͼ#3T5

○広島大学・坂口氏 ǟ̊ÍF"6'`T3;ǇưƄƐHƐ͏ˣØʻƐΰȰƙHƐ͏
ȴȯt¨®§®®HŮŅCʿ3T5^c3+&Ͼ##;3T5
 E'E't¨®C#$N$Eŏ˧(ŌƄƐBI"T`¯̽ˋBIE#HBϯƿFd
'`Z5#C/cB##T5C#d\a˞˭ķĢͶC'#$H(ŌƄƐF"aCǪ#T
5(˥H|{¥¬(˞˭ķĢͶώC#$N$EǕBC_%A#;<-bJCǪ>A&
`T5
 /bIƥ3͘ϦE̒ɦEHB5-bDXɛƐHŷōIͪ÷y®eέƿHƄƐ
B"bJƐČĉŎHɹţēɢeőfB#a¬®H»BÝ̦@-AZaC#$ǕeC_
baCǪ$HB5-bDXɛƐHŷōI˞˭ͪ÷y®ȧαØͿC#$C/cB
®|e5aC#$N$EßęeC>A&`T5
 ƥ3̤̌ͺˋEC/cB##T5CɛƐIÏƄƐC͂ǁ˅E`T3AʋËɛρH»
Fȹ̳ŪϠƐ͏ˣØΰȰC#>;ʸÄƙC#$HeŤ?ɳǽ3A&`T59
H»HƐ͏ˣØΰȰƙC#$H(02#T3AƐ͏HρēH

－ 53 －

(˞˭ȓǔʸÄ



■第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウム

ğƐώC#$ǕFE>A#T5/HʸÄğƐώH˔µC#$/CB̤̌ˋF#$C
ȧαØͿ̹ΗIƐ͏ˣØʻƐΰȰƙF̦+C#$ǕBɳǽe3A&`T3AŎ4+ĵ
Ğ»Fǟͼʥ#;<)T3;Ȉ͏¬®B02#T5-bDX/HȈ͏¬®XƐ
͏ˣØʻƐΰȰƙF̦'bA#a¬®C#$d-B02#T3A9$#$ǶŕB
#$CƮɛ¬®ώX˥XD=_X´ŋIʸÄFEaC#$^$Ě̤ˋFI9
$#$ǕFE>A&`T5B5'_=]>C9$#$C/cX"aHB//F̦+
HBIE+A/$#$N$FʸÄHXCBC#$N$EɳŨFE>A&`T5
 ĵĞ»F=]>C¬®ώHR$'_&Ͱ02#T3;˞˭ͪ÷Hȼ÷C#$/C
B§¤®}ɹţeμOC'Ɂ͜ɐɁ9b'_ɲ˹͚ʄC'#$^$EǀǇ#ͪ
÷eDHͪ÷eȼ÷HƟC5aH'ʿ3A#+H'C#$C/c(/HÎ̌UF
E>A&`T3Aɓ̋ˋFI/HȧαØͿBʇW;C#>;XHeå%Jɲ˹͚ʄB
Ē5C'ƐČHÂ˹Bȼ÷5aC#$^$EǕHʇƕɂǎeC>A#T5
 ;<#)E`

k¬BIE+A/$#>;Ç?H˞˭Ht¨®C#$H(

"aHB5-bDX9/H";`B9b:bHēχ0CFǥ͚EɹţC#$XHeĳē
XfB#;<#A;<Â˹HϓêX02#T5HBēχeΒ%aC/cF?#AH
ͭèC#$XHeƠϏρØBZ>Aɓ̋ˋE̎ͺC#$HeȧαØͿBʇWaC#$N
$F3A&`T5
 Â˹H/CIʰɽɁ3#ͰBIE#HB˖˃3T5(Жʫ/=_HR$EHB5bDXɛƐIƄƐΰȰ

Fˊό5aC#$Heȧα3A#aC#$/CB02#T

3Aå%J/bB#)T5CˊόɹţC#$H(ЗИǃǉ'_ЗКǃǉeɿΛ3T
5CЖЗ'_КЖC#$ǕBÛMA&`T5//F02#T5^$FЗИǃǉFˊ
ό3;XH(9HTTЗКǃǉTBˊό3A#aC͂ǁɹţF^>AIˊό'_Ƃ5
C#$/CX"`T5HB9$#>;ǕBɿΛe#;3T5CОɹ˪F?#AHƖ̢
C#$ǕBÔȻCɍϒC#$H(/$#>;ǕBÛMA#aXHB02#T5
 9b'_//I/$#$ǕBĂRDƥ3Ʈɛ¬®ώHR$Bͣb_b;CǪ#
T5-bDX/=_(ͷɧHƖɃ9b'_®®}9b'_Мɹ˪9b'_
Мɹ˪ŶœC#$/CB//I//Fɑ#A"`T5^$E{®u¬y®B"aC'
ψēɢC'9$#$N$EXH(¾͚Eɹ˪C#$ǕFE>A#aHB5(9$#>
;ɹ˪F?#AIƐČH˫ùʱʊXőWAͱ̉EēɢC#$XHe͎>A&`T5
 3;(#T3Aå%JĂRDH}q®HC/cB"`T5-bDXå%JМɹ˪
Fǔ;aXH(/$#>;ǕBĒA);C)Fɓ̋ˋFI//Bh§¬teЖť5a
HB5-bDX9/H»BĂRDHͷɧ͐B"aC'9b'_Мɹ˪ͷɧŶœC#
$/CeőWA#$C/Hɹ˪Fȼ÷e5aǥ͚ǬIE#HBIE#'C#$N$FǪ
dbaXHC#$HIɍĒA+ad-B02#T3A9$#>;XH(Ľ3+h§
¬tHC/cBIțȱ1baC#$ɳŨFE>A&`T5
 9b'_/b(ɛƐHЗИǃǉ'_ИǃϒC#$ǕB/=_HR$ëαÄɯHC
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/cB#d\a/bI§¤®}C#$ǕFEaHB5-bDX/$#$N$EǕBȼ
÷e3A#aHB5(Ɂ͜ɐɁF?)T3AIąƐ̍ΈC#$ǕBÂ˹e˟ì3Aȼ
÷FĀAA#aC#$ǕFE>A#T5
 9HÏHC/c(͂ǁ"aHB5(ĂRDH˳ЖρHC/cBƯɛ͖Þ'_ǟˉͤ0
2#T3;^$FE'E'Ų˒ˋE®ͪ÷F?#Aɲ˹͚ʄÌϯƿFĽ3#C
#$N$EʱʊFE>A&`T5HBå%Jɲ˹͚ʄC#$N$E/CeőWA#c
#cEǥ͚Eͪ÷C#$He§}h

3A&aHB5-bDX9bBå%JĂR

DXʿ3T3;^$F¬§¬tC#$HeƐ͏ƙBZ>A&`T5HB9/H»
Bå%JʋËȴȯͶB"aC'R'HͶHC/cHɹϓʿe3A9H»FŲ˒ˋ
Eͪ÷C#$C/ceː`ΡV/C(B)aC#$ŷōFI9$#>;§}HC/c
'_

sh

3Aȼ÷e5aC̎ɤˋFIɲ˹͚ʄBIE+AR'HŪH̍Έ

F^>AȨ̦e3A#;<+C#$^$E/CeZ>A&`T5HB9H";`(И
ǃǉB#$C/$#$9HÏC#$N$EǕBĒA#ad-B"`T5
 /bIͼ̫Ø˞îØF?#Ay¬HÄɯeőWAȴȯe3A#aC#$XHB
"`T5ʰF/H";`C#$HIȈ͏¬®C#$ǕBϤ̂į3A&`T5H
BϯƿF˞îC'9$#>;/CF?#AXľĤ3Z5#ʹźFE>A#aHBIE
#'C#$N$FǪ>A&`T5
 ɓǛEHB5-bDXͶϻC'ơɟúC#$/CBИʫɑ#A#T5
 Ж˄˓F02#T5#d\aЫЮÄɯCHΰȰC#$/CBƖϠ´ЫЮÄɯBȈ
͏̱ŚeÌНŏϥʼ3A#aHB5-bDX9/H»BЙŏ(ĉŎĘʼɹţʅʼɹţ
C##T5'9$#>;XHF?#AHy®Fǔ;>A&`T3A"d7AƐČ
HÂ˹BÌЗËC#$ǕBĉŎĘʼɹţF?#AHȴȯC#$/Ce3A#T5
 //FȚ̕5a{}C3Aɹ̵Cɑ#A"aHB5-bDX/bIXCXCИǃ
ϒHÄɯC#$ǕFE>A#;HB5(9beŌƄƐFƫϑ5aC#$/CB02#T
5HB9/'_ÄīˋEˉǵEHB5-bDXɛƐI}®¦¬e=]$DЗИ
ǃFȵƕ3;HB5(ЗИǃМɔEHB5(9HC)Fͪ÷y®ßęHȼ÷
ĀƖC#$He}®¦¬H»Fɑ)ΡUT3;9H/CB˞˭Hȼ÷HŲɛɂϊ
C#$XHeʸÄH΅ÕB?+aHB5(9H»BĂRDHȧαØͿH̦ͪB"aC
'/$#$ª}Bͭèe͎>Aȼ÷ͥˀe˰AaC#$XHeͱ̉Fąρɑ)Ρ
UT3A9be}®¦¬C3AZǗŚØÁȇąƐʇƕC#$ǕeC>A&`T
5;<9bI"+TBXÄīˋEͰB">AƖϠFɹ̵5a{}C#$XHe
ʃ̕ˋFZ>A#+C#$/C(ǥ͚EH<c$C
 "CIª}͛˔3HC/cC#$HI/bIͰ3Ē5CϯƿFɍϒ(''aH
B˖˃#;3T5(X>Cͤ$CÌįƐHC/cI

®§¬t§}C#$ǕBϯ

ƿFĂʺɂH»Bǥ͚Eͪ÷C#$XHF?#AHt¨®C#$'w£iHʇ
ƕC#$HIϯƿF˥I$T+#>A#aCǪ$HB5(;<9bÒƂHʯʯǬ
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C'ʺŗ́eőWA9H";`Hw£iC3Aà'TCT>;XH(B)A#a
'C#$CE'E'=]>C9/TB#>A#E#C#$N$EʷʱB02#T3A
9H";`e#'F˦Ɛ́HR$FŎ4^$E©¨TBȚ>A#+H'C#$H(
=]>CͶϻ<C9b(B)bJƥ3μƕª}HC/cX͛˔3(B)aHBI
E#'ECǪ>A&`T5
 ˘f»HC/c(T1FĵĞ»¬®ώ(Ͱe1b;D$#$ǕBȈ͏̱Ś(
ƄƐH˞˭ĢǓįF΄ʳ3A#a'C#$C/cBZ>K`Ɗe͛7E-bJ#-E#
C#$C/c("`T3A"d7A˞˭ͪ÷Hȼ÷e3;XH(9b(#'F˞˭
ĢHǓįF΄ʳ3A#a'C#$Hem¬}C3A)=fCƐČFXd'>A#;<
+<'_Â˹(ǥ͚EH<C#$^$E/CeZ>K`X>CZ>A#'E#C#-E
#<c$CǪ>A&`T5
 ɓǛFƄƐϒΰȰC#$/CB/$#$ǕBɑ#;HB5-bDX=]>C̉'E
/CBͤ$C//FȈ͏̱ŚCɑ#A"aHB5(å%J/$#$İƄ1fH{¬
|kB"aC'9b'_ĂRDϨʌĂʺ(ЌŃƄHq

soC'"`T3;-b

DX9$#$C/cBͪ÷y®F?#A#c#cCͰe17A#;<+ϠFǥ6
Ȉ͏̱ŚH9$#>;ĉŎĘʼɹţF?#AHy®eȓǔ1bA#aɂXB)a<
-¬®ώFX˕3E(_¯̛FľĤ17A#;<#A/$#$ͪ÷y®eő
W;C/c(9b:bHƄƐBD$#$ʷʱB"aC'D$#$C/cFË(''d>
A#aH'C#$C/cH

«®sC#$N$E';#C/cTB#'E#HB5

-bDX9$#$ǶŕB#$C#c#cEËC˜`ō$C#$^$EŷϰC#$H(
B)bJ##'ECǪ>A&`T5
 Ò´B02#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 9bBIŏņƪƵɯƄƐ˪ɞĂʺ&Ͼ##;3T5

○名古屋工業大学・種村氏 ŏƵƄH˪ɞB02#T5
 /fEϻ˓БŃ`̌UCəɟFŐ'>AC#$ϻ˓В(##H'D$'=]>C^+
d'_E'>;HB5-bDXƃēŃ`̌UID/HƄƐXUfEŎ4^$ECͤ>
;_=]>CͳǍ("`T5-bDXˌ1fȾ˦˖H}®§®Fǝ>AZ>A#aC
#$C/cEHB5-bDX/bIɓĕFʿ3;`ąŪHēɢ¬®ØͿHC
)FX&Ͱ33;HB5-bDXͶϻI/fEH(">AʷʱI/$EN$FE>A
#A̴ɎI/fEXH(">A/fE^$EC/ce˓ț3T5HB/fE^$E
Ĩɤ(ĒT5C#$HI/bIʿɑH˵ɑ)Fʉ>Aɑ#A#aHB//HC/c
IĠǷ3T3]$
 ̤̌EHB5-bDX/Hͪ÷y®¬®(ƈTaTBIŏƵƄHŷōIϯ
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ƿF¦

q®EC/c(">AȈ͏ρC#$H('E`ĀƖ3A#T5КЕŏÒ´H

ɂ(#T59H»'_¬®FàË'ƠÕċÕHËōd7AЖЕËÒ´HËF
ɟAX_>A#aC#$HBd`CŏƵƄHŷōIǮTbA#aC/c("`T5
¦

q®C#$HB5-bDXɛǔI¦

q®BIE+A9bI6>C̶CËe

ʝ_5C)F=]>CτǺ3A);C#$9bHνʻH´FÀ>A#aHB5-bD
X9$#$N$F3AȈ͏ρHË(;+1f#aC#$H("`(;#ʫB5
 /b(ƈTaTBIȈ͏ρHË;=(àCE+#AĂʺƠÕHȹŚ(ЗË#A
àCE+E>A#;HB5-bDX9beI>)`CȈ͏ȴȯƙC#$HC˺ʸδšƙ
C#$HFē-T3;
 ͪ÷y®HÄɯ(ƈT>;C)FɁ;Fͪ÷y®ȧαƙC#$He?+`T
3A9/BËeИË&ϥ#3T3A#c#cEĉŎĘʼHȧαC'®®}e
?+`T5C'͓̦HĘʼ˕B5C'Ȉ͏̱ŚHЃǽe3T5C/fE^$E/
CeZ>A)T3;
 9bB/b(9HǽɤHTCWEHB5-bDXЏ#ƎC'̚HƎBɑ#A"aC
/cIˌ1fHC/cCŎ4B5
 ʰǣˋEC/ce=]>Cͤ#T5Cå%Jͪ÷F?#AI#=Ɉ+ͪ÷y®
HÂ˹eλʼ5a;WHŲʢe?+>AX=cfƄůͪ÷EHBĉʼ3A+<1#
Cĉʼ3A#E+A̹ēH˞˭ƙBȚ>A#a^$E͓̦I9bI&ωIĒ1E
#
 9HC)Få%JÌžbA#a͓̦("aHB˔3A+<1#C#$ʿ(">;
C)FDH,_#H̘ǫǉB5'C#$HC9be˔5C&Ɨ1fIDH+_#N%
T5'C#$He=YfCɧƕ3A9fEŲʢe?+>Aλʼ3AZ>A)A#T5
 ИǃϒBЗОŉH§¤®}e3A#T5
 9b'_ˌ1fHC/cBX®®}e?+`T3;C#$ͰEHB5-bD
XǾHC/cBIÂ̂Ͷω{}eɁ;F?+>A#T56>CĵĞ»'_
ēƍ˞H{}FÀ>'aC#$Ͱ(">;HB5-bDX;T;Tēƍ˞(ƯƱB
ŏƵƄ(ŏņƪEHBΤ#HBɍ͎>AÀ>'_7AX_%aПU;#E/Ce
̯#;HB5-bDX=]$DЗИǃFƈW;C)Fēƍ˞1fHR$BX{}
e=]>C#c#c#4`;#CX$=]>CȘǒB)a^$F3;#CǪ>A&_b
aɍɗBǾXÂ̂Ͷω{}e?+`;#CǪ>A#;HB5-bDXǾH
®}Cēƍ˞1fH®}(ōdE+Aēƍ˞1fH®}eǙ>A#aCǾHÂ
̂Ͷω{}(ЗИǃǉF˰=´(_E#GC#$/CB")_WT3;
 9bCēƍ˞1fC&Ͱ3A#A˟'FąŪ

«®se?+`;#H<-bD

Xˌ1f(ɛʁFE>A/H{}FɛǔFąρHƄƐH͓̦(À>'a/CF5a
C=]>Cēƍ˞IƄƁE/CFEaC#$^$E͔ͰX">ABIǾHC/cI
̹ēHC/cB?+a^C#$HBƈWT3;9bB/HÂ̂Ͷω{}e?+`T
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3;
 ƟƂˋEC/cC3AI/bIŏƵƄH»BZ>A#aHB5-bDXŏƵƄIŏ
ƺƄ1fCĉŎƄƐϙC#$He?+>A#T5ŏƵƄH͓̦eĘʼ5aC)Fŏƺ
ƄF"aw¬£®'_$=Hw¬£®Fhs}3AX_>A/HÂ̂{}
eä%aC9fE^$E{}FȘǒ3A#T5
 9b'_/>=HËɝ̳ǽHC/cF̎ɳĢeĄbA#T3Aͪ÷y®p¨
C'ͪ÷p¨CŖfB#T5-bDX/be?+`T3;/bI=]>CǛB&Ͱ
33T5
 "C˞îØC'ͼ̫ØC'eZ>A#T5Ȉ͏ˋEͼ̫ØeZaHIˌ1fCŎ
4^$FZ>A#aHB5-bDX¯?ŏƵƄ(=]>CƁd>A#aHIȈ͏̱
ŚHɂX;+1f&_b;HBȈ͏̱ŚHËH˞îeZ`T3;ƄƐHĂʺC'̱Ś
IƦ̱3;C)FɁĄˣŚȹ̳C#$Heń-;/C(E#B5^G9bB̤̌H»
Bù+C#$HID$#$/C'ËFy®}e5aC#$HID$#$/C'C#$
He9/'_d'>AX_dE#C/bI=]>Cy®}ɯIǽ`˰;E#HBI
E#'CǪ>AȈ͏̱ŚHË¬®F#aË<-BIE+ADfEȈ͏̱ŚHË
FɟAX_>AX##B5^C#$N$F3AąƐˋE/CBǃFНťB5-bD
XZ`T3;9fE/Ce3A#T5
 ͪ÷p¨EHB5-bDX=]>CƎ(Ƥ1+A͛%E+AʜUT7f̎ƨàe
Z>;'C#$CÌ͓̦H®CH¹ϰB&ƢG3A#A®ˋFI
ÌH͓̦IʷʱD$B5'C#$He&ƢG3AˋFIÌË(#a-bD
XʷʱH©¨IɆɛ©¨C'¸ˁ©¨FɿQAD$EHB5'C#$T6̹Ƹ
ͭèe3AX_>A/HЖǃC'/HЗǃB®F?#AID/TB®|¥¬
h

3;#B5'C'HȈ͏ˋEC/cIDH+_#}q¨h

3;#B5

'C#$He¯Ë¯ËFØ>Aϰ3T3;EHB//Fɑ#A"aϴ˓e¯Ë¯Ë
FØ>Aϰ5aHB/bIϯƿFƄƁB3;-bDX9H'#(">Aƥ36?
ˌ1fЪУТРyjs¨(ťa^$FE>A)A#T5
 ŏƵƄIDfEâǿḙ%A#;'C#$CâǿC#$C=]>CƁEHB5-bD
X/Hͪ÷y®Äɯe3A9HĂD$5aH<C#$ͰEHB5-bDXŏƵ
Ƅ(̭%;HIŏƵƄI;T;TŏņƪF"`T5ŏņƪI̎ɳØˣHȻX;+1f
"aHBĉŎ˞˭X9bE`F#>K#">;HB5EHB7>'+//B͓̦e
#c#c©¨h

3;`C'ËHϰX©¨h

3;HB9beʺ'1E#ȃ

IE#HBEaQ+9beƂFh®¨3AĉŎ˞˭C'çϺēɢ(N%a^$F3
T3]$C#$N$EŃ`̌Ue3T3;å%JɔFЖťC'ɆeʇWA/HɆI
ƂρHËFy®}5aɆF3T7f'U;#EƀȤ-e3A#T59fE^$E/C
e3AĉŎ˞˭eNZ5C#$/CeZ>A#T5ĉŎ˞˭C'ńͨēɢeNZ3T
3]$9bF^>AĘʼȿłĄeNZ3A#)T3]$C̹˰įI3E#HB5-b
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DX"T`Ƅ)#ƀBͤ$C<WEH'X3bT7f(9fE^$EɂŐFŐ'>A
#)T3]$C#$H(ŏƵƄHâǿ<>;HB5
 /HĂBID$3A#);#'D$3A#>;_##H'EC̭%aC7>'+
ŏƵƄI/$Z>Aͪ÷y®Hkk(B)A¯ǨŲˡßĢU;#EXHX´
(>A);HB9beB)bJ»ÊŭŰC'»ρŭŰHƄƐFkke&ē-3;#
ECǪ>A#T5˓ț5C/cIå%J»ρŭıBkkeĉɕ3ō>A9b:
bHƄƐ(ŭŰHʰǬFō>;ǞǶēχeÛJ3AX_>A9b:bHƄƐBĉŎ˞˭
C'çϺēɢ(N%A+bJ/HŭŰIʐǬį5a39b:bHƄƐBĘʼȿ(N%
A/bI##/C<GC#$N$FEbaHBIE#'C9fEH(ąŪˋFB)b
JɆɛ(ąßˋFʻɯ˲ÃĢ(´(>A#+HBIE#'U;#E/CB/bI;T
;TŏƵƄF3A#T5-bDXÌɅFͪ÷y®eń-A#aƄƐ(
;#EǗeȓ>Aͪ÷y®¦

¬®U

n®U;#EH(B)aHI¯?"`'E

CǪ>A#T5
 /bI#'FXŏƵƄ(»ǤFɑ#A">Aǭ̡EHB5-bDX̒eȪ+C)F
ŀɂŐH˛ĺ($T+Ē7E'>;<-EHB"T`ʁF3E+A1>)ͤ>;/C
ed`CƄ.1Fɑ#;H(/bEHB5-bDXȾ˦˖1f(μƕ5aͪ÷y®
ƄƐ("`T5Z>K`ɅͪHͪ÷y®H"aƄƐ(

¬®HǗĠeɤ;3A

¯̛FE>AŭŰeː`´.A#+9fE^$Eƫϑe5aHI&X3c#HBIE#
'ECǪ>A#Aå%Jͪ÷y®Hȹ̳{}eĉɕ3ō$C'#c#cE
kkeĉɕ3ō$C'ǾHC/cB?+>;Â̂Ͷω{}eϷƻ3T5HB
9be;<Bä>AX_$C'9fE^$E/Ce3T7f'Cå%J»ÊŭŰ»
ρŭŰBIŏƵƄ(»ǤFE>AD/'HC/cBȥȎ1b;C3;_ĸʲB"aH
BIE+A=]>CŏƵƄ(

¬®FE`T3]$C9HC)Få%Jȹ̳ED

I/HÅ?BZ>AX;+1fBZ>AXĨɤIX>C´(a3D$7ȃϒI¯̛
EHB9HC)F=]>C/HΠHΤϢCjh
WHŲˡĢh

eZ>A&#A&ωeX_$;

eUfEB3T7f'C9fE^$E/Ce9b:bHC/cB

7>'+Ì̎ɳ#c#cEƄƐ("`T5'_9fE^$EC/c(
EbJ/$Z>Aª

¬®FTB

sBÛJ3A#>A/b(?E(>Aͪ÷y®¦



n®U;#EH(B)bJ̎ɳ&X3c#HBIE#'EC#$N$F̭%A#T
5
 "`(C$02#T5

○江端氏 "`(C$02#T3;
 9bBI̕)T3AɡÊΟƵƄƐļưĂʺ&Ͼ##;3T5

○東京農工大学・原島氏 ɡÊΟƵƄƐHļưB02#T5
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 ˥DXHƐ͏˞˭ȴȯ̙ō¬®IƐČĉŎĘʼɃͪB"`T5ƤωÈq¢¬}
HɹţēɢɃͪCǈ»q¢¬}HνÙƍƖЇɃͪ'_E`9/FɁ;Fͪ÷y®
ƙeͪ-T3;
ͪ÷y®ƙHËȻɳǽIw®i®®ЖŏCȴȯŚЖŏHͥЗŏB53'3
ƖϠIȴȯŚIνÙƍƖЇɃͪFτ̦1bƐʺPHȹ̳͖Ħeȓǔ3A&`T3;H
BƖIЖŏCͤ$/CB5
 ΟƵƄHÄɯʐĪIЖДĉŎĘʼįHȧαĿMͪ÷|

¬HǓįЗДȈ͏y

®HǓįCȹ̳ªt¦HϑˉИДĎĘʼБ§¤®}ВHëαHИ͚ÔB5
 Ɂͪ3;ͪ÷y®ƙI¾FЖДĿMИДeȓǔ3T3;ЗДF?)T3AIɹ
ţēɢɃͪĿMνÙƍēɢɃͪ(ȓǔ3ǝɟ^`¹Ƀͪ(¾ßCE`αWA#;ƐČ̮
Ő-HɹţēɢFϓdaȹ̳ªt¦CΤϢHŪ˰ƄƐʋËB"aƐ́ƄϪέƄC
ΰȰ3A͎>A#;ĉŎɹţͼ̫Øe®}F/b_Hȹ̳ČƛHĀƖCȘƄeαWT
3;9H̎ɤŌªt¦Ȼ(òŻ3T3;
 ¯ɂЖДCИДeαWaF";`ÏƄƐCɿΛ3;ŷōHΟƵƄHʱʊeȉȭ5a
;WFͪ÷y®ÄɯƄƐКƄƐeőW;ЖЕƄƐHʱʊeͷɧ̻3T3;̎ɤC
3AΟƵƄHŷōËXHω5QA(Δ`E'>;ĉŎĘʼͪ÷C3Aɉ˟E
ǕB§}h

1bA#aHIɹţēɢɃͪHͪ÷HЖЙŉ<-B3AνÙƍƖЇ

ɃͪHɂFI"aFI">;HB5-bDĉŎĘʼC#$ɉ˟EǕB®®|FI
ȩ._bA#E#ʱʊB3;
 ƂρCHɿΛCCXFƄƐČρHĉŎĘʼFƟ5aj¬

e˜aǥ͚("`

T3;LC?Iͪ÷eĘʼ5aöHȹ̱Ś(ĉŎĘʼFƟ3AD$#$Ƕ;eȚ>A#
a'C#$/C9b'_X$LC?IΟƵƄBIÉÐωBƣĄ1b;ͪ÷HƄĶIŌ
˞˭ƙFēȺ3A̦ͪ1bA&`˞˭ƙ΅Õ̮(/b_Hͪ÷eĉŎĘʼͪ÷C3A#
+´Bͪ÷˺ʸ̮C3ADH^$EǶ;eȚ>A#aH'Cͤ$/CB5
 ͪ÷Ęʼ̮öͪ÷˺ʸ̮öXCXFĉŎĘʼCͤ$Ƕ;(͊+I4WHͷɧ̎ɤI
ǴǼ;aXHB3;Бťłʵť˷ČƛHʫBВ3'3ĉŎĘʼF0ʸ͢H"aĂʺ
ɂCķĢ3ĉŎĘʼeαWA#+ʹźâ`eƈWT3;ǂǽǃǉɚɍʫBIĉŎ
ĘʼĿMͪ÷Fϓ5a®®}âǽIά»ɽϝB3;(ǂǽǃǉ ǃǉC®
HĀƖe55WƓǽ17a/C(ĒɟT3;
 ƐČƂHķĢΰȰßęB5(}¦jHέ`BƐČBIƤωÈŭıǈ»ŭıHɃ
ͪ˞˭ƙHĂʺɂCķĢ3ƐƂCIƄƐΰȰ˞˭ͪ÷

«®sŭŰČΰȰƄƐZ

ΤϢŪ˰ƄƐCHĉŎͼ̫eαWaCCXFŭŰHʻƐƔķØω͍ɹϓŜˣCΰȰ3
AαWA#T5
 ƐƂĘʼ̮Fϓ3AIŪ˰ƄƐBIϪέƄƐ́ƄɷʓŪƄ(Ęʼ3A&`T5˥
˰ƄƐ'_IɡÊΟƄ̀ʔƵƄ´ɏƄŪϠŲ˚ȹƄ(Ęʼ3A&`T5ʀϒÖɯ
'_IƄȃ»ŵÖɯH˞˭ρϏĿMēɢρϏĿMΟƵƄČ¬¢®ÖɯHĘʼ(ǜ
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FŻ%A&`T5
 И?HÄɯʐĪF?#AH̎ɤeÄɯHǽɤCʷʱFTCWT3;(ÄɯįÒĞ
FɿQAǽɤ(´(>A#aC̭%T5
 ¯?˓HĉŎĘʼįHȧαĿMͪ÷|
3AIƄƐΰȰͪ÷

¬HǓįB5(Â̂Ͷω{}Fϓ

«®sFƐČ̮Ęʼͪ÷ƐƂ̮Ęʼͪ÷eˊό3αWA#T

5ʷʱƐČ̮Ęʼͪ÷F?#AIŉƐƂ̮Ęʼͪ÷F?#AI ŉeˊό3A
&`T5
 ƐČ̮Ęʼͪ÷HǃϒĘʼÔȻB5(ÄɯĞI  ÔB3;-bDXǃǉÎ 
Ô ǃǉI±ÔǑTBÛMAɟA#T5
 ͪ÷ɕĨʐʼC#$/CBHƐƂĘʼÔȻF?#AIǃǉÔB3;( ǃǉI
ÔC#$/CBƥE#E(_XǜFŻĤ3A#aC̭%A&`T5
 Å?˓HȈ͏y®HǓįCȹ̳ªt¦HϑˉB5(И?Hϴ˓Fϓ3AÄɯ
ĞĿMÄɯǛF?#A9HǽɤeȻôBˢ3A#T5ƐČŐ-Hȹ̳ªt¦HȘ
Āͼ̫ØȈ͏®HϑøT;ÏƄƐCHĉŎͼ̫ØXw®}ȻϑøťȻBò
Ż3T3;
 ³?˓HĎĘʼHëαFϓ3AIЖОÔƖɃ3A&`T5(/H»FIɹ̵h



ρřeĄbɒ%a/CF^`Ď˫ù17;XH1_FIÖɯ˞˭ȂBäʼ1bA#;ͪ
÷e˨Ι17;XH˴(őTbA#T5
 ɺH}¦jHÄɯÂ˹B5-bDXäάeЙ?Fē-ŌÄɯǃ0CFʷ3;H(/H
͐B5ɋǃǉBÄɯI̋Á3T3;HBɛǃǉI ±čRDƄƐBÂ˹į3A#;
<)Äɯe̕-A#T53'3§¤®}ZĉŎĘʼįHÂ˹(ą+E#C#$H(̓
3#C/cB5
 ɺH}¦jIơɟFŐ-;ͶϻF?#AB5
 ďϹFΧQT3;^$FɛƐHĉŎĘʼHʂʢIÏƄƐFɿQɓµÝ©¨'_HĒˉ
B"`T<T<Z_GJE_E#/CIƮˬUʱǹB53'39b:beLC?L
C?s§h3AɺFαVC#$/C^`XV3c9$3;XH("a/CeǩϹFĄ
b??ĂFαWǛBȟ`Υ`͢ʇ5aR$(̎ɤC3A'EC̭%A&`T5
 ŉHƐƂ̮Ęʼň̵ͪ÷("`T5HB/beȫæ5a/CF^`ƂρɹϓCH
«®sȘƄF?E.;#C̭%A&`T5
 #+?'H˥˰ƄƐFIȦͣ17Aϳ#A&`T5(ƄƐF^`ʱʊFϩʍHƷ("
aT5T;ͪ÷HƂρĘʼFϓ3AI͜ƕ(ą+E+/b'_ʇWaC#$ʱʊB˕
ÆĘʼHζH`Iι#Cͤd2aeǞT7f3'3ÌǛHƥƍįḙ%aC)ŌƄƐ
CXͪ÷HÂ˹įIβΦʱǹCE`ĉŎĘʼIφ͚EƟ˸H¯?B"a/CI˟'B"
a9HǶŕB

«®sHȘƄIφ͚B5

 ³ƃȲH»ƤÖɯFϓ3AIʻƐΰȰķØíʼωǊŭŰƵɯƫeέ4AΟƵƄH
ʐĪ̊Íe͎>A);(ĘʼIE'>;ɯ˪ˋFXT;͜ɶHʫ'_XʬʸEH'X
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3bT7fV3cΤϢH»ŵÖɯH˞˭ɹϓēɢɹϓ'_HĘʼŝ#ōd7(ƃ
+ǘ_'_HΟƵƄHͪ÷o®¬įFƟ5aͭĖI5/OaЉ#ʱʊB5Ă6I/
$3AÖɯCH

«®sȘƄeαW/beŲFƃȲŭıHω͍ɹϓʻƐΰȰķ

Ø1_FIŜˣ93A»ƤÖɯeƹ)ΡfBƖĘ®}H¦

n®Ǖǽḙ

%A#);#CǪ#T5
 93Aɓ̋ˋFƐ͏˞˭ȴȯªt¦ЗЕЗЕeƓǽ17;#C̭%A&`T5

○江端氏 "`(C$02#T3;
 ̕)T3AωʈƄƐ»͙Ăʺ^c3+&Ͼ##;3T5

○金沢大学・中西氏 ωʈƄƐH»͙B5
 ωʈƄƐIǂǽЗИǃǉFͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯɨFȥȎ1bT3;(˥I
9HИǃĞHЗЕǃǉFûIƕǃΩ̱3A&>;HB59bBT;ƄƐFŖMȁ1b
A/Hͪ÷ĉŎĘʼȧαƙC#$ŏHωʈƄƐHͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯFϓd
`ƈWT3;
 ωʈƄƐHʱʊe˽ĸF&Ͱ33;#CǪ$HB5-bDXωʈƄƐI}®BX
ɑ#A&`T5-bDXЗЕЕНǃǉFƄƐHĎ̞̑ōeZ>;HB5-bDX1
_FЗЕЕКǃTBĤЖЕǃϒIƄƐH̙ō˨ΙC#$HeZ>A&`9>=HR$
Fm¨r®e˕ǔä>A&`T3AR'HƄƐBIͪ÷y®¬®ĞІß"
a#I9$#$^$EŃ`̌UeƈWA&_ba/cFωʈƄƐIT<̙ō˨ΙʋË
įĎ̞̑ōC#$/CFm¨r®eä>A&`T3;ЗЕЕНǃFĎ̞̑ō3
A˶ʌƄƐɂǎC#$N$Fͤ$ËX#T5-bDXƐŰƐϿБȹŚI˞˭ŰƐ
́ВC#$/$#$Ɂ3#̤̌F3A&aHB5(9H»ΗI/$#$³?HƐŰ
Б˞˭ŰВ(">A9HµFƐϿБƐ́В("aC#$ɳǽB59H˞˭ŰH$=
ͪ÷eä$ƖЇ́HƐ́e/HŨFΏƎBɑ)T3;-bDXͪ÷eä$HIʸƵ˞˭
ŰĲ͋ìõ˞˭ŰHƐϿB5Ⱦ́H˞˭ŰIRCfDƖЇ͓̦eädE#HB5
 93Aͪ÷ĉŎĘʼȧαƙ(ˉΔ5aĞI(fαƫęǟ˞˭ȂC'ĲƐ́9$
#$^$EC/cR'FXƐČHĉŎȹ̳˞˭Ƀͪ("aHB9/HC/cBƤ͜ɶ
Eͪ÷HĉʼC#$XHI͎>A#;HB5-bDXǂǽЗИǃǉFͪ÷ĉŎĘʼȧα
ƙeZa/CFE>A&'.1TBωʈƄƐąßHͪ÷ĉʼįeƈWa/C(B)T3
;
 ɺH}¦jỈ'#HB5(ǂǽЗИǃǉFǾͪ÷ĉŎĘʼȧαƙC#$H(
ƐϠ˦ƐƖЇ¬®F?+_bT3;-bDXǂǽЗЛǃǉFEaQ+ƐώC'ʸ
ÄFΤ#C/cF̤̌e˨9$C#$/CBĂ˱˦Ɛj®{¥¬ȧαɹɳF˨`
T3;/HŨHƶöIδš̤̌ŊöIȹ̳˞˭Ȟ̤Bē-A"aHB5-bDX
ͪ÷ĉŎĘʼȧαƙIδš̤̌HR$F˨`T3;
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 9b'_ȻƎˋE/CBʷʱEHB5-bDX͓̦HŉȻIɓĕ/bIąρƄ
ƐHīρFͷɧ3AX_>;̎ɤȹ̳ʼC'ĉέʼͬˈʼ˺ʸʼ9fEXHe
ąρϚ#A˞˭Fä%aXHC3AąρBЗМНЛŉ"`КЕЕ±čÒ´HXH
IЗЕНŉ9H$=¯ǨƐČBąρͷɧ3T3;-bDXƐƂ'_HĘʼXň̵E
˞˭ͪ÷(НЙŉ"aC#$/C(d'`T3;
 9$#$/CBǂǽЗИǃǉ'_ͪ÷H§}e/3_%AD$#$/C(B)
aͪ÷(D/F"a'C#$9$#$/Ceː`Ρf<®®|e?+`T3;
 9b'_}

HËȻB5-bDXąρōd7A˞˭ʼɃͪeĘʼ3E#ËX

őWT5CИНЕЕËΤ+&_baHB5-bDX/H$=H˥T<ƓąFȉȭ3
)>A#T7f-bDX˞˭ʼͪ÷eä$̱ŚIǆ_+_#'ƃēȾ́HĂʺ(Ķ
ē^`X=]>CƥE#CǪ$HB5(9b,_#&_baI6B59b'_Ȉ͏
̱ŚBX̎ɳ˞˭ͪ÷eä$Ë(#T59b'_/=_F§}3A#T7f-bD
XƖϠFȹȢC'ĐȹȢC'ĦȹC'9$#$ËXͪ÷eä#T5-bDXƐʺ
ϙʺX̎ɳͪ÷eä$HBɛǔI9HƐʺ1fHȻXɑ+Q)<>;HB5(//I
ɑ)ʤ_3A#T5
 9$#$/CBʷŬĉŎĘʼň̵ͪ÷F3A#aHIЗЕНŉКЕЕ±čÒ´H
XHB5<-D1_FЖЕЕ±čTBƣĄèeµ.A9bBĉŎĘʼň̵EXHe
EaQ+ˌ1f'_Ē3AX_$^$F3A&`T5-bDX/b<-HËȻBͪ÷e
ĉŎĘʼ3A#ad-B53'3ωʈƄƐI˞˭ƭHĻ1(Ļ+"`T7f
 9bBDb+_#ĉŎĘʼe͎dbA#a'C#$ÔȻeĂRDR'HƄƐBX
ͤ>A&_bT3;-bDXͪ÷HÂ̂9b'_Ͷω{}9bFĉŎĘʼHǲ
ŶXąρCba9$#$®®}C#$'9$#${}F3T3;HB¯
Ǩ/fEȻƎ(ĒAT#`T3;-bDX¯˄ƃ#HIЩШЫ/bIɕɹįōʯeō
ǽ3;`5aË(ä>A#a9b'_ƃēωʈƄƐHʰǣH¯?'CǪ$HB5bDXУЩРC'¬sHēɢÔȻ(/bIЩШЫHɺFÔȻC3Aƃ#B5
9b'_ψēɢ9b'_ͮЇɮɧđʸϓêēăţC#$^$Eϵ˄BĘʼÔȻ
(̕#A#T5
 =]>CáB5(ЖǃИЛКɆЖɆЗЙɍϒ6?ͪ÷eĪ'3;C3AЖǃϒ
НМЕЕɍϒ3'E#d-B5(ƖϠI˝ɍϒBʟƕ(̋da^$E9$#$^$E
ĘʼHʱʊB5
 Â˹B5-bDXǂǽЗКǃHИɔBȾ˦˖'_HÂ˹(̋d>;HBЗЛǃǉ'
_̹ēHƄƐHÂ˹BZ>A#'E#C#-E#C#$/CBЗЛǃǉ˞˭ĢǓįë
αΈC#$ƖI˞˭ĢǓįHƄƐFωʈƄƐIμJbA#E#HB5(μJbA#;
_X>CÂ˹Ȩ̦ͪ÷ĉŎĘʼHR$Fť5/CXň̵<>;'X3bT7f-bD
X¯ǨƄƐHÂ˹eZ`+`3A/b<-H&ωeƄƐ'_Ē3AX_%a/CFE
`T3;;<3/bIËÔΈeőfB&`T7f
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 }®HR$F}

HËȻC'=]>CƁįeɑ)T3;-bDXZ>K`

ËÔΈC#$HIϯƿFƄƐFC>Aȓ(Ƅ)#9$#$/CBÌ˥IʰÕȹȢ
B5-bDXX$ЖË(Äī͖ÞŚBЗËB/Hͪ÷ĉŎĘʼȧαƙeZ>A&`T
5-bDX#c#cE/CFЗËBƟǨ3A&`T5
 ơɟHͶϻC3AIωʈƄƐH˞˭ȗʫCEa9$#$XHe¯ǨɁƐ͏ġǽɹɳ
C'9$#$XHBT;Ⱦ˦˖'_ȴȯ3AX_%a^$FE>;^$E/C("aH
B9$#$^$E˞˭ȗʫeǕǽ3A9/Bͪ÷ĉŎĘʼC#$/CeZ>A#-;
_C̭%A#T59$#$Ɂ3#ɹɳe?+>;C)Iͪ÷IąƐͪ÷C3Aͪ÷ĉ
ŎĘʼȧαƙB˺ʸCĉŎĘʼȧαe͎>A#/$C#$ɳǵB&`T5
 9b'_ͪ÷H¯ƭHƐƂĘʼeˉȣ5a;WFĂRDЗЕНͪ÷(ĉŎĘʼň̵
BНЙͪ÷(ƐƂ'_XĘʼB)aC#$N$Fͤ#T3;-bDX"T`ƐƂ'_
Ęʼ3A+baË(Ɩ̢C3AƥE+AT<ЗǃϒBИÔ3'"`T7f¯ǨƐƂ'
_HĘʼŝ#ōd7I"aHB5(Z>K`ɓΤHͪ÷I}j

e¬CĄbAä

%a^$E9fE˽ĸEXHBI"`T7fB5'_9Hͪ÷F?#A˕ǔH̍Ї
C#$'9$#$XHeȚ>A#;<'E#C#-E#C#$/CB/HË<>;_
ä>AX^c3#C#$^$E9$#$ͪ÷(Ϙ_bA)A3T$HB9bBȈ͏ț
ƣßę(ɛǔIĀƖ3E#C#-E#HB5-bDX9b(ĳēB)A&`T7fH
BĘʼ3;#C#$Ƽɖ(">AXˌ1fHƼɖFʉ%A#E#C#$C/c("`
T5
 9b'_ͪ÷HĘʼȿωB5-bDXƐČB/HĘʼȿωeX_$^$F3AX
/bIƄƐFɟ;&ωe;<ƐČBĪ'3A#a<-FE>A3T$HBB)bJƐƂ
'_HĘʼFͶω5aC#$9$#$/CBͪ÷HîʸC'h

t©®C'ąρ

Ί%a'D$'d'`T7f-bDX9$#$ɂŐBÌ̭%A&`T5
 9b'_ΤϢHÏ˞˭ɹϓCH˕ÆĉŎĘʼeȧα5aǥ͚("`T5ωʈƄƐF
E#ͪ÷Xͪ÷ĉŎĘʼȧαƙF/$#$ͪ÷(E#'C#$ŝ#ōd7("`T5
ωʈƄƐFE#ͪ÷IΤ+FİϜĂ˱˦ƐȈ͏ƄƐϙƄƐC#$H("`T5HB9
=_HR$Fŝ#ōd7A9=_HR$P̊Í3;`9$#$^$E/CeZ>A&
`T5HB/b'_ΤϢHÏ˞˭ɹϓCH˕ÆĉŎĘʼXȧα3A#);#C̭%A#
T5
 "CIЮЫР(¯ǨȨ̦1bA#T5HBΰȰ3Aͪ÷ĉŎĘʼȧαßęeǓįB
)bJC̭%A&`T5ЮЫРIКËRD#aHB5-bDX9bIͪ÷ĉŎĘʼÒ
ƂHʐĪ(ƃǧEHBͪ÷ĉŎĘʼȧαϓêH}

H»FIÌĄbA&`T7fΰ

ȰHĊßúeɶ̇5aǥ͚("`T5
 9b'_ÏHƄƐBXͤ>A&_bT3;-bDXͪ÷ĉŎĘʼȧαƙIąƐˋ͝
ʫ'_ͪ÷HĉŎĘʼʱʊȼ÷ʱʊeȉȭ3A#aHBD$#$ͪ÷(D/F">
ADfEädbɂe3A#a'¯Ǩē'>A#a?X`B&`T59$#$ǲŶF
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Ȧ3A#aHBīρ'_}®¦¬H˸ƕC'ɲ˹͚ʄH®F?#Aͪ÷
ĉŎĘʼȧαƙFŝ#ōd7("`ǾXΨĤͷɧ3A9bB®C'ǲŶeȫæ
5aC#$/CeZ>A&`T5
 Ò´(ωʈƄƐHʷʱHͰB5

○江端氏 "`(C$02#T3;
 //TBКƄƐF#c#c&Ͱ#;<)T3;(ˌ1f&Ͱ31baCϯƿFː`<
+1fBƄēɍϒXȑ3A)A&`T5;<ȑ3A)A#aHB5-bDX
¨i}p

{¥¬HɍϒeB)a<-ώ+C`;#CǪ#T5HB//IİʖζƄƐ

H̗ŸĂʺF1>C̋d_7A#;<#Ai}p

{¥¬F?E.A#);#CǪ#

T5^c3+&Ͼ#3T5

○北海道大学・網塚氏 İʖζƄƐH̗ŸB5
 /bIʷʱB5İƄIǂǽЖМǃǉFo®¬g{§ie˰=´.T3;HB
ͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯHȴȯe#;<#;HI˰=´.AМǃ;>;C/c'_
HИǃϒB"`Ų˒IB)A#aʱʊ?T`ɅFМЗŉH͓̦(o®¬g{§
iC3AädbA#aC/c'_B"`T59bB}
eǓį3T3A//FȜ.;^$EЫР}

eŻŚ3Aȴȯßę

FƟ5aȈ͏țƣ˴˞î9b'_

ζČŌɹϓPHĘʼëαͩŝ9b'_Â̂{}Hȵ̾C3AȰƽ˱ɚ'_XÂ̂
B)a^$F5aC'1_FƐČHĉʼň̵͓̦Hʏ#Ē3e͎#T3A9bBąƐ
H®®}eɳ˼#;3T3;/bI/HǛHąƐˋE¦

®Hɳ˼Fʺ

)A#T59b'_̍ΈˋFI¯˄̬ɜį3;͓̦HЉǉįB5C'˦˞ΈB
·>;͓̦eȼ÷3Aĉʼį5aC#$§¤®}FɓXƃϼHΈʼeĠ#A#aC#$^
$EʱʊFE>A&`T5ǛBt¦e&͛73T5(/H§¤®}F^>A͓̦
HˊόŉȻ(}

ˋFN%AĘʼ̮XÛMA#aC9HĨɤ(ÌĒA)A#aC

#$ʱʊ<CǪ#T5
 /H{®IʷŷHȈ͏HɂF½Ȋ.3A?+>A#;<#;HBΏBɑ'bA#a
/CIʷŷ'_H

®|B"`T3AǂǽЗЛǃǉIɓƤϘH}

C®

®}HδʼHUe͎>A#aC#$/CBɹ̵INZ3;#-bDXËIʝ_7T7
f^C#$

®|e3W3A#a˥PH©

{¢®BIE#'CǪ#T5

 ̤̌ˋFIİʖζƄƐH»HƐČƂHË;=eϤWAĂ˱Ĳˈ˞˭e͎$"a#
IʻƐΰȰe͎$ġǽ˞˭ɹɳH»H¯̤̌C3A?+`T3A//TBIɅFB)A
#;ρēEHB5-bDX9/FɁ;Fͪ÷y®ȧαƙe̦#AīρCHķĢ
HXCBδše3A);C#$/CFE`T5
 /bIąßHÂ˹̍ΈHƖ̢Hȧ˨B"`T3AǂǽЗИǃǉFIЖüčНЕ
ЕЕ±čЛЕЕЕ±čFE`T3A//BÄɯ(̋d`T3;ʷŬǂǽЗЛǃ
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ǉB˥(¬®ώeZbCͤdb;HI//'_EHB5-bDXИǃĞFE`;
'>;EC#$N$FǪ#T5
 §¤®}FIX=cf¯˄&ω(Ġ'bA&`T3ÄHC/c(ËÔΈFE>A#
T5Äɯ(̋d>AXËÔΈI''a/H&ωFϓ3AIÌǃǉI»ɗ˓ɵηǽǓ
į̍Έ'_ȡĒ3AËŚe9HTT̔̕ϥʼ3A#aC#$ʱʊB"`T5/b<BIΔ`E#HB/HR'Fɹ̵eNZ3A˞˭ƄƐǓįëαÄɯ̍ΈHR$'_/
H´F´À7ēe#;<#A|

¬3A#aC#$ʱʊB5

 /bIˊόɹţŉȻCǃϒǋQĘʼËȻHȧ˨B5-bDXǂǽЗИǃǉ/HǃF
ȴȯe#;<#A§¤®}eƈW;̎ɤ//B,>CˊόŉȻIN%AǂǽЗЛǃ
ǉI//FɟA#T5'_T<Ŋ̲´(`BN%A#T5¤®z®I͓̦HŉȻFɿ
å3E#B͓̦HŉȻ(N%aCD$#$ϓȻ'd'_E#B5-bDXDfDf
ÛMa9bB/>=(ЗòFN%A/>=IКòÒ´FN%A#aHB5(ZI
`§¤®}eƈWA͓̦ŉȻeNZ3;ǛǫʨEÛMeˢ3A#AǂǽЗЛǃǉF
I/b<-HЗ±ЙЕЕЕC#$ÔȻFE>A#T5EHB/HÄɯB#;<#
;§¤®}HɃ˸IϯƿFɕĨFɹ̵3A&`T3Aå%JX$ЖťŎ4,_#HÂ˹
e#;<-bJ/b(1_FD/TBÛMaH'C#$HI8LZ>AU;#C/cB
5
 /bIÌTBƖɃ3;Ń`̌UCͶϻeTCW;XHB5ǛB͐e4>+`͛A#;
<)T3AǓͷ3;#HI//Bȴȯ3A#;<#;®®}(ÌąƐɷɀ
H¦

®̠Ġ`̤̌Fɷ¼eĄbAĉʼɹţB

$9H¦

«®se?+aC#

®HǕǽFʺ)A#T5

 9b'_1_F#c#cEo{¥¬eNZ3AÂ˹eʴǞ5a"a#IƄƐH˞
˭ȹ̳ĢF΄ʳB)a̵ĪˋĚ̤F5a;WF/$#>;tª®¨įƟǨC'§
®{¥¬ɹ̵C#>;ĉʼɹţF^aąƐ̤̌e?+a/CF^aÐĤèôeɓƄϘF
Ǐ)Ē9$C#$/Ce/b'_͎>A#/$CǪ>A#T5
 9fEC/cB5

○江端氏 "`(C$02#T3;
 ¨i}p

{¥¬HЗ˄˓C#$/CBϑƈ3ÂЖɍϒ(;=T3;

 ˌɴ#c#cCǽɤͶϻ˴eǟŶœ#;<)T3A/bI¨i}p

{¥¬

ЖBXŎ4<CǪ#T5(ĉέ5aͶϻZĉέ5aơɟú"a#I9bCIą+
˅EaɁ;EͶϻ˴(´(>A);ECǪ#T5
 T6//Bƥ3ĊßˋF¾F¨i}p
i}p

{¥¬З'_ǟľĤ1b;ĂʺɂC

{¥¬e3AͯWA#);#C̭%A&`T5//TBͪ÷y®¬

®ȼ÷Äɯ(ƖϠFƃ+Hǽɤe´.A);C#$/Ceˉ͐#;<)T3;Äɯ(
̋d>;C)FƖϠFƐČȓC3AEF(Ż%A);H'"a#Iȓe͖$;W
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Få%JÌİƄHˉ͐H»BIƐČ̍Έe/H^$FĠ#AαWA#aC#$ͰX
">;HB5(9$#>;ǕB͖Ź3A);˴ŌHƄƐBÄǲ("a'CǪ#T
59HʫFϓ3AƄϔƄƐ1f'_ƥ3&Ͱ3#;<-bJCǪ#T5

○荒西氏 ɛρ'_ēτ1ba§¤®}̍ΈF^>AÄɯe̕-a/CIB)A#T5

○江端氏 ƖϠF͜ɶC3A/bTBͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯBy®1bA)
;ʱʊ'_ɿΛ5aCD$#>;ǕBÌŎ4͜ɶBZ_bA#aH'9bCX̡
Ƥ3A#aH'

○荒西氏 ËŚeʝ_3̤̌e̡Ƥ3A§¤®}HR$Fφʫe̦#AÄɯFŃ`̌
fB#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ŮŅ1f&Ͼ#3T5

○坂口氏 ĂRD=]>CʹɉH»Bͣb;CǪ$HB5-bDX˞˭ĢǓįëαÄ
ɯ˟'FЖЕǃǛC#$ŝϻI"aHB5-bDX9/<-e͛;C)FI9H"
;`HC/cHȈ͏̱ŚHτ̦C'#$C/ceZ>A#T5HB®¨B͛aC
ИǃϒCßęIĀƖC#$C/cTBͤ>A##'D$'C#$HI"aHB5-bD
X9$#$ǕFE>A#a'CǪ#T5
 ;<ǰT3#HI/bTBZ>A#;Ɂ͜ɐɁC#$/CBŲ˒ˋEͪ÷F?
#AHÂ˹HC/c(ϯƿFЗИǃǉ";`I^'>;HB5-bDXЗЙǃǉЗК
ǃǉЗЛǃǉC#$/CB=]>CE'E'9/(ƐČˋFI˟ì1bA#E#9
/IɟǃǉÒϗɁ3+ƐώX'd>AɁßęC#$/CFEaHBƄƐˋEÂ˹H
WD(D$EaH'C#$HI=]>CT<͛%E#ʱʊEHB9H";`(ƥ3D$
'EC#$N$FǪ#T5
 Ò´B5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ˪ɞĂʺ&Ͼ#3T5

○種村氏 ŏƵƄHŷōI®HϰCHϰCÅ?">AHϰIͪ÷
y®H&ωe#;<#A#;C)IËeИËϥ$/C(B)T3;9b(̋d>
A3T#T3;HBƐČȨ̦BÌͪ÷y®ȧαƙFЖË̔̕3AZ>AX
_>A#T59b'_#c#cEŪHª|lsFľˀ3;`3A#T5HB9
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=_HR$'_=]>CȚ>A)AX$ЖË&ϥ#3A#T5
 ®ˋFIŏƵƄIǄ#E/CFű͎ρHĂʺ;=(d`C/$#$ĉʼH/CF
ǟʸ͢(#;<-A#T3AX=cfͪ÷y®HÂ˹(">;C)RDI#'E#
HB5-bDXĉʼH;WH͓̦<>;_îʸH;WH&ωIàC'ȡĒ3T3]$C
#$HBǟʸ͢I#;<#A#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ļưĂʺ&Ͼ#3T5

○原島氏 ΟƵƄHŷōIÄɯ(̋d>A'_ƐČBÂ˹į3T3AËÔΈ¦}
=]>CħĢ3;C#$N$EǕBЖКЕЕ±čRDZ>A#aHB5;</b(
̋d>;ǛFĂRD˥DXʹɉ3T3;^$FϯƿFª'_˰=´.A);XHB
5'_//B̋d>A3T>;_T;XCHɘϕǐC#$C/cX02#T3A®
®}˴X)>=`CɾǃĉŎĘʼɃͪF?#AI9b:bHɹɭHʱǹID$E
H'îʸ(DH,_#''>;H'C'ɐɁͥˀ9b:bHĂʺF̯#;XHBą
A®®}F3A"`T5HB9bFŲ@#AɋǃǉЙɔ'_EHB5-bD
XƐČH}®¦¬Hɓ̋ˋ˷ʿ#d\aʸÄØF''aĞH˷ʿI˥DXH
ȴȯ¬®HR$Bɓ̋ˋFZaC#$/CTB/*?-T3AǜF˥DXH¬
®Hφ͚ǬC#$HIͲ;1b??"aHBIE#'EC#$̭%EHB5/b'_
XX>Cʎ˓3A#;<);#CǪ#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 »͙Ăʺ&Ͼ#3T5

○中西氏 ̹ΙΘȳɯC#$'à'Äɯ(̋d>;_9Hɺà'ɺHÄɯeȴȯ3
AX_%a^$FC#$/CBǂǽЗМǃǉIɁƐ͏ġǽC#$/CB¯ǨÂ˹e?
-AX_%a_3#HB9H»Bͪ÷y®ϓêH}

ḙ%AX_%;_C

Ǫ>A#T59$#$ʱʊB5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ɓǛF̗ŸĂʺ

○網塚氏 ĂRD»ɗ˓ɵηǽ̍ΈBǫŷe3H,ǕBÂ˹eĒ3A#;<)T3;
(ƄƐHαVɂŐ˞˭ǿ˃ƄƐHǿ˃e)=fCʷŷXĉɕ3AƄƤHȵϱH
¦¬e˰AA9beű͎ρFh®¨3A#+/CBƄƐHÂ˹e˟ì5aCX=c
fƂ'_C>A+aħĢX̹ē;=BZaC#$/C
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 9b'_ZI`hk

(φ͚EHB/bTBI͔ɂEHB"T`9/e

Z>A)T7fB3;-bDX˞˭̮F^`ĉʼɹţHƄĔ1eʸ͢3AX_>Ah
k

HϤ̂e͎>Aǽɤeh®¨3A#+C#$/C(˲ÃˋFC>A#+

C#$H(ZI`ƄÄFEaCǪ#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ĂRDH©¬H»BXĊßˋFÌHÂ˹(ǆ_BCˉ͐3A#;<#;C/cX
"`T53ZI`&ωHͰFE`T5CƯɛ͖ÞX#_>3Y#T53E'E'ͤ
#@_#C/cX"a'CǪ#T5
 ;<ZI`İʖζƄƐHĂRDHÂ˹ϼH̡ƤO`C#$'9beǟ˟Ͳ3A#;
<-bJ&d'`HC&`"b<-Ƥ1+E>A3T$CĪ'E#ρēB">;`
1_FɴEXHe͖Ź3A#'E-bJ#-E#ρēC#$H(">AŌƄƐ1f
9Hρēe#c#cCħĢ1bA͖Ź1bA#a'CǪ#T5
 ƖϠF9HΠHÂ˹HͰ̹ΐ(ŇJbA#a»Bå%Jq¢
i}p

{£ª®Fϓ3A

{¥¬17A#;<);#CǪ>A&`T3;(ɍϒ(ȑ3A&`T59

/BÅ?RD//TBH©¬BĉέHͶϻ(ĒA)T3;HB9bF?#A
i}p

{¥¬eαWA#);#CǪ#T5

 ¯?I¨i}p

{¥¬ЖBĒA);ŭŰΰȰŭŰFϘ_6ΰȰC#$/C

B5G93AΰȰIÌǛαWA#+Q)ɂŐǬB"aC#$&Ͱ(ƃ'>;CǪ#T
5
 Å?˓I#d\a{}H˟˰ʲ̹{}ěVƄƐ1fX#_>3Y#T5
3ēƍ˞H

«®seäʼ3AZ_bA#aƄƐ1fX#_>3Y#T5ŌH

Ęʫ"a#IͶϻ˴eȒĒB);_##ECÌH&Ͱe̯#AǪ#T3;
 T6ΰȰHÔF?#AͿͺeαWA#);#ECǪ#T5(T6ĊßˋF&Ͱ3#
;<#;ŏņƪƵɯƄƐ˪ɞĂʺHR$'_ĊßˋEΰȰúC##T5'9HΠF
?#AͶϻ"a#IΰȰěV/CF^>AǞ_ba

§

F?#Aƥ3&Ͱ3#;

<-T5B3]$'

○種村氏 }¦jeĒ3AX_>AX##B5'˘f»,_#H}¦j9H}¦
j(ɻ3#'D$'=]>C^+d'_E#HB5-bDXd`C͇ͤHƕ̨(Ϩ
3#C/c(">AΰȰC#>;C)FƄƐBΰȰ3A#aHeΰȰC#$H'9
bCXćͪɹϓC'àC'TBĄbAC#$HeΰȰC#$H'ʀϒÖɯTBĄbAΰ
ȰC#$H'=]>C9HΠ^+d'_E#B5(å%J/bƖIЗǃ,_#Ğ
F/$#$Hḙ%A#;HB5-bDXŏƵƄI7>'+/fEkke?+`T
3;C#$HBɛǔFΤϢHƄƐ("aHBΤϢHƄƐC¯̛FZ`T3]$^C
9HC)FǾIėFkkeϡ5/CXàXE#3kke¯̛Fĉɕ3T
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3]$ĉʼX¯̛FZ`T3]$^C9bBŭŰ(ʐǬįB)bJ##^GC#$H
eɶ̇3A#Aå%JɸȈ˦Ƅ1fC'à'/fEH(B)aC##GU;#EH
eƖϠF3A#;3ͪ÷y®HɴƍeɸȈ˦Ƅ1fHC/cF͎>A&Ͱ33;
`C'ͼʥ3;`C'9$#$He17AX_>A#T3Aƥ36?EHB5-b
DX9$#$XH(Ǉ(>A#+'EC#$HB˷%FEaHB5'GʜUT7
f

○江端氏 ΰȰěfB#+Fǔ;>AHͶϻC#$HID$#$C/c<C̭%A#
_>3Y#T5'

○種村氏 9b:bHƄƐB9b:bHʰǬ("aHBŏƵƄBI$T+#>;-b
DXėHƄƐB$T+#+'C#$C9bIǥ63X9$BIE#HBĉέˋEŲ
˒ˋEǲŶI&˜_7B)a-bDX"CI=]>C¯̛F̭%aHB5-bDX9
HC)FZ>K`ǾИǃϒHßĢ("aHB/fE/Ce5aC##B5^U;
#E9$#$y|l}¥¬IB)aHB9fEC/cBZ>A#+C#$+_#B
5'GʜUT7f"T`˷%FE>A#E+Aʿ3d-"`T7f

○江端氏 "`(C$02#T5
 ǇưƄƐ1fH©¬H»BIЌŃƄƐ1fC¯̛FΰȰeαWA#aC#$&Ͱ
X"`T3;9H»BHͶϻ˴"a#IΰȰH

§

C#$HXőWAŮŅ1f

F&Ͱ3#;<-bJCǪ#T5

○坂口氏 )]$IʰFʹɉ3E'>;HB5-bDXƄƐϒΰȰC#$H(XCXC
͝χF">Aͪ÷y®ÄɯXЗИǃǉF}®3;C)FɹϓͶHȓǔHɂ'
_I>)`ͤdb;HIЛƄƐHC/cI9b:bHƄƐ<-Bϐ4A3T$C#$H
BE+A9H";`HÎ̌UB"aC'9$#$N$Eͪ÷y®C#$HeΤϢ
HƄƐF=YfCʌĿe5a^$FC#$N$E/Ce3>'`ͤdbT3;9H»
BǇưƄƐF?#Aͤ#T5C9/BǇƄHŏĞXĒ1b;HB5-bDX»ŤŪ
HC/cI)=fC͝χFĄba^$FC#$HX"`T3;
 9$#$N$EʒbH»B¯?I»ŪC'ŤŪX9$EHB5-bDXƖϠF/
b<-Εϧ(˕ǔϧbA#a»Bå%JĉŎĘʼC#$N$E/Ce˕ÆBZaC#>
;C)FID$#$N$EÎȤ-(##H'C#$H(#c#cCaaɮͦ(">A9
/eϨʌĂʺ(»ǤBTCWA#;<#A&`T5»ŪŭɂHjo

«®sC#$

N$EXCXCνÙƍHƖЇɃͪHØͿEHB5-bDX9/(ńͨ͢ɢC#$/C
B9b:bHƄƐB¯?Hɹ˪eĒ3A§{®IƄƐΰȰ

Fˊό5aCC

XF¤®z®PHy®}IƐČy®}CŎ˴y®}eȫæ5aC#$H(ĉέ
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§{®C#$^$EǕB}®3;C#$H(02#T5
 ;<E'E'T<ɍϒC'X>Cͤ$C9b<-R'HƄƐH˞˭̮FC>AЊ
Ģ("aXH'D$'C#$N$EC/cXƃē#c#c9$#$N$EŝϻʫX">
A<'_9/IT6¡¨u®}C3AZ>AUT3]$C9H»Bƃē#c#
cEŝϻʫC'#c#cE/C(ĒA+a9/eȵş5bJ##HBIE#B5'C#
$N$EǕB}®3;C#$H("aHB5-bDXZI`9$#$N$EC/c
Bͤ$Cjo

«®sC#$C/cC9b:bɅƏHĂʺɂC#$^`X¬

®FEaCǪ$HB5-bDXɇνÙƍƖЇɃͪH»HǓĢE

«®sC#$H

(">A9/eɩF3AÌ#c#cE/Cḙ%AZ>A#+C#$C/cBZ>A
#+C̎ɤID$Ea'd'`T7f-bDĞFαVH'EC#$/CB˭ɰˋF
ID$#$XHBXĒA+aHB5-bDX͚IËB5GC'̤̌B5GC#$N$
FEaH'ECǪ>A&`T5
 Ò´B5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ŭŰΰȰC#$/CFϓ3AIĂRDXʿ3´.;C&`ŌƄƐ1f#c#c̭
%A#_>3YaCǪ#T5
 ÌH&ͰÒƂF/$#>;Ͷϻ("`9$<C#$/CBà'ǟǶ͛"aɂ#_>
3Y>;_8L&Ͱ3#;<);#CǪ#T5(#'(B3]$
 ɬĂʺ&Ͼ#3T5

○桝氏 ĂRDЗËHĂʺ'_">;HB5-bDXƄƐϒHΰȰC#$ǶŕBIÌ
ͤ>A#;<#;^$E/C(Z>K`##CǪ$HB5ŌƄƐHʰǣeʺ'3ō>
A®kmhˋFIͪ÷e{lh5aC#$/CX9$B53ËɝC#$/CB
IĞFX=]>C&Ͱ(Ē;'X3bE#HB5-bDXå%JȈ͏̱Ś(#c#c
EƄƐCÉʒ3AȈ͏eˠ+C#$^$EËɝHÉʒC#$HX50+φ͚EHBIE#
'ECǪ#T5
 ¯ɂB#d\aŭŰÖɯC'ŭŰˣØCHΰȰC#$C/cTB̭%aH'D$'C
#$C/c(¯?Iŝϻ<CǪ$HB5-bDXĴ͇ƄIƐƂϑȷX3A#aHB5bDXɻ˔EͰBIƐƂ'_ωeX_>Aͪ÷eäd7aC#$H(##H'Ch
p

sE˞˭H;WF·>;XHeŭŰH9b/9¯̽Öɯ(ä$C#$HI##

Cͤ>AX_%aH'BX̴F̸I'%_bE#'_ω(ǥ͚EH<^C/=_C
3AIǪ$d-B5-bDX9b(Ⱦρ˦Ɛ˖ˋFD$'C#$/CX9$B53Ƅ
ƐC3AHƊĮC3AD$C_%aQ)EH'EC#$H(ͶϻFEa'ECǪ>A#T
5
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○江端氏 "`(C$02#T5
 ÏFà'"`T5B3]$'

○種村氏 ŏƵƄH/CBʜUT7f-bDXƖIŏƵƄ<-BIE#'X3bE#B
5-bDXĂ˱˞˭Ų˒ĉʼ¦

®ÄɯC#$H("`T59bFŏƵƄX

ľˀ3A#aHB5-bDX9b<CÖɯ1få%J1>)ωʈƄƐ1fHͮ˹
BЖǃϒИЛКɆȤ-aЗЙȤ-aàC'C"`T3;-bDXЖǃИЛКɆɾ
ɆɾɆ͓̦(Ī#A#ad-BIE#HB;TFIˮ#A#aɆX"aB3]$9H
ˮ#A#aɆeØˣHË;=H;WFä>A+<1#^C#$9$#$ŪHª|ls
X"aHB5ŏƵƄI9bFľˀ3A#aHB9bFÀ>AEaQ+9Hª
|lsFȚ>A#-a^$FǾIŲˡßĢe?-;͓̦e9>=Hª|lsF
ť5U;#E9fE^$E/CX3A#T5

○江端氏 ϨʌĂʺ&Ͼ#3T5

○難波氏 ÌHŝϻƄƐ0CFXH50+θ$CǪ$HB5ŭɂƄƐIƄƐ͜ɶF
ɿQbJ"aǶŕBj¬¦eĳēĀƖ17Aϳ#AƐČH˞˭̮Ȼ(ƥE#HB
ƥ3á͕("aC#$H(ǾHʷʱB5;<ɼǩE/CFÖɯ(ƥE#HBϫ͚
Cæ̐(¦¬}(=]>CŃbE#ʱʊBǾHƄƐBIͪ÷HĘʼʵ(®¨
BĈ°Ġ#>A#a'D$'C#$C/cB5͚5aFŭŰeȴ%a;WHĳēE
q¢{iI"aCǪ>A#T5ƄƐBIͿͺFEaHB5-bDXV3cŭŰe
ŖMΡfBʐǬį5a{}(B)E#'EC#$/Cḙ%A#T5;<3ŭ
ŰHÖɯ(ɛǔF»ƤEHBƄƐFIȽƩ(Љ+AĄbE#ÖɯJ'`EHB59/
eD$Ʋ3A#+'C#$H(¯?HͶϻB5ǭ_+σØHƄƐBIX$|®BЖ
ЕЕАΒ%A#a^$Eͪ÷BI9fE/CFIE_E#HBIE#'CǪ#T5

○江端氏 "`(C$02#T5

○西郷氏 ˥DXЉ˜ƄƐC3AÌH&Ͱ50+0X>CX<CǪ#T5ZI`#
c#cE/Cḙ%aC)FąŪ¯̛FZ`T3]$Cǥ69$#$ͰFE`T5
(9bIZ>K`ƄƐH͜ɶ9b'_ªu®{¥¬/bF^>AƄ)+θ$H<C
#$/Ce8LƄ)+AƄσØFɳ%A#_>3YaƄƐHɂFIǟʸ͢#;<);
#ECǪ#T5
 å%JЉ˜IŤŪƮ̶(οЋEHB5å%JŤŪH»ǷƋЄƴǢư}Bʮ
ζЗɍϒ'_Иɍϒ''aHB5/beĉŎĘʼ3cCͤdbAX/bI¶ň̵EH
B59$5aCZ>K`Љ˜˗H»HЙɨ'Кɨ3'E#ƄƐЉƠ9b'_˗H
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ƵɯͮЇ¬®9$#$C/ceƹ)ΡfBʬЅHE#^$Eͪ÷τ̦ḙ%EbJE_E#9$#$ʱʊB"aC#$/Ceǟʸ͢#;<);#CǪ#T5

○江端氏 "`(C$02#T5&>3YaC&`<CǪ#T5
 9$#>;ǶŕBIİʖζX̎ɳΤ#C/c("aH'ECǪ$HB5(̗ŸĂ
ʺ#'(B3]$'

○網塚氏 ͪ÷y®¬®ȼ÷ÄɯHϒFXζČƂHΰȰeǓWAКƄƐЙ
ЉƠeőWT;ΤŷHÖɯHɂX#c#cEÉʒØ˴eÖˀ3AħĢ3A#aC#$
C/cB9HĨɤIT<E'E'5,FI"_dbA#E#CǪ#T5
 ¯ɂBϯƿFɓĂ˱H͓̦(SfCЖŉ"aCζƂHÖɯHɂBXɄΈeȅ>A
ä#FɟA+bA9/BΰȰ(ʺTbaC#$/CB<'_͓̦HFXçƏ5aC
/c(">A^+®~eȉȭ3E(_§y®e3Aǿ˃e̟>AΰȰeŨ>A#
'E#CE'E'Ϩ3#H'EC#$C/c("`T5
 =]>CͰ(ȁ`T5-bDXƄƐϒBΰȰe3AȈ͏̱ŚHɂH}q¨h



ªt¦e?+aC'C#$HIϯƿF?E(`eʺ'3A#-;_5J_3#HB
IE#'EC#$N$FǪ>AΌǽ#;3T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ¨i}p

{¥¬ЗH̋ÁɍϒFRSE`??"aHB5-bDXX$¯?<

-=]>CͶϻF?#AǟͿͺ#;<);#CǪ#T5
 Â̂{}F?#AÌHʷʱHͶϻB">;`C'ÌǛDH^$F9H{}
eâ>A#+Q)'C#$ʫF?#AǟͿͺ#;<-bJCǪ#T5
 Ƅ)+ē-Aēƍ˞1fHÂ̂{}eädbA#aƄƐCʲ̹FÂ̂{}
e˟˰1bA#aƄƐC"a'CǪ#T5(ēƍ˞1fH{}eädbA#aƄƐ
1fID=_FE`T5'Ȝȃe&Ͼ#3T5

○種村氏 ¹ɂ"`T5

○江端氏 9bCĴ͇ƄƐ1fЌŃƄƐ1fǇưƄƐɡÊΟƵƄƐ1fC#$/
CB5G˥(Ǫ>A#;^`X50+ƥE'>;HBΪFͤ$Cʲ̹F#c#c{
}e?+_bA#aC#$/C'CǪ#T5
 ʲ̹F?+_bA#aɂFC>AH

§

C#$HID$#$C/cF"aH'C

#$HeǟǶ͛#;<);#CǪ$HB5-bDX#'(B3]$'
 »͙Ăʺ&Ͼ#3T5


－ 73 －



■第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウム

○中西氏 ĂRDʿ3T3;-bDX˪ϿC3AI#c#cEͪ÷eĉŎĘʼň̵F3
A#aHB5<'_ĲƐ́X"a3ʸƵ́X"a39$#$ēχHÂ̂{}e
ēƍ˞{}F̏T7aC#$HIƃēēƍ˞Hͪ÷ϿCŎɴBE#CǪ>;H
B˥̹Η^+˜_E#C/c("aHB5-bDX9/_ΠX̭%AɁ3#Â̂
{}eωʈƄƐBėά?+a/Ceͥˀ3A?+>;XHeƖϠFĪ'3AUA
à'¶σō(">;_T;îɻ5aC#$9fE/CeZ>A#aʱʊB5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ĵĞ»H˳Зťo®¬g{§i{¬|kFľĤ1bA#E#ɂFIʿ3d"`T7f(ēƍ˞HÂ̂{}eäʼ3A#a

§

F?#AǇưƄƐƮɛĂʺ

H0ͼʥB&Ͱ("`T3;ˉʺ5aÄīđʸψ(ūóˋFƥE+EaC#$^$E&
Ͱ(">;'CǪ#T59HʫFϓ3AŮŅ1fǟǶ͛e&Ͼ#3T5

○坂口氏 ˥IĊßˋFȳâe3;/C(E#HBDH,_#ȓǸ("aH'D$
';<//Iēƍ˞HĂʺI#_>3Y_E#B5G/bI¯ȓǔ̱ŚHƀ<C#
$N$F̯#AX_>;R$(##CǪ$HB5-bDXɛǔIX$ƥ3ä#Ĭȃ(#
#XHFB)E#'EC#$N$Eƀ("aCǪ#T5;<ʅʼˋFC#$/CB
ä>A#aHC9bC¬®ώXĵĞFͤ>A#;CǪ$HB5-bDXɛƐH
ŷōI͚IąƐH&ωB"aC'ɲ˹͚ʄB"bJŪH&ωeƄƐC3AȚ>A#a
C#$XHF?#AIļĜĉŎĘʼB5^C#$/CB9beēƍ˞H

«®s

HC/cFˊό5ąī("aˊό17bJå%J#c#cEʸʾ("`T5C#$
N$Fͤ>AƖϠF&ωe?-AĪ'3;HB5-bDX¯ʰƕH˞˭ƙC'Ơ
ȶ<-FCDT>A#aBIE#'D$#$/CEHB5'C#$/C(§h¨Fͤ%
aC#$'Ţ(ĒT7fHB9$#$ρēHC/c("aHC9bCǝɟIЩГ
СРЫУHC/cH{}C#$N$FE>A#A9$5aCƐČHρēIЩГС
РЫУBZ>AƐƂHC/cIēƍ˞BZaÅφH{}Fˊό5aH'C#$N
$FE>A)A9/(¤®z®'_͛aC=]>CD$EH<c$C#$N$EH(
"`T3;
 9bCX$¯?I#d\aρƨ(˺ʸe5aH<-bDX/bIĉŎĘʼɹţC3
Aϑ#A#+HBƐČH&ωB"aC'ŪH&ωeC>A)AR3#C#$/CBˊ
όe5aC9/Iρƨ˺ʸFEaHB5-bDX9$5aCЩГСРЫУBÓF{
}(">;C3;_9/FÀ7_bE#BIm¬}(ȉȭB)E#HBIE
#'C#$ǕFEaHB9$#$ǶŕB#$CЩГСРЫУB"c$(ρƨB"c$
()=fCˊόe3E1#C#$XHeDfDf̨īį3;XHIąAēƍ˞



«®sFÀ7AŎ4^$FϭЈF®(ĒA+a®C#$HIĘʼʱʊHC/
c(DH,_#Ǉ(`(">;C#$H("aHB9$#$N$EC/cH
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R$(D>='C#$CƄ)#H'EC#$N$FǪ>A#T5
 Ò´B5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ÌHÂ̂{}HÔFϓ3Aà'ǟǶ͛˴"aɂ(#_>3YbJ8L
 ϨʌĂʺ&Ͼ#3T5

○難波氏 ēƍ˞CƐČH¹ɂH{}eĔ`ē-Aä>A#T3AƐƂćϑ5aX
HIǇưƄƐ1fCHΰȰX"`T5HBąßH{}FÀaC#$/CBēƍ
˞H{}Fˊό3T3;Ǿēƍ˞(ZaϞēĞ'_νÙƍ͢ɢʰF{®u
¬y®IǃϒИ±ÔŉFE`T5(ƐČHRCfDąρeńͨ3A#A9beÄī̱
Ś(#E#»BD$Z>AĨʵˋFđʸ5a'C#$/CBȃ͗BͶω{}eâ>
A#T3;9$#$Ğå(">AĂRDŮŅ1f(ͤdb;^$Fēƍ˞(¬s
5aHBIE#'T;ēƍ˞HĂʺ'_X/bÒ´ICH&ͰX&̯)3ƐČBp}
j~3;R$(ä#ĬȃX̾#C#$/CBʲ̹H{}eâ`T3;
 //BƄƐϒ'_ƂFĒ9$C#$Ͱ(ĂRD'_ĒA#T3AƄƐϒBĉɕB)a
{}CE>A+aCēƍ˞H{}CO?'a/CFE`T5ä#Ĭȃe͛E
(_ēƍ˞1f(ϯƿF¨FE>A+aHB"bJʲ̹EXHeâ>A#+Q)E
H'ECIǪ#T5
 ƄƐϒB#c#cͰe5aHB"bJ9$#$ΰȰX3AU;_##'ECǪ#T
5C#$HIûIƄƐνÙƍķHÑ͐ǅÄX3A#T3AąŪHνÙƍɃͪBX#
c#cEΰȰFŃ`̌fB#Aå%JϪƍʿ{}Hª

jȇ¯5aC

ϯƿFZ`Z5#HBIE#'ΈʼXƒ+EaHBIE#'C#$ͰXĒA#T5Ϊ
Fͤ%J/$#$XHFϓ3AȌ͡â>A#aƄƐ("aHB"bJ˜(''a
H'D$'d'_E#B5-bDXΰȰ5aCCAX̾#HBIE#'ECǪ#T5

○江端氏 "`(C$02#T5
 ĞHͰHΰȰC#$ͰCϓΰ3AϯƿF̾#&Ͱe3A#;<)T3;"`(C$
02#T5
 R'FɬĂʺ&Ͼ#3T5

○桝氏 ƄƐΰȰH

«®seä>A#AH

§

EHB5-bDXƐƂHɂF

ä>A#;<+»BʰFÖɯFɹţeϑȷ5aĘʼ3AX_$C#$C)FĴ͇Ƅ
<-H/CEH'X3bE#B5-bDX9bʬ3BͰe3;C)FÄīHË(ɓĕ
FZ>K`ƌ(>AÖɯFƟ3AƄƐ(à'eʄ5aC#$HIĞå(E#Cȿω
͜ƕC'XŲʢ(à<'^+d'_E#39bBIͲW_bE#C6>Cͤ>A#;H
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B5-bDXƄƐΰȰ

«®sIƄƐXÖɯXˊόB)aHBƄƐΰȰFˊό5

bJ##^CÄīHË(ͤ$HB5ƄƐΰȰH

«®sH»H͜ƕBĘʼȿωI

D/D/Fʢ6aU;#E9$#$͜ƕH»Hɥ̌UFĄ>A+bbJƄ²ƅB3]$
C#$N$EͲ;e3A+b;CǪ$HB9/FĄbA+b;&'.BƐƂH¯̽Ö
ɯHËFXä>AX_%a^$FE>;C#$

§

IĴ͇ƄFC>AI"`T3;


○江端氏 "`(C$02#T3;
 9c9c̋ÁɍϒXΦ>A)A&`T5˥ñËˋFIąʭi}p

{¥¬(Δ`E

+AɛǔFˌ1fCT<T<&Ͱ17A#;<);#B53ǆ_BXͰ5I"a
HBIE#'CǪ#T5/$#>;ɹØe8LT;âa/C(B)bJ##EC̭%A
&`T5
 ɓǛFˌɴ&¯Ë6?˽ĸF¯ͤÅͤ¨i}p

{¥¬HǟǸǵe#;<

-bJCǪ#T5
 ɬĂʺ'_&Ͼ##;3T5

○桝氏 Ìť/b<-#c#cEƄƐHɂC&Ͱe3AT;̯#A#;<#AƄƁ
"`(;'>;CǪ#T5
 ÌťIĴ͇Ƅ'_XÄīHËFʬʸZ`ɟAX_>AͰe̯#AX_>;HBÏHƄ
ƐH/C(d'>AX_>A^'>;HBIE#'CǪ#T5"`(C$02#T5

○大嶋氏 ЖЕƄƐHϓê̮(¯ŴFϤT>A1T2TEͿͺ(B)ϯƿFḽ̌FE`
T3;9b:bHƄƐFI#c#cEkke&Ț=B3]$'_ɷHΰȰeƝF
Ț?/C(ǥ͚B3]$ÌǛ/H^$E{¬|keƕɗˋFϑø3AɓɁHǲ
ŶHǶ͛ÉȬeȚAbJǄ#B5D$X"`(C$02#T3;

○難波氏 İʖζƄƐ1fF̾#Øeϑ#Aϳ#AɛǔFǸͽ̻3T5ZI`ĸʲB
5CƐČBX9bRDƄ)EÄɯBIE#HBƃ+HËF"T`ʸ͢e3AX_>A
#E#9$#$ǶŕBIĉέHǰUZͶϻ˴(i}p

{¥¬B)ACAX^'>

;CǪ#T53àC'D/''_ω(Ǐ)Ē7E#'ECˌ1f̭%A#_>3Ya
CǪ$HB5(9$#$hs{¥¬e˓HĞF#_>3YaɂFB)aC̾#H'EC
Ǫ#T5HB^c3+&Ͼ#3T5

○西郷氏 Љ˜ƄƐC3AIɚ>ƍEHBÿΆē(;+1f#_>3Y#T5HBƄ
Ɓḽ̌FE`T3;
 ʰFÌǰfB#a/C(Ͷω9b'_Â̂{}EHB5(ʲ̹Fϑˉ1bA
#aC/cFΤÜ>A#c#cCȹ%A#;</$CB)bJX_>A3T&$'
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ECǪ>A#T5HB^c3+&Ͼ#3;#CǪ#T5

○荒西氏 ƄϔƄƐHR$XĉŎĘʼHʁδHυǽX"`T3AǜFʗΫ3A#a
CǪ$HB5/$#>;Ƕ͛ÉȬXőWA9beЖťϘ`F3E+AÌǛF?E.
A#-;_CǪ#T5

○坂口氏 ǇưƄƐHŮŅB5ɛɆID$X"`(C$02#T3;
 ϯƿF˥ƄƁĩǓ17A#;<#;C#$N$FǪ>A#T3AƃēÄīH»B
#$C˥(ś¯ЖË'EC#$ρēX"aHB5-bDXΪF^+»ŪEDB##T
5CϨʌĂʺC'ΪFÄīHɂ^`XĂʺHR$C̎ɳ#c#cEǕB&˜`ō#F
EaɹØ("aC'C#$H("`T3A9$#$/CXőWAZ>K`^`^+5
aC#$HIƃēˌ1fĉέˋEG_#<c$CǪ$HBėF//B˲Ã5ad-BI
E#CǪ>A#T5HBå%J˦˞ΈED<>;_E'E'ȃHČIC#$Ͱ("a
'CǪ#T5-bDX/H¸ˁHXHC#$HIZ>K`ˌ1f(ĉέBC#$N$
FEaCǪ$HBÌǛ/$#$N$EŃ`̌U(X>C̔̕ˋF͎db;_##'E
CǪ>A#T5D$X"`(C$02#T3;

○種村氏 /$#$ɹØe·%A#;<)T3AD$X"`(C$02#T3;
 Z>K`R'HƄƐHŃ`̌UC#$HIE'E'"T`TCWA̯+ɹØ(E#H
BƄƁḽ̌FE`T3;
 =]>CŏƵƄŁ˖5a/CIÄīHËC'Ȉ͏̱ŚHËeX>Cƹ)ΡfBΰ
bA+bJ^'>;ECǪ>A=]>CǛǯ3A#T5
 T;/bЖťB̋da/CE+6>C̕#A#+C##ECǪ#T5"`(C$0
2#T3;

○原島氏 )]$ID$X/HØF&ȕ)"`(C$02#T3;
 ΟƵƄIʰFR'HR$'_ĒT3;^$FɡÊσH˘f»F"aƄƐB3AΪ
Fͤ$CÖɯ1fEDIƃ#BIE#'C#$C/c(">AЗЕЗЕǃTBH¦¬
C#$/CBΤϢH˥˰ƄƐeʚ8A¯?HΰȰeɶ̇3A#aCX$9c9cƈW
A#aHB5-bDX#c#c˥˰ƄƐ1fC#$HIʱʊ(">A'E`Ϩ3#C
/cX"aHB5
 T;¯ɂΤϢH»ƤÖɯ1f˟'F"aHB5-bDX//ЗǃϒJ'`ĉŎ
ĘʼBä%T5^C#$/Ceͤ>A#aHB5-bDXD$XRCfDɟE#ɟA
+baHI»ŵÖɯÒ´H˞˭ȂHɂƄß˥DXHȚ>A#aͪ÷F?#Aĳē˜>A
#aɂ(ä#FɟaC#$/CEXHB5'_//B=]>CâǿeƁ%T3Aθ$
ȃɽeX>AÌñėFÖɯeμȎ3AųʶɡÊˤƆƴ//F"aÖɯH˞˭
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ȂHɂFw¬s3A#aHB59HɺFà'">;C)FI/fEZ`ɂeZ>
;HB5C#$Heˉ͐B)bJ##ECǪ>A#T5"`(C$02#T3;

○中西氏 ʆ˱Ăʺ'_"T`ůFIT_E#C#$'̹ʾEi}p
$/CB3;-bDX)]$/H^$E̹ʾEi}p

{¥¬C#

{¥¬e̯'7A#;<#

AɛǔF"`(C$02#T3;#c#cɛǔFḽ̌FEa/CωʈƄƐU;#EǛ
ˉ̌IɛǔFąAˌ1f&>3Y>;/Ceḽ̌F17A#;<#A/b'_H/Ce
̭%a/CF3;#CǪ#T5
 ŏƵƄ'_ͤdbT3;-bDXɛǔIÄī̱ŚHËXɟAR3'>;HB5"a
#IȈ͏̱ŚHɂÄī̱ŚHɂI˅Ī(">A7>'+//BƐfBX_>AXT
;ɺHC/cF˅Ī3;_9b(ʺ)A/E+Eaň̵Ǭ("aHBÌťH{¬|
kǛRD̋d>A'_ĺĚʯeĒ1baC#$N$F̯#A&`T5HB9$#$
XHe/b'_Äī"a#IȈ͏̱ŚHɂFǏ)̔#B#+C)F9$#$XHe8
Läd7A#;<);#CǪ>A&`T5ÌɆIɛǔF"`(C$02#T3;

○江端氏 ɓǛF&Ͼ#3T5

○網塚氏 ¦®HĂʺɂˌɴɛǔFD$X"`(C$02#T3;N<f̯-E
#ʷŷHƖǲe&̯'7#;<)T3AƄƁḽ̌FE`T3;
 9b'_ØŷF&Γ3HÏƄƐHɂƐČHɂXőWT3AƃȻľĤ3A#;<
)T3A"`(C$02#T3;
 ɛǔFɕǶ̨Ei}p

{¥¬(B)A^'>;CǪ#T5ɛǔFD$X"`(C

$02#T3;

○江端氏 BIɓǛFE`T3;(Ưɛ͖ÞFǟǸǵe#;<-bJCǪ#T5

○文部科学省・岡本氏 ɛǔF#c#cE&ͰeÜd7A#;<#AЗНǃǉÒϗ/
Hͪ÷y®¬®HÄɯeD$3A#+'C#$/CBϯƿFḽ̌FEaǟǶ͛
ƃ#;<#;CǪ>A&`T5
 6>C̯#A#A̭%A#;H(/Hͪ÷y®¬®HǽɤC#$HIà'C
#$/CBĘʼ̮ȻB"aC'ͪ÷H˫ùʵB"aC'ȉȭ3A#a͓̦HŉȻ
ËɝЃǽɴE˞îØ®#c#c"aCǪ$HB5-bDX/b_Hǽɤ
IƄƐFC>AXφ͚B6>C̕-A#+ǥ͚("aXH<CȵWAǪ#T3;
 ÄɯH̔̕C#$/Cḙ%aCǾ(ȴȯB)aρēHÏFƄƐ'_#'Fʸ͢
eǞa'C#$/C(CAXφ͚FE`T5ĂRDωʈƄƐ(/HÄɯ(̋d>;Ǜ
FɁƐ͏ġǽ˞˭C#$C/c'_ȴȯeń-A#aC#$Ͱ("`T3;(/bI
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ɹ̵ǓįHϓê<CǪ#T5ɓĕŪ˰ƄƐHɹ̵ǓįHC/cFÂ˹(φʫį1bA
#aC#$Ͱe17A#;<)T3;(9HÂ˹<CǪ#T5ωʈƄƐ(/$#$X
HFÂ˹eφʫτē5a/C(ƄƐFC>Aφ͚E/C<C#$Ėɀe1b;'_<CǪ
#T5B5'_R'HƄƐBXå%J˞˭ƄƐǓįëαΈeC>A#aC/cI9
/'_Ē5C'ƐČȨ̦#c#c"aCǪ$HB5-bDX#'Fǽɤeh®¨
3A#+'C#$C/cBå%Jͪ÷y®¬®Hɹţeä>A/$#$ͺȾ(
ĒA#T5C'ÖɯHɂFä>A#;<+/CB"a͗řϑˉF?E(aC'ƄƐ
FC>A/Hy®¬®(Ų˒CE>AɴEʌĿĨɤe·%A#aC#$/C
e#c#cEĔ`ŅBh®¨3AƄƐHʸ͢eǞA#+ǥ͚("aHBIE#'C
Ǫ>;C/cB5ǾI/Hͪ÷y®¬®ÄɯeЗНǃǉD$3A#+'C#
$/Cḙ%A#)T5(9Hȴȯɗϒ̋ÁǛXÄɯe̕-A#'E-bJ#-E#C
#$/Cḙ%aCƐČB#'FͲ˜3A#;<-a'9$#$C/cHǟħĢC#
$H(ϯƿFƄÄEHBIE#'CǪ>A&`T5
 Ò´B5"`(C$02#T3;

○江端氏 D$X"`(C$02#T3;
 ÌťH{¬|kB&Ͱe1b;i}p

{¥¬HČƛZȿ˴őWAŶœɑ

C#$ǕBÌǃǉ»Fćϑ17A#;<)T5ɛɆ/HŷBͰ3ōdb;/C˴eŌ
ƄƐH»FȚ=ƾ>A#;<-bJC̭%A&`T5
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第１回設備サポートセンター整備事業
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■第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウムを終えて ～課題と提言～

第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウムを終えて

〜課題と提言〜

第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウムは、上田一郎北海道大学理事・副学長に
よる開会の辞で始まり、基調講演として文部科学省研究振興局学術機関課の岡本和久課長補佐
に「学術研究を取り巻く動向と設備サポートセンター」と題してご講演頂いた。その後、各事
業採択校の実施状況に応じて前半後半 2 つのパネルディスカッションが行われ、各大学の現状
と課題、将来ビジョンが共有され、それに基づき様々なディスカッションが行われた。

基調講演、２つのパネルディスカッションを通じて、特に、「技術人材の不足および育成プロ
グラムの必要性」「事業採択校間および地域における連携の増進」「共同利用料金の設定および
共同利用予約システムの整備」が共通の課題として浮かび上がってきた。
以下，各課題についてまとめる。
【技術人材の不足および育成プログラムの必要性】
設備サポートセンター整備事業予算により、技術職員や RA（リサーチ・アシスタント）の配
置を実施し、各大学は拠点形成を行ってきた。しかし、多くの装置を抱える一方で人手は十分
でなく、人材育成プログラムも発展途上であるため、効率的に共用機器を運用することが困難
である。
【事業採択校間および地域における連携の増進】
事業採択校間連携および地域連携は広島大学鳥取大学の好事例はあるものの、以下に挙げる
共通の料金システム・予約システムが浸透していないこともあり、なかなか進んでいない。ま
た、各大学における設備サポートセンターの核となる分野が偏っているため、連携の糸口を見
出せない点もある。
【共同利用料金の設定および共同利用予約システムの整備】
現在、自然科学研究機構分子科学研究所が主管する「大学連携研究設備ネットワーク」にお
いて、機器を相互利用するための予約・課金システムシステムが整備されているが、事業採択
校の中で利用しているのは、千葉大学、鳥取大学、広島大学、東京農工大学の４校であり、大
阪大学、金沢大学、名古屋工業大学、筑波大学、高知大学、北海道大学は独自のシステムを確
立している。将来的な自走を目指し、独立採算が可能なシステムとするために最適なシステム
の研究、検討と整備が重要な課題として浮かび上がる。
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以上を踏まえ、平成２８年度以降の設備サポートセンター整備事業継続に向け、次のことを
提言する。
l

設備共用の維持および拡充のためには持続的な技術人材育成体制の整備が不可欠である

l

事業採択校間での人材交流の推進、さらには人事交流システムの確立を目指す

l

設備共用に関する大学間の円滑な連携を促進するために「大学連携研究設備ネットワーク」
等の既存のシステムと連携した、共通の料金体系、予約システム、データベースの確立に
向けた検討が必要である

l

設備共用をより有効に活用していくために、共用設備の修理やアップグレードに充当でき
る安定した財源の確保が不可欠である

l

科研費等の研究費の使用目的として、共用を目的とした場合の利用を特例として認める

l

大学の教職員に対して、
「大型設備は大学、ひいては国・国民の所有物である」という認識
と共に、設備共同利用の利点と重要性への理解を広めることが重要である

l

事業の成果を評価する基準（何をもって有効活用と見るか）の整理と、それに基づいてア
ピールするアウトプットが重要である

l

ノウハウの共有のための取組（シンポジウム等）を継続的に行う

l

地域の技術者等に広く技術を伝えることも重要な地域貢献活動として推進すべきである
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大阪大学

荒西

睦雄

広島大学

坂口

浩司

名古屋工業大学

種村

眞幸

東京農工大学

原島

朝雄

金沢大学

中西

孝

千葉大学

桝

筑波大学

大嶋

建一

鳥取大学

難波

栄二

高知大学

西郷

和彦

北海道大学

網塚

浩

北海道大学

江端

新吾

飛雄真
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参考資料１：事業採択ポスター
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■参考資料１：事業採択ポスター

➨㻝ᅇ タഛ䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊ᩚഛᴗ䝅䞁䝫䝆䜴䝮

༓ⴥᏛඹ⏝ᶵჾ䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛡䜛ྲྀ䜚⤌䜏
ඹ⏝ᶵჾ䝉䞁䝍䞊䠄ᪧศᯒ䝉䞁䝍䞊䠅䛾άື

ඹྠ⏝䛾≧ἣ䛸ၥ㢟Ⅼ
ᶵჾ䛾ඹྠ⏝䛜㔜せど䛥䜜䛶䛔䜛䛜䞉䞉䞉

Ꮫෆඹྠ⏝䛸䝷䜲䝉䞁䝇ไᗘ

䖂䝃䝫䞊䝖䛩䜛ᢏ⾡䝇䝍䝑䝣䛜㝈䜙䜜䛶䛔䜛䠄ᩍᤵ䠍ྡ䚸ᢏ⾡⫋ဨ䠍ྡ䠅
䖃䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䚸ሗ₃ὤ䛾ᜍ䜜
䖃㐲㝸ᆅ䠄Ꮫእྵ䜐䠅䛛䜙䛿⏝䛧䛵䜙䛔䞉䞉䞉䚹

䖃ᶵჾẖ䞉⏝᪉ἲẖ䛻䝷䜲䝉䞁䝇䜢タᐃ䚹
䖃◊ಟ䛸ヨ㦂䠄ᐇᢏor➹グ䠅䜢⤒䛶Ⓨ⾜䚹᭦᪂ㅮ⩦䚹
䖃ከ䛟䛾⮬↛⛉Ꮫ⣔㒊ᒁ䛾Ꮫ⏕䞉ᩍ⫋ဨ䛜⏝䚹
ᶵჾ⏝Ⓩ㘓⪅ᩘ䠄2014ᖺ11᭶䚹Ꮫෆ⏝⪅䛾䜏䠅
⌮Ꮫ
㻢㻠

ᕤᏛ
㻝㻟㻡

⸆Ꮫ
㻞㻠

⼥ྜ⛉Ꮫ

㻡㻜

Ꮫෆ䜢ぢΏ䛩䛸䞉䞉䞉

䛭䛾 ィ䠄ே䠅
㻞㻟
㻞㻥㻢

• 䛔䛯䛔ᶵჾ䛜䛹䛣䛻䛒䜛䛛䚸䜟
䛛䜙䛺䛔䚹

ᪧศᯒ䝉䞁䝍䞊䛿㻡㻟ᖺ䛻タ⨨䚹

ᆺศᯒᶵჾ䜢⟶⌮䛧䚸Ꮫෆእ䛾ඹྠ⏝䛻౪䛩䜛䚹

• タഛ䛻ヲ䛧䛔ே䛜䛚䜙䛪䚸ᛶ
⬟䜢༑ศ䛻Ⓨ䛷䛝䛺䛔䚹

• 䛔᪉䜢┦ㄯ䛷䛝䜛ே䛜䛔䛺䛔䚹

Ꮫ㐃ᦠ◊✲タഛ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠄ศᏊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ䠅

• ண⟬㊊䛷ಖᏲ䛜䛷䛝䛺䛔䚹

䖃䜸䞁䝷䜲䞁䛷ᶵჾ䛾ண⣙䞉ㄢ㔠ᡭ⥆䛝䛜䛷䛝䜛䝅䝇䝔䝮

㸺タഛ⏝⪅㸼

䖃つᶍ䠖Ⓩ㘓ᶵ㛵ᩘ㻦㻌㻝㻟㻝䚸
Ⓩ㘓タഛᩘ㻦㻌㻢㻞㻝
䠄ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻞᭶⌧ᅾ䠅

• ᪂つ㉎ධ䜔᭦᪂䛾᰿ᣐ
䛸䛺䜛ሗ䛜ஈ䛧䛔䚹
㸺タഛ⟶⌮⪅㸼

᰾☢Ẽඹ㬆⨨
䠄NMR䠅

䠴⥺ᅇᢡ⨨
㉁㔞ศᯒ⨨

༓ⴥᏛඹ⏝ᶵჾ䝉䞁䝍䞊䛷䛿䚸
䖃⟶㎄䛩䜛ඹ⏝ᶵჾ䜢䜋䜌Ⓩ㘓䛧䚸ண⣙䞉ㄢ㔠ฎ⌮䜢㟁Ꮚ䚹

㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾
䠄TEM/SEM䠅

ඖ⣲ศᯒ⨨

㸺タഛ㉎ධ㛵ಀ⪅㸼

䖂タഛ䜢ඹྠ⏝䛩䜛⎔ቃ䛜ᩚ䛳䛶䛔䛺䛔䚹

䖃Ꮫእ䠄ᴗྵ䜐䠅䛛䜙䛾ண⣙䞉⏝䛻䜒ᑐᛂ䚹
䖃ᮾ㛵ᮾᆅᇦ䛾ᣐⅬᰯ䛸䛧䛶Ꮫ㛫┦⏝䜢᥎㐍䚹

䛺ᴗົ䠖◊✲ᨭ䝇䝍䝑䝣⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮

タഛ䝃䝫䞊䝖䝉䞁䝍䞊ᩚഛᴗ䠄ᖹᡂ24~26ᖺᗘ䠅

㧗ᗘ䛺ᢏ⾡䜢᭷䛧◊✲䜈䛾ཧ⏬䜒䛷䛝䜛◊✲ᨭ䝇䝍䝑䝣䛾⫱ᡂ䛸䚸⇍⦎ᢏ⾡⪅䛛䜙䛾ᢏ⾡⥅ᢎ䜢⾜䛖䚹

ᆺศᯒᶵჾ➼䛾⏝⎔ቃ䛾ᩚഛ䛸䚸䛭䜜䜢ά⏝䛩䜛ேᮦ䛾⫱ᡂ䜢⾜䛖䚹
䠍䠊⥲ྜⓗ䛺タഛ䝬䝛䝆䝯䞁䝖యไ䛾ᩚഛ

ᖹᡂ25ᖺᗘ ▷ᮇ◊ಟ䠄ᢏ⾡ㅮ⩦➼䠅ᐇ䝸䝇䝖

▷ᮇ◊ಟ
•ᶵჾ⟶⌮䜔ᐇ㦂ᢏ⾡䜢㞟୰カ⦎䚹
•እ㒊䠄Ꮫ䚸ᴗ䠅䜒ཷ䛡ධ䜜䚹

ᆺศᯒᶵჾ䛾ඹ⏝䚸Ꮫእ⏝⪅ᯟ䛾ᩚഛ 䛺䛹

䠎䠊タഛ䜢ά䛛䛩ேᮦ⫱ᡂయไ䛾ᩚഛ

᪥

4/24

䝉䞁䝍䞊䜺䜲䝎䞁䝇
ᴗ䛾୰᰾䛸䛧䛶
ᴗົ❧䞉ᐇ⾜
ண⣙⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛾
⏝䛸ᆅᇦᣐⅬᴗົ

ඹ⏝ᶵჾ䝉䞁䝍䞊䠄ᩍ⫱◊✲⤌⧊䠅
䈜ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ䜘䜚ᨵ⤌

䝉䞁䝍䞊㛗
ᶵჾ⟶⌮ᑓ㛛ጤဨ

Ꮫ㐃ᦠ◊✲タഛ㻺㼃
䠄ศᏊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ䠅

ᩍᤵ

䝉䞁䝍䞊㛗䚸ᴗົ⤫ᣓ䚸ᶵჾ⟶⌮䚸ᩍ⫱◊✲ᨭ

䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢䛧䛯ᶵჾ
⏝䚸ㅮ⩦ཧຍ ➼

ᶵჾ⟶⌮䚸ᩍ⫱◊✲ᨭ䚸タഛ䝬䝛䝆䝯䞁䝖

◊✲ᡂᯝሗ࿌

䠘◊ಟ⏕䠄ᶵჾ⟶⌮⿵ຓ⪅䠅䠚
Ꮫ㝔⏕➼

ົ䚸ᶵჾ⟶⌮⿵ຓ䚸タഛ䝬䝛䝆䝯䞁䝖

≉௵ຓᩍ

ᶵჾ⟶⌮䚸ᩍ⫱◊✲ᨭ䚸タഛ䝬䝛䝆䝯䞁䝖

0

7

92

0

92

63

0

63

⏝⪅ㅮ⩦

27

0

27

ㅮ₇䞉䝉䝭䝘䞊

42

0

42

ඹ⏝ᶵჾ䝉䞁䝍䞊⏝ㄝ᫂

⏝⪅ㅮ⩦

120

0

120

ඖ⣲ศᯒㅮ⩦

⏝⪅ㅮ⩦

11

0

11

6/19

NMRᇶ♏ㅮ⩦䠄䠎ḟඖ䠅

ᢏ⾡ㅮ⩦

31

6/21

Ⓨග㔞Ꮚ⋡

6/21

䝊䞊䝍㟁䞉⢏ᚄ

Ꮫ⾡ㅮ₇䠄༠㈶䠅

ᐃ⨨ㅮ⩦
ᐃ䝅䝇䝔䝮ᐇᢏㅮ⩦

0

31

⏝⪅ㅮ⩦

12

0

12

⏝⪅ㅮ⩦

9

0

⏝⪅ㅮ⩦

7

0

7

45

0

45

9

6/28

SEMᇶ♏ㅮ⩦

⏝⪅ㅮ⩦

8/30

ⱥㄒNMRㅮ⩦䠄␃Ꮫ⏕ᑐ㇟䠅

ᢏ⾡ㅮ⩦

6

8

14

9/3

➨䠍ᅇඹ⏝ᶵჾ䝉䞁䝍䞊䝉䝭䝘䞊䠄TEM䠅䛆᭷ᩱ䛇 ㅮ₇䞉䝉䝭䝘䞊

26

43

69

9/17

䝊䞊䝍㟁䞉⢏ᚄ

ᢏ⾡ㅮ⩦

30

9/25

FEͲSEMඹྠ⏝ㄝ᫂

⏝⪅ㅮ⩦

10/2

FEͲSEM⟶⌮⪅⏝ᐇᢏㅮ⩦

10/31

NMR▷ᮇ䝉䝭䝘䞊䠄䠔ᅇ䠅

0

30

41

0

41

⏝⪅ㅮ⩦

6

0

6

ㅮ₇䞉䝉䝭䝘䞊

28

0

28

ᢏ⾡ㅮ⩦

3

0

ᐃ䝅䝇䝔䝮ᇶ♏ㅮ⩦

1/24

FEͲTEMᶵჾ⟶⌮⪅⏝STEM䞉EDSᐇᢏㅮ⩦

3/10

Ꮫ㐃ᦠ◊✲タഛNW➨䠏ᅇ◊✲ᡂᯝሗ࿌

ᢏ⾡ㅮ⩦
ㅮ₇䞉䝉䝭䝘䞊

ྜィ

ົ⿵బဨ䠄䠎ྡ䠅 ົ䚸タഛ䝬䝛䝆䝯䞁䝖

7

⏝⪅ㅮ⩦
ᢏ⾡ㅮ⩦

6/7

12/26,27 VBLͲTEMᶵჾ⟶⌮⪅⏝ᐇᢏㅮ⩦

䠘ᣦᑟ䝇䝍䝑䝣䠚
⇍⦎ᢏ⾡⪅

ཧຍ⪅ᩘ䠄ே䠅
Ꮫෆ Ꮫእ ᑠィ

6/18

6/27,28 SEM䜽䝷䜲䜸ᐇᢏㅮ⩦

+

୍⯡ᴗ

Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵

䛺ᙺ

ᢏ⾡⿵బဨ

ᢏ⾡ㅮ⩦

୰䞉㛗ᮇ◊ಟ
•Ꮫ㝔⏕䜔ⱝᡭ⫋ဨ䛜ᶵჾ⟶⌮⿵ຓ⪅䛸䛧䛶䚸ᣦᑟ
䝇䝍䝑䝣䛸ඹ䛻ඹ⏝ᶵჾ䛾⟶⌮䜔◊✲ᨭ䛻ཧຍ䛩䜛䚹

㐠Ⴀጤဨ

ᖖ㥔⫋ဨ
ᢏ⾡⫋ဨ䠄䠎ྡ䠅

⏝⪅ㅮ⩦

NMRᇶ♏ㅮ⩦䠄䠍ḟඖ䠅

5/24

༓ⴥᏛ

Ꮫⓗ䛺ྲྀ䜚
⤌䜏䛾ᥦゝ

◊✲ᶵჾඹ⏝ಁ㐍㒊

㛵㐃㒊ᒁ

䜲䝧䞁䝖✀ู

ᐃ䝅䝇䝔䝮⏝ㄝ᫂

5/14,16 SEMㅮ⩦

䝉䝭䝸䝰䞊䝖◊✲ᨭ䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ⠏䚸ᶵჾ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᵓ⠏ 䛺䛹

ᶵჾ⟶⌮⪅䜔Ꮫ⏕
䛾ὴ㐵䚸ᶵჾ䛾⟶⌮

䝊䞊䝍㟁䞉⢏ᚄ

4/16,18 NMRㅮ⩦

䠏䠊タഛ䜢ά䛛䛩ሗ䝅䝇䝔䝮䛾ᩚഛ
◊✲ᢸᙜ⌮

䜲䝧䞁䝖ྡ⛠

4/10

◊✲ᨭ䝇䝍䝑䝣⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛾☜❧ 䛺䛹

3

3

0

15

16

31

624

67

691

3

䕿▷ᮇ◊ಟ䛻䜘䜚䚸⏝⪅䛾䝇䜻䝹䜰䝑䝥ಁ㐍䚹
䕿ᶵჾ⟶⌮⿵ຓ⪅ไᗘ䛻䜘䜚䚸㧗ᗘ䛺ᢏ⾡䜢㞟୰ⓗ䛻⩦ᚓ䚹ᶵჾ⟶⌮యไ䛾ከᒙ䞉Ᏻᐃ䚹

䕿ᢏ⾡⣔䝇䝍䝑䝣䠄≉௵ຓᩍ䚸ᢏ⾡⫋ဨ䚸䛚䜘䜃ㅰ㔠ᢅ䛔䛾ᢏ⾡⿵ຓ⪅䠅䜢㓄⨨䛧䚸ᶵჾ䛾⟶⌮ᨭ䜢ᙉ䟿

䛺ᴗົ䠖䝉䝭䝸䝰䞊䝖◊✲ᨭ䝅䝇䝔䝮

䛺ᴗົ䠖༓ⴥᏛせᶵჾ䝕䞊䝍䝧䞊䝇

Semi-remote Research Support System (SRSS)䠖㐲㝸ᆅ䛛䜙ᶵჾ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䜔⌧ሙ䛸䛾ሗඹ᭷䜢⾜䛖䝅䝇䝔䝮䚹

Chiba University Primary Instrument Database䠄CUPID䠅䠖Ꮫෆ䛾ᆺศᯒᶵჾ䜢᳨⣴ྍ⬟䛺䝕䞊䝍䝧䞊䝇䚹

䞉⌧ሙ䝇䝍䝑䝣䛾⟶⌮䜢๓ᥦ䛸䛧䛯䝅䝇䝔䝮їᶵჾ᧯స䛾Ᏻᛶ䚸☜ᐇᛶ䜢㔜ど䚹

䞉⌮ᕤᏛ⣔䛾ᆺ䠄㧗㢠䠅ศᯒᶵჾ䛜ᑐ㇟䚹ї⏝㏵䜢᫂☜䚹

䞉᪤Ꮡ䛾䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛺䛹䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ᵓ⠏їప䝁䝇䝖䚹ከ䛟䛾ᶵჾ䛻㐺⏝ྍ⬟䚹

䞉タഛᵝ䚸ඹ⏝ྍྰ䚸⏝ᐇ⦼䛺䛹䜢ᥖ㍕ї⏝⪅䜔⟶⌮⪅䛾౽ᛶ㔜ど䚹
䞉ඹ⏝ᶵჾ䝉䞁䝍䞊䝇䝍䝑䝣䛜⌧ሙ䛷ሗ㞟їᐇ䛻ྜ䛳䛯ሗ䛾ᥖ㍕䚹

ศᯒᶵჾᐊ䠄ඹ⏝ᶵჾ䝉䞁䝍䞊䠅

䝸䜰䝹䝍䜲䝮ሗඹ᭷䛸
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筑波大学オープンファシリティーのご案内
筑波大学の高度な研究機器を有効活用するため、学内・一般の利用希望者を募集しております
ɼƳᄂᆮೞ֥

ǪȸȗȳȕǡǷȪȆǣȸƱƸᲹ
オープンファシリティーとは、筑波大学が保有する研究設備の有効利用を図ることにより、最先端の機器を容易に利用できる
ようにするシステムです。
オープンファシリティー推進室では、研究基盤総合センターに蓄積されたオープンファシリティー化に関するノウハウ・成果・
人的物的資源等を活用し、飛躍的発展を目指します。
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ᴾ

ᴾ
⏝⏦㎸

汎用分析装置分野
学内・一般

＜対象機器＞
ᴾ
●筑波大学内の施設に設置してある機器
ᴾ
●機器の操作方法等講習が可能な機器
ᴾ

䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖
ᴾ

学内・一般
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筑波大学の研究機器の状況を見える化！ 〜簡単・便利に空き確認、予約が可能に〜
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学内向け

学内・一般

FIB−SEM

質量分析計

学内・一般

電子線描画装置

【管理部局】数理物質系
【メーカー名（型式）
】
ELIONIX (ELS-7500EX)

【仕様・特徴】
電子線にてレジストに直接描画することが出来る。
電子銃エミッター：ZrO/W 熱電界放射型、加速電圧：
5-50 kV、最小線幅：10 nm、試料サイズ：MAX 4 インチ、
ステージ移動範囲：X:100mm 以上 Y:110mm 以上、
重ね合せ精度：40nm、フィールド継ぎ精度：40nm
※本機器の一般利用は、別途、微細加工プラットフォーム
での受付となります。

電子とイオンの 2 種のソースにより、TEM 試料
作製、イオン照射による直接加工を SEM 観察
をしながら実施できる。
※本機器の一般利用は、別途、微細加工プラット
フォームでの受付となります。

機械加工装置分野
学内・一般

ワイヤー放電加工機

学内・一般

●機器に関する利用相談
⇒【学内】各機器管理者
（WEB の機器 / 委託詳細をご確認の上、

立てフライス盤

【管理部局】研究基盤総合センター工作部門
【メーカー名（型式）
】
株式会社イワシタ（NKS-1）
【仕様・特徴】
垂直方向に取り付けた工具が回転して工作物が直進
運動することで矩形形状や溝の加工，穴あけなどを
する工作機械である。

【管理部局】研究基盤総合センター 工作部門
【メーカー名（型式）
】
株式会社ソディック（SL400G）
【仕様・特徴】
直径 0.1mm 〜 0.25mm の太さの金属線を使い、放
電エネルギーを利用して導電材料を切断する工作機
械。プログラムにより、XY 平面上の任意の形状及び
テーパ形状を切り出すことができる。

◆ご相談窓口

一般向け

学内専用

【管理部局】生命領域学際研究センター
【メーカー名（型式）
】
Burker（ultraﬂeXtreme -ETA MALDI-TOF/TOF）
【仕様・特徴】
最高性能 MALDI-TOF&TOF/TOF システム。通常の質
量分析に加え、イメージング質量分析が可能。

【管理部局】数理物質系
【メーカー名（型式）
】
FEI (Helios Nanolab 600i)
【仕様・特徴】

※上記は登録機器の一部です。詳細は WEB にてご確認いただけます。

①利用相談
①利用者登録
（各機器・初回利用時）
（初回のみ）
▼
▼
②利用者登録 / 利用申請
②利用相談
（各機器・初回利用時）
▼
（各機器・初回利用時）
③利用申請判定
▼
▼
③利用申請 ※利用責任者が申請
④講習対応
（各機器・初回のみ）
▼
⑤利用申請結果通知
▼
▼
④機器の利用
⑥機器の利用
（利用者自身による WEB 予約） （利用相談フォームにて受付）

核磁気共鳴装置 (400,500,600)

ナノテク / 半導体分野

୍⯡ྥ䛡

ඹྠ
⏝
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◆機器の利用手順
機器の利用手順

次世代シーケンサー

【管理部局】医学医療系 医学共通機器室
【メーカー名（型式）
】
Life Technologies(Ion PGM シーケンサ )
【仕様・特徴】
Ion PGM™は、半導体チップ型のマイクロチップを利
用し、DNA 伸長反応時の水素イオンを検出する、高
速かつ高精度のベンチトップ型次世代シーケンサー
である。

ỼὊἩὅἧỳἉἼἘỵὊਖ਼ᡶܴᴾ
ᴾ

学内・一般

【管理部局】研究基盤総合センター 分析部門
【メーカー名（型式）
】
JEOL JNM-ECS 400、BrukerAXS AVANCE 500/600
【仕様・特徴】
物質中で原子核のおかれた環境に関して種々の微視
的な情報が得られる。高分解能超伝導 NMR
（400MHz(for 1H)、500MHz(for 1H)、600MHz(for
1H)）であり、超安定温度制御装置を備えている。

ライフサイエンス分野

ᶵჾⓏ㘓ᴾ

ᴾ
䝃䝫䞊䝖

全自動多目的 X 線回折装置

【管理部局】芸術系
【メーカー名（型式）
】
BrukerAXS (D8 ADVANCE/TSM)
【仕様・特徴】
粉末試料、バルク試料の回折パターンの測定が可能
である。
温湿度コントロールチャンバーも備えている。

ೞ֥̬ஊኵጢᴾ

ᴾ

＜利用対象＞ ᴾ
●筑波大学の教職員・学生・大学院生ᴾ
ᴾ
●本学以外の大学、研究機関又は企業に所属する者

筑波大学オープンファシリティーでは、主に以下のような研究機器をご利用いただけます。

透過型 / 走査型電子顕微鏡分野

直接、機器管理者へご相談願います。）

⇒【一般】オープンファシリティー推進室

学内・一般

透過型電子顕微鏡

学内専用

●事務的なご相談
機器の選定に関するご相談、利用や

制御コンピュータ上で、透過型電子顕微鏡本体の加速電
圧の自動昇圧、
フィラメントの自動加熱、
自動エミッショ
ン ( ビーム電流 ) コントロール、ステージ移動、オート
フォーカス、データ取得の各操作ができる。

支払い手続きの相談

⇒オープンファシリティー推進室

走査型電子顕微鏡

【管理部局】生命環境系 電顕室
【メーカー名（型式）
】
日本電子 (JSM6330F)
【仕様・特徴】
本機器は、電界放射形走査型電子顕微鏡である。
電子銃の方式は冷陰極電界放射形電子銃であり、
加速電圧は 0.5-30kV、倍率は 10-500,000 の範囲で
可変可能。

【管理部局】菅平高原実験センター
【メーカー名（型式）
】
株式会社日立ハイテクノロジーズ (HT-7700)
【仕様・特徴】

http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp
ႇȷМဇȇȸǿ
●登録機器台数の推移

ႇೞ֥  ۀᚠ᳇
●機器機能カテゴリー毎の内訳

(H27.1.5 現在 )

平成 27 年 1 月現在、学内利用の共同利用機器 83 件・委託利用 9 件、一般利用の共同利用機器 49 件の登録がございます。詳細は WEB にてご確認ください。

(H26.10.1 現在 )

学内 / 一般対象機器 ：青字
学内専用機器
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：黒字
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研究基盤総合センター
低温部門

ఋᄬൢσᯚᘺፗ

21 26

24

研究基盤総合センター
工作部門
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＜共同利用 ( 学内 ) ＞
・小型希釈冷凍機システム

ᵑᵎ
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Jul
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140

FY2013

FY2012

FY2014

●共同利用件数の推移

FY2015

●共同利用時間の推移

(H26.12 現在 )

1400

生命領域学際研究センター

＜共同利用 ( 学内 )＞
・セルソータ FACS Aria
・次世代シーケンサ 5500xl SOLiD
・共焦点レーザスキャン顕微鏡
Axio-ObserverZ1-LSM700U"
・質量分析計 UltrafeXtreme-ETS

＜委託利用 ( 学内 )＞
・機械工作
・機械工作（特急）
・ガラス工作

研究基盤総合センター
応用加速器部門

(H26.12 現在 )

生命環境系
電顕室

＜共同利用 ( 学内 )＞
・透過型電子顕微鏡 H7650
・透過型電子顕微鏡 JEM1010
・走査型電子顕微鏡 JSM6330F
・卓上型走査電子顕微鏡 Tiny SEM510
・共焦点顕微鏡 LSM510
・ウルトラミクロトーム EM UC7
・ウルトラミクロトーム Ultracut S

数理物質系

＜共同利用 ( 学内 ) ＞
・メスバウアー分光低温磁場装置
・メスバウアー測定用極低温冷却装置

＜共同利用 ( 学内 ) ＞
・核磁気共鳴装置 AVANCE-Ⅲ 600MHz

4500

1237
1200
1016

687
585

542

650

737

693

377

400

357

3288

2542

2500

614
540

501

485

3500
3000

824
800

4012.5

4000

᭶㛫⏝㛫协㛫卐

᭶㛫⏝௳ᩘ协௳卐

961

1000

600

＜共同利用 ( 学内 / 一般 )＞
・ワイヤ放電加工機 LS400G
・立てフライス盤 NKS-1
・立てフライス盤 HPF-V
・立てフライス盤 HPF-W
・普通旋盤 LR-55A [No.1]
・普通旋盤 LR-55A [No.2]
・フレキシブルゲージ QM-M353

2000

527

2157
1660
1367

1500

377

1575

2273

2650 2591.5

2400
1982.5

1663

＜共同利用 ( 学内 / 一般 )＞
・核磁気共鳴装置 AVANCE-600
・核磁気共鳴装置 AVANCE-500
・核磁気共鳴装置 JNM-ECS400
・電子スピン共鳴装置
・プラズマ発光分光分析装置
ICPS-8100
・プラズマ発光分光分析装置
Optima7300DV
・プラズマ質量分析装置
・原子吸光分析装置
・電子プローブマイクロアナライザー
・ガスクロマトグラフ質量分析装置
・フーリエ変換赤外分光光度計
・可視紫外近赤外分光光度計
・デジタル旋光計
・熱分析装置 ( 新）
・熱分析装置 ( 旧）
・比表面積・細孔分布測定装置
・電気化学アナライザー
・蛍光分光光度計
・動的光散乱光度計
・ESI 型質量分析装置
・MALDI 型質量分析装置
・共焦点蛍光顕微鏡
・走査型プローブ顕微鏡 E-sweep
・高輝度単結晶自動 X 線回析装置
・IP 型単結晶自動 X 線構造解析装置

1286

1156

1000

200

研究基盤総合センター
分析部門

1873
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815

500
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0
7᭶
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●利用登録数と内訳

(H26.12.25 現在 )
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●Web 予約システム利用満足度

(H26.9 現在 )

2.8%
ࠉᩘ⌮≀㉁⣔
ࠉ⏕⎔ቃ⣔
ࠉே㛫⣔

49.5%

ࠉ་Ꮫ་⒪⣔

ࠉࢩࢫࢸ࣒ሗ⣔
ࠉᅜ㝿⤫ྜ╧╀་⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ

47.7%

＜委託利用 ( 学内 )＞
・有機元素分析
・有機元素分析 イオウ、ハロゲン
・核磁気共鳴分析（AVANCE-600）
・核磁気共鳴分析（AVANCE-500）
・アミノ酸分析

ࠉ㝃ᒓ㝔
ࠉయ⫱⣔
ࠉⱁ⾡⣔
ࠉࡑࡢ
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国立大学法人筑波大学
〒305-8577

‶㊊

ᴫࡡ‶㊊

医学医療系
共通機器室

芸術系

＜共同利用 ( 学内 / 一般 )＞

＜共同利用 ( 学内 ) ＞
・フーリエ変換赤外分光分析装置
Spectrum One(B)
・全自動多目的 X 線回折装置
D8 ADVANCE/TSM
・可搬型蛍光 X 線分析装置 S1 TURBO
・可搬型蛍光 X 線分析装置 XT-35
・走査型電子顕微鏡 VE-9800

・次世代シーケンサ ION PGM
・DNA シーケンサ AB3130
・パイロシーケンサ PyroMark Q24
・マルチプレックスアッセイシステム
Luminex200
・共焦点レーザー顕微鏡 TCS SP5
・共焦点レーザー顕微鏡
FLUOVIEW FV10i
・フロア型遠心機 Optima L-100K
・卓上型超遠心機 Optima-TXL
・高速遠心機 Avanti HP-26XP
・次世代シーケンサー用動前処理装置
Ion Chef
・次世代シーケンサー用前処理装置
Ion OneTouch 2 System"
・マイクロチップ型電気泳動装置
2100 バイオアナライザ

＜委託利用 ( 学内 )＞
・FIB-SEM

菅平高原実験センター

＜共同利用 ( 学内 / 一般 ) ＞
・透過型電子顕微鏡
・次世代シーケンサー
長野県上田市

‶㊊

研究推進部研究企画課

茨城県つくば市天王台 1-1-1

数理物質系

＜共同利用 ( 学内 ) ＞
・デバイスシミュレーター
・スパッタリング装置
・レーザー描画装置
・パッケージング
・マスクアライナー
・プラズマリアクター
・ウェーハダイシングマシン
・電子線蒸着装置
・電子線描画装置
・反応性エッチング装置
・電界放射型走査電子顕微鏡
・走査型プローブ顕微鏡
・顕微ラマン装置
・近接場光学顕微鏡
・電界放出型走査電子顕微鏡
・半導体特性評価システム
・触針式表面形状測定器 Dektak

TEL：029-853-2486

研究基盤総合センター

オープンファシリティー推進室

E:mail：of-staﬀ@openfacility.sec.tsukuba.ac.jp URL:http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/

－ 131 －

■参考資料１：事業採択ポスター
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文部科学省研究振興局学術機関課

学術研究を取り巻く動向と設備サポートセンター整備事業
－ 第１回設備サポートセンター整備事業シンポジウム －

１．国立大学法人運営費交付金の見直しの基本的な方向性について

・・・・ 1

２．平成２７年度学術関係予算案について
●平成２７年度予算（案）主要事項（
「国立大学改革の推進」抜粋） ・・・・・・・・・・・ 8
●大学の枠を越えた共同利用・共同研究体制の強化・充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
●平成２７年度予算案の概要 成長戦略の実現に向けての科学技術イノベーションの推進
（「２．基礎研究力強化と世界最高水準の研究拠点の形成」抜粋） ・・・・・・・・・・ 11

３．設備サポートセンター整備事業について
●研究設備の規模別・費目別整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
●国立大学等の「設備マスタープラン」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
●設備サポートセンター整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
●設備サポートセンター整備事業のこれまでの成果等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
●設備サポートセンター整備事業の好事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

平成２７年１月２２日
文部科学省研究振興局学術機関課
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文部科学省研究振興局学術機関課
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文部科学省研究振興局学術機関課
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文部科学省研究振興局学術機関課
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大学の枠を越えた共同利用・共同研究体制の強化・充実

平成２７年度予定額：44,151百万円
（平成２６年度予算額 ：45,258百万円）

目 的
○我が国全体の学術研究の発展の観点から、国として重点的に整備してきた大学共同利用機関、国立大学法人の共同利用・
共同研究拠点（以下、「拠点」※１）において実施している我が国独自のシステムである「共同利用・共同研究体制」（以下：
『拠点体制』※２）により、研究者コミュニティからの要望を踏まえ、個々の大学の枠を越えた多くの研究機関・研究者の参画の
もと、多様な研究分野において、大型プロジェクトをはじめとする独創的・先端的な研究を実施。
○本拠点体制は、従来より、国際協力等国内外の連携構築や外国人研究者の招聘によるグローバル化、新たな学問領域の創出、
大型の研究設備など我が国の学術研究の基盤構築・運営等を効果的・効率的に推進するシステム・機能を有し、我が国の研究
システムの仕組みの構築・向上に貢献。
○このため、今後の我が国を代表する国際的な頭脳循環のハブとなる世界有数の教育研究活動を行うための原動力、さらには
我が国全体の国際研究力の向上や個々の大学の強み・特色となる研究力を高めるものとして、国立大学の機能強化の観点から
本拠点体制を「研究力強化」、「グローバル化」「イノベーションの創出」等を推進する上で必要となる「特色ある機能」と位置づけ、
その強化・充実を戦略的・計画的に図る。

-10-

（※１）■大学共同利用機関法人：個々の大学に属さない「大学の共同利用の研究所」である「大学共同利用機関」を設置することを目的とし、国立大学法人に基づき設置
される法人。（４機構１７大学共同利用機関）
■共同利用・共同研究拠点：学校教育法施行規則第143条の3に基づき文部科学大臣が認定する拠点（平成25年４月現在：国立大学29大学77拠点)
（※２）個々の大学では整備できない大規模な施設・設備や大量のデータ・貴重な資料等を国内外の研究者に提供する我が国独自のシステム。

平成２７年度予算での対応
○本体制の強化のため、共同利用・共同研究拠点や大学共同利用機関において実施される大型プロジェクトの推進
（大規模学術フロンティア促進事業）や、国内外のネットワーク構築、新分野の創出等に 資する取組 へ重点配分。
さらに部局や大学の枠を越えた研究所・研究センター等における新たな拠点の形成に資する取組等対して重点配分することで、
研究拠点の形成から発展・強化まで本体制を充実し、我が国の強み・特色を活かした研究水準の向上を図る。
共同利用・共同研究体制の充実・強化
拠点の国際化
拠点の強化
個人等
○個人・
研究グル
ープ

組織化
○大学における
特色・強みとな
る研究組織の形
成

○大型プロジェクトの推進（『大規模学術フロンティア促進事業』）

新たな拠点形成
○部局や大学の枠を越えた新たな拠点
の形成
○新たな研究分野における共同研究・
共同利用体制の構築 等

○新たな学問領域を目指す拠点間連携
○拠点の特色・強みを活性化する大学
の枠を越えた新たなネットワーク構築
等

・既存の国際的な拠点における独創的・先端的な研究の促進
・国際共同利用・共同研究拠点としての機能を活かし、国際的
競争と協調による国内外の多数の研究者が参画する学術の
大型プロジェクトを戦略的・計画的に推進。
○国際化に資する研究推進体制の構築 等

研究拠点の形成から発展まで一体的な支援による本体制の充実により、我が国の強み・特色を活かした研究水準の向上を図る。
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事

項

文部科学省研究振興局学術機関課

前 年 度
予 算 額
百万円

平成27年度
予 定 額
百万円

比 較 増
△ 減 額
百万円

備

考

２．基礎研究力強化と世界最高水準の研究拠点の形成
302,575

301,480

△1,095

○概要： 人類共通の知的資産を創造し、我が国の豊かさの源泉となる基礎研究を強化するため、独創的で
多様な学術研究及びイノベーション指向の戦略的な基礎研究を継続的に推進する。また、大学の研
究力強化のための取組を戦略的に支援し、世界水準の優れた研究大学群を増強する。さらに、国内
外の優れた研究者を惹きつける世界トップレベル研究拠点の構築を進める。
◆科学研究費助成事業（科研費）
227,289百万円※（227,616百万円）
人文・社会科学から自然科学まですべての分野にわたり、基礎から応用までの｢学術研究｣を幅広く
支援する。特に、質の高い多様な学術研究を推進するとともに、若手研究者を中心とした国際的な研
究ネットワークの形成など卓越した知の創出力を強化するため、科研費の抜本改革に着手する。
※平成27年度の助成見込額は対前年度13億円増の2,318億円
◆戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）
46,714百万円 （ 46,781百万円）
トップダウンで定めた戦略目標・研究領域において、組織・分野の枠を超えた時限的な研究体制を
構築して、イノベーション指向の戦略的な基礎研究を推進。若手研究者の登竜門となっている「さき
がけ」等を拡充・推進する。
◆研究大学強化促進事業
6,200百万円 （ 6,400百万円）
世界水準の優れた研究大学群を増強するため、世界トップレベルとなることが期待できる大学等に
対し、研究マネジメント人材の確保・活用と大学改革・集中的な研究環境改革の一体的な推進を支
援・促進し、我が国全体の研究力強化を図る。
◆世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）
9,610百万円 （ 9,610百万円）
大学等への集中的な支援により、システム改革の導入等の自主的な取組を促し、優れた研究環境と
高い研究水準を誇る｢目に見える拠点｣を構築する。
※上記の他、昨年に引き続き国際リニアコライダー（ＩＬＣ）計画の実施の可否判断に関する調査検
討（50百万円（50百万円））を実施。※「４．」に関連項目あり

-11－ 144 －
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平成２７年度予定額
（平成２６年度予算額

２．基礎研究力強化と世界最高水準の研究拠点の形成

：301,480百万円
：302,575百万円）

※運営費交付金中の推計額含む

○人類共通の知的資産の創造や重厚な知の蓄積の形成につながり、我が国の豊かさの源泉となる基礎研究を強化するため、独創的で多様な学術研
究及びイノベーション指向の戦略的な基礎研究を継続的に推進する。
○「研究大学強化促進事業」により、研究マネジメント人材の確実な配置や集中的な研究環境改革を支援・促進することを通じて、世界水準の優れた
研究大学群を増強し、我が国全体の研究力強化を図る。
○国内外の優れた研究者を惹き付け、国際的に高く評価される研究を更に伸ばすため、世界トップレベルの研究活動を行い、国際的な人材の育成に
も資する拠点の構築を進める。

科学研究費助成事業（科研費）

平成27年度助成額：231,790百万円
（平成26年度助成額：230,451百万円）
平成27年度予定額：227,289百万円
（平成26年度予算額：227,616百万円）

-12-

科研費は、すべての分野にわたり、あらゆる
｢学術研究｣（研究者の自由な発想に基づく研
究）を幅広く支援。特に質の高い多様な学術
研究を推進するとともに、若手研究者を中心とした国際的な研究
ネットワークの形成など卓越した知の創出力を強化するため、科研
費の抜本改革に着手し、①国際共同研究や海外ネットワーク形成
の促進、②新しい審査方式の先導的試行（特設分野研究）の充実、
に取り組む。

研究大学強化促進事業

平成27年度予定額：6,200百万円
（平成26年度予算額：6,400百万円）

世界水準の優れた研究大学群を増強するため、 「研究大学強化促
進事業」により、世界トップレベルとなることが期待できる大学等に対
し、
・研究戦略、知財管理等を担う研究ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ人材(ﾘｻｰﾁ・ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ)の配置（必須）
・世界トップレベルの研究者の招聘による拠点強化
・先端・融合研究奨励や国際共同研究推進のための研究支援、環境整備
・若手研究者・女性研究者に対する研究活動支援

等の大学改革・集中的な研究環境改革の一体的な推進を支援・促進
する。

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）

戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）
平成27年度予定額：46,714百万円
（平成26年度予算額：46,781百万円）

世界各国が成長戦略として
優れた頭脳の獲得に鎬を削
トップダウンで定めた戦略目標・研究領域において、組織・
る中、世界の頭脳を惹きつけ
分野の枠を超えた時限的な研究体制を構築して、イノベー
る国際拠点を形成。
ション指向の戦略的な基礎研究を推進するとともに、有望な
大学等への集中的な支援
成果について研究を加速・深化する。
・戦略目標の策定手法を改革した上で、新たな策定手法に基づき、我が国にブレー により、システム改革の導入
等の自主的な取組を促し、優
クスルーをもたらす新技術シーズを創出を効果的に創出するための戦略目標・研
究領域を引き続き戦略的に設定。
れた研究環境と高い研究水
・若手研究者の「挑戦」の機会等を確保するため、将来の研究リーダーとなる可能性 準を誇る「目に見える拠点」を
のある研究者を選抜し、研究者同士の相互触発等を通じて、科学技術イノベーショ 構築する。
ンの源泉となる成果を先駆けて創出することを目指す「さきがけ」等を拡充・推進。

平成27年度予定額：9,610百万円
（平成26年度予算額：9,610百万円）
（平成19 年度採択）

京都大学 iCeMS
拠点長：北川 進
（平成19 年度採択）

大阪大学 IFReC
拠点長：審良 静男

（平成19 年度採択）

東北大学 AIMR
拠点長：小谷 元子
（平成24 年度採択）

筑波大学 IIIS
拠点長：柳沢 正史

（平成19 年度採択）

物材機構 MANA
拠点長：青野 正和
（平成22 年度採択）

九州大学 I2CNER
拠点長：Petros Sofronis

（平成24 年度採択）

名古屋大学 ITbM
拠点長：伊丹 健一郎

（平成19 年度採択）

東京大学 Kavli IPMU
拠点長：村山 斉
（平成24 年度採択）

東京工業大学 ELSI
拠点長：廣瀬 敬

平成２７年度助成額
（平成２６年度助成額
【対前年度

：231,790百万円（※）
：230,451百万円）
：＋1,339百万円】

平成２７年度予定額
（平成２６年度予算額

：227,289百万円
：227,616百万円）

【平成２７年度予算案の概要】
科研費はすべての分野にわたり、あらゆる｢学術研究｣を幅広く支援。特に、質の高い多様な学術研究
を推進するとともに、若手研究者を中心とした国際的な研究ネットワークの形成など、卓越した知の
創出力を強化するため、科研費の抜本改革に着手。
＜我が国の学術研究の課題＞
・ 物理学、化学、材料科学、免疫学、生物学、生化学など
我が国が世界の先頭を競っている分野の持続的発展

・ 例えばイギリスやドイツとの比較において存在感が低い
学際的・分野融合的領域の研究推進

・ 国際的に注目を集めている研究領域への参画という観点
から相対的に低い我が国の学術研究の多様性の向上

１）国際社会における我が国の学術研究の存在感を向上させるための国際共同研究や海外ネットワーク形成の促進
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①科研費に採択された若手研究者が一定期間海外の大学や研究機関で国際研究ネットワークを形成することを促進
②新学術領域研究に「国際活動支援班」を創設し、我が国が強い研究領域をベースとした国際共同研究の推進や海外ネットワークの形成（国際
的に評価の高い海外研究者の招聘やポスドクの相互派遣等）を促進
③海外の優秀な日本人研究者の予約採択：海外の日本人研究者の「呼び戻し」

２）細目にこだわらない分野融合的研究を引き出す新しい審査
方式の先導的試行（特設分野研究）の充実
○特設分野研究の特枠化
◎「学術研究助成基金」の交付対象の見直しにより研究費の成果を最大化
・ 拡大・融合する学術研究のフィールドを積極的に押さえ国際的なプレゼンスを確立
するため、科研費の質を高める国際共同研究や分野融合研究について、投資効果
を最大化するために基金を活用
・ 研究者の研究時間を確保するとともに、研究費の柔軟性を確保するため、基金・補
助金の混合種目（「基盤研究（B）」、「若手研究（A）」）を解消して補助金を交付するこ
とにより、複雑、煩雑な制度を簡素化
【※補足】平成23年度から一部種目について基金化を導入したことにより、予算額（基金分）には、翌年度以降に使用する研究費が含まれるため、予算額と当該年度中に
研究者に助成される見込の額である助成額を並記。助成額には、前年度以前に造成した基金からの助成分を含む。

－ 145 －

■参考資料２：基調講演資料

文部科学省研究振興局学術機関課

平成２７年度予定額
（平成２６年度予算額

戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）
概要

：46,714百万円
：46,781百万円）

※運営費交付金中の推計額

トップダウンで定めた戦略目標・研究領域において、大学等の研究者から提案を募り、組織・分野の枠を超えた時限的な研究体制（バーチャル・ネットワーク型研究所）
を構築して、イノベーション指向の戦略的な基礎研究を推進するとともに、有望な成果について研究を加速・深化する。

事業の特徴

ポイント

１．「ものになるか」というイノベーション指向の目で優れた基礎
研究を採択。単なる実績主義・合議制では採択されない可能性も
ある、挑戦的でリスクは高いがイノベーティブな研究課題を採択

１．戦略目標の策定手法を改革し、国内外の基礎研究を始めとした研究動向の客観的・体系的な分
析から、分析結果等に基づき特定された研究動向に関する研究の進展が社会・経済にどのよう
な影響をもたらすかを推量した上で目標の検討・策定が行われるよう体系化。

※ピアレビューをベースとしつつ、最終的には研究総括（プログラムオフィサー:ＰＯ）が
採択を決定（研究総括に責任と裁量）

２．新たな策定手法に基づき、我が国にブレークスルーをもたらす新技術シーズを効果的に創出す
るための戦略目標・研究領域を引き続き戦略的に設定し、基礎研究段階からイノベーション創
出といった「出口を見据えた研究」を推進するという事業趣旨を徹底。

２．研究者に対して、イノベーション創出に向けて、従来の発想･
流れに囚われない研究を奨励

３．若手研究者等の「挑戦」や「相互作用」の機会を確保するため、将来の研究リーダーとなる可
能性のある研究者を選抜し、研究者同士などの相互触発・切磋琢磨を通じて、科学技術イノ
ベーションの源泉となる成果を先駆けて創出することを目指す「さきがけ」等を拡充・推進。

３．きめ細かな研究進捗の把握と有望な研究をイノベーション指向
に伸ばすためのケアを実施

研究推進の枠組み

イノベーションを生み出した事例
塗る太陽電池の開発
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・研究総括の研究マネジメントの下、目標を共有し研究を推進
・全体で年約200件を採択（優れた研究者による高い競争性）、 年約1,000件の研究課題を支援

【中村栄一 東京大学大学院教授】 （2004～2009年度 ERATO）

・高効率、軽量で丈夫、安価に製造が可能と三拍子揃った次世代塗布型有機薄膜太陽電
池の開発に成功。ビルやマンションの壁、高速道路の防音壁など従来の太陽光パネル
では設置が困難な箇所における太陽電池の設置を可能に。

戦 略 目 標
【さきがけ】

【ＣＲＥＳＴ】

生きたまま電子顕微鏡観察できる「ナノスーツ」の開発

【ＥＲＡＴＯ】

【下村政嗣 東北大学教授、針山孝彦 浜松医科大学教授】（2008～2013年度 CREST）
選任

選任
研究領域 研究総括

研究領域 研究総括
公募・選定
研究代表者

研究代表者

・高真空中でも気体と液体の放出を防ぐ「ナノスーツ」を発明。従来では不可能
であった様々な生物を生きた状態で直接観察できるようになった。
・生物模倣技術をはじめとする「ものづくり」の分野への著しい貢献が期待。
卓越した

公募・選定
個人研究者

応力を感じて光る発光体の開発

人物を選抜

【徐超男 （独）産業技術総合研究所チーム長】（2006～2011年度 CREST）

個人研究者

・応力発光体を活用した構造物の応力分布の可視化に世界に先駆けて成功。
・重大事故につながる破壊や劣化を早期に予知・検出する新安全管理ネット
ワークシステムを創出。

研究総括

領域会議

インパクトの大きなシーズを
未来のイノベーションの芽を育む
創出するためのチーム型研究。 個人型研究。
●研究期間 ５年半
●研究期間 ３年半
●研究費（直接経費）
●研究費（直接経費）
１チームあたり総額
１人あたり総額
１億５千万～５億円程度
３～４千万円程度

独創的な研究を、卓越したリー
ダ－（研究総括）のもとに展開。
●研究期間 ５年程度
●研究費（直接経費）
１プロジェクトあたり
総額１２億円程度を上限

深遠なインパクトを及ぼしている成果例 （研究イノベーションも、社会イノベーションも）
○新しいタイプの高温超伝導物質（鉄系超伝導物質）の発見
【細野秀雄 東京工業大学教授】
1999年、戦略創造研究推進事業（ERATO）の研究総括に抜擢。
2008年、鉄を含む超伝導物質を発見し、アメリカ化学会誌に発表。同年の被引用
数世界１位の論文に。

○超小型・超省エネルギーのラマンシリコンレーザーを開発
【イノベーション指向のマネジメントによる先端研究の加速・深化プログラム（ACCEL） 】
・有望な研究成果について、イノベーション指向のマネジメントによって加速・深化

研究大学強化促進事業

平成２７年度予定額
（平成２６年度予算額

～世界水準の研究大学群の増強～

背景： 国際競争力と研究力の厚みが不十分
① 国際的に見ると、全体として我が国の研究力は相対的に低下傾向。

：6,200百万円
：6,400百万円）

世界水準の優れた研究活動を行う大学群の増強
「研究大学強化促進事業」の開始（H25～）

出典：文部科学省科学技術・学術政策研究所
「科学技術指標2013」

被引用度の高い論文数シェア
2000年 － 2002年 (平均)
Top10％補正論文数（整数カウント）
世界ランク
国名
論文数
シェア
米国
37,903
48.6
1
11.3
2
英国
8,815
ドイツ
7,888
10.1
3
４位
7.5
4
日本
5,862
7.0
5
フランス
5,475
5.3
6
カナダ
4,172
イタリア
3,515
4.5
7
3.0
10
中国
2,363

【髙橋和 大阪府立大学21世紀科学研究機構准教授】
2013年、大手企業でも開発が困難であった実用可能なシリコンレーザーについて、フォトニック結晶を
利用することで、レーザー波長も簡便な方法で変更可能な実用性のあるラマンシリコンレーザーを開発。

2010年 － 2012年 (平均)
Top10％補正論文数（整数カウント）
世界ランク
国名
論文数
シェア
米国
48,447
40.4
1
14,141
11.8
2
英国
中国
14,116
11.8
3
13,722
11.4
4
ドイツ
8,882
7.4
5
フランス
7,388
6.2
6
カナダ
イタリア
7,100
5.9
7
８位 8
6,742
5.6
日本

② 我が国において、高引用度（TOP10%）論文数で上位100に入る分野（※）を
有する大学数（07-11年の平均値）は、諸外国と比べて少ない。
日：８、米：１１２、英：２８、中：３９、独：２７ 、仏：１５
※トムソン・ロイター社の論文分類単位の自然科学系２２分野

◎研究活動の状況を測る指標およびヒアリング審査により機関（大学
及び大学共同利用機関法人）を選定。
◎研究マネジメント人材(リサーチ・アドミニストレーターを含む)群の確
保・活用と大学改革・集中的な研究環境改革（競争力のある研究の
加速化促進、先駆的な研究分野の創出、国際水準の研究環境の
整備等）を組み合わせた研究力強化の取組を支援。
◎支援期間10年間。支援規模2～4億円 / 年。
【支援対象機関（22機関）】
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設置形態

「日本再興戦略」（平成25年6月14日閣議決定）

第Ⅱ．一．３．⑤研究支援人材のための資金確保
研究者が研究に没頭し、成果を出せるよう、研究大学強化促進事業等の施策を推進
し、リサーチアドミニストレーター等の研究支援人材を着実に配置する。

４億円
東北大学、東京大学、
名古屋大学、京都大学

３億円

２億円

筑波大学、東京医科歯科大学、東京工
北海道大学、豊橋技術科
業大学、電気通信大学、大阪大学、広
学大学、神戸大学、岡山
島大学、九州大学、奈良先端科学技術
大学、熊本大学
大学院大学

私立大学
（2機関）

－

早稲田大学

大学共同利用
機関（3機関）

－

自然科学研究機構、高エネルギー加速
器研究機構、情報・システム研究機構

－

合計

4機関

12機関

6機関

「日本再興戦略」改訂2014（平成26年6月24日閣議決定）
2-3. ①大学改革の着実な実施と更なる改革の実現に向けた取組
「国立大学改革プラン」を進める中で、大学の研究力の強化や国際的に競争力の
ある卓越した大学院の形成を進める。

配分額

国立大学
（17機関）

慶應義塾大学

【研究大学強化促進費の配分方法・プロセス】
① 研究活動の状況を測る指標に基づき、
ヒアリング対象機関を選定。
●科研費等の競争的資金の獲得状況（６指標）
（科研費の研究者当たり採択数、若手種目の新規採択率、研究者
当たり配分額、研究成果公開促進費（学術図書）の採択数、拠点
形成事業や戦略的創造研究推進事業の採択数）
●国際的な研究成果創出の状況（２指標）
（ＴＯＰ１０％論文数の割合（Ｑ値）、国際共著論文の割合）
●産学連携の状況（２指標）
（共同・受託研究受入実績額や特許権実施等収入額と伸び率）

② ①の機関が作成する「研究力強化
実現構想」に基づき、ヒアリング審査
を実施。
④ 毎年度フォローアップ、５年目に
中間評価。
※著しく取組が不調な場合は、減額等を行う。また、指標
の見直し、支援対象機関の再選定も検討。

－ 146 －

③ ②を踏まえ、支援対象機関を
決定し、促進費（補助金）を配分。
（「研究大学強化実現構想」により取り組む内容）
・研究戦略、知財管理等を担う研究マネジメント人材
（リサーチ・アドミニストレーター）の配置（必須）
・世界トップレベルの研究者の招聘による拠点強化
・先端・融合研究奨励のための研究支援、環境整備
・若手研究者・女性研究者に対する研究活動支援
・国際共同研究推進の環境整備
・国際事務サポート体制の充実
等

■■■■■

平成２７年度予定額
（平成２６年度予算額

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）

：9,610百万円
：9,610百万円）

（背景）優れた頭脳の獲得競争が世界的に激化してきている中で、我が国が科学技術水準を維持・向上させていくためには、世界中から研究者が「そこで研究したい」と
集う拠点を構築し、優秀な人材の世界的な流動の「環」の中に位置づけられることが必要である。
（概要）大学等への集中的な支援により、システム改革の導入等の自主的な取組を促し、優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」を形成する。

拠点形成に向けて求められる取組
○国際水準の運営と環境
・職務上使用する言語は英語を基本
・拠点長の強力なリーダーシップ
・スタッフ機能の充実等により研究者が専念できる環境 等

○中核となる研究者の物理的な集合
○国からの予算措置額と同程度以上の研究費等の
リソースの別途確保

支援内容
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対象： 基礎研究分野
期間： 10～15年（平成19年度より支援開始）
支援額（1拠点あたり/年）： 13～14億円程度（WPIフォーカスは～7億円程度）
フォローアップ： ノーベル賞受賞者や著名外国人有識者等による「プログラム委員会」を
中心とした強力なフォローアップ体制による、丁寧な状況把握ときめ細やかな進捗管理

WPI拠点
WPI拠点
（平成19年度採択）

東北大学 AIMR

（平成24 年度採択）

名古屋大学 ITbM

拠点長： 小谷 元子

研究分野：数学×材料科学 等

研究分野：合成化学×
動植物科学×計算科学

（平成24 年度採択）

拠点長： 柳沢 正史

研究分野：物質-細胞統合科学
（化学×物理学×細胞生物学）
拠点長： 北川 進

（平成19年度採択）

-Fusion融合領域の創出

○平成24年度採択のWPIフォーカス３拠点（筑波大学IIIS、東京工業大学ELSI、名古
屋大学ITbM）の拠点形成を加速。
○先鋭な領域における世界の競争に新規参入し、「国際基準で世界と戦う、世界に
見える部分」の拡大を目指す。

先行５拠点の成果創出を確実に支援する
○各拠点とも国内外より人材を獲得、平均で研究者の約40％が外国人。
英語使用が名実ともに「当たり前」。
○各拠点の若手研究者公募には世界中から応募、海外民間財団からの
寄附を獲得等、「目に見える拠点」として知られる存在に。
○世界トップの大学等と同等あるいはそれ以上の質の高い論文を輩出。
■質の高い論文の輩出割合※

研究分野：ﾏﾃﾘｱﾙ･ﾅﾉｱｰｷﾃｸﾄﾆｸｽ
（材料科学×化学×物理学）

※機関（先行5拠点）から
出た論文のうち、他の
研究者から引用される
回数（被引用数）が多い
上位1％にランクインする
論文の割合。

（平成19年度採択）

東京大学 Kavli IPMU
拠点長： 村山 斉

九州大学 I2CNER

研究分野：数学×物理学×天文学

（平成24 年度採択）

東京工業大学 ELSI

研究分野：工学×
触媒化学×材料科学 等

拠点長： Petros Sofronis

○平成22年度採択の九州大学I2CNERの着実な拠点構築に向けて、きめ細やかに進
捗を把握・支援。

物質・材料研究機構 MANA
拠点長： 青野 正和

研究分野：免疫学×
画像化技術×生体情報学

（平成22 年度採択）

研究分野：神経科学×
細胞生物学×生化学 等

（平成19年度採択）

大阪大学 IFReC
あきら

-Globalization国際的な研究環境の実現

筑波大学 IIIS

（平成19年度採択）

京都大学 iCeMS

拠点長：審良 静男

-Reform研究組織の改革

同時達成により
トップレベル拠点を構築

拠点形成期にある4拠点の構築を推進する

拠点のイメージ
・総勢100～200人程度あるいはそれ以上（WPIフォーカスは70人～）
・世界トップレベルの主任研究者（PI）10～20人程度あるいはそれ以上（WPIフォーカスは7人～）
・研究者のうち、常に30%程度以上は外国人

拠点長：伊丹 健一郎

-Science世界最高レベルの研究水準

拠点長：廣瀬 敬

研究分野：地球惑星科学×生命科学

（トムソンロイター社調べ（2011年10月時点））

世界の学術フロンティアを先導する大規模プロジェクトの推進

平成２７年度予定額
（平成２６年度予算額

：33,008百万円
：32,360百万円）

目 的
○ 我が国発の独創的なアイデアによる学術研究の大型プロジェクトは、ノーベル賞受賞につながる研究成果を創出するなど、欧米主要国においても
極めて高い評価を得ており、我が国が世界の学術フロンティアを先導するための重要な役割を果たしてきている。これらのプロジェクトを、すべての研
究分野のコミュニティの意見をとりまとめた学術版ロードマップで示された優先度に基づき、大規模学術フロンティア促進事業と位置づけ、戦略的・計
画的に推進することによって国際競争力を強化する。
○ 併せて、個々の大学の枠を越えた研究機関・研究者が多数参画し、我が国の国際的な頭脳循環ハブとなる研究拠点として、研究力強化、グローバ
ル化、イノベーション機能の強化に資する世界トップレベルの研究を推進する。
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国内外の約１万人以上の研究者が集結。次世代を担う若手研究者を育成。
事業の効果
○ 人類共通の知の創出
アルマ望遠鏡により、惑星が作られつつある現場で生命の起源に密接にかかわる糖類分子を発見。→「地球生命の起源は宇宙？」という普遍的な
知的好奇心に迫る。
○ 我が国の国際的なプレゼンス及び学術研究の研究水準が向上
ニュートリノ振動の確認により、ニュートリノの質量をゼロとする従来の標準理論を覆すなどノーベル賞級の成果を創出。
（ノーベル賞受賞歴：小柴昌俊氏、小林誠氏、益川敏英氏）
○ 産業界等との連携による最先端の技術開発等、イノベーションの創出に貢献
遠方の銀河を観測するために開発されたすばる望遠鏡の超高感度CCDカメラ技術が、レントゲンなどの医療用X線カメラに応用。

大規模学術フロンティア促進事業

太陽系外惑星の探査､宇宙初期の天体の成り立ちなど新たな宇宙像の開拓

我が国の大学等における教育研究活動を支える情報基盤の強化

３０ｍ光学赤外線望遠鏡(ＴＭＴ)計画の推進

新しいステージに向けた学術情報ネットワーク（SINET）整備【新規】

〔自然科学研究機構国立天文台〕

ハワイ島マウナケア山頂域に、日・米・カナダ・中国・イン
ドの国際協力事業として口径30ｍの光学赤外線望遠鏡
（ＴＭＴ(Thirty Meter Telescope)）を建設し、第二の地球探
査と生命の確認、ダークエネルギーの性質の解明、宇宙で
最初に誕生した星や銀河の検出と宇宙の夜明けの解明を
目指す。

〔情報・システム研究機構国立情報学研究所〕

我が国の学術研究・教育活動に不可欠な学術情報基盤で
あるＳＩＮＥＴを、大学等と連携し、最先端のネットワーク技術を
用いて高度化・強化し、通信回線及び共通基盤等を整備・運
営することにより、最先端の学術研究をはじめとする研究教育
活動全般の新たな展開を図る。
〔Courtesy TMT Observatory Corporation〕

アインシュタインが予言した重力波（時空の歪み）を世界に先駆けて観測
大型低温重力波望遠鏡(ＫＡＧＲＡ)計画
〔東京大学宇宙線研究所〕

日米欧の３国が「重力波」の世界初観測を目指したプロ
ジェクトを進行中。日本は高度な技術力を駆使し、重力波
望遠鏡の高性能化の実証に他国に先んじて成功。
ＫＡＧＲＡによる重力波天文学の創成を目指す。

歴史的典籍を活用した異分野融合研究の醸成と日本文化の国際的発信
日本語の歴史的典籍の国際共同研究ネットワーク構築計画
〔人間文化研究機構国文学研究資料館〕

人文学分野の長年の課題である研究の細分化、従来型
の研究手法からの脱却を図るため、「日本語の歴史的典籍
の国際共同研究ネットワーク」を構築することによって、歴史
学、社会学、哲学、医学などの諸分野の研究者が多数参画
する異分野融合研究を醸成し、幅広い国際共同研究の展
開を目指す。
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■参考資料２：基調講演資料

文部科学省研究振興局学術機関課

研究設備の規模別・費目別整理
大規模学術フロンティア促進事業
・３０ｍ光学赤外線望遠鏡（ＴＭＴ） 等

全国共同利用

※ 国立大学法人先端研究等
施設整備費補助金
百億円
程度

全国レベルの共同利用・共
同研究を推進するための大型
設備

数十億円
程度

・超高圧電子顕微鏡 等

学内共同利用
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※ 国立大学法人先端研究等
施設整備費補助金

数億円
程度

基盤的な研究設備
・電子顕微鏡
・遺伝子解析システム
・核磁気共鳴装置
・ヘリウム液化システム
・動物実験関連設備 ・図書館書架
・学内ネットワーク・LAN設備
等

数千万円
程度

学内基盤

※ 運営費交付金（特別経費）

各大学の自助努力等

基盤
設備

教育研究基盤設備

大型設備

ビッグプロジェクト

特別
設備

国立大学等の「設備マスタープラン」について
○ 国公私立大学及び大学共同利用機関における学術研究設備について－今後の新たな整備の在り方－（抜粋）
（平成17年6月30日 科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会）
Ⅳ 早期の対応を検討すべき事項
国立大学等の法人化を踏まえれば、平成18年度概算要求における研究設備の整備については、法人の研究の特色や研究の方向性
を活かしたものとすることが肝要であり、このため、大学等の計画的な設備整備に対する考え方（設備マスタープラン）に基づく予算要求
を前提とし、国としてより効果的な支援を行う取扱いとすることが重要である。

Ⅴ 今後の学術研究の推進に向けて
1． 研究設備は、学術研究の基盤をなすものであり、その充実を図ることは 学術政策上の最重要課題の一つである。国はその重要性を
十分認識し、学術 研究設備の充実方策について、今後策定される第3期科学技術基本計画に明確に位置付けるなどして、その姿勢を
明確に示す必要がある。また大学等は、研究者が充実した研究環境の下で研究を実施できるよう、研究設備の充実のためのより一層の
努力が求められており、例えば設備マスタープランを策定するなどの計画的・継続的な研究設備充実のための取組みが強く期待される。
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2． 国立大学等に関しては、法人として計画的・安定的に設備の維持・向上ならびに法人内での連携した効率的運用を図る
ために、基盤的経費としての運営費交付金の定常的出動が望まれ、国はその充実を図るべく鋭意努力する必要がある。

「平成27年度概算要求関係資料の提出について（依頼）
（平成26年6月20日）」付属資料

設備マスタープラン策定の効果

国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「法人」という。）における教
育研究活動については、それぞれの目標・理念や経営戦略に則り、中期目標
及び中期計画に沿って、自主性・自律性のもと取り組むことが重要ですが、とり
わけ教育研究環境の基盤となる設備の整備については、中・長期的な視野の
下で、計画的・継続的な整備に向けた設備マスタープランの策定など、法人全
体として取り組む体制の整備が必要とされています。

○全学的な現有設備の状況の把握、課題の整理
○中期計画において法人が目指す研究方向と設備の関連性
の整理
○今後の設備整備に関する方針の整理
○概算要求にあたっての考え方の整理
○「年次計画」の策定による設備整備の優先度の明確化
等により、

そこで、概算要求関係資料の提出と合わせて各法人が策定している「設備マ
スタープラン」（具体的な整備計画表を作成している場合は添付、様式任意）の
提出をお願いします。

・ 法人としての計画的・継続的な設備整備に寄与
・ 効率的・効果的な設備の整備・維持・運用に資する

「設備マスタープラン」の提出について
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■■■■■

設備サポｰトセンター整備事業
背景・課題

平成２７年度予定額 １９９百万円
（平成２６年度予算額 １９９百万円）
我が国の研究者1人当たりの研究支援者数は、
主要国と比べて低水準

設備整備予算の減少により、設備の老朽化・陳腐化が進行

○教育研究設備は、大学等における質の高い教育研究を支える
重要な基盤。設備を有効かつ効果的に運用するためには、
マネジメント等を担う専門人材やメンテナンス等を行う技能者
などの研究支援者が必要であるが、大幅に不足している状況。
○現在、教員がこれらの対応をしているが、設備の老朽化や
陳腐化 の著しい進行と相まって、日常的な教育研究活動に
支障が生じている。

2,000

(万人)

（億円）

150.0

研究者

1,800
補正予算
当初予算

1,600

1,000

100.0

1,232

1,200
1,024

215

（年度）
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これらの課題への対応として、「設備サポートセンター」を整備
して、積極的に取り組む大学を支援
○基盤的な教育研究設備の共同利用化と中古設備の改良等に
よる再利用の一層の促進
○設備マネジメントを行う専門人材や研究支援者の充実および
育成
○ユーザーニーズへの対応強化

136.4

研究支援者

【 】研究者一人当たりの研究支援者数

1,400

800

実施内容

125.0

研究者数

研究支援者数

研究者1人当り
研究支援者数

141,472

40,338

0.29

効 果

50.0
26.5
25.0

0.0

【0.30】
日本
(2011)

31.2
21.8

【0.70】
ドイツ
(2009)

22.9
15.5

【0.68】
フランス
(2008)

23.5
8.4

【0.36】

【0.64】

英国
(2010)

EU15
(2009)

資料：日本：総務省統計局「科学技術研究調査報告」
その他：OECD「Main Science and Technology Indicators Vol 2011/1」

総務省統計局「平成２３年科学技術研究調査」

設備稼働率の向上など教育研究設備の有効活用に資するとともに、計画的な設備の整備、効果的・効率的な研究の実施が可能となり、教育研究
環境が大きく改善。また、研究を支える技術サポート人材の育成にも寄与。

設備サポートセンター整備大学
○○大学：平成23-25年度
○○大学：平成24-26年度
○○大学：平成25-27年度
※○○大学：平成26-27年度
★○○大学：平成27年度

北海道大学

★東北大学
金沢大学
筑波大学
鳥取大学
千葉大学
広島大学
★神戸大学
★東京農工大学
大阪大学 名古屋工業大学
※九州大学
※高知大学

設備マネジメントの強化
共同利用化の推進
共同利用化を推進するための
基盤設備の整備・集約化

空きスペースの有効活用や既成概念に
とらわれない効果的・機能的な設備の配置

専任スタッフの充実
サポートセンターのマネジメントや学内外との
調整（コーディネート)を行う人材の雇用

再利用（リユース）の促進
資源の無駄使いや廃棄費用を
削減するため、不用となった
設備の学内外での再利用
（リユース）を促進

技術サポートの強化
メンテナンスや利用者支援等を行う技術
サポートの強化を図るための人材の雇用等

設備サポｰトセンター整備事業のこれまでの成果等
体制整備
設備マネジメントに係る独立した組織（設備サポートセンター）を設置し、マネジメントスタッフの他、コーディネーターや
技術職員など事業の推進体制の充実を図り、全学的な活動を推進。

活動内容
■ 設備マネジメント

■ 学外展開
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機器の稼働状況に関する全学的調査等により独自
のデータベースや予約システムを構築。「大学連携
研究設備ネットワーク（自然科学研究機構分子化学
研究所）」との連携（機器登録）によって効果的・効率
的な設備利用体制を構築。

■ リユース

機器の外部開放や外部受託分析のニーズを把握
するためのアンケート調査の実施、ニュースレター
発行等の広報活動を通じて、設備の外部利用や受
託分析を促進。

■ 人材育成

全学的な設備の実態調査等に基づき、機器の高度化
（バージョンアップ）や移設（再配置）等のリユースに係
る活動が行われ、機器の利用率が増加。

利用者に対する技術講習会や技術職員を対象と
した研修会などを行い、設備利用に係る人材育成
を推進。

事業終了後の取組
支援期間終了後も、本事業の成果を活かし、事業の継続・発展につながる取組を推進中。
（例） ・ 外部利用者の拡大を図り、受託分析による利用料収入の増加に取り組む。
・ 他機関との相互共同利用・設備メンテナンス体制の構築を目指す。
・ インターネットを活用したユーザー相談室を開設し、潜在的な利用希望者の発掘に取り組む。
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■参考資料２：基調講演資料

文部科学省研究振興局学術機関課

設備サポｰトセンター整備事業の好事例
■ これまでの取組実績
各部局に分散している共同利用設備の情報及びマネジメントスタッフや技術支援者をひとつの組織
に集約。
利便性向上のため、携帯端末からの予約システムを構築。
技術職員の能力向上を目指した計画の策定に向けて、設備毎に技術レベルや技術目標等を網羅し
たプログラムを作成。
「大学連携研究設備ネットワーク（自然科学研究機構分子化学研究所）」との連携（機器登録）によ
り、保有設備の全国共同利用を推進。

-22-

■ 計画推進中の取組
機器分析者向けのeラーニングシステム（Webによる理解度チェック）を作成し、 Web上で公開。
留学生による共同利用機器の利用促進に向けて、英語版の機器利用申込システムを構築。
地域共同利用設備ネットワークを形成し、地元の商工会や金融機関等を通じた近隣の中小企業
に対する広報活動を展開。
県内の大学、研究機関、企業における設備の共同利用を促進し、県全体の研究活動の高度化、
新技術の開発、新産業の創出に寄与。
県単位を超えたブロック内の国立大学間で連絡会を発足し、統一的な受託測定の仕組みを検討。
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■■■■■

参考資料３：設備サポートセンター整備事業
シンポジウムアンケート結果

－ 151 －

■参考資料３：設備サポートセンター整備事業

シンポジウムアンケート結果

１．あなたのご所属は？（回答者のみ）

※	
  北海道大学以外の大学回答者２９名の内訳：大阪大学（２），広島大学（１），
名古屋工業大学（２），東京農工大学（２），千葉大学（２），筑波大学（２），
鳥取大学（４），高知大学（２），名古屋大学（４），帯広畜産大学（１），
新潟大学（２），弘前大学（２），無回答（３）
※	
  シンポジウム参加者は７９名。回答率は４９％であった。

２．本シンポジウムをどのようにお知りになりましたか？（複数回答可）
回答数
国立大学法人機器・分析センター協議会関係者向け案内メール
北海道大学オープンファシリティ利用者向け案内メール
北海道大学部局担当者等からの案内メール

11
2
14

その他案内メール

4

指導教員からの勧め

1

知人からの紹介

2

ポスター・リーフレット

4

北海道大学ホームページ

3

その他

0
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■■■■■

３．本シンポジウムの感想をお聞かせください。
3-1．ご自身の活動に参考になったものは選択肢のうちどれですか？
（複数回答可）
回答数

％

基調講演

28

71.8

パネルディスカッション１

28

71.8

パネルディスカッション２

29

74.4

0

0.0

その他

	
  	
  	
  （全回答件数３９）

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 

3-2．基調講演についてご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
○

来年度予算の状況が理解できました。

○

今後のねらいがよく解りよかった。

○

28 年度以降の今後の予算化の方向性が気になりました。

○
○

文科省の発表資料では、なかなかわからない検討会などの雰囲気を聞くことができたの
はよかった。
文科省の全体の動きと、今後の進め方（方向性）について、言葉で説明いただいた点が
よかった。H28 年度以後の施策に期待したい。

○

非常に参考になった。

○

設備サポートの好事例が参考になった。

○

網羅的に全体を理解出来たが、もう少し時間をとって突っ込んだ話も欲しかった。

○

貴重な情報を確認することができた。

○

現場の話など、生々しい話が聞けて参考になった。

○

全ての大学の意見を一堂に聞けたのはとても参考になりました。次回はもう少しテーマ
をしぼって頂けるとさらに有益かと思います。

○

大変有意義でした。

○

最新情報が得られて良かったです。

○

他大学の状況がよく理解できました。

○

特にありません。

○

理解しやすいお話でした。
（記入があったものは、すべて原文のまま記載。）
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■参考資料３：設備サポートセンター整備事業

シンポジウムアンケート結果

3-3．パネルディスカッション１についてご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
○

URA を設備サポートの運用に活用している事例報告は大変参考になりました。

○

各採択機関それぞれの特色・課題が参考となりました。

○

細かい点まで話してもらい良かった。

○

各大学の事業進捗・課題が聞けて参考になりました。

○

利用効率などが改善していることがわかった。

○

キボや分別・組織（特に、分析センターの有無）の違い印象深い

○

表現方法は異なるが、全大学により認識されている課は、ほぼ同じである。次の機会が
あれば、課題をしぼって議論したい。

○

良かった。

○

各校の実情が良く理解できた。

○

ちょっと金太郎飴的で、特長、特徴が欲しい。

○

各大学の取組みが参考になりました。

○

各大学で取り組んでいる内容や、課題、現状を知ることができたので満足している。

○

他大学の状況がよく理解できました。

○

今後の共用機器化推進に役立ちました。第Ⅲ期からはプロジェクト経費の予算設置が見
込めないため科研費により調達した物品も含めることは意義がある。
（記入があったものは、すべて原文のまま記載。）
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■■■■■

3-4．パネルディスカッション２についてご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
○
○
○
○
○
○
○
○

細かい点まで話してもらい良かった。
横の連携を今後につなげていければ更に各大学が発展していくと思いました。また、事
業終了後の予算化状況についても知ることができ参考になりました。
運用上の課題が設備サポートが終了したあとの課題はよくわかったが、もっと明るい討
論を聞きたかった。共用化の利点や、複数機器連携の利点など
終了後の維持経費が 2000 万弱で共通？方針が、似てるところ、違うところが興味深
い。全国的な連携への指導は、北大、名工大、鳥取大？
良かった（話が長く Discussion に時間をさいてほしかった）
設備サポートセンター整備事業終了後の対応が興味深かった。各校の具体的な話を聞け
て良かったです。
話題はよかったが、十分に突っ込めなかった印象有、残念！
色々な課題・戦略・ビジョンを聞かせて頂き、大変有意義な時間を過ごさせて頂きまし
た。

○

特にいろいろな考え方が有り参考になりました。

○

他大学の状況がよく理解できました。

○
○

設備の利用状況・整備状況を把握し、マスタープランに反映するよう方策を考えるべき
だと痛感しました。
経費のやりくりがやはり難しい
（記入があったものは、すべて原文のまま記載。）
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■参考資料３：設備サポートセンター整備事業

シンポジウムアンケート結果

3-5．全体を通して、本シンポジウムはいかがでしたか？

※	
  回答数３９であった。回答者は満足・まあ満足・普通・やや不満・不満から選択し、やや不
満・不満との回答は０であった。

４．その他、ご意見・ご感想などお聞かせ下さい。
○

本学は整備事業の支援は受けておりませんが、設備機器共用を進めております。引き続
き事業採択校の成功事例を参考に頑張り続けたいと思います。
北大のご関係者皆様、ご準備および当日のご親切な対応、誠にありがとうございました。

○

また、横の連携を強化にしていくためにも、第 2 回とつづくことを期待しています。
もし可能であれば、今回のプレゼン資料の各大学の電子データをいただければ幸いで
す。

○

ハードは 3 年で整備できるが、人材、ソフト面は 5-10 年の中期計画、予算が必要

○

もう少しディスカッションの時間が多ければうれしかったです。

○

意見交換の時間が短くなってしまったのが残念です。大変参考になりました。有意義な
会でした。

○

共有機器の利用実績（論文等）をアピールして、技術職員の雇用継続につなげたい。

○

大変参考になりました。ありがとうございました。

○

各機関の取組状況が把握出来て大変参考になりました。

○

使った資料は配布して欲しいです。

○

参加された機関からの資料をいただきたかった（パネルディスカッション）
（記入があったものは、すべて原文のまま記載。）
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第１回設備サポートセンター
整備事業シンポジウム
「大学の研究基盤戦略を考える 〜設備共用の未来〜」
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