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１． はじめに

－第三回設備サポートセンター整備事業シンポジウムの開催にあたって－

設備サポートセンター整備事業シンポジウムは、同事業採択校を中心とした参加大学に

て、設備の現状における問題点や将来像を共有し、今後の課題や問題解決に向けた議論を行

うことを目的として、年に一回開催されています。平成２７年１月の北海道大学及び平成２

８年１月の鳥取大学開催を経て、今回で第三回目の開催を迎えました。

本シンポジウムにおいては、「共同利用に向かう教育研究設備の今後の展望を探る～求め

られる設備マネジメントとは～」をテーマに掲げ、過去二回の開催においても課題として取

り上げられた、「人財面・資金面をはじめとした設備サポートセンターのマネジメント」に

重点を置いて議論が進められました。同課題は各大学の特色が色濃く表れる要素であり、本

シンポジウムおいて各校から活発な意見交換や活動状況の報告が行われました。本報告書

は、これらの内容をまとめたものです。

本報告書が、設備サポートセンター整備事業の今後の施策の展開及びすべての参加大学

等の装置の共同利用促進の役に立ち、参加大学等の発展の一助となれば幸いです。

名古屋工業大学 大型設備基盤センター長・教授 江龍 修
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○参加者の所属先

※名古屋工業大学以外の事業採択校の大学参加者５５名の内訳（順不同）：
岡山大学（３），金沢大学（２），九州大学（３），群馬大学（６），広島大学（３），高
知大学（３），神戸大学（５），千葉大学（４），大阪大学（６），筑波大学（３），鳥取
大学（４），東京農工大学（３），東北大学（２），北海道大学（８）

※名古屋工業大学、事業採択校以外の大学参加者９６名の内訳（順不同）：
愛媛大学（４），大分大学（２），帯広畜産大学（２），お茶の水女子大学（２），香川大
学（３），北見工業大学（３），岐阜大学（１），九州工業大学（７），京都工芸繊維大学
（１），埼玉大学（２），佐賀大学（２），滋賀医科大学（２），静岡大学（２），信州大学
（４），東京医科歯科大学（４），名古屋大学（３），奈良女子大学（２），新潟大学（５），
三重大学（３），宮崎大学（３），山形大学（１），横浜国立大学（２），熊本大学（２），
山口大学（１），室蘭工業大学（２），静岡大学（２），長岡技術科学大学（２），島根大
学（２），東京工業大学（６），徳島大学（７），奈良教育大学（１），奈良先端科学技術
大学院大学（１），富山大学（４），福井大学（２），琉球大学（３），和歌山大学（２）

企業（2）
1%

公的研究機関（3）
2% 文部科学省

（ 1 ）0%

名古屋工業大学

（27）
15%

名古屋工業大学以外の大学

【事業採択校以外】 （96）
52%

名古屋工業大学以外の大学

【事業採択校】 （55）
30%
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２．１．基調講演

『共同利用・共同研究体制の強化・充実と設備サポートセンター整備事業等について』

研究振興局学術機関課 研究設備係長 中島 大輔

皆様こんにちは。

只今ご紹介に預かりました文部科学省研究振興局学術機関課 中島と申します。本日はど

うぞ宜しくお願いいたします。

本来は、課長補佐の坂場が講演、またこの後のパネルディスカッションに参加させていた

だく予定でしたが、業務等々の都合につき、わたくしが代わりに務めさせていただけたらと

存じます。

それでは、「設備サポートセンター整備事業」の２９年度予算案の状況や、３０年度以降

に向けどのように進めていくかということについて、これよりご説明させていただきます。

一昨年の北海道大学、昨年の鳥取大学、そして今回、第三回の名古屋工業大学、大学の皆

さまの努力によってシンポジウムがこうして継続して開催されていくことは我々にとって

も喜こばしいことですし、シンポジウムによって、これに続くような大学の取組が一層活性

化していくことは、これ以上ない喜びです。

また第四回の開催校も決まったと伺っております。今後第四回、第五回と設備の共同利

用・共用というものが活性化していくことを願っております。

「共同利用・共同研究体制の強化・充実と設備サポートセンター整備事業等について」と

題してお話してまいります。

当課では、全国の大学、研究機関等の「共同利用・共同研究」を、ひとつの政策の柱・予

算の柱とさせていただいております。本日はそうした予算、政策的な面に関して説明してま

いります。

シンポジウムのテーマの一つともされている「マネジメント」においては、皆様ご承知の

通り「人・もの・お金」の管理が全てではないかと考えています。各サポートセンターを通

じてそうした課題に対し、各大学で色々な取組をされていると思いますので、こうした大学

の取組を、このシンポジウムの場を通して共有していただけたらと存じます。サポートセン

ターの良いところは、国からの一方的な指示のもとではなく、大学からの提案やボトムアッ
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プを通し、個性・特色を出す組織体制やマネジメントを構築できるという点にあるかと思い

ます。大学の規模や分野、持っているもの、特性それぞれあると思いますので、自分の大学

に合った取組を、ぜひ取り入れていっていただけたらと存じます。

目次として５つのテーマを置いています。

まず一つ目は、昨年末に決定しました２９年度予算案についての説明。二つ目、三つ目は、

学術機関課として制度と予算から支援させていただいている「共同利用・共同研究」の拠点・

概要について。四つ目五つ目は共用の促進、設備サポートセンターの現状、これまでの成果

と今後の方向性という、シンポジウムに一番直結するお話を取り上げ進めてまいります。

まず２９年度予算案としまして、学術機関課が担当する予算案の総額は４２２億円とな

っています。昨年の４２３億円より１億減ってはいますが、補正予算等ありましたので、結

果として昨年度とほぼ同等の予算を確保しており、学術機関課としては、全国の大学の先生

方、組織、研究所等々の「共同利用・共同研究」を進めていく為、それぞれのフェーズに応

じた考え方、それに応じた予算を全体として支援させていただいているところです。

こちらは、２９年度４２２億円の内訳となっています。本事業では、２９年度、追加で三

拠点を支援させていただいております。昨年度２億円であった設備サポートセンターの予

算と同額を確保し、これを用いて新たな三拠点、また継続で続いている拠点に関して、引き

続き支援させていただきたいと考えています。

こちらが「共同利用・共同研究」拠点の制度を示したスライドです。国公私立大学共通の

仕組みとして、文部科学省が各大学の研究所やセンターをどの分野の拠点であるか認定し、

それに合わせて予算を措置させていただいています。全国の先生方、研究者の皆さまが、設

備を利用しに行かれたり、一緒に共同研究をやったり、そういった機能を持つ拠点等々を認

定させていただいている制度です。

国公私立大学合わせ、現在１０３の拠点がございます。国立大学は７２拠点、公私立大学

２６拠点、色々な研究機関がネットワークを組んで認定されているネットワーク拠点が５

拠点認定させていただいて、予算を措置させていただいております。こうした拠点を期間６

年間とし認定しております。３年置きに中間評価、期末評価があり、その期間の成果を評価

させていただいたうえ、引き続き拠点として認定を更新するのかどうか判断をさせていた
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だいております。

拠点の成果としては、ノーベル賞に繋がるようなものや地域と連携を図り成果を積み上

げていくようなものなど、色々ございますけれど、「共同利用・共同研究」として様々な機

関がこの拠点に関わっていくことがメリットだと考えております。

４つの成果を数値的な面で示したスライドです。拠点の中に色んな研究者が参加してい

ただくことによって人の交流が生まれ、自分の大学にはない研究が展開していくというの

は、大きなメリットかと思います。共同研究を通じて論文が増えていったり、大学として教

育に還元したりすることも大きな使命かと思いますが、学生がどんどん関わって学位を取

ったりというのも、「共同利用・共同研究」として良い効果を生んでいるとして考えられる

ところです。

今後の拠点に関しては、２９年度に向けて新たに公募を行う予定です。来週３１日に審議

会が開催され、公募要項等についてはそこで決定されるかと思いますので、１月下旬から２

月上旬にかけて、お知らせできるかと思います。

文科省として行っている設備共用等に関する事業の大まかな一覧です。設備サポートセ

ンターは平成２３年度から始まり、平成２８年度からは第２期の新しい事業が続いている

ところです。科学技術・学術政策局のほうで行っております新共用事業や、分子研ネットワ

ークといわれる事業、こういったことが連携して、大学全体としてプラスになればと考えて

います。よくご質問いただくこととして、新共用が一つの目玉の事業として進んでいるが、

設備サポートセンターとどういう関係にあるんだということを言われます。我々の想いと

しては、設備サポートセンターは大学全体のマネジメント・取組を応援するもの、一方で新

共用は研究室単位などのミクロ的な視点から共用を進める事業の支援と捉えており、両者

から歩み寄った形での連携が実現できればと考えております。

続いて設備サポートセンター整備事業についてですが、申し上げたとおり予算案は２億

円とさせていただいております。今まで本事業では１５大学に支援させていただいており

まして、新たに赤くなっている３大学について、２９年度予算で採択させていただいたとこ

ろです。鳥取大学は２回目、東京医科歯科大学、宮崎大学は初めての採択で、新しく予算に

計上させていただきました。２３年度の設備サポートセンター整備事業では、大学のサポー
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トセンターをどう構築していくか、例えば人材マネジメントや設備のリユース、組織体制を

どう作っていくかというところが焦点とされてきました。今回の採択では、大学のサポート

センターの体制は前提として、いかに地域をはじめとした広がりを持てるかに焦点を当て

て、こちらの三大学を支援させていただいたところです。この三大学は、いずれも学内の体

制をしっかり構築しつつあり、あとはどう外への広がりを持てるかという点で、例えば東京

医科歯科大学ですと周辺の大学の医学部・医療関係とのネットワークを組むことによって、

分野に特化した連携を創り上げていける点、鳥取大学ではオープンファシリティとして、公

設試等地域との設備共用を構築している点、宮崎大学は県などの協力を得ながらアソシエ

ーションを構築していくような取組をされている点、地域貢献、同じ分野の波及効果・広が

りに力を入れてきた大学ということで、この三大学に選定させていただきました。

これで設備サポートセンターも８６大学のうち、１７大学まできまして、３０年度要求は

まだ具体的ではないのですが、これからサポートセンターやマネジメントを始めようとい

う大学が出始めていることは事実ですので、もう一回新しい大学の採択を考えていきたい

と考えているところです。日頃、色々な大学から相談等々いただいておりますが、これから

２月３月と年度末になりますが、３０年度予算に関して、例えば他の大学がどういった取り

組みをしているのか等ご不明な点がございましたら、学術機関課までご相談・お問い合わせ

いただければと思います。

大学の取組の中から、今までの成果をいくつかピックアップさせていただきました。設備

サポートの一つの特徴として、大学によって成果の上がり方が違う、というのがあります。

マネジメントを頑張っている大学もあるが、リユースを頑張っている大学もある、人材育成

に力を入れている大学もある。そうした中で着実な成果の積み上げによって、いい方向にい

っているんではないかと思います。大きな成果というのは一気に出にくいところではあり

ますが、着実な地道な成果というものが、いずれ大きな形になっていくんではないかと思い

ます。

設備サポートセンター整備事業の好事例と大学への期待と書かせて頂きましたが、色々

な大学から好事例が出ています。たとえば先ほどポスタープレビューをされた 年度採択

校の北海道大学、群馬大学、岡山大学。これからどんどん良い成果が出てくることが期待さ

れておりますけれども、そうした成果を他の大学の皆さまにも活用していただいて、「共同

利用・共同研究」が進んでいけばと考えております。ここにありますように、計画推進中の

取組としても、いくつか挙げさせていただいております。
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具体的な事例です。言ってしまいますが左側が群馬大学、右側が北海道大学の資料です。

群馬大学さんのように地域密着で進めていかれる大学があったり、北海道大学さんのよう

にグローバルや、新しく色々なことに取り組まれている大学もあります。このシンポジウム

では是非、自分の大学の規模・特徴等に合わせた取組を参考にしていただいて各々取り組ん

でいただけたらと考えております。

設備サポートセンター整備事業にて様々な良い取組がされている中で、やはり、事業終了

後どのようにしていくか、というのも課題の一つかと思っております。３年間という限られ

た支援ではございますが、その３年間の期間をきっかけとして、事業終了後もそれが途絶え

ることなく、続いていくようになることが、期待されることであります。支援終了後の大学

の自助努力が必須になってきますので、どういった形で今後のサポートセンターを続けて

いくか、設備のマネジメントなどを色々工夫していただきながら、大学の為になるようなマ

ネジメントを実行していただければと考えております。

一つの取組の例としまして、たとえば、設備の共用等通じて利用料収入を上げて収入増を

はかることによってサポートを維持していく。簡単なことではないと思いますが、そういっ

たことを活用しながら、メンテナンスを実施したり、実績として上がってきたものについて

は、色々な大学と共有してもらい、他の大学の設備マネジメントがうまくいくように、どん

どん取組の成果を発信してもらえたらと考えております。

ここで、大学への期待として４点書かせてもらっていますが、一つのマネジメントとして

大きな課題としては、絶対に大学執行部の理解といいますか、学長先生をはじめ理事先生、

執行部、役員の皆さまの理解と、全学的なバックアップ、設備マネジメントに対する意識等

が絶対不可欠だと思っております。そうした理解のもと、先生方、事務職員、技術職員、色々

なスタッフの皆様方が一丸となって進めていかなければ、こういった設備共用の共同利用

は絶対に進まないと思いますので、まずこういったところを大学の皆さまに期待していき

たいと考えております。

つ目は、こういった共用成果と取組事例等々につきまして、どんどん情報を発信してい

ただいて、こういった成果が上がった、こういう取組が良かったというのを、発信していた

だければと思っております。

つ目は、大学、研究所、そしてやはり企業等々への色々なシーズやニーズを踏まえた共

用というものをどんどん積極的にやっていただきたいと思います。そういったものを通じ

て、共同利用を通じた共同研究などにも進展するかと思いますし、やはり、産学連携にも繋
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がっていくのではないかと考えています。そういった意味では、設備共用や共同利用は、皆

様ご存知だとは思いますが、色々な研究や産学連携の根幹的なもの、基盤的なものと考えて

おりますので、これらが大学の為になる、大学の研究力や力を強めていく取組であるという

ことをどうぞご理解いただければと考えております。

こちらは情報提供とさせていただきまして、昨年、会計検査院が各大学に実地検査に入っ

たことと存じます。会計検査院の方からは平成２８年１０月付けで、文部科学省に対して、

会計検査報告という形で、意見表示がなされております。対象となったのは結果的に２６国

立大学法人の研究設備９８件で、補助金で整備された設備のうちに、当初目的の波及効果の

中で、設備が共同利用に供しますと言っておきながら、実際に実地検査に入ると共同利用に

供されていない設備が見受けられたということで、それに関する指摘という概要になって

います。ただこれは文部科学省に対してあった意見表示ですので、文部科学省がこれに対し

てどういう対応をしていくかというのは、会計検査院と色々議論させていただきました。結

論として、我々としては共同利用を推進していく立場ですので、そこに関しては会計検査院

と同じ認識ですけれども、ただ共同だとか共用というものは、そんなに簡単にいうほどすぐ

進むものではないということ。また、今大学が共用に向けて色々と着実な取組みをされてい

る中で、誤解を与えるような意見表示はしないように、とお伝えさせていただきました。一

方で我々も共用を進めていくうえで、やらなくてはいけないこととして、大学で色々な良い

取組が出てきていますので、そういったものを広く大学の皆さまに周知させていただいた

り、大学の皆さまの間で共有して、共用に対する意識ですとか、共用を促進するための取組

をどんどん進めていただいたりすることが、共用促進に繋がるということを言わせて頂い

ております。

従いまして、ここにありますように「研究設備を共同利用の用に供することについて

十分に検討するよう周知することなどにより、研究設備の有効活用が促進されるよう意見

表示」という、この周知の部分が大事だということです。我々からも引き続き、こういった

ことを発信していかなくてはなりませんし、大学からも色々と皆さまに発信していただけ

ればと考えております。

最後に、こうして意見表示がされておりますけれども、各大学の取組において、一層の共

用の取組が促進されたらと考えています。
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説明させていただく資料としては以上です。今後サポートセンターをどう次のステップ

に進めていくかということにつきましては、ポスターセッション、パネルディスカッション

等々通じて、議論させていただきたいと思っております。

来年度の要求件としてはサポートセンターをいくつか取れればなと思っておりますが、

その次の年はと申しますとサポートセンターも次のステップに進む段階に入ってきている

のではと考えております。設備の分析・共用だけでなく、動物実験センター、機器分析セン

ターなどもそうですが、色んな研究支援センターというのが、法人化してからなかなか手を

つかられていない大学もあるかと思います。大学として良い方向を模索している、検討され

ているところもあると思います。そうした中で、より効果的な発展のあり方を検討していく

方向で進めていきたいと考えております。そのためにも、本日の色々なご意見や議論を踏ま

えて、今後の参考にさせていただきたいと考えております。ありがとうございました。
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○基調講演 質疑応答

Ｑ：機械・資金があっても動かせる人材の確保について、苦戦している。人材確保・人材マ

ネジメントに関して文科省では支援等検討されているか。

Ａ：技術支援等をはじめ、人材マネジメントに関しては大きな課題と捉えているが、一方で

大学として限られたリソースを活かしマネジメントに繋げていただきたいとも考えている。

Ｑ：シンポジウム参加者の皆さんも、恐らく 〆切の先端機器共用で苦労されたかと思

う。先端機器を集める際、学内の共同利用というのがあまり評価されていなく、学外間の共

同研究や費用に対しての利用率で判断されがちな現実がある。文科省としてはどう考えて

いるか。

Ａ：学内の共同利用・研究というのは、自助努力で作り上げるのが前提として考えている。

阪大の場合は複数キャンパス・部局あるため、それが大変だということは重々承知している。

一方で、単科大学等に比べると持っているリソースも大きいため、他に比べるとまだやりく

りできる状態であるのではと。まず大学の中のことに関して、大学内のマネジメントで努力

いただきたい。

Ｑ：もちろん行っている。ただ、共同研究の件数や、企業の利用件数で評価が決まり、学内

に関しては ％に抑えるよう文科省から指導を受けているという話も聞く。どう考えてい

るか。

Ａ： ％という話は初耳で、学内共用を軽視しているつもりはない。その大学の持ってい

る分野を、全国の大学の先生に利用いただけるよう仕組みも予算も当てているのが現状。
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２．２．１．ポスタープレビュー

○ポスターセッションの前に、平成２８年度採択校の北海道大学、群馬大学、岡

山大学によるポスタープレビューが行われた。
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自然生命科学研究支援センター
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自然生命科学研究支援センター



33

ポスターセッション

 
 

33 
  

２．２．２．ポスターセッション

『各校の設備サポートセンター整備事業における取り組みについて紹介』

○設備サポートセンター整備事業採択１５校によるポスタープレビューとポス

ターセッションを行った。

（参考資料１：事業採択校ポスター）
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２．３． 企業講演
『大学の装置利用で得られた成果とこれからの期待』

東亞合成株式会社 執行役員 総合センター センター長 髙橋 伸

ただ今紹介いただきました東亞合成の髙橋でございます。演題のように、名古屋工業大

学の大型設備基盤センター様の協力で当社の粘着剤の表面状態が分かり、その結果粘着剤

の耐熱粘着性を大きく向上させることができました。本日はその成果の説明と、これから接

着性能を更に高める上で、大型設備基盤センター様に期待することを述べて行きたいと思

います。

最初に簡単に東亞合成の紹介をさせていただきます。東亞合成の設立は 年、

年 月期の売上は 億円、営業利益は 億円、連結従業員数は 名の会社で

ございます。事業に関係する新製品・新技術の開発は名古屋のＲ＆Ｄ総合センターが担当し

ております。本社は東京、接着剤の製造は高岡工場にて行っております。海外拠点は、中国、

シンガポール、台湾、韓国、米国にあります。

東亞合成の粘着剤及び接着剤に関する製品を簡単に紹介します。

粘着剤は粘着テープやラベル、スマートフォンのタッチパネルのカバーパネルの接着に

も使用されています。接着剤は、例えば皆さまの財布の中に入っているクレジットカード等

のＩＣカードは、基材のＰＥＴ（ポリエステル）への濡れ性を上げる為に、ポリエステル系

ホットメルトが使用されています。また、スマートフォン等の構成部品のＦＰＣには

ポリイミドフィルムと銅箔への濡れ性の良いエポキシ系接着剤が使用されています。ただ、

接着剤の濡れ性を改善したといっても接着性能や機能性能の評価を基に最適化しており、

これからの開発は、接着界面や粘着剤の表面状態の高度な解析が必要と考えております。

年前のことになりますが、 による接着界面分析の失敗例をご紹介いたします。

ポリオレフィンの接着が難しいのを体験した方もおられると思いますが、これは接着剤の

ポリオレフィンに対する濡れ性が悪いためです。当時、当社は瞬間接着剤のポリオレフィン

に対する接着強度が、アセチルアセトン錯塩のメチルクロロホルム溶液から成るプライマ

ーでポリオレフィンの表面を処理することで、大幅に向上する技術を開発しました。考案し

た接着モデルを確認する為に、アルゴンイオン銃で接着界面までエッチングし、 で表

面分析しました。当時のプライマー開発者は分析結果を大変楽しみにしていましたが、何を

分析しているのか分からない様な結果しか得らなかったと聞いております。その時の分析
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記録が残っていないのが残念ですが、今になって考えるとアルゴンイオン 個のエネルギ

ーが高い為、有機物が化学的なダメージを受けたのではないかと考えております。

そして 年が経ち、名古屋工業大学大型設備基盤センターさんの分析力で、冒頭に申し

上げた粘着剤の表面状態が解明され、開発の方向性が明確になり、耐熱接着性を改善するこ

とができました。それでは、本題の成果報告に入って行きます。

粘着剤の開発目的はスマートフォンのタッチパネル用の接着です。スマートフォンのカ

バーパネルは、透明な粘着剤で固定されています。殆どのカバーパネルはガラス製ですが、

軽量化、耐衝撃性向上のために、プラスチック化が検討されています。ただ、単純にプラス

チックに変更して、これまで使ってきた粘着剤を使用した場合、加熱・湿熱負荷を与えると

接着面に発泡が生じます。つまり、課題は発泡を生じない耐熱性粘着剤の開発になります。

加熱・湿熱負荷を与えた際の発泡は、ガラスでは生じませんが、ポリカーボネート板（略

）のようなプラスチックカバーパネルの際に生じます。 と を貼りあわせた際の

発泡箇所を観察すると、粘着剤と の間で泡が生じていました。用いた粘着剤の接着力

は、 の方が より低いことから、以下のような発泡機構を推定しました。つまり、耐

湿熱性試験で からガス（水蒸気）が発生し、そのガスによって接着力の弱い部分が剥が

れたのではと考えたわけです。そこで、発泡抑制のアプローチとして、ポリマー構造を制御

した （タッキファイアー）――― というのは粘着性を付与する樹脂ですが―――この

配合によって、接着力を向上させることのよる発泡抑制を検討しました。

と （ベースポリマー）との混和性と発泡状態の関係を調査した結果、 より低い

値で、９ でぎりぎり と混和する で発泡が抑制できることと、 （ガラス転移温

度）が高い の方が、より高温側での発泡を抑制できることが分かりました。この結果は、

湿熱試験時の耐熱接着性が高くなったことが原因と考え、 に対する接着力を確認した

所、評価した温度下で に対する剥離強度が ㎜ 以上の場合に発泡が抑制される

ことが判明しました。つまり、 に対してぎりぎり混和し、かつガラス転移温度の高い

を使用した場合、耐熱接着性が向上することが分かりました。この理由を、粘着剤塗膜を作

製する際に でぎりぎり混和する を使用した場合、この が空気や離形フィルム上

のシリコーンの低極性側の界面に偏析したのではと推定しました。

この推定の検証が肝心なわけです。そこで、粘着剤の表面に が偏析しているか否かを

確認する為に、この度名古屋工業大学さんに で解析いただきました。
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その結果、発泡が抑制された を配合した粘着剤塗膜の表面 においては、

の濃度が であり、表面にかなり偏析していることがわかりました。一方、発泡抑制

の効果が無かった が配合された粘着剤塗膜の表面 における の粘着塗膜

表面における濃度は であることがわかり、 は の中に均一に分散されており、

表面に偏析していないことが確認されました。

これは 層の深さ分析です。どの程度の深さまで が偏析しているのかということを名

古屋工業大学さんに確認していただきました。今回は、 年前に失敗したアルゴンイオン

銃ではなく、試料の損傷が低い イオンビームでエッチングし、各深度において 測

定を行い 濃度を算出いたしました。その結果、 の濃度は表面から ～ 付近で

も と高い濃度になっており、また 付近までは偏析していることが分かりま

した。

今後の期待としましては、確かにアルゴンイオン銃に比べて イオンビームの方が試料

の損傷は少ないのですけれども、それ以上に損傷の少ない クラスターイオン銃が

導入されて とセットになれば、さらに分析精度が上がって分析技術が発展する、と期

待しております。まとめますと、粘着剤の柔軟な性質を維持しつつ、界面付近の粘弾性特性

を改質することで、高温における界面接着力が向上することが、大型設備基盤センターさん

のご協力により分かりました。

それで、大型設備基盤センターさんにこれから期待することなんですけれども、接着剤や

粘着剤の開発で重要なのは接着界面で何が起きているかということを正確に知ることです。

それによって、基本性能である接着性、そして今回の耐熱性つまり機能性、そして環境試験

による信頼性のレベルアップの促進に繋がり、今後の研究開発に大いに役立つと考えてお

ります。

引き続き、名古屋工業大学様に期待を寄せております。ありがとうございました。

※高橋様のご要望により、内容を一部省略しております
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２．４．１．パネルディスカッション『今後の設備共用化戦略を語る』

○第一部：事例紹介

『事例紹介の要約』

・広島大学

学術室学術部学術支援グループリーダー 坂口 浩司
設備サポートセンターを作らず、法人本部学術室に技術センターが置かれているのが一

つの特徴である。複数の部局、研究所やセンターが装置を管理しており、その一部を「共同

利用・共同研究拠点」としている。大学の方針として「学内外の共同利用」を大きく打ち出

しており、そのもとでマスタープランが策定され、設備サポート体制の充実、専従職員の配

置などを掲げ運用している。外部資金の整備でも、汎用性が高いものに関しては原則全学共

用として運用し、大学連携研究設備ネットワーク等への参画を図り、大学間の研究設備の共

同利用を積極的に推進している。

人材マネジメントに関しては企画立案、学内調整、対外折衝などの役割を担う学術部グル

ープリーダー、技術センター長、自然科学研究センター長などのキーパーソンを中心に全学

的な共用体制の構築がなされている中、多様化する技術支援ニーズに対応ができる技術職

員の育成や、待遇、キャリアパスなどが課題に挙がっている。
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・高知大学

設備サポート戦略室マネージャー・副室長 特任教授 西郷 和彦

学長・理事のもと、設備サポート戦略室及び設備整備計画検討委員会が設置されている。

設備運営には、研究担当理事が直接的に関わっている為、意思決定が非常に早く、頻繁に意

見を交わせる環境が整っている点は恵まれている。初年度、二年目には複数のミッションを

掲げて取り組んできたが、「設備」を必須にしても、それをサポートする「人」がいないと

いう問題が明確となり、「物的資源のみ」の視点から「人的資源」＋「時間的資源」＋「物

的資源の視点」へ視点を移し、今年度には総合研究センターに所属していた技術職員の殆ど

を、戦略室に配置転換し、人的・物的資源のマネジメントを戦略室で一括してやろうという

動きが続いている。また設備を現品調査しデータベース化を行い、使用できるものは学内学

外へ打ち出している。

一方、前例のない設備マネジメント、「共同利用」に対する先生方の意識は未だ低い。設

備の既得権意識や設備管理におけるセキュリティの課題、利用者負担と大学負担のバラン

スや維持管理支援とマンパワーの問題、設置場所の制約等の問題に関して等、悩みを抱えて

いるところ。また、キャンパスが離れた３箇所に分かれており、バスもない。場合によって

は同じ装置を三キャンパスに置かねば研究が進まない状況ですらある。人的な点に関して

は、大学が統合する前からの体制で、未だに全学ではなく学部に属する意識を持っている技

術職員が多く、組織化がなされていない。特化した分野の研究支援ではなく、専門的な研究

の支援もでき且つ広く装置の技術支援をするよう 型から 型への技術職員の意識改革を

進めつつ、「年齢構成」「退職補充と定員削減」「地域に起因する人材不足」等の課題や、技

術職員のチャレンジ精神を培いキャリアパスを描けるよう、体制の構築を進めている。
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・名古屋工業大学

大型設備基盤センター センター長 江龍 修

大型設備基盤センターの前身である計測分析センターは、昭和６２年に大型計測分析

機器の集中管理のために設置され、平成１９年に大型設備基盤センターに組織変更された。

現在、弊センターは大型計測分析装置の整備方針の策定並びに一元管理及び共同利用の推

進並びに基礎研究及び開発研究の推進を行っている。具体的には、大型研究教育設備の修繕

や人的マネジメント、対外的対応などをセンター内で設置した複数のワーキンググループ

で検討し、業務を推し進めている。本学の建学精神である「生きた教育で研究をはぐくみ、

社会から生きた課題を頂戴し、新しい社会を作っていく」という考え方のもと、弊センター

はとりわけ学外に対する研究開発支援を重視している。また、情報管理に関するシステムを

本学情報基盤センターと連携を取りつつ、構築した。さらに、大型設備基盤センター長が、

産学官連携センター並びに施設企画本部長を兼務していることもあり、業務事項等に対す

る意思決定が非常に早い点も特長である。 また、採択された設備サポートセンター整備事

業を活用し、時限ある予算で投資効果を最大化するべく、現状の問題点の把握や改善方策の

検討、長期的な人員配置計画を見据えた設備カルテのヒアリングを実施した。実際に、弊セ

ンタースタッフを中心としたメンバーが装置を所有する各先生のもとへ足を運び、一件ご

との状況について聞き取り、今後の予測等を立ててきた。さらに、 上で機器分析受付

システムを構築し、装置の予約や利用頻度の確認を行えるようにした。さらには、利用者の

声を反映させつつ、利便性の向上にも努めている。その結果、共用装置利用の件数は年々増

加し、同時にオペレーターの技術向上によりリピーターも増加している。こうした環境を継

続することによって、「共用文化」を醸成し、より良い装置共用の仕組みを構築することを

目指してマネジメントを行っている。

 



58

第三回 設備サポートセンター整備事業シンポジウム

 
 

 58  
 

第三回 設備サポートセンター整備事業シンポジウム

 
 

 58  
 



59

パネルディスカッション 名古屋工業大学

 
 

59 
  

パネルディスカッション 名古屋工業大学

 
 

59 
  



60

第三回 設備サポートセンター整備事業シンポジウム

 
 

 60  
 

第三回 設備サポートセンター整備事業シンポジウム

 
 

 60  
 



61

パネルディスカッション 名古屋工業大学

 
 

61 
  

パネルディスカッション 名古屋工業大学

 
 

61 
  



62

第三回 設備サポートセンター整備事業シンポジウム

 
 

 62  
 

第三回 設備サポートセンター整備事業シンポジウム

 
 

 62  
 



63

パネルディスカッション 名古屋工業大学

 
 

63 
  

パネルディスカッション 名古屋工業大学

 
 

63 
  



64

第三回 設備サポートセンター整備事業シンポジウム

 
 

 64  
 

２．４．２．パネルディスカッション『今後の設備共用化戦略を語る』

○第二部：意見交換

パネリスト

中島 大輔（文部科学省 研究振興局学術機関課 研究設備係長）

坂口 浩司（広島大学 学術室学術部学術支援グループリーダー）

西郷 和彦（高知大学 設備サポート戦略室マネージャー・副室長 特任教授）

江龍 修（名古屋工業大学 大型設備基盤センター センター長）

ファシリテーター

江端 新吾（北海道大学 グローバルファシリティセンター 副センター長

ＵＲＡステーション センター長補佐／主任ＵＲＡ）

○北海道大学・江端氏 「設備サポートセンター整備事業シンポジウム」一回目の北海道大

学、二回目の鳥取大学、三回目の名工大と三回連続でパネルディスカッションのファシリテ

ーターを仰せつかってきた。私自身、この経験で、全国の機器共用の状況や政策的な問題、

現場の問題に関して勉強させていただきた。今回多くの皆様の参加があるが、このパネルデ

ィスカッションの話をお聞きいただき、この後の懇親会も含め、多くの大学の皆様とディス

カッションしていただければ幸いである。今回のパネルディスカッションでは、江龍先生か

らお話があったように、「マネジメント」の中でも特に、「設備マネジメント」「人的マネジ

メント」に重点を置き進めていく。

一言に「マネジメント」といっても色々あるが、かのドラッガーは “組織をして成果をあ

げさせる為の道具であり、機関である”と定義している。「マネジメント」がどのように機能

すれば、大学の研究強化・全体の底上げ・世界と戦い地域に貢献できるような体制が作れる

のかということについて、ここで話し合っていく。また文科省の中島さんにはそれを持ち帰

っていただき、是非、政策にしっかりと結び付けていただきたい。

まずは各校より「設備マネジメント」について力を入れて進めてきた点、その中でどのよ

うな課題が上がっているかお話いただきたい。
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○広島大学・坂口氏 広島大学は、本部の学術支援課にて「設備マネジメント」を担ってい

る。平成２１～２２年度頃に、全学のどの研究設備を共同利用として扱うか、修理費等はど

こが負担していくのかをしっかり検証した際、やはり総合大学であるので、機器分析センタ

ーでは関りのなかった様々なところから、大型設備の存在が明らかになった。概算要求や学

内予算によって設備を整備する際、既存の機器分析センターが設備マネジメントを行うの

はいかがなものかという話で、大学本部にマネジメント機能が落ち着いている状況である。

○高知大学・西郷氏 「共同利用」を、どのレベルで捉えるのかということに大変苦心した。

まず管理する先生方が、設備を自分のものと思っているケースが多い中で、“まずは使いた

い人がいたら使わせる”のが「共同使用」、且つ大学として基盤的なもので更新等を考えるの

が「学内基盤的設備」、二階層に設定した。学内共同利用を広める為に、はじめに教授会等

でお話したものの、なかなかレスポンスがない。そこで「人的ネットワーク」を使ったのが、

うまくいった、いきつつある理由かと。私は化学出身で、前の前の職場ではバイオ系の同僚

もいた。そうした繋がりのある先生を訪ねて、帰ってくれと言われるまで延々と説明をして

きた。すると納得をした先生を中心に、輪が広がり、面になっていく。今のところ半分くら

いだが、共用を進めるために「人的ネットワーク」を使うことが必要だと決断したこと、ま

た、その許可をしてくださった理事の決断が極めて重要だったと考えている。

○名工大・江龍氏 「全学共有」さらにそれを社会実装できるような施設をマネジメントし

てきた担当者及び大学が、共用により“全学で研究力を上げることができる”という気持ちで

取り組んできたというのが、名工大の特色のひとつ。先ほど申し上げたように、大型設備を

共用しようとした際の、大学全体のマネジメントをしている施設マネジメント本部との強

い連携、何が、どこにあるか常に把握できており、それが大学全体に周知されている、そう

したところから、まだまだではあるが脱私物化に繋がっているのではと思う。

○江端氏 各大学特徴はあるが、課題を解決する為に組織マネジメントを行ってこられ、現

在各校でその体制が敷かれているのは共通している。「マネジメント」という点で、先ほど

西郷先生・江龍先生のお話では、教員の方々の意識改革が大切ではないかという話もあった。

三校とも第一期採択校ではあるが、その成果を取りまとめる文科省 中島さんより、今の話

を聞いた上でのご意見をいただきたい。

○文科省・中島氏 今日のシンポジウムでは様々な方とお話をし、知らなかったことも数多
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くあり、大変勉強になっている。三大学で共通しているのが、「学長トップダウン」という

か、トップダウンとしての全学的体制がうまくできていること。自分の大学がどういう設備

を持っているのか、どこがそれを把握しているのかが、「設備マネジメント」の根幹にある

と思う。それができていない大学は、設備更新の予測も立てられないし、どの装置をどう共

用したいのか整理もできない。これから「設備マネジメント」を行う大学は、自分の大学が、

どういう設備を持っているかをきちんと把握し、リスト化する所から始めるのが大事かと。

それを担う役割はどこが引き受けるのか、今あるセンターにそれを委ねるのかなど、そうし

たところで、大学ごとの需要が出てくると考えられるのだと、お話を聞いていて感じた。

○江端氏 今の中島さんのお話をお聞きして、お三方のお考えを聞きしたい。

○坂口氏 元々採択の少し前に、たしかマスタープランに基づいた計画で、設備の実態を把

握しなくてはならないということで、１０００万円以上の装置を対象として、細かく調査を

行った。その中で汎用性のあるものを、我々は“七機種”としている。いざ予算を要求する際

には、全学管理、部局管理、研究室管理など、様々な管理のもと色々ある中で、例えば新た

に要求するのではなく、いいものを一つ求めてみんなで維持していくのがいいじゃないか、

今後こうすべき、と検討するのを七機種調査というが、概算要求する前に、部局を通じて、

要求を出してもらっている。採択の前から、連携が出てきた際には七機種調査ではこうすべ

きという方針だと踏まえ、概算要求、またその際の大学としての順位について検討する体制

がある。

○西郷氏 中島さんが仰ったこと、非常に実感している。データベースを作るというのは非

常に重要でして、２６年は台帳をもとにピックアップして、２７年には実態調査をし、それ

をＨＰに載せたら、何人もの先生から、うちの大学にこんな装置があったのか、と驚きの声

が上がった。○○先生が管理責任者ではあるが直接知らないから声をかけてくれないかと

か、データベースがあるとまずそうしたところから始まって、全学の共同利用が促進される

のかと実感している。

○江龍氏 綺麗な部分だけでなく、開催校として汚い部分のお話にも触れさせていただく

と、先ほどから申しておるとおり、本学ではデータベース化を進めてきている。ただ研究室

にも非常に高額な装置があり、研究室にあるからこそスペシャリストがいて、また企業とと

もに改造し創り上げた世界最高といえる、しかもその研究者がいるからこそトップクラス
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のデータが出る、そういうものもある。これは恐らくどの大学でもそうかと。そうした装置

を公開・共用せよとなったときに、それをどう決断されるか。本学では大学の方針として、

国際的に戦っていくんだという理事の腹の括りがあったからこそ、江龍が何とかしろと言

われた際、活動できたのだと感じている。丁寧に公開し、新しい装置を買うときには漏れな

くダブりなく、共用だ、とチャレンジできてきたと思う。恐らく各大学、ものすごい金額の

装置がそれぞれあると思うが、川上から川下まで漏れなく研究成果を繋いでいった際に、こ

こが抜けているから、一致通過した結果が出ていないのだということはあると思う。そこに

トップダウンで大鉈を振るってもらえたからこそ、名工大も漏れなく共用化に向かってい

けていると思うし、またデータベースも設置されている、そういう状況である。

○江端氏 江龍先生のお話で、腹を括るとあったが、私はかつて研究者として現場で最先端

装置を開発・利用する立場であったが、その時に立ち返ると世界最先端の装置をどうやって

共用化するのかを考えたときに、研究者としてはデメリットしかないように見えると思う。

トップダウンで共用化を進めていく方針を掲げた際、逆に現場がどういったメリットを感

じるのかという部分について、先生方が今までどのように取り組んでこられたか、どのよう

に意識改革を進められたか、お聞きしたい。

○坂口氏 広島大では、設備共用に関してユーザーアンケートを取っており、様々な声が上

がってくる。「どこでどう決めているのか」「料金が高すぎる」「この機器の方が良いのに何

故違うのか」・・・一つの課題として、なぜ設備マネジメントが必要か、研究大学であれば、

どう研究評価に繋がるか、どう説明して理解をしてもらうのか、が一番大事かと。ＨＰに載

せていますだけではなく、更に何をしていくのかが大切だと自己反省も兼ね感じている。

○江龍氏 新共用に入ってから、出していただいた先生には負荷はないことを強くアピー

ルすること。研究室の学生・院生がＲＡや補佐員としてお手伝いするし、更に「全学共用」

ということで、修理に関してある程度のところまでは大学で負担するという飴をしっかり

見せること。鞭ばっかりでは動きませんからね。

○西郷氏 今の話を受けて・・・「メリットがない」と必ず言われます。この事業のために

文科省からプロジェクト費用をいただいていますが、基本的に年限がある。その後のお金は

どうなるのか、中小の一つの大学として大変苦しいところ。数年後には、何億という赤字が

見込まれるほどの。内内の恥さらしですが、数年は昇任凍結、新規事業凍結、そういう中で、
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実は飴を作る機会がない。飴なし。そうすると、飴らしきものは何かというと、先生が今ま

でその装置を維持する為に使ってきた時間に対して、技術職員がサポートしますので、先生

方はもう少し研究に時間を割けます、という話をする。それが先ほど申したＩから に技

術職員に上がってもらいたいということ。これがうまくマッチングすれば、どこかに出口が

あるのではと思っている。

○江端氏 お三方が質問に窮する様子を拝見すると、やはりなかなかハードルが高く、全学

的な共用を進めていく上でとても重要な課題だと感じる。中島さんは実際様々な大学の施

設を見学されたり、意見交換をされていると思うが、メリットの部分はどのようにお考えか。

○中島氏 共用というのはやろうとすると負担が大きいのは間違いない。しかしそうまで

してやろうとする意味は、共用することによって色々な先生方が交流できたり、先生方が共

同研究を行ったりと、メリットを感じるから、共用をやろうという話になっている。また大

学が持っている設備の更新がままならないから、そこを工夫して進めるために、共用という

ツールを使って有効的に進めることができる。共用は目的ではないというのは共通してい

ると思う。先ほど先生方からもあったように、共用することで修理の際などに全学的なサポ

ートが得られたり、設備を廃棄する際の費用だったり、そうしたところの費用対効果を考え

ていただきたい。根幹的には、色んな先生方が成果を上げた研究費というのは、公費から出

ているものだから、当然研究機関は一定期間集中して研究した後は、なるべく共用に資して

もらえたらと考える。物によって研究用途は異なるので、どこでそれを見極めるかというの

はあると思うが。

○江端氏 そうした共用に対する取組みというのは、こちらにいらっしゃる三大学だけで

なく、ここに参加されている各大学で努力していることかと思う。北大のグローバルファシ

リティセンターは評価していただいている部分もあるが、私自身様々な大学の施設を回っ

ていると、北大よりも余程すごい共用システム持ってると感じるところは沢山ある。そうい

った各部局で取組をしていても、大学全体として見たときに、先生方に対してＦＢされてい

るのか？というのが、現場の先生方は一番感じられるところかと。その点、先ほど江龍先生

から「新共用」というキーワードが出たが、先日〆切になった「センター研究基盤共用促進

事業 新たな共用システムを導入するプログラム」とこの「設備サポートセンター整備事業」

は似て非なるところがある。一つのメリットはそうした予算。今回別の担当部署で、そうい

ったものが出てきたわけだが、一方で学術機関課として、今後「設備マネジメント」に関し
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て政策を考えているところがあれば、是非ご教授いただきたい。

○中島氏 「設備マネジメント」は、全学的な組織構築、ただいきなりできることではない

ため、個々の研究スタイル、割と小規模な仕組みから共用を計るというのは大切で、双方か

ら、歩みよっていくというのが重要な視点。今後、予算支援、設備サポートをどうするかと

いうのは、ご意見を踏まえ考えていきたい。「設備」だけでなく「人」の部分に焦点を当て

るというか、人あっての設備なのかと思う。この第三期設備サポートの事業において、人の

重要性というのが、一番実感したこと。そういったところに対する、効果的な支援、枠組を

考えていけたらとは思っている。

○江端氏 では、まさにその「人的マネジメント」に話を移します。「設備」はそれだけで

は動かない。一方で文科省の予算は「人」に対して殆ど予算が付かない。補正等はいい例で、

大きな設備はくるものの、それに対して結局「人」という部分に関しては各々で勝手に・・・

と言われてしまう、そういう現状がある。そういった意味で、坂口さんのプレゼンにあった

技術職員の方々の貢献或いは、それを支援する方々の貢献が重要かと思うが、広島大学では

一元化をして進めているとのこと。「人的マネジメント」に関して、こんなところを気をつ

けていた、などという点があれば、ぜひお聞きしたい。

○坂口氏 悩ましい話、として申し上げたほうが良いと思うが、現在、技術職員も含め全学

的な人件費削減を行っている。技術職員に関しても正規ではない。今の技術センター長が非

常に苦労されたことだが、前学長のときに、具体的に今後技術職員の人員計画をどうするか

と相談する中で、前学長が、技術職員が学内にどう貢献しているのは説明して理解してもら

うべきだという話があった。三年前、全部局長が参加した意見交換会で、センター長から、

技術センターの役割や活動を、本人の名前を入れどんな研究支援を行っているかの説明を、

膨大な資料をもって行った。そこで当時は学長も、今後の為にも研究大学として技術職員、

技術センターがないと、となった。新しい学長にも、センター長からそうした説明をして、

具体的な数値はいえないが、教員・事務職員のような削減％ではなくなっている。その中で、

全国的・全学的に効率的な人員配置ができるよう人員計画を立て、センター長が研究課長で

あるとかを行脚して、粘り強く説明をし集約化でき尚且つ、トップがそれをしっかりマネジ

メントできていることで、成り立っていると感じる。

○西郷氏 途上国なもので、まったく参考になるようなお話はできないのだが、一番「人的
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マネジメント」で頭を悩ませているのは、技術職員の三割強がいる医学部の教室。事務職員

か、技術職員がいて動いている歴史があるが、「絶対に離したくない先生」と「どうぞお連

れくださいという先生」２パターンいる。今、着々と進めているのは、技術職員が定年でお

辞めになった後、そのまま補充は保障しません、全学の合意があって、その先生のところに

は必要だとなれば、戦略室から出向させますし、合意がなければ集約の説得をするという。

教室付きの技術職員で、非常に気の毒だと思うのは、医学部というのは基本的に教授退任が

絡む。研究内容がガラっと変わると、技術職員が付いていけなくなるというか先生が使う気

がないというか、離反した状態になる。これは、精神的にも、資源的にも問題で、この解決

方法を、担当理事と私で苦労しているところ。

○江龍氏 「設備サポートセンター整備事業」で予算を付けていただいて、その他にも本学

表面分析等で補助金を付けていただいてきた。その中である意味、予算というのは人を雇っ

て高額設備を動かすお金だが、年限が限られている、スキルをお持ちの企業の方や、分析会

社のスペシャリストに来ていただいて運用し、外部受託を受け、その時は回る。その間に技

術部・教員にその技術を伝承できれば、自立した大学になっていく。しかし補助金活用の難

しさは、外部共用で雇用すると学内の誰かに技術を継承するとかの仕事はできない、という

ことになる。どうやって伝承するんだと、非常に困っている状態になっている。

○江端氏 今回のパネルディスカッション、とにかく ワード無しで、ということでし

て、率直な各先生方の苦労をこの場で披露いただいているわけだが、それを受けて中島さん

のご感想をお聞きしたい。

○中島氏 「人的マネジメント」と言ったときに、そこにあるのは支援人材。このことに関

してはずっと前から言われているで、それが今もって解決されていない。その理由の一つは

国の予算の話で、補助金で配ったりだとか、制度的な問題だったりもあるかもしれない。そ

の人的なところというのは、物を買うのとかとは違い、その人の雇用も関わってきますし、

簡単に解決できる問題ではない。地道な積み重ね、努力も必要な中で、ここにいらっしゃる

方は国立大学法人関係の方が多いと思いますが、法人化してから国立学校時代のものが引

き継がれているというのが一つあるのではと思う。法人化の理念は、自由に法人が教育研究

を行い、自由に人材を動かす、というところがある一方で、そこからまだまだ抜け切れてい

ないというのもあるのでは。
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○江端氏 今の中島さんのお話を受けて、先生方のお考えを聞きしたい。

○江龍氏 仰るとおりだと私も思う。そういう風に大学変わってくれよ！と心の中から思

っているし、走り回ってもいる。ただ、人的なところで、「何でそんな一人の為に出勤簿二

つ作らないとならないのか」とか叫んだらそれで終わるわけです。

○西郷氏 私も中島さんが仰ることはよく分かる。ただ、それは大学が企業でないことを無

視していると思う。大学は物を生産して売り上げを上げているわけではないので、学生を卒

業させ就職させているというのは、もっと評価されていいんじゃないか。高知大学は研究大

学ではない。やたら研究大学へお金を使うというのは正しいのだろうか。研究大学が必要だ

というのは分かります。もっと大事なことは、学生を９０何パーセント就職させて卒業させ

ているということ。たとえば４年生のときにある研究に触れさせて、学生に喜びを与える。

そのために研究が必要である、という大学もある訳ですよね。そういうところに対して、人

を動かせるんだから何とかしろというのは・・・もうちょっとアウトプットを評価してほし

いと思う。

○坂口氏 文科省に対する半分お願いで、技術職員とは違うところで、平成１８年「テニュ

アトラック制度」がある。自身の振興調整費を使った事業での研究しかできない、科研費な

どで取った部分に関してエフォートが除かれる、ような話になったあと、学生に対する授業

を持つとかいわゆる教育エフォートのところも度外視できない、これは将来どうなのか、研

究だけでよいのかというところがある。徐々に考え方が変わって、学生指導をマスターは行

わなくてはならない、となっているのが現状。そうしたことを考えた際、色々な外部資産事

業のところで、技術職員の人をフォローしたときに、専念しなくてはならないとなってしま

うと、その事業が終了したときのキャリアパスをどうするんだとした時に、そのあたりをテ

ニュアトラック要員ではないですけれども、なんらかエフォートのところで読める形にな

れば、事業が終わった後の形も見えてくるのではと考える。本気で技術職員の人材育成をす

るとなると、そのあたりを少し考えていただけないかと思っている。

○江端氏 様々な政策について話が広がったが、技術職員だけでなく、研究者や事務職員に

対してもいえることかと思う。政策の部分における連携というのは、大学で見ると部局で分

かれていたり、縦割りの部分が大きくある。それをどう連携させるかというのが大学側に全

部投げられていて、法律、ルール、色んなところに引っかかるところがあって、なかなか一
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体となって全体の「設備マネジメント」につなげていく時のハードル、というのが物凄く多

く存在する状況。それを今、各先生方にご紹介いただいたかと思う。中島さんご自身が、他

の課で行われている政策というのをどのように考えているのかお聞きしたいが、例えばこ

の「設備サポートセンター整備事業」とうまく連携させられそうな文科省の事業というのは、

どういったものが考えられるか。

○中島氏 ・競争的資金改革など色々なものが平行して走っていて、私自身も詳細まで

把握できていないところもある。中にいる私が把握できていないくらいなので、外にいる皆

さんも把握できていないと思う。ただ、人的なところに関しては、国から「こうしろ」とは

絶対に言えなくて、大変な中苦労されて組織が出来上がっているので、簡単には口を出せな

い。一方で、もし大学として、「こういう組織をつくりたい」「キャリア体系を作りたい」と

いうものがあれば、それを応援するのが我々研究振興局学術機関課であり、法人支援課であ

るので、きっかけを作れるような仕組みというものを日頃考えていかなくてはならない。そ

う考えると「設備サポートセンター整備事業」は、また春以降に要求があると思うが、次の

展開として、そういうきっかけを作れたらと考えてはいる。

○江端氏 結局のところ、「人的マネジメント」と言った際、専任の人材を共用事業に置く

ことはなかなか難しく、各大学様々な努力をされていると思う。単に専任を置けばうまくい

くかというと、そうでもない。では何すればいいかというと、「マネジメント」なのかと思

う。北海道大学では、経営マネジメント人材、私のような 人材がいて、次世代の研究

基盤戦略について考えていくという体制がある。ただ、それは一定期間の話であって、技術

職員の方々、現場の職員の方々のしっかりとしたキャリアパスができたときに初めて、受け

継ぎ、次に進めていくことができるのかなと考えている。残念ながら国立大学法人ではまだ

そのようなシステムができていないが、現場の方々の方が多くのことを把握されていると

思うので、将来的には現場の方からマネジメントができる方が育成される形がベストだと

考えている。各大学より「マネジメント人材」、またそういった方々のキャリアパスの部分

を、どう考えられているのかお聞かせいただきたい。

○坂口氏 「マネジメント人材」というのは、全体のこういう体制をマネジメントする人材、

ということで宜しいか。

○江端氏 幅の広い言葉だとは思うが、現場の方と執行部、「設備サポートセンター整備事
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業」はトップダウンで総長のガバナンスのもと指揮が敷かれている中、一方でこうした事業

というのは現場の方々が着実に積み上げてきたものがあるので、そういった方々がやって

きたことというのも踏まえて、大学の経営戦略と現場とを結び付ける人材、というところで

お話いただきたい。

○坂口氏 なかなか難しいご質問だが、例えば、最終的にトップマネジメントと言ったら学

長のことなんでしょうが、今の時代なかなか難しいと思う。研究担当理事というので、本学

も学術室が担当と申し上げたんですが、逆に言うとデメリットになるが理事が責任者と言

ったときに、今どの大学もそうだと思うが、研究倫理教育や研究コンプライアンスと言った

部分等色々あるが、そういうところから科研費を取っていかなくてはならない、色んなとこ

ろを含めて、研究担当理事の守備範囲が非常に広い。本学の過程でいうと、人事委員会が全

ての人事をマネジメントするが、理事のスケジュールは殆ど埋まっている。そういう中でど

のくらい理事が設備にエフォートを割いてくれるかというのは、現実的にいうと非常に厳

しい。本部でやるとなっても、じゃあ誰が実質的に動かすのかという話で、非常に難しい。

実際上、機器をサポートしていただくのは、技術職員の方が中心だと思うが、そういう組織

の中をうまくマネジメントしつつ、大学の研究戦略も意識していただきながらとなると、も

うこれは技術センター長、研究者として大学の研究事業に十分に理解している人物、且つ技

術職員をすべて把握して、その運営を担う存在が、非常にキーパーソンとなっている。そこ

のマネジメントスキルをどう伝承するかというのは今後課題になっていくと感じられる。

○江端氏 その研究担当理事の先生が設備の関係に割くエフォートというのは、おおよそ

何％ほどか。

○坂口氏 ５％程でしょうか。

○江端氏 センター長というのは教員の先生かと思うが、その方のエフォートはどうか。

○坂口氏 ご自身の研究力も非常に素晴らしい先生なので、研究・教育に力を入れていらっ

しゃる上で、こちらが期待に対して 以上だと感じる。

○江端氏 では、西郷先生。
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○西郷氏 トップのほうのマネジメントは非常に悩ましいということで、現在理事と相談

し可能性を探っているのは、研究のマネジメント、コンプライアンス・倫理などのグループ

と、それと学内学外の共同研究を推進する教員中心の目利きのグループ、設備のマネジメン

ト・技術職員をまとめるグループ、三つの柱を一つにできないかと。事務組織で言うと各大

学でいう研究推進課のような存在を、教員・技術職員を巻き込んで、その責任者が担当理事

であるようにできないかと。今、科研費のことを増やしましょうとなると、事務から担当理

事に直接説明会をするだの何だの、そういうことをやっている。ただ研究担当理事がそこま

でしなくてはならないのかというところもあって、三本柱を一つにすれば、少ない人材でも

回らないかと、話し合っている。それから技術職員のマネジメントというのはまさに、技術

職員の自覚をまって行うしかないかと。また、その中間に立つ人というのは、僕はカリスマ

性がないとできないと思う。教員というと、もっともそのカリスマ性から遠いところの生活

者なので、かなり難しい。大学人でそれをすることのメリットデメリットを考えて、その中

間層を考えていかなくてはならないのではと、理事と話をしています。

○江龍氏 名工大では「大型設備基盤センター」に専任教員が二名がいるが、技術部の働き

をしっかり見ていただいて評価に繋げていくような形、それと技術部そのものの中にヒエ

ラルキーを作って、階層的に上がっていく、そういった形を取っている。技術部の部長は、

人事担当の副課長が兼任している、そういった形で、どういう活動をしているのか明らかに

している。且つ、センター長を含めた中で、年に一回、今年こういう活動をした、と報告す

るようにしている。更にセンターそのもののマネジメントでは、推進会議・運営会議に参加

し、意見も述べられる体制を作っている。そういうことを積極的に進め、お互いにどういう

組織がいいのか共有しつつ進めていける体制にしつつある。

○江端氏 各大学様々なことに取り組まれて、徐々にその体制が構築されてきている。ここ

で中島さんに伺いたいのが、「設備サポートセンター整備事業」採択三年間で、どこまでの

体制になっていれば合格ラインなのか。

○中島氏 「設備サポートセンター整備事業」って、要は何に使ってもらってもいい。設備

更新でも、人材育成でも。なので三年間でゴールというのは殆どなく、今後その仕組みをど

う続けるかというところで終わるのかと。次のフェーズで第一期中の採択校のあり方、第三

期中のあり方、そして次どういうフェーズに持っていくといいかという、極めて地道な話に

なる。精神論になるが大学にとって、やって良かった、と思ってもらえるのが一番の成果か
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と。

○江端氏 現場と同じ感覚で良かった。「設備サポートセンター整備事業」においては、各

大学の考える成果というのが一つのゴールであり、次にしっかり繋がるような形で成果に

繋げていくことが大事なのではないかと。残る時間では三校の先生方に「設備サポートセン

ター整備事業」に採択されて良かったと思う点をお聞きできれば。

○坂口氏 率直に言うと、良かったというより大変だったという感じ。私は、たまたま今の

ポストが２２年からなので、最初に２３年１月だったでしょうか、文科省に呼ばれて、その

ときは非常に面白かった。各大学確か二名だったと思うが、財務系の人間だけが来ていた。

広島大からは、財務系の研究系の担当一名と、私との二名で。他は大学の基盤センターの先

生と、事務担当、といったような、色々な組み合わせで参加していて。だいたい設備に関す

るスタッフというのがどういった人たちか見えるようだった。その時は当然三年間限定と

いうことで、あくまでもスタートライン、それを定着させる為の呼び水だった。良かったの

は、そのとき文科省の担当の方が、今後はそういう設備のマネジメント体制がないところに

は予算の概算要求を付けません、としたいと仰っていて。それをそのまま大学に持ち込んで、

サポート体制を充実させていくように進めていけた。一番大きいのはそこかと思う。大学の

方針の中で、「設備サポートセンター整備事業」を取って進めたということは、大学の方針

としてそれを定着させたいということなんだという、明確化できた。自助努力ではなかなか

厳しかった。中島さんの前でいうのはどうかと思うが、予算的にはそんなに美味しい話では

なかったかと思う。ただ方向性を考えたときに、拠りどころになったかとは思う。

○西郷氏 もう少しえげつない話になるが、率直に良かったとはまだ二ヶ月あるので言い

切れないのですが、もう永遠静止状態だったのが、多少動き出したかなと。そこに、サポー

ト事業のエネルギーがあったなと感じる。もう一つは、本学が特殊なのかもしれませんが、

トップダウンといえども、まだ先生方に抵抗がある。そのときに、この“印籠“が見えぬかと、

こんなことでは文科省に叱られますよと、使えたのがすごく良かったと思う。尚且つ、ある

程度理解が進むと、文科省がそのようにプロモートしていることに、本学も答えなくてはい

けないねという思いが広がったというのが非常に良かったと感じる。

○江龍氏 名工大は平成２３年から２５年に採択していただいて、まだ私はそのときセン

ター長ではなかったが、突然、学内で設備マスタープランの装置を募集します、と様々な装
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置が公開され、 で利用できるようになり、本当か？と恐る恐るそのページを開いたこと

を覚えている。まさに黒船で、その後色々なことが起こってきていて、人的なこと、設備に

かかる資金のこと等、国立大学の時代に、徹底的にカオスであったことから法人化になり、

そのパンドラの箱を開けたのが「設備サポートセンター整備事業」だったかと。空けてしま

った以上は何とかするしかないので、最後に希望が出てくることだけを祈りつつ、今の仕事

をさせていただいているという段階。

○江端氏 最後に、この「設備サポートセンター整備事業」のシンポジウムは今回で第三回

目、このように意見交換を積み重ねてきて、様々な課題、今後の目標、或いは各大学の特徴

的な取組みというのも、多くの方々に周知されて、様々な相乗効果を生みつつあるのかと思

うところ。第四回のシンポジウムにおいても、こういった議論の機会を持てたらいいと思う。

是非文科省の方々にも、こうした機会に今後もご参加いただき、政策に繋げていただけたら

と思う。
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第三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～

第三回設備サポートセンター整備事業シンポジウムは、鵜飼裕之名古屋工業大学長によ

る開会の挨拶で始まり、平成２８年度採択校によるポスタープレビュー、続いて文部科学

省研究振興局学術機関課の中島大輔研究設備係長により、「共同利用・共同研究体制の強

化・充実と設備サポートセンター整備事業について」と題して基調講演を頂いた。その

後、ポスターセッションにおいて各事業採択校の実施状況、課題・将来展望などの説明と

情報交換が行われた。引き続き、東亞合成株式会社執行役員 総合センター髙橋 伸

センター長より、「大学の装置利用で得られた成果とこれからの期待」と題して企業講演

を頂いたほか、パネルディスカッションでは「今後の設備共用化戦略を語る」をテーマと

して、活発なディスカッションが行われた。

基調講演・企業講演及びパネルディスカッションを通じ、「設備マネジメントの重要

性」「技術者人材の育成のあり方」などが議題として挙がった。

【設備マネジメントの重要性】

設備の共同利用を学内に浸透させ共同利用の推進を図るためには、学内で装置を個別に

管理している教員に、大学の方針と共用化のメリットを丁寧に説明し、共用化に対し理解

していただく必要がある。また、大学が保有する設備をデータベースとして学内に公開す

る等、設備利用のニーズとシーズをマッチングさせる機能を構築し、さらに共同利用に積

極的に取り組んでいる教員に対して、教員評価に反映する等、各大学において適切な設備

マネジメントを構築する事が重要ではないか。

【技術者人材の育成のあり方】

外部資金により雇用した技術人材は、当該事業が終了するとともにキャリアが断たれる

可能性がある。技術人材の人材育成のためには、各大学において技術者人材のキャリアパ

スを整備する必要があるのではないか。また、教員や事務職員に対しても同様の問題があ

るのではないか。

以上が、本シンポジウムで議論された主な課題のとりまとめである。
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本シンポジウムは、全国の大学等に所属する設備関係の教員、技術者、 、事務職員

等にとって、情報交換並びに、情報共有の場として有効に機能しており、来年度も継続し

て開催されるよう提言するとともに、平成２９年度以降の設備サポートセンター整備事業

も継続していただけるよう要望します。

以上を踏まえ、平成２９年度以降の設備サポートセンター整備事業継続に向け、以下の

提言をする。

・大学における設備共用を推進するためには、トップダウンによる全学的な設備マネジメ

ントを構築する事が求められる。

・研究内容も十分に理解し、かつ、大学の研究戦略も意識できるマネジメント人材の配置

及び、そのスキルの伝承が必要とされる。

・現場に即していないエフォート管理方法や教育に対するエフォート充当不可などの問題

を解決するような制度設計が必要である。

・設備共用を維持・推進する為には技術職員の役割が大きく、技術職員の持続的な人材育

成体制の構築及びキャリアパス形成が必要であり、施策による支援が不可欠である。

・設備共用に携わる学内関係者に対し、適切に評価が為されるような人事評価制度の構築

が求められる。

・本シンポジウムを大学連携のみならず設備サポートに関する課題を解決する為の情報交

換・情報共有の場として、継続するべきである。
北海道大学 江端 新吾
大阪大学 荒西 睦雄
広島大学 坂口 浩司

名古屋工業大学 江龍 修
東京農工大学 飯島 善時

金沢大学 渡辺 良成
千葉大学 桝 飛雄真
筑波大学 青木 克裕
高知大学 西郷 和彦
九州大学 島ノ江憲剛
神戸大学 朴 杓允
東北大学 坂園 聡美
鳥取大学 森本 稔
群馬大学 林 史夫
岡山大学 多田 宏子
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第三回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）

※名古屋工業大学以外の事業採択校の大学回答者３６名の内訳（順不同）：
岡山大学（２），金沢大学（１），九州大学（１），群馬大学（３），広島大学（１），高知
大学（１），神戸大学（２），千葉大学（２），大阪大学（５），筑波大学（３），鳥取大学
（４），東京農工大学（４），東北大学（１），北海道大学（６）

※名古屋工業大学、事業採択校以外の大学回答者９６名の内訳（順不同）：
お茶の水大学（１），愛媛大学（４），横浜国立大学（１），岐阜大学（１），宮崎大学（２），
九州工業大学（５），熊本大学（２），香川大学（１），埼玉大学（２），三重大学（３），
滋賀医科大学（２），室蘭工業大学（２），信州大学（４），新潟大学（５），帯広畜産大
学（２），大分大学（２），長岡技術科学大学（１），島根大学（２），東京医科歯科大学
（２），東京工業大学（３），徳島大学（７），奈良教育大学（１），奈良女子大学（２），
奈良先端科学技術大学院大学（１），富山大学（１），福井大学（２），北見工業大学（３），
名古屋市立大学（１），名古屋大学（２），琉球大学（２），和歌山大学（１）

名古屋工業大学以外の大学

【事業採択校以外】(70)
61%

名古屋工業大学以外の大学

【事業採択校】( 36)
31%

無回答( 5)
4%

公的研究機関( 2)
2% 名古屋工業大学( 2) 

2%
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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

文部科学省研究振興局学術機関課からの案内

名古屋工業大学からの案内

案内チラシ

名古屋工業大学ホームページ

メールマガジン（中経局・商工会議所など）

その他

・その他内訳

所属大学内の案内（ 件） 設備サポート事業関係者からの案内（ 件） 前回シンポ

ジウム（ 件） 設備サポート支援事業（ 件） 検索（ 件）無回答（ 件）

３．ご自身の活動に参考になったものは次の内どれですか？（複数回答可）

回答数

基調講演

ポスターセッション

企業講演

パネルディスカッション「事例紹介」

パネルディスカッション「パネリストによる意見交換」

その他

・その他内訳

ポスターセッションは見ていない（ 件） 無回答（ 件）
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４－１．基調講演についてご満足いただけましたか？

回答数

満足

まあ満足

普通

やや不満

不満

無回答
 

 

４－２．基調講演について ご意見・ご感想

・文部科学省の政策や考え方を知り、理解することができた

・先端技術基盤共用促進事業の位置付けがよく理解できた

・最新情報や文科省の考えていることが分かり良かった

・他局の事業 先端研究基盤共用事業 との関わり含む の方針が有ると良かった

・少し時間が短いのでは？

・現状の方向性が聞けてよかった

・文科省の方針について、再確認できた

・文科省の設備支援に関する今後の取組みについてもう少し詳しく聴きたかった

満足

35%

まあ満足

44%

普通

18%

やや不満

0%
不満

0%

無回答

3%
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満足

15%

まあ満足

33%普通

38%

やや不満

9%

不満

3%
無回答

2%

５－１．企業講演についてご満足いただけましたか？

回答数

満足

まあ満足

普通

やや不満

不満

無回答
 
 

５－２．ご意見・ご感想

・実例が良かった。企業（地域）に貢献できるということが実感できる内容だった
・成果を出すまでの工程（機器選択・試料作成・測定・データ分析）に大学スタッフ
がどのように関わったのかを知りたかった
・共同研究で行ったのか受託研究で行ったのかを知りたい
・本職は事務職であるので、技術的な話は難しい。どのように大学を活用したいの
か、また、他の機関等を使ったのかを伺いたかった
・とても興味深い内容で拝聴したが、質疑の時間が欲しかった
・もう少し大学の装置利用について（なぜ名工大か、や経費･期間等）の観点を加えて
欲しかった
・専門的過ぎた 技術的な話に終始していたので・・・
・興味深く伺えた。折角なので質問を受け付けていただけると良かった
・大学における学術利用体制について、学内関係者との対談形式の様な進め方もある
のかなと思った
・研究内容に加えて、「仕組」のメリットは何かを知りたかった
・内容はよくわかったのですが、もう少し一般的要求（企業からの）が聞ければより
良かった
・研究メインのお話で、研究機器の企業における有効活用の考え等が聞きたかった
・もう少し、共用機器の利用に重点を置いた講演を希望したい
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６－１．ポスターセッションについてご満足いただけましたか？

回答数

満足

まあ満足

普通

やや不満

不満

無回答
 

６－２．ご意見・ご感想

・直接お伺いできたのが良かった
・スペースが少し狭かったように思いました
・各大学の取組みが興味深かった
・参加校は限られているので、 枚でも良かったと思う
・意外と時間が足らなかった、もう少し時間がほしかった
・説明員だったが、好評の為他機関についてあまり調査できなかったのが残念だった
・質問できる時間が限られており、多くの大学の意見を聞くことができなかった
・各大学の特色、アイディアを知ることができた
・全てをまわる事が難しかった
・特に地方大学の取り組みは、本学の状況と似ている部分もあり参考になった
・各大学の取り組みを知ることができ大変参考になった
・あと１５分くらい長くても良い。説明者は複数必要だと思う
・個々の大学、それぞれの特色を聞くことができた
・全てのものについて、ショートプレゼンがあったらなお良かった
・立ったままで長時間の説明を受けるのは無理がある。短時間でもステージにて説明
を受けたほうがいいと感じた（個別の質問は終了後にブースなどを設けて受けたらど
うか）
・各大学の担当者から直接取り組みの内容を聞かせていただき参考になった
・各大学での取組について個別に質疑応答できたので話しやすかった

満足

まあ満足

普通

やや不満
不満 無回答
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満足

まあ満足

普通

やや不満
不満 無回答

７－１．パネルディスカッションについてご満足いただけましたか？

 

 

７－２．ご意見・ご感想

・同じ問題点を持っていることが分かり、大変参考になった
・生々しい話が聞けて良かった
・人材マネジメントに関して各大学の取組みが参考となった
・ ワードなしの率直な意見が聞けて大変参考になった
・本音が聞けてよかった 高知大の切実さは共感できる
・教員、技術職員の意識改革が必要という意見に共感。テーマが絞られていて、議論が
深くまで行えたのではないか。参考になる内容だった
・文科省の方に登壇してもらえたのが良かった
・各大学の苦労した点について、本音が聞けて良かった
・率直な意見が多く、今後の施策の参考になりそうな部分があった。 事例紹介は３大
学ともに大変わかりやすく、成果と課題、限界が明確で良かった
・意見交換では準備されていない本音の意見が聞けて非常に良かった
・技術職員に関する内容が、非常に興味深かった
・自分の置かれている状況がわかった
・江龍先生から出た”課題”を現実の問題として表に出して、解決する必要がある。この
問題は全ての大学の共通の問題と思う
・技術職員の必要性が取り上げられるということは、以前に無かったことなので、とて
も有りがたいことだと思う。それであれば、パネリストに技術職員が一人いても良かっ
たのではないかというところが、少し残念であった。組織化したあと、苦労しているの
は、技術職員だから。特に名工大の技術部は全国的にも注目されており、現次長はこの
分野の見識が高いので、パネリストとして意見を聞きたかった

回答数
満足
まあ満足
普通
やや不満
不満
無回答
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８．その他ご意見ご感想等をお聞かせください。

・開催ご苦労様でした
・貴重な話が聞けた、大変参考になった
・配布された資料が サイズで見にくかった、次回 ４でお願いできないでしょうか
・参加者の名簿が無く不便でした。特に初めて参加する者は交流できません
・参考になりました
・参考になるケースは多かったです。大学での取組に活用できる事例もありました
・初めて参加させていただきましたが、非常に勉強になりました。各大学、様々な状況

で、それぞれの考え抜いた取組みを知ることができたように感じます
・似ている他事業との違い等についての議論も聞いてみたい
・第四回目も楽しみにしています
・色々取組むことがあると思います。技術職員のキャリアパスについて検討していて必

要性が分かりました。ありがとうございました
・ポスターセッションを最後にして欲しい
・本事業の概算要求に向け参考もなる点も多くありました。ありがとうございました。
・設備共用の意識の問題、技術職員の問題等、同じような問題をどこも抱えている。成

功例をもとに対策していければと思った
・共用化を進める為の課題は、”人””物””金”の３つと思っていたが、プラス”ルール”も

課題であることがよく認識できた。国立大学では、法人化した、とのことであるが、
見かけ上法人であるが、規則は法人化前と変わっていない。実効的に規律も変わって
いかないと、限界が見えてくるように思える。次回のシンポジウムでは、「法人規則
の課題」をディスカッションして欲しい

・本学設備サポートに申請する為に、技術組織を全学一元化した。確かに設サポに関す
る技術職員にとっては有効だが、他の分野の職員にとってはメリットが見えにくい。
一元化後、技術職員を私物化したがる職員、１ランク下に見たがる事務職員、これま
で通りでいたがる技術職員の３つの壁と戦ってきた。 年目になり、かなり立場的に
も受け入れられるようになったが、まだまだ、確立した部局とはいいがたい。また、
問題になるのは、技術職員が行政職員という事務と同じ職域であることだと感じてい
ること。装置を提供した教員にアメが必要であるのと同様、技術職員にもアメが必要。
それは、頑張った事が正当に評価されること（プライドであったりするが）。事務と
はちがう職域を認めるべきである
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