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1．はじめに 

 我が国は戦後の目覚ましい経済発展と並行して、科学技術国として自他ともに認められるまで

に至りました。しかし 90年代からの失われた 20年を経て、技術的優位性にも疑問符を付けざるを

得ない事例が散見される昨今です。科学技術のさまざまな国際ランキングを見ても、将来を楽観

視できない状況であることは皆さんもお気づきのことと思います。科学技術の進展において、大学

も重要な役割を担うことは論を待ちませんが、その成果は個々の研究者の努力のみならず、高度

な共用研究設備によって支えられてきたことは無視できません。しかしながら大学といえども、我

が国の抱える様々な構造的課題とは無縁ではなく、もはや従来のように手放しで共用設備を充足

できる状況にはないと言わざるを得ません。 

 このような現状に鑑み、大学の共用設備の一層の有効活用を図るために、これまでに 17 の大

学が文部科学省から設備サポートセンター整備事業の支援を受け、教育・研究の活性化に尽力

してきました。本シンポジウムは、それらの大学が一堂に会し、課題を共有し、将来に向けての提

言をするのみならず、全国の大学及び関係機関に向けて情報発信する場として、平成 27 年より

毎年開催されているものです。これまでに、「大学の研究基盤戦略を考える」（第 1 回、於北海道

大学）、「大学における新たな設備共用体制を目指して」（第 2 回、於鳥取大学）、「共同利用に向

かう教育研究設備の今後の展望を探る」（第 3回、於名古屋工業大学）など、設備サポートの基盤

作りとその展開に関する活発な議論がなされ、本シンポジウムが本事業を推進するうえでの重要

な行事として定着してきました。 

 第4回はこれまでのシンポジウムでの討議の結果をふまえ、「研究・教育支援に対する設備サポ

ート事業の役割を考える」とのテーマを掲げ、本事業が研究・教育の活性化と、学外連携に応える

人材育成に果たす役割について活発な討論を行い、情報を分かち合いました。参加校からは、各

大学の特徴と地域性を活かした様々な取り組みが紹介され、本事業の採択校のみならず、全国

の大学と関連機関にとって、これからの共用設備の運営にあたって有用な糧になったものと考え

られます。 

 本シンポジウムを実施するにあたり、採択校の皆様及び実行委員の皆様からは多大なご尽力

をいただきました。また、文部科学省研究振興局学術機関課からは懇切なご助言をいただきまし

た。加えて日本電子株式会社様からは、時宜にかなったご講演を頂戴しました。この場を借りて御

礼申し上げるとともに、本シンポジウムが今後の我が国の科学技術の発展の一助とならんことを

祈ってやみません。 

 

第 4 回設備サポートセンター整備事業シンポジウム実行委員長 

東京農工大学 学術研究支援総合センター長・教授 臼井博明 
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 参加者の所属先 

 
 

 
 
 
○東京農工大学以外の事業採択校参加者 68 名の内訳 

北海道大学（10）、東北大学（2）、筑波大学（5）、群馬大学（5）、千葉大学（3）、東京医科歯科大学

（6）、金沢大学（1）、名古屋工業大学（3）、大阪大学（6）、神戸大学（6）、鳥取大学（5）、岡山大学

（4）、広島大学（3）、高知大学（4）、九州大学（2）、宮崎大学（3） 

 

○東京農工大学、事業採択校以外の大学参加者 69 名の内訳 

弘前大学（1）、山形大学（1）、宇都宮大学（1）、埼玉大学（2）、東京大学（1）、お茶の水女子大学

（1）、東京工業大学（8）、電気通信大学（3）、横浜国立大学（5）、新潟大学（3）、富山大学（4）、山

梨大学（1）、信州大学（2）、岐阜大学（1）、静岡大学（3）、名古屋大学（1）、三重大学（3）、滋賀医

科大学（2）、京都大学（3）、奈良女子大学（1）、和歌山大学（2）、山口大学（2）、徳島大学（7）、香

川大学（1）、愛媛大学（1）、九州工業大学（1）、熊本大学（2）、大分大学（1）、鹿児島大学（1）、琉

球大学（2） 

 

東京農工

大学(18) 
10% 

東京農工大学以

外の事業採択大

学(68) 
37% 

事業採択校以外

の大学(69) 
38% 

私立大学(1) 
0% 

公的機関(3) 
2% 

文部科学省(1) 
0% 

企業(23) 
13% 
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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 

設備サポートセンター整備事業におけるこれまでの取組と今後に向けて 

 

文部科学省研究振興局学術機関課 研究設備係長  

 中島 大輔 氏 

 

ただ今、ご紹介いただきました文部科学省研究振興局学術機関課の中島でございます。本日

はこのような大盛り上がりのシンポジウム、また会場を用意していただきました東京農工大学長

の大野先生をはじめ、関係者の皆様方に心より御礼申し上げます。 

本シンポジウムも今回で第 4 回ということで、昨年は名古屋工業大学にて第 3 回目が開催され

ましたが、年々参加される関係者の皆様、そして規模もどんどん大きくなっており、この盛り上がり

もサポートセンターだけでなく、機器の共用と、このような体制の在り方に関する関心度の高さか

なと感じています。私は研究振興局学術機関課に配置され、ちょうど今年で 3 年目でございまして、

設備サポートセンター整備事業に関わらせていただいたのも 3 年目ということで、この事業と取組

にたいする思いは、担当としましても熱い思いを持っております。今日は、このシンポジウムの一

つの大きな目的としましては、先ほどポスタープレビューとして 3 大学から取組の発表がありまし

たが、大学の取組、成果というものを、大学、独法、研究開発法人、また企業の皆様方に多数ご

参加いただいておりますので、こういった皆様方に色々と共有していただき、良いところは取り入

れていただいて、それを各大学で、またさらなる取組につなげていただければ、とても幸いと感じ

ているところです。 

私の方からは、基調講演としてお時間をいただいておりますが、今回のシンポジウムでは実行

委員の皆様や関係者の皆様と打ち合わせをした際に、ある程度本音で話そうということで、発表

はプレゼン側だけでなく、会場の皆様方からも色々とご意見やご質問等をいただいて、会場全体

で議論を深めていけたらと考えています。 

本日は長丁場となりますが、どうぞよろしくお願い致します。 

まず、学術機関課の行っている仕事の内容を簡単に説明させていただきまして、あとは設備サ

ポートセンター整備事業、これは今年で 7 年目となりますが、これまでの成果や取組状況、そして

7 年目を迎えて、今後設備サポート事業がどういった方向に向かっていくのか、そこのところを説

明させていただきまして、この後のポスターセッション、パネルディスカッション等々に繋げていた

だけたらと思います。 

まず 1 枚目のスライドですが、こちらは当課が行っている予算の内容で、学術機関課というとこ

ろは、主に大学の研究所ですとか研究組織に対する支援を運営費交付金や補助金等を活用させ

ていただき、支援を行っています。 

皆様方の多くは国立大学の関係者ですので、既に見たことがある資料かと思いますが、平成

基調講演 
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30 年度予算案で、この中には運営費交付金、各種補助金等々が含まれており、その中で学術機

関課としましては、一部の運営費交付金、補助金等々を活用させていただき、基礎科学力の強化

のテーマのもとで、大体 400 億円位の支援をさせていただいているところでございます。具体的に

どういった取組を支援させていただいているかと言いますと、一つのテーマとしましては共同利

用・共同研究体制、これは一大学の研究力の向上だけでなく、日本の大学、さらには世界との共

同利用、共同研究を通じて、基礎科学力をどうやって強化していくのか、こういった取組に予算等

の支援をさせていただいています。 

現状、課題としまして、日本ではノーベル賞が毎年のように受賞されていて喜ばしいことですが、

一方で、このままこの状態が続いて行くのか、危機感が感じられているところであり、研究環境の

劣化ですとか、基礎科学力の伸び悩みが一つの大きな課題となっています。こういったところを変

えて行かなくてはいけない、強化していかなくてはいけないといったところで、例えば、若手研究者

が安定して自立して研究できる環境をどの様に作っていくのか等、考えられているところです。こ

の対応の一つとしましては、例えば、資料の左側に学術機関課で支援しています全国の大学の

研究所等が拠点となって、ある特定の分野の拠点として共用利用・共同研究を進めて行くような

研究所、センターに対する支援とか、はたまた大きな規模のプロジェクトという形で、例えば、スー

パーカミオカンデとか、望遠鏡で言いますと、すばる望遠鏡など、大型のプロジェクトに対する共同

利用・共同研究の支援もさせていただいています。まとめますと、こういった共同利用・共同研究と

いう一つのテーマを通じまして、こういったネットワークの促進とか、大学の研究、センターの強化、

さらには、大学改革を促進していき、基礎科学力の強化に繋げていくところに、当課として支援さ

せていただいているところです。資料の後ろの方に参考資料として付けさせていただいています

共同利用・共同研究拠点の一覧ですとか、基礎科学力強化に関して文部科学省として昨年まとめ

ました提言を載せています。後ほどお時間のあるときにご覧いただければと思います。 

そこで、設備サポートセンターの予算がどこに含まれているかと言いますと、こちらになります。

設備サポート事業の予算規模としましては例年数億円の規模で、平成 30 年度予算案としまして

はこちらのように数億円として盛り込組まれています。実際、設備サポートセンターの具体的な取

組内容ですが、資料 6 ページをお開きいただければと思います。国としましては色々な施策が並

行して走っていまして、今回、自然科学研究機構からも出席者がいらっしゃっているかと思います

が、同機構が行っている大学連携研究設備ネットワークとか、同じ文部科学省内の科学技術・学

術政策局の先端研究基盤共用促進事業とか、こういった事業が行われています。大学の研究設

備の共用といたところに、こういった事業が走っています。例えば、の大学連携研究設備ネットワ

ークは、簡単に言ってしまえば、大学で共用に即すような機器、共用に使えるような機器があれば、

事前に登録して、うちの大学にこのような共用の機器がありますという登録するデータベースを運

用しています。こちらの先端研究基盤共用促進事業は、例えば、一研究所、一研究室とか、一つ

のグループ単位でこういった機器が共用できる仕組みがあれば、共用を促進していこうとする取

組です。では、設備サポートセンターがこの中でどのような位置付けであるかと言いますと、こちら

は大学全体としての立場で考えた時、設備の共同利用とか共用のために、どのような体制を創る
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のが良いのか、ある意味設備のマネージメント機能を持たせるようなことをサポートセンターとして

担っていただいています。こういった色々な事業がある中で、大学全体のマネージメントとか、ある

いは大学研究室からの共用、そして大学間、大学全体の共通のプラットフォームと言った形で、こ

ういった施策を連動して、国全体として日本全体の研究設備の共用を図っていこう、という構図に

なっています。 

そもそも設備サポートセンター事業は、国立大学運営費交付金による支援として始まったもの

でして、実際の支援としては平成 23 年度からスタートしたものです。当時どういった状況で、こうい

った取組が出てきたかと言いますと、こちらのグラフを見ていただければと思いますが、平成 3 年

頃では基盤的経費、主に運営費交付金とか、補助金等々の研究設備に対する支援の状況です

が、昔はこの位、グラフですと結構な額があったのですが、当時は予算に恵まれていて、ほとんど

機器の更新が円滑に進んでいたといった状況でした。一方、国立大学で言いますと平成 16 年度

の法人化以降、だんだんと、基盤的な研究設備に対する予算額がといったものが減っていまして、

平成 20 年度、24 年度頃には数 100 億円規模の補正予算というものがあったりして、こういったと

ころでは機器の更新ができていたのですが、ただ、ここ近年ではこういった補正予算ですら、なか

なか基盤設備に充てられていない状況が現状としてあります。こういった状況の中で、もちろん研

究設備の予算をいかに確保していくかという課題もある中で、一方で、少ない予算の中で、どのよ

うに大学の研究設備を維持していこうかという議論としてありました。そこで、大学設備の有効活

用、やはり大学の中でも全ての研究者が同じような設備を持つのでなく、ある程度一緒に使えるも

のは一緒に使いましょうと効率化を図る形で、平成 23 年度から設備サポートセンターというような

大学の一元的な組織を創ることによって、設備の共同利用を進めるのが、サポートセンター事業

の一つの大きな狙いです。また右側の方には、人の話になります。こちらは研究支援者数と研究

者のグラフです。日本の例の場合、研究者の割合に対し研究支援者数、技術職員とか技術サポ

ート職員と言う方が半数以下というバランスになっていまして、他の先進諸国に比べましてもこの

教員、研究者に対するサポートスタッフの体制の弱さと言いますか、少なさ、ここはもう少し強化し

ていかなければいけないところがありました。こういったところでいきますと、設備サポートセンター

は学内設備の共用促進だけでなく、こういった取組を支える技術職員、サポートスタッフの育成で

すとか、強化というところにも、必要な取組としてスタートしたものとなっています。ここにありますと

おり、こういった設備を目的として、有効に活用して、人材を育成して、結局、大学としての最終目

的は大学の教育・研究力をいかがに高めていくか、というところが一番の目的でございまして、大

学の教育・研究力向上のために、こういった設備を通じて取組を始めた次第となっています。 

冒頭、大野学長先生からもご案内がありましたとおり、設備サポートセンター整備事業は、平成

29 年度、86国立大学のうち 17大学に対して支援が行われています。平成 30 年度には、これに 3

大学を追加いたしまして、合計 20 大学に対する支援が行われる予定になっています。 

こういったサポートセンター整備事業を通じまして、今お話し申し上げましたとおり、設備の共

同利用化ですとか、あとはテクニカルスタッフの充実ですとか、マネージメント機能の強化、そして

一つの取組としまして、後ほどポスターセッションですとか事例発表の中であるかと思いますが、
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設備のリユースとして、中古設備とかあまり使わなくなった設備をまた次に使える利用者に使って

いただくような再利用を促進する取組が行われています。 

これまではサポートセンターの概略としまして、これを踏まえて、次のページになりますが、ど

の様な取組をされてきたかということですが、大きく分けまして、設備サポートセンターは二つのフ

ェーズと言いますか、二つの期に分けられて行われてきました。 

当初の平成 23 年度から平成 27 年度は本、大学の中の共用利用を進めて行くのが一つとして

ありましたので、学内の共同利用を促進していき、そのために、サポートセンターを大学に置いて

設備のマネージメントを強化して行きましょう、と言うのが一つの大きなテーマでした。一方で、平

成 28 年度以降、第二段階としましては、大学の中の共同利用は前提としまして、共用というのは

大学だけで閉じるのでなく、外の大学、若しくは外の研究機関、更には外の企業の方々と一緒に

設備の共用を考えて、今後のマネージメント体制をどう創っていくか、考えていくのかということを

目的として、スタートしたところです。 

こういった形で、今は学内だけでなく、学外にも開かれた大学の設備の共用の取組が考えられ

ていて、先ほどの発表のあった 3大学ですとか、それから、今回採択を予定している京都大学、富

山大学、そして山口大学、こういったところは、地域等との連携を踏まえて、設備の共用体制を構

築していこうと取り組まれています。 

こちらは、左側に具体的な事例といたしまして、鳥取大学の事例を一つ示させていただきました

が、先ほどご説明がありました、“とっとりイノベーションファシリティーネットワーク”の事業です。

宮崎大学からのお話にもありましたとおり、こういった地域の企業ですとか、研究機関等々と連携

して、ネットワーク、ファシリティーのコンソーシアムを創ったことで、色々な企業、大学、高専、皆

様方に働きかけ、ここで地域の中核とした設備の共用、そして協力して、例えば産業力の強化で

すとか、大学の研究・教育力の強化というものに繋げていくという、こういった取組として始まった

ところです。鳥取大学もこういった取組が平成 29 年度からスタートしたところで、コンソーシアムの

体はできているのですが、やはりこういった中の取組はまだまだこれからだと伺っています。まず

は、一つの目的に向かった“場”ができるということが、大きな取組の成果の一つでないかなと思っ

ておりますので、今後ともこういった“場”を通じて取組が加速されることを期待させていただきた

いと思います。 

こういった色々な良い取組が全国でスタートしています。本日のシンポジウムもそうですけれど

も、こういったシンポジウムを通じて、最初は北海道大学で第１回を開催して、その後鳥取大学、

名古屋工業大学、いずれも大学からの自発的な取組として、こういったシンポジウムの公開の場

が設けられています。 

今回東京農工大学で第 4 回ということで、ここで色んな今まで設備サポートとか設備共用の課

題を議論していただいて、次にどう進めて行くかというところを議論していただきたいと思います。 

以上で、これまでの取組でございます。 

今後に向けてですが、設備サポートセンターの取組がどの様に進めていくかということですが、

こちらに期待される効果として、いくつ示させていただきました。 
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今回ですが、シンポジウムのテーマとして“人材育成”というところが一つのテーマになっている

かと思います。こういった今までの取組の中で、設備が無いと教育研究ができないですが、設備を

使うにはどうしても人が必要となってくるところです。 

二つ目の所ですが、“研究を支える技術サポート人材育成など研究支援体制の向上”とありま

すが、やはり、今は、技術職員とか技術サポートのスタッフが働かれていますが、それだけでなく、

大学全体として研究支援体制をどの様に作り上げていくか、というところを議論していかなくては

ならないところかと思います。今後、パネルディスカッションですとか、色々なご意見をいただきな

がら、これについてまた考えていきたいと思います。 

あとは、こういった設備サポートセンターですが、勿論、大学中心に行っていた取組ですけど、

今後は大学だけでは上手くいかない、というところもでてくるかと思います。そこについては周辺の

研究機関ですとか、勿論、企業の皆様方、こういった他大学、研究所、企業等々、学外への利用

開放を促進して、これを通じて設備の共用だけでなく、人の交流ですとか、人の育成というところに

繋げていっていただけたらなと思います。 

こういった全体の設備サポートの取組を通じまして、やはり、大学として一番目指さなくてはなら

ないところは、いかがに大学の教育研究力をどう高めて行くか、というとことが一番ですので、教

育研究力をどう高めるかというときに、こういった設備という手段、ツールを用いて共用の体制を

創っていくのか、どういう支援体制を創るか、ということを考えていけたらなと思います。 

 本日は、大学の分野ですとか、大学の規模もそうですが、色々な地域の大学の方がいらっしゃっ

ているかと思いますが、そういった中で、勿論、取り入れられる取組、取り入れられる成果がある

かと思いますが、全部が全部同じような取組にならないかと思います。そういった中で、自分の大

学でこれは取り入れられる案は取り入れられていただいて、また、各大学のこういった共同利用を

通じた研究力強化に繋げていただけたらなと思います。 

 

私の方からは以上とさせていただきますが、この後パネルディスカッション等々でこういった概

要だけでなく、今後の設備の共用の在り方ですとか、大学の組織体制をどうつくっていくのか等、

議論をさせていただきたいと思いますので、引き続きご指導・ご意見等々賜れればと思っていま

す。 

まずは私からのお話とさせていただきます。本日はよろしくお願い致します。 

ありがとうございました。 
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2.2 ポスタープレビュー 

 
ポスターセッションの前に、平成 29年度採択校の東京医科歯科大学、鳥取大学、宮崎大学より

ポスタープレビューが行われた。 
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2.3 ポスターセッション 

  採択校ポスター 

  北海道大学、東北大学、筑波大学、群馬大学、千葉大学、東京医科歯科大学 

金沢大学、名古屋工業大学、大阪大学、神戸大学、鳥取大学、岡山大学 

広島大学、高知大学、九州大学、宮崎大学、東京農工大学 
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ポスターセッション 北海道大学 
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ポスターセッション 東北大学 
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ポスターセッション 金沢大学 
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ポスターセッション 名古屋工業大学 
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ポスターセッション 大阪大学 
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ポスターセッション 神戸大学 
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ポスターセッション 岡山大学 
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ポスターセッション 広島大学 
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ポスターセッション 高知大学 
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ポスターセッション 九州大学 
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ポスターセッション 宮崎大学 
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2.4【企業講演】 

『分析産業の新展開』 

日本電子株式会社 代表取締役社長 栗原 権右衛門 氏 

 
皆様こんにちは。ただ今ご紹介頂きました、日本電子の栗原で御座います。最初いつもこういう

所でお話をさせて頂く機会が多いのですが、一番最初に、I am not a scientist. 今日皆様研究者

の方々ばかりで、皆様のご期待に沿えるお話ができないかと思いますが、経営とかマネジメントの

視点でのお話がお役に少しは立つのかと思い、お話しさせて頂きます。本日のタイトルで御座い

ますけど、“分析産業の新展開”で、分析産業と敢えて機器を除いたのは、昨今多くの産業で機器

からサービス業への転換を目指していることを踏まえてタイトルとしました。 

 先程ご紹介頂きましたように、私現在日本分析機器工業会の会長もしております。分析機器工

業会あるいは分析機器産業の全体のお話しをさせて頂きます。それとともに多少生々しいお話も

させて頂きたいと思います。更に我々日本電子が何をしているか、これから何をしようとしている

か、も皆様にお話しさせて頂きたいと思っています。 

 分析機器の役割はいまさら申すまでもありませんが、分析機器の産業の大きさですが、年間の

生産高ですが、工業会に加盟している 120 社併せて 5000 億円位にしかなりません。事業としては

決して大きくはありませんが、その果たす役割として社会的に非常に大きなものを持っている、と

自負しています。これら半分は mother of science（東大の吉川先生が述べたかと思いますが）で

す。分析機械はサイエンスに貢献する。もう一つは日本の製造業に非常に貢献しています。日本

の製造業今色々と言われていますが、デジタルの装置は中国・韓国やられていますが、ただそこ

の材料とかそれを作る装置は日本製のものが多く、モノ作りを支えている。測れないものは作れ

ない、測れるのもだけが作れる。この測れるモノを作る際、我々の装置が必要である。もう一つは

言うまでもありませんが、安全安心です。公害問題あるいは農薬問題そういう所で我々の装置が

活躍しています。これが分析機械の非常に大きな意味を持っているのでないかと思います。 

 これはノーベル賞ですが、ノーベル賞は分析機械が無いと取れない、とよく言われます。分析機

械の新しい装置あるいはそのメソッドを開発して取られた方々で御座います。日本での田中耕一

氏（島津製作所）によるプロテインの分析法、トンネル顕微鏡や近いところでは超解像との顕微鏡

があります。これらがフィードバックされ、一般的は分析装置となっています。直近は昨年のノーベ

ル化学賞のクライオ電子顕微鏡、これは我々日本電子が一番の得意とするところであります、ク

ライオ電子顕微鏡は今では我々とサーモフィッシャーしか作っていません。我々にとって新しい装

置もでき、非常に追い風となっています。 

ユーザーとしてノーベル賞を取られた方々です。日本の化学は大変強く、ＮＭＲ、質量分析装

置、あるいはＸ線分析装置が貢献しています。私事で恐縮ですが、会社に入って 3，4 年目に大村

先生の所と野依先生の所を足しげく通いＮＭＲを買って頂き、今でもお付き合いをさせて頂いてい

ます。 
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 これはモノ作り、測れないものは作れないです。これは二次電池です。リチウムイオン電池の構

造はこの様になっています。開発から製品の出荷までの間、あらゆる分析機械が使われています。

即ち、測れないモノは作れない。測れるモノしか作れない、というお話です。 

 これは分析機器産業です。先ほど文科省の中島様からのお話が有ったかと思いますが、今この

様な右肩上がりの状況です。国内生産高が上がっています。問題は、メディカルの分野は上がっ

ているのですが、ラボ用はそんなに増えていません。これは輸出比率の推移です。これも右肩上

がりです。ラボ用が増えてなくて、輸出比率が上がっているということは、国内のマーケットが減っ

ていることです。我々がこれでやれているのは、中国、インドあるいはＡＳEＡＮ諸国の新興国が、

国力増強として科学技術に力を入れているため、これらの国々のアカデミアンで何とかやれてい

る状態です。これは各社でどの様な装置をやっているかです。全部の装置をやっているメーカー

は在りません。これからは各社仲良くして、協業でやっていこうと考えています。 

日本電子の経営戦略の基本として、ＹＯＫＯＧＵＳＨＩ戦略を採っています。電子顕微鏡からオー

ジェ電子分光、ＮＭＲ、質量分析まで、多くの分析装置は何らかの物理的な刺激を与え情報を得

ています。これらの装置において、特に、電子顕微鏡とＮＭＲの装置の両方を持っている会社は

世界で日本電子だけです。そういう強みを生かさなくてはならないのですが、電子顕微鏡は電子

顕微鏡のマーケットから、またＮＭＲはＮＭＲのマーケットからしか見ていない。それだけでは我々

の強みを発揮できない。従って、お客さんのニーズに応えることが出来ません。本日ご参加してい

ます先生方には最新の研究テーマが有ると思います。我々の目をそれらに向けて見ますと、わが

社には対応できますほとんどのハイエンドの装置が数多く有ります。そういう強みを発揮して戦略

を立てて世界と戦うため、ＹＯＫＯＧＵＳＨＩをあえてやっています。この言葉は大変使い易い言葉で

して、例えば、オープンイノベーションとか産学官連携もこのＹＯＫＯＧＵＳＨＩで説明ができます。そ

こまで我々としては窓口を拡げて、会社のマネジメントを行っています。 

また、ハードウエアだけでなくサービスが有ります。なかなか装置を買ってもらえない時代です

ので、サービス産業も有ります。リガクさんが得意のＸ線回折とか日本分光さんが得意の光関係

は持っていませんが、これら会社は多摩地区に在りますので、三社一緒に協業をやり始めていま

す。 

我々としてはＹＯＫＯＧＵＳＨＩを土台として三つのキーワード、“共創”、あらゆる産業でそうです

が、一社だけで全てやる時代では有りません。共創、共に創っていくスタンスは大事かと思います。

それから“ものからことへ”ですが、ハードウエアが売れない時代に対し、大変深刻な問題です。ユ

ーザーの皆様に役に立たなくてはなりません。詳細は後ほどお話しします。最後に“つなぐ化”で

す。今 IoT とかビックデータとかありますが、サイバー空間と分析機械をどうやってつなぐか、これ

からの大きな課題となっています。これら三つのキーワードはお互いにリンクしあっています。 

まず“共創”ですが、産学官連携、オープンイノベーション、競争だけでなくむすべるとこるは結

ぶ、“異業種との協業”、となります。 

Nikon との共創ですが、同じ顕微鏡でも、日本電子は電子顕微鏡、Nikon は光学顕微鏡を作っ

ています。光学顕微鏡の強みと、電子顕微鏡の強みを一緒にする correlative microscopy の開発
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を行いました。 

試薬メーカーとの共創による生化学・免疫連結器の開発を行いました。 

これら異業種との共創による装置開発は“アンパン理論”（日本独自の餡子と西洋のパンの融

合）に基づいています。 

それから“産学官連携”です。12 年前に東京大学と産学連携室を立ち上げ、非常に上手く行っ

ています。昨年幾原先生と共同で世界最高分解能の電子顕微鏡開発を行いました。 

TAMA Analytical Valley セミナーとして。日本電子、リガク、日本分光と共同で材料に関するセミ

ナーを首都大学東京にて開催しました。三社が一緒になってそれぞれ補完し、win-win の関係を

目指しています。 

産学官連携として、ＮＭＲと電顕微鏡のジョイントとしての理研 CLST-JEOL 連携センター、また

固体 NMR 研究に関して NIMS-JEOL 計測技術研究センターをそれぞれ開設しました。 

次は“ものからことへ”です。文部科学省のお話しにありましたように、放射光施設のような特定

大型施設、その外郭に NMR プラットフォーム等に属する最先端分析機器、最外殻の汎用機器が

あります。これらを共用しよう文科省さんも進めています。この共用私はいいと思います。効率も

求めて無駄をしないことは良いことです。今後我々は修理の時に貢献するのでなく、新たなビジネ

スモデルでこの共用スキームに貢献できないか考えているところです。共用は良いのですが、例

えば 800MHz、900MHz の NMR はまず買えません。買うためにここに来られています先生方が 3

年も 4 年も努力しても買うことはできません。また昨日出来た新しい技術を使うことができません。

これを満たすために我々がやらなくてはならないこととして、ハイエンド機器の時間貸しをビジネス

モデルの実験を慶應大学との間でスタートしました。このシステムを今後皆様に試してもらいたい

と思います。これは最新の、今の技術を安い値段で、速くできるものです。研究にはスピードが重

要ですので、大学との間で、これを共用させて頂ければと思います。名古屋大学の藤吉先生と共

同でクライオ電顕微鏡の受託サービス会社を立ち上げました。最新の 300ｋＶの電子顕微鏡で行

っています。 

最後に“つなぐ化”です。先ず初めに会社の中の装置をつなぐことと、社外の装置ともつないで

いこうとしています。今経産省と一緒にナノ粒子計測のプロジェクトを進めています。これも数社者

一緒になって開発を行っており、日本初のレギュレーションを世界への発信を目指しています。

我々はハードウエアのメーカーですが、それにサービスとして、もの売りからこと売りへのビジネス

を展開しています。重要なのはユーザーとハードウエアメーカとの間で情報が行き来しないと、良

い装置ができないし、ユーザーも良い研究ができないのです。これを発展させなくては良い装置、

それによる研究も進展しないと考えています。 

将来的には複数の装置を使って、最終的には推定分子構造が描ける時代になると思います。 

先程文部科学省様のお話しで有りましたように、昨今設備購入予算がなかなか付かなくなって

います。今後アカデミアの所で培った技術は大変重要です。この技術を回し、派生した技術をもと

に新たな産業分野へ進んで行く予定です。 

時間が来てしまいましたが、分析機器工業全体の位置、問題、そして我々が皆様にどの様に
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貢献できるか、お話をさせて頂きました。どうもありがとうございました。 

 
 
【企業講演 質疑応答】 

【質問】 

面白いお話ありがとうございました。大阪大学の古谷です。栗原社長がおっしゃっていたように、

ユーザーと分析機器メーカーのインターラクションしながら切磋琢磨し、新しものが出来るとのこと

ですが、アカデミックはユーザーとして非常に良いと思います。実際、どういう風にアカデミア（ユー

ザー）とインターラクションしていくのでしょうか。装置開発ではインターラクションされているのです

が、一般のユーザーの方々としてはなかなか無い様な気がします。私たち機器共用で、最新の機

器を皆様に使ってもらいたいのですが、大学に制度があって、なかなかそういうことが出来ないの

です。どういうふうに考えているのか、教えて頂きたいと思います。 

 

【回答】 

私ども産学官連携言うのは簡単ですが、全てが上手く行っているとは思いません。ただ、実際

の組織で運営している部分もあります。やはり人間と人間とのお付き合いが基本だと思います。

今日ここに来て、皆様とお話をする、顔を見ながらお話をする、それが一番重要と思います。世の

中は人と人との生身の関係で動いている、と思っています。そういう“場”を作ることが非常に重要

であると思います。工業会で 2 年前からオープンソリューションフォーラムを開催しています。これ

は 7 社が一つのテーマ、例えば自動車、でプレゼンする、そこに今まで競合していた 7 社が集まり、

またそれを聞くユーザーの皆様が集まります。そこにもっと生身の人間のインターラクションができ

る、それが重要と思います。ただ日本では大学がちょっと悪さすると民間との交流を危惧する風潮

がありますが、もっとオープンで出来る“場”が必要でないでしょうか。 
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2.5【パネルディスカッション】 

テーマ：研究・教育の活性化と学外連携に応える人材育成 

 
【ファシリテーター：名古屋工業大学 江龍氏】 

ただ今ご紹介いただきました、名古屋工業大学江龍で御座います。本日はこれから行わせてい

ただきます、パネルディスカッションの進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い致

します。まず、パネルディスカッションをここまでひっぱていただきました、東京農工大学の皆様に

おかれましては、本日、明日に向けた大変な取りまとめ役お願いしてきました。この場を借りて、

御礼申し上げたいと存じます。 

 本日のこれからの討議のテーマは、“研究・教育の活性化と学外連携に応える人材育成”で御

座います。特に設備サポート事業を通しての課題でありますので、各大学の組織の在り方にも強

く依存してまいります。先ほど隣のポスター会場で各大学様のポスターを拝見しましたら、各大学

独自の取組、それを支える中の人材育成、これに関しては全大学が共通して色々と頭を捻ってい

らっしゃいましたと感じました。大学の“場”における、教育・研究のアウトプットの価値向上、それと

関連した企業・大学・研究機関等々との学外連携を築する人材育成に関して、これからパネラー

や会場の皆様とご討論させていただきたいと存じます。特に、今、会場非常に熱くしていただきま

した。日本電子の栗原社長様には装置開発の担い手の育成へのコラボレーションのあり方、ある

いは、高度装置活用による人材育成へのご提案など、後ほどいただきたいと存じます。そして、文

部科学省中島様におかれましては、人材育成組織のリーダーとして各大学への要望、期待、そし

て支援のお考えを地域性や規模による状況を踏まえて是非お話をいただきたいと存じます。 

 我が国の社会活動の活発化に大学研究活動が直結しているエビデンスがありませんと、文科

省様から財務省への概算要求への後押しに決してなりません。今日は文科省の方が来ているか

らおねだりしょうとするのでなく、文科省様の後押しをさせていただいて、財務省と戦ってきてくださ

い。そういう、“実弾を込める場”としたいと存じます。 

 ここでは、大学のミッションであります“人作り”、即ち人材育成に関する考えをまとめて行きたい

と存じます。先ず初めに 4 大学の先生方にご登壇していただきまして、各大学の進めている人材

育成等の実態や課題をご紹介いただきたいと思います。会場の皆様方におかれましては、ご参考

にできる事例、そしてご提案を各校の啓発に繋げていただきたいと存じます。プレゼンの後にディ

スカッションを長く取りたいと存じます。会場の皆様方には活発なご発言よろしくお願い致します。

ご発表していただく順番は、北海道大学江端先生、続きまして群馬大学若松先生、岡山大学田村

先生、そして東京農工大学臼井先生の順番でよろしくお願い致します。 

それではお願い致します。 
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2.5. 1 【事例紹介】 

【事例紹介 1】 

北海道大学 創成研究機構 グローバルファシリティセンター 

副センター長 江端 新吾  

グローバルファシリティセンター（以下、GFC）は現在兼務職員も含め計 34 名で運営している。

研究設備は大学経営を考える上で非常に重要なリソースであり、これをいかに上手く運営するか

は大学経営に直結してくることから、執行部、教員、技術職員、事務職員そして URA が密に連携

し、次世代研究基盤戦略を策定することにより、戦略的に全学ネットワークを構築することができ

た。GFC では英知を結集する創造の“場”として、ガバナンス体制を整備し、従来の共用及び受託

事業に加え、リサイクル事業、試作事業、そして様々な連携事業を実施してきた。さらに、全国の

研究基盤共用モデル拠点として設備サポートセンター整備事業シンポジウムの第 1回目を立ち上

げ、全国的なネットワークの形成を推進してきた。 

今回のキーワードである人材育成においては、技術職員の方々を中心に、いかに研究基盤環

境を整備していくか、試行錯誤しながら下記の取組を行っている。 

（１） 技術交流会：これは技術職員同士の全学的な人材交流、技術交流を目的とし、技術職員を一

段上の階段へ引き上げる試みである。初期はGFC がテーマを設定して行ってきたが、現在は

技術職員のスキルアップの観点から企画公募型で行っている。 

（２） 分析系の技術研修会：技術職員の技術・知識の底上げ、土台作りを目的とし、テーマ選択型

の専門的な研修会として実施している。 

（３） 大学間人材交流会：大学の中だけでは人材育成は難しいことから、北海道大学は名古屋大

学との間で、人材交流プログラムを実施している。他大学へ技術職員を派遣し、向こうの環境

下で 1週間から 2週間、企画した分析を行い、技術を身につけるといった実践的な交流を行っ

ている。 

（４） 英語スキルアップ研修：技術職員の英語能力向上のため、GFC 職員による講義を行っている。

さらに、シンポジウム、学会での発表などキャリア形成に重要な英語のスキルアップも行って

いる。 

（５） 大学院講義：大学の存在意義を考えると、教育への還元も重要となる。イノベーションの成果

物でもある分析機器を教材として、「先端計測分析技術イノベーション特論」を本年度から開

講した。 

（６）試作ソリューション事業：人の技術、ノウハウも共用すべきである考えの基、分析機器だけで

なく、工作機器も共用する産学協働事業を日本軽金属との間で立ち上げた。本事業で得られた収

入は、技術職員の研修や機器や消耗品の購入に使用している。今年度は、ボン大学へ技術職員

を派遣（自ら研修内容等を企画）し、技術交流を進めるなど、新たな展開をみせている。 

本心シンポジウムを通じて、様々な技術人材育成の取組が共用されることを望んでいる。 
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【事例紹介 2】 

群馬大学 研究・産学連携推進機構 機器分析センター 

センター長 若松 馨 

 
群馬大学は小さい大学なりに何かできることがあるだろう、との考えのもと“地域貢献と人材育成”

に関し事業を展開している。 

（１）地域貢献：群馬大学は地域の他の大学（前橋工科大学、群馬高専、足利工業大学）と“りょう

もうアライアンス”を形成し、４つの学校が共同して学外からの依頼測定を受ける試みを行ってい

る。群馬大学が持っている装置は限られおり、企業の方に相談されても大学として対応できない

場合が多々あった。群馬大学で受けられなくても、“どこかで測定できるとこは御座いませんか”と

他の３つの学校へ打診し、ほかの所で受けて頂ければ、あとはお願いしている。４つの学校が協

働することにより、企業の方がサポートが得られる確率が上がっている。 

更に、本事業予算でコーディネータを雇用し、近隣企業を回り、既に 100 件以上需要を掘り起こし

た。その結果、群馬大学から群馬高専へ依頼が 6件、群馬大学から足利工大へ依頼が4件となり、

このシステムが機能していることがわかる。また試料件数も年々増えており、サポート事業が地域

の企業に貢献している。 

（２）人材育成：機器分析センターだけの職員では測定者が足りないので、理工学部の技術職員

の方に応援してもらっているが、それでも圧倒的に足りない。そこで、学生に興味を持ってもらい、

測定のプロフェッショナルに養成する、“マイスター育成プログラム”を実施している。本プログラム

の定員は 1 学年の 1％弱の 4 名で、この位は優秀でやる気のある学生が来てくれるだろうと想定

している。1年生の間は機器分析センター内の機器に関して説明し、2年生で 4名の学生を選考し

て装置を割り当てる。最終的に保守ができ、依頼測定に対応できるレベルまで持って行くことを目

指している。 

こういうシステムに学生が興味を持ってもらえるか初めは心配していた。今まで 3 回セミナーを開

催したが、毎回30名程参加してもらっている。アンケートをとると9割程度がやってみたいと回答し

ている。残り 1 割はできるか自信が無いという回答で、やりたくないという学生は一人もいなかっ

た。 

本システムの効果は多岐にわたる。学生個人にとっては、若いうちに視野を広げることができ、就

活でアピールできる武器にもなる。研究室にとっては新しいテクニックを有する学生を得ることが

でき、研究の幅が広がる。機器分析センターとしては測定者が増えるのでサービスを向上させる

ことができる。センターの機器を利用している教員にセミナーで使用する資料の提供を要請したと

ころ、想定以上に協力的で機器分析センターと利用教員との関係が良くなっている。 

マイスター育成プログラムは 4 月から本格稼働するが、上手くいくことが期待できる。マイスター育

成プログラムの成果、課題に関しては今後報告する予定である。 
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【事例紹介 3】 

岡山大学 自然生命科学研究支援センター 

分析計測・極低温部門 部門長 

田村 隆  

 

岡山大学で設備サポートセンター整備事業がH28年度に採択され、今年度2年目である。岡山

大学における“人材育成”は以下に区分される。 

（１）分析・計測部門の技術系職員の人材育成：大学の生産性とは究極的には論文であり、良い

論文の発表は、大学の競争力、大学の生産性に結びついており、その結果、外部資金・競争的資

金が得られ、それによりよい教育が提供でき、上手く回っていく。しかし、論文を書く上で英語力は

大きなハンディである。これを乗り越えるためには突破力のあるデータを得なくてはならない。 

現在、分析・計測機器は専門化し、ただ単に、大きな高価な機器を購入すれば、突破力のあるデ

ータが得られるのでなく、それをオペレートし、保守管理し、スキルを蓄積しないと突破力あるデー

タは得られない。そのためには、分析・計測のエキスパートが必要となる。エキスパートは、自らの

スキル向上のため、経験と試行錯誤、オリジナルな工夫を行う。このためには時間がかかる。この

ようなエキスパートの養成が岡山大学の研究力アップに繋がっている。岡山大学の研究戦略のキ

ーワードは“分業”である。教員は研究を企画する人で、大変忙しい。そのため突破力のあるデー

タの取得はエキスパートに依存している。技術系職員を育て、高価な機器の性能を引き出すの

“人”を育てることが岡山大学の研究力アップの戦略シナリオとして重要である。現在、各設備機

器担当者は保守管理を含めたスキルを蓄積した人材により、担当機器の本来の数倍の性能を引

き出すことを可能としている。成果の一例として XRD 担当に採用している特任助教が出すデータ

は、岡山大学が出す論文、トップ1％被引用論文のうち高い割有となっている。これはXRD担当者

より大変優れたデータが出ている結果で、装置の性能を何倍にも高め、優れたデータ解析結果に

よるものである。エキスパートの養成により、保有機器の性能向上に繋がっている結果である。 

（２）学生マイスター制（群馬大を参考に岡山大独自のシステムを構築）：スレックス BMD 教育コー

スと連携し、学部 4 年生後期に訓練生として雇用、大学院進学後は解析技術者として雇用する制

度で、先端機器の深部に至る操作等通し、研究力向上を図り、その結果、博士後期課程への進

学者の定員確保も可能となった。なお、女子学生の応募が多い（7 名中 5 名）結果でもあった。予

算が続く限り本制度を運用する予定である。 

（３）地域連携・社会貢献：岡山県内の他大学との連携、県内企業からの依頼分析対応を行ってい

る。情報発信だけでなく、受信も重要であるので、地域の連携も深めている。 

（４）将来構想：分析・計測機器エキスパートと学生マイスターとの連携による分析機器の集約的

な技術サポートを目指す。 
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【事例紹介 4】 

東京農工大学 学術研究支援総合センター センター長 

臼井 博明  

 

本学は平成 23 年、平成 27 年の二度にわたり、設備サポートセンター整備事業に採択された。

学術研究支援総合センターのミッションは共同利用機器を通して研究・教育を支援することであり、

設備サポートセンター整備事業の採択により、設備サポートの強化、教育プログラムの開発、共

同利用化の促進、及び設備マネジメントの強化を行った。 

大学内の研究設備機器の設備サポートを行うためには、①管理運営のためのマネジメント、②

保守・運用の費用、及び今回のシンポジウムのテーマである③人的資源が重要と考えられる。①

管理運用に関しては、設備サポート室を設置して学内運用を管理し、学長、担当理事、及び担当

事務局と連携したマネジメント体制を構築した。②保守運用費は大学として利用者負担のルール

にしているが、それだけでは不十分なため、設備サポート事業で保守・運用の潤滑化を行った。③

人的資源としては、本事業費より企業経験者をコーディネートマネージャとして雇用した。一方、大

学院生の活用では、大学院生を TA として採用して機器の共同利用の支援と教育研究の相乗効

果を狙った。そのほか自助努力として特任助教を臨時雇用し、機器の保守管理に当てた。 

 第 1 期には教育研究環境の整備として、設備サポート室の設置、コーディネートマネージャの雇

用、および設備サポート体制の構築を行った。第 2 期は教育プログラムを通して人材の育成を行

った。具体的には修士の大学院生を TA として雇用し、設備サポート要員として養成して共同利用

を支援してもらった。また、共同利用推進のための学内ルールとして研究設備共同利用ポリシー

を制定する一方、学外に対しても積極的な情報発信を行った。 

 今回のテーマである“人材育成”に関しては、大学院生を TA として活用し、設備サポートと教育

研究を Win-Win の関係で両立させることを目指した。TA は自らの研究を活用して分析アドバイザ

ーになる。また、外部からの利用者の支援も行うので、外部との交流を通して知識が広がる。これ

により、高度専門職人材、新事業創出人材の育成に繋がる。TA は毎年 20 名程度（全学生の

1.5％程度）採用し、外部利用者の 3 割程度に対応した。 

 その効果として、学外からの利用が増えた。TA にアンケート調査を行った結果、就職先の 1／3

が分析関連部門で活躍しており、TA の経験が役立っている。TA 学生にとっては外部研究者との

コミュニケーションで研究に対する視野が広がる、技術の深堀りにつながる、研究・開発の“現場”

を知る機会となるとの回答が多く、無益であるとの声はなかった。アンケートの結果から、本事業

が学生のモチベーション向上に寄与したことがうかがえる。結論として、TA を活用した設備サポー

ト事業は学生にも満足してもらっており、研究に対する視野の多角化、技術の深堀り、大学では教

えられない現場の雰囲気を体験する、などの人材育成効果が得られている。 
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2.5.2 【意見交換】 

『研究・教育の活性化と学外連携に応える人材育成』 

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・研究支援 係長） 

栗原 権右衛門（日本電子株式会社 代表取締役社長） 

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） 

若松 馨  

（群馬大学 研究・産学連携研究機構 機器分析センター センター長） 

田村 隆  

（岡山大学 自然生命科学研究支援センター 分析規則・極低温部門 部門長） 

荻原 勲 （東京農工大学 理事・副学長） 

臼井 博明（東京農工大学 学術研究支援総合センター センター長） 

ファシリテーター 

江龍 修 （名古屋工業大学 産学官金連携機構 機構長・副学長） 

 
【名古屋工大：江龍氏】 

改めましてパネリストの皆様方をご紹介させていただきます。文部科学省研究振興局学術機関

課研究設備係長 中島様で御座います。日本電子株式会社代表取締役社長栗原様で御座いま

す。北海道大学創成研究機構グローバルファリシティセンター副センター長江端先生で御座いま

す。群馬大学機器分析センター センター長 若松先生、岡山大学自然科学生命支援センター分

析計測・極低温部門 部門長 田村先生で御座います。そしてホスト校でいらっしゃいます、東京

農工大学 理事・副学長 荻原先生、最後になりましたが、東京農工大学学術研究支援総合セン

ター センター長 臼井先生で御座います。これらパネリストの皆様方とお話を進めさせていただ

きたいと存じます。 

まず、本日の討議のテーマは、“研究・教育の活性化と学外連携に応える人材育成”ということ

で御座います。今、4 つの事例をお伺いしたのですが、まさにもう、設備サポート事業を通して、あ

るいは独自の取組を通して、人材育成に見事に繋げていらっしゃるのでないか、というふうに感じ

ました。また、最後にご登壇していただきました、東京農工大臼井先生からは学外利用者の増加

にどう繋がっているのか、その中で就職者の 33％が分析関連企業に御就職されていただいてい

る。そういったことも踏まえまして、栗原様、今の4件の事例をお聞きいただきました、ご感想という

ところから踏み込んで行きたいと思います。 
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【日本電子：栗原氏】 

我々の人材教育、日本電子 お客様、ユーザーの大学の先生が多いのですが、大学の機器分

析に我々が人材教育との観点から会社としてどの様な貢献ができるか、そういうことを今日は問

われていると思います。日本電子は会社の中で教育を色々とやっているのですが、それをお話し

しても面白くないので、我々が皆様に人材教育でどう感じたのかをお話しします。 

先程マイスター制のお話がありました。分析機械も色々あるのですが、血液を分析する装置で

すが、大学とか病院にたくさん入っています。研究者というよりも、あるいはドクターというよりも、

検査技師の方が対象ですが、そこにマイスター制を導入しています。サービス関係中心に行って

いますが、これは人材教育と思います。どういうことかと言いますと、試験をうちがやるのです、サ

ービスが。私最初お客さんにこんな試験などして大丈夫なのか？と言ったのですけど、結構上手く

いっているのです。なぜかと言いますと、クリニティブな機器の扱いが上手くいかなくて、サービス

コールがあり、我々も困るのです。そこで試験制度を導入して、点数がいい分析技術者、その人

個人に何かやるのでなく、その研究室のサービス代金を値引いてやる。非常にモチベーションが

上がるので、その試験を真面目に受けてくれる。結構難しい試験ですが、それにより、我々のサー

ビスの負荷が無くなる、そういったメリットがある。ユーザーは安くサービスを受けられる。その結

果、病院、研究室が安くサーブルを受けられ、なおかつそのオペレータのモチベーションアップに

も繋がる。こういうことをやり始めたところです。これを電子顕微鏡、ＮＭＲ、偉い大学の先生方に、

こういうことが通用するのか、これから考えなくてはなりませんが、やはり、教育も一方的なドネー

ションでなく、我々も魅力がある、そしてお互いに魅力がある構図の中でしか上手くいかないので

ないか。一つの例として、民間の立場でお話をさせていただきました。 

この事業では外からのサンプルをお受けする、民間のサンプルをお受けすることをやられていま

す。先ほどお話ししましたが、人と人とのお付き合いが重要だとお話ししました。恐らくそこで、民

間の現場で、何が起きているのか、アカデミアの部門でも共有できれば、学生あるいは若い研究

者の将来の研究にも繋がり、人材育成に繋がるかと思います。 

 
【名古屋工大：江龍氏】 

ありがとうございます。文部科学省中島様、人材育成というところの、本家本丸の代表として今

日いらっしゃっているけど、今の 4 校に加えまして栗原様のご意見に対し、いかがでしょうか。 

 

【文部科学省：中島氏】 

今、色々とお聞きいたしまして、どこの大学も特色があって、地域性を活かし、周辺の企業との

連携を踏まえ、取組をされているかと思います。そのような中で、全体として共通されていることと

か、日本電子様の取組もそうですが、大きく分けて二点あったかと思います。先ず一つ目ですが、

大学の使命は教育研究ですので、設備機器の共用ですとか、この取組を通してどの様な大学とし

て教育研究に繋げて行くのか、そのためにどういった体制が必要なのかが、一つの大きなテーマ

かと思います。あとは、こういった企業の方と日本の技術をより高めていくのか、を考えた時、栗原
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社長のお話にありましたように、いかがに“場”を作るか、“場”を作るために大学としてどの様な

“場”を提供できるのか、またそこに集まることによって、企業のニーズや大学の情報が集約され

ることによって、今後の進んでいくものが見えてくるのかと思います。 

これら 2 つのポイントかと率直な感想として思いました。 

 

【江龍氏】 

ありがとうございます。この設備サポート事業はまさに“場”を作っている、と今日皆様が先ず共

通認識を持てたのかな、一つ強く感じた次第です。細かいことをどんどん突っ込んでいくと色々出

るかと思いますが、通常パネルディスカッションはここで投げかけ“どうですか”、と意見を聞くので

すが、ここで一旦会場からこの時点で問題提起したいとのことがありましたら、是非ともよろしくお

願い致します。 

 

【大阪大：古谷氏】 

大阪大学の古谷です。“場”を提供することはよく分かります。機器共用は不特定多数の人にサ

ービスを提供するイメージです。そういう人たちに“場”を提供することと、ＪＥＯＬさんがどこかの大

学とすることはイメージが違うのでないか。共同研究に対し機器共用は不特定多数に対し行うの

で、システムが違う。そこに大きなギャップがある。大学のシステムは共同研究を考えているので

すが、機器共用を介してのコラボレーションのシステムは無いのです。どうしたら良いのか考えて

いるのです。それをお聞きしたくて、人が基本であることは分かるのですが、システムとして不特

定多数の方々とコラボレーションするシステムが必要でないのか、お聞きしたくて手を挙げました。 

 

【江龍氏】 

ありがとうございました。そういった点では、社会連携で作り出したノウハウを大学で共有してチャ

レンジしている北海道大学江端先生いかがでしょうか。 

 

【北海道大：江端氏】 

ありがとうございます。今の質問ですが、大学は何の為にあるのかに関わってくるかと思いま

す。北海道大学の場合、不特定多数の人たちが集まればそれなりに数となり、グルーピングがで

きるようになる。そうなってくると、それらに対してどんなサービスが必要かと分かってくる。設備サ

ポートセンター整備事業の当初構想では、先ず利用者を増やしていく、そして属性を調査していく

ことを重視して実施してきました。そこから見えてきた解の一つとして、例えば分析機器でないの

ですが、工作機器と技術職員のスキルを活用した産学連携事業に繋がってきた。また、その事業

の中でいかに人材育成を行うか、人材育成に関しても、技術職員の方を対象とするのか、あるい

は研究者の方を対象とするのか、あるいはそれ以外の方々を対象とするのかについて様々なパ

ターンの課題が見えてくる。それを“見える化”するための情報集約をどこでするのか重要で、もと

に戻りますが、その“場”を設定することが重要で、今回の設備サポートセンター整備事業は大い
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に意義があったかと思います。 

 

【江龍氏】 

ありがとうございます。いかがでございますか。キャッチボールをしていただきたいと思います。 

 

【古谷氏】 

先程の話ですと、ＪＥＯＬさんが“こんな新しいものが出来ました。皆さん共用で使ってもらいませ

んか。”それが出来ないのが今の制度です。それはＪＥＯＬの資産なので、大学の中でそれをやる

と、利益供与のなるため、“ダメ”と言われる。技術研修でのレベルの交流は良いのですが、お試

し、が全く出来ないのです。それが会社と一緒に出来たら会社としてもプラスになるし、研究者にと

ってもタイムリーにデータが得られれば、それだけでもメリットになる。そういうのが出来ないので

す。 

 
【栗原氏】 

“お試し”ということですが、私どもとしても全く新しい機能を共用していただきたい、ことは思って

います。我々はそういうサービスは無料でやっていますが、不特定多数の“場”は設けています。

ＷＥＢセミナーなど行っていますので、装置の使い方とか、勉強、それからミーティングを行ってい

ますので、それに参加していただくことは無料になっていますので、不特定多数の共用に繋がると

思っています。 

本当はシェアリングのビジネスのように、お金を払っていただくことが良いのですが、文科省など

国の予算を付けていただければ違ってくるかと思います。 

 

【江龍氏】 

はい、ありがとうございます。私が所属しています大学でも企業さん、あるいは大学の先生方の

新しいサンプルの、新しいデータ、こんなのが欲しい場合、必ず守秘義務の問題が生じます。大学

で作った新サンプルを企業のサービスに出しますと、そのデータは必ずそこに残ります。それは正

に技術供与になってしまし、それをどう突破するのか、まさに国立大学法人のものと利益追求の

企業の間の利益供与の壁をどう破るのか、文部科学省のお考えを中島様お願い致します。 

 

【中島氏】 

 なかなか難しい話ですけど、一気に飛び越えるのでなく、お互いの企業と大学の信頼関係、そこ

は企業としても譲れないところはありますし、大学としてもあります。お互いに探りながら妥協点を

見つけないといけない。しかし、少しずつですけれども、打開は進んできているのでないかという

印象を持っています。時間を掛けながら議論し進めなくてはならないかというのが率直な考えで

す。 
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【江龍氏】 

答えがでたような、出ないようなご意見ですが、“お上としても苦しんでいる”というのが答えと

思います。ただ、私が思うのですが、先ほどお話しをいただきました中で、論文力と直結している

岡山大学の田村先生に、論文力に直結していることで、これこそ機器を共用することによって、育

った人材、あるいは大学の力となる論文力、即ち、国の世界に対する競争力に繋がると思う。そこ

と装置をこれから新しくする、あるいはプロフェッショナルとして使い込んで、論文力に繋げて行く

人材育成、まさしくマッチと思います。先ほどのお話はごく一部の技術と論文力の直結ですが、大

学全体として出てきた論文に対し、岡山大学のお持ちの装置の貢献力はどうお図りでしょうか。 

 

【岡山大：田村氏】 

大学または機関が出している引用回数を調べて、その中に、我々が持っている装置、職員が貢

献した論文か調べた。結果として明確に飛び抜けたデータがそこにある。一例として過去にシーケ

ンサーを用いた論文で数報であったのが、最近では 10 報ほどに取ってデータがでている。そうい

った力が確かに伸びている。これは蓄積で、その間そういった人を育成した結果である。装置を節

約すればするほど人件費の重要性、コストパフォーマンスが上がってくる。装置を共有したら次の

課題は“人”である。 

 
【江龍氏】 

ありがとうございます。これは一つの大学に留まっていてはいけない事例かと今日伺いまして

感じました。先ほどポスターの会場で栗原社長とお話しさせていただいたのですが、今、大学がペ

ーパーとして世界に出していく、そこにどんな機器が活躍し、関わっていくか、それは当然プロフェ

ッショナル人材でなければ出てくるデータでない。そういったものが、どんどん国としてデータとして

集まってきますと、この分野の装置はもっともっと発展すべきだ、またはこういう装置ではデータが

出せない、データが出てきて、海外にでる、そして人材の流失へと繋がる。あるいは企業として装

置開発のモチベーションになるのでないか、とお話しさせていただきましたが、いかがでしょうか。 

 

【栗原氏】 

分析装置が 2 社しかないとか、非常に狭いところでやっています。世の為人の為だけではいけ

ないので、商売をやりながら、お互いに共有できる仕組みを作れたらよいのですが、上手くいけば

お互いの教育に繋がる。我々は大学の持っているテーマ、サンプルは持っていません。一方で、

大学側には我々が持っているハードウエアを作る能力は持っていない。これらがマッチングするこ

とが重要で、そういう“場”を、連携講座、寄付講座のような１：１でなく、もっと広がりを持った連携、

最終的には日本の教育や研究力レベルアップに繋がることを会社として、そういう仕組みを皆様

方と構築できたらと考えています。 
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【江龍氏】 

ありがとうございます。はい、どうぞう。 

 

【江端氏】 

北海道大学でも同じように共用機器がいかに論文業績に繋がっていくか調査を行っています。

2015 年に NISTEP のディスカッションペーパー（No.113「大学の先端研究機器共用施設の研究活

動への効果の把握～北大オープンファシリティを事例として～」）として発表したのですが、機器の

共用化が高被引用論文を輩出するということで、非常に効果的であるということを示唆するもので

す。統計的にはまだまだ検証が足りませんがが、なぜ共用を進めていくかを考えると、大学や、国

の立場いずれにおいても説明する際には必ずエビデンスが必要です。これまでの共用政策にお

いては、どれだけ利用者があるか、共用率がどの位上がったか、そのような数字に引っ張られる

ところがありました。最終的は岡山大学田村先生のお話にあったようにいかに研究力に繋げて行

けるかが重要で、最終的はアウトプットとして論文に繋がっていくのかな、と思います。そこで、政

策的に縛りがあると、大変になるかと思いますが、実質的に議論する際に、そういうことを抜いて

話はできませんし、設備サポートセンター整備事業を次の事業にどの様に繋げて行くのかを考え

た時は必ず、そういう新しい手法、新しい考えを入れていかない限り、国の予算は取れないという

ことであるので、我々の方からもそういったデータを出しながら、一緒に政策を作っていけたらと考

えています。 
 
【江龍氏】 

 ありがとうございます。その中で共用事業とおそらく会場の中の先生方も言いたくてしょうがない

かと思います。お金の問題。今日はホスト校から理事先生にいらっしゃっていただいておりますの

で、先ほどお話に出ていました学府長裁量経費、大学の自由裁量でないかと思いますが、そのお

金を機器共用に注ぎ込んで、そして、サポート事業を膨らませて、研究力に繋げて行く、そういっ

た執行部判断、プロセスに至った仕掛けを公開していただきたいのですが。 

 

【東京農工大：荻原氏】 

 恐れながら、大学もアカデミアですので、うちの大学で困っているのは、法人化の前には大規模

な機器が入れられる予算がある程度潤沢に流れていました。うちの大学は 2 学部ですので、個々

に 1年おきとかで整備をしてきたところ、ここ 10年間位取れない状態が続いています。これは非常

に困っている状況です。最先端の実験をやることになりますと、最先端の機器が必要になるので

す。それに研究スピードが物凄く速い。共同研究、国際共同研究を含めて最先端の研究をやって

いこうとすると、古い機器ではなかなか太刀打ちが出来ない、と先程のお話にも出ていますように、

新しい器機を用いて、スポード感をもってデータを出したい、ということですが、なかなか取れない。

今の状態ですと、“アライアンスを作って、皆さんと共同で使っていきましょうね”、は小中の機器で

したら上手くいきますが、ところが大きな機器になりますと、そうはいきません。新しいものに更新
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できないので、そういうものをコンソーシアムとは言いませんが、申請時から考えて行かなくてはな

らない。あるものを共用するのでなく、申請時から考える必要がある。 

 人材に関わるところでは、ＤＮＡの世界ではあまりにも研究が早すぎて、通常の機器の対応だと

結果がでるのが遅いので、測定を中国に出されている方が多くいらっしゃって、また何社かにだし

て、整合性を見ていることも結構あります。そうしますと、新しい教育のプロフェッショナル教育がで

きない。また学生も新しい先端機器を使って論文を作る、先生方の背中を見て、先生方が苦労し

て修得したノウハウ、暗黙知と言われているものをお持ちですが、データを苦労して作っている過

程を見ることができないので、なかなか新しいものをつくるチャレンジ的なものが出てこない。やは

り予算が負のスパイラルに入ってくるのが現状です。特に、うちの大学は小規模ですので、人材

育成まで含めた大きなお金を投資してできない、ただ、基礎研究力を下げない、ことで、学府長の

経費を少しでも投入して、そのレベルを下げないようにというようなことでやっております。裁量経

費で雇用した研究員はある程度の機器を動かせるようにしています。しかし、これが継続している

状況ですが、継続できないとなると一つ一つが繋がっていかないとなることが問題となっていま

す。 

我々としては申請時からの大学の繋ぎを作って、それを上手く利用していくことと、また技術職

員のレベルアップに関しまして、栗原社長からのお話がありました企業とのクロスアポイントメント、

大学と企業との関係を何ヵ月単位で考える課題の一つかとご提案をいただいて思います。 

 
【江龍氏】 

ありがとうございます。今のお金の点において、江端先生、先ほど“社会連携でのノウハウを大

学で共用するのだ”と言ったところで、インカムに対して大学の共用事業に使えることがある、との

ことですが、どの様に作られたのですか。 

 

【江端氏】 

気合です。半分は冗談ですが半分は本気です。大学のルールを変えることは、出来ないことが

多い。出来ないことをいかにして出来るようにするか、かなりの情熱を持ってやっていかないと、途

中で疲労してしまう。真面目にお話ししますと、１番は現場で働いている技術職員の方々、彼らが

どんな思いを持っているか、と言うことです。それをいかに拾い上げ、執行部に繋げて行くか、と言

う意味では、非常にコミュニケーションが重要であります。そのディスカッションの中から、どこに、

どんなニーズがあるか、課題があるのか、ということをしっかりと拾い上げて、一つ一つ着実にクリ

アーして行くことが重要です。大変地道な作業ですが、一つ一つやっていかないと、いきなり飛び

越えた、二段三段飛ばしの策なんか出てこない。この点に気をつけて着実に、一つ一つ丁寧に課

題を解決してきました。特に、各部局の方々が一生懸命考えた学内だけのルールがあるのです

が、それは前例の組み合わせであることが多く、非常に複雑な仕組みを作って頑張ってやってい

る状況がある。客観的に見るともう少しストレートに出来るのでないかとも思います。国立大学法

人の状況を考えますと、このような状況を打破するには、学内だけで閉じて進めることはできない。
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学外との連携により、そこを突破して行くことが必要と考えました。試作ソリューション事業におい

ては学外の仕事を受けて、これまで数 1000 円で受けていた仕事を、10 万円で売れる仕組みを作

った。そうすると、結構稼げるようになるので、皆やりたくなってくる。ただ、やりたくなってきたとき、

学外連携は重いので、学内で出来ないのかと皆思い始めた。どうしたら学内で浸透できるのか、

ということで、今現場の方では学内のルールを新たに作って、学内で得たお金を回していく仕組み

を作るような、ちょっとしたムーブメントが起きつつある状況です。 

 
【江龍氏】 

 ありがとうございます。これは来年また聞かせていただけるのですね。企業連携を飛び越えて、

“りょうもうアライアンス”ということで、群馬、栃木の広域での連携をしていらっしゃっている中で、

先ほど岡山大学様からも問題提起が有りましたけど、広域であるからこそ、誰かがキーとして受

けて、仕事の内容が出来るところに投げていく時の守秘義務の関係とか、アライアンスを組んでい

る時の運営費とか、今でて来たお話と絡め手お伺いしたいのですが、どういう仕掛けでそれを運

用されているのでしょうか。 

 

【群馬大：若松氏】 

 守秘義務に関しましてはざっくりとした内容でしか回っていません。初めコーディネータが話を伺

ってきて、群馬大学で対応できるか確認します。群馬大学で対応できない場合、他の大学へざっく

りとした内容で投げ、他の大学の人が出来そうかもしれないという段階で初めて詳しい話をします。

お金に関しては、他大学にお金を流せる制度が存在しない。文科省のお金は群馬大学に来てい

ますので、他の大学にお金を渡せない。そうすると、他の大学はただ働きか、というと、そうでもな

く、毎月 1 回 4 大学が Web 会議をしています。その時のカメラなどはお貸ししています。将来的に

やりたいと思っていることは、例えば、“群馬大学で話を受け、群馬大学で対応できない場合、例

えば足利工業大学でやっていただきます。その時測定費が足利工業大学に入りますが、その何%

かを最初に受けたところに入るシステムができれば良いな”、と思っています。しかしまだ具体的

に出来ていない状態です。働き損になるような関係は作りたくない、と思っています。 

 
【江龍氏】 

なかなか難しいところだと思うのですよ。地域連携をやってみたいが、先生からお話が有りまし

たように、案外壁があって、なかなか突き破れない。それで先生個々で受けてやり取りしているの

が事例かと思ってお伺いしたのですが、案外難しいとのことですね。 

 
【若松氏】 

 難しいのは、企業によって相談のレベルが凄く違うことです。例えば大きな会社は働いている方

もすごく知識もあり、問題意識が明確なので、すごくピンポイントの相談が来るのです。それが町

工場の人だと、何をしたらよく分からず、大学に丸投げになることがあります。そのレベルの差が
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物凄く大きいので、対応が結構大変です。機器分析センターの一つの目的としては、一般企業の

人たちの分析機器の理解を上げたいとか、分析機器を使ってみたいと思わせるとか、そういう例

を増やすことによって、徐々に皆さんの意識とか知識が高まって、それが、最終的に日本全国の

技術力アップに繋がればいいな、と思っています。しかし、先は長いと感じています。 

 

【江龍氏】 

ありがとうございます。今、社会連携をどんどんやって、社会人の再教育まで突っ込んでいけ、

と文科省のお話があるじゃないですか。まさに今の連携、お金の問題はさておき、連携において

大学が果たすべき役割について、何かお話しをいただけないでしょうか。 

 

【中島氏】 

 群馬大学さんのりょうもアライアンスも、鳥取大学さんの“とっとりイノベーションファシリティーネ

ットワーク”、宮崎大学さんの“みやざきファシリティネットワーク”も、その窓口を一つ明確にしたこ

とが大きいかなと思います。大学の方にとっても、企業の方にとってもここにまずアクセスすれば、

ここにアポイントを取れば、そこから何か広がるのでないか、という窓口が有ることが良いと思いま

す。今までお互いにどこへ声を掛けて良いのか、不明のままであった状況の中でそういうことが重

要かと思います。 

次として、この先どうすべきか、となりますと、お互い組織の壁を打ち破っていかなくてはならな

いとなった時、人事交流とか人材交流をやられているかと思いますが、本当の意味でそこで“ヒト”

が育ってくると思います。色々とお話しさせていただきましたが、技術職員の方も、企業でどういう

物が求められているのか、大学はどういったものをやりたいと思っているのか、そこは技術テクニ

シャン間の交流によって得られると思いますので、そういった窓口を作って、そこの壁を破って行く

取組が必要かと思います。岡山さん、鳥取さん、宮崎さん、群馬さんの仕組みが進んでいるとの

印象を感じました。 

 

【江龍氏】 

はい、ありがとうございます。ここで、会場から問題提起を伺いたいと思います。 

何か御座いますでしょうか。 

ここまで、まず 4 つの事例の中では非常に上手に学生さんを取り込んで、その学生の研究者へ

の人材育成の点において、非常に上手に取り組んでいると感じさせていただきました。一方で技

術職員の方々のレベルアップということにおいては、意識改革等々なかなか難しい点があろうかと

思いますが、この 4 大学の皆様上手にやっていると思います。そういった点において、うちは上手

くいっていない、などありましたらお願い致します。はい、お願いします。 

 
【千葉大：桝氏】 

 千葉大学共用分析センターの桝と言います。今お話しにあったところで、人材の育成あるいは活
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用の所がポイントかと思いますが、学生さんに関して上手く巻き込んでやられている事例が有った

のですが、学生さんにやってもらう上では、アルバイト代を出しているかと思いますが、教育とのこ

とで、大学の殺し文句で、“教育だから、安くても頑張りなさい”、実際には労働力の搾取になって

しまうのでないかという恐れが実際出てくることがあるかと思う。捉え方次第かと思いますが、学

生さんを巻き込んでいく、所謂、お給料とかお金の点でちゃんと評価を含め、評価とか成果に繋が

るような仕組みをどの様に設けていらっしゃるのか各大学にお聞きしたい。 

技術職員に関しても同じようなことで、技術職員の人に大学連携の対応をしてもらうことは、本

来もともとなかった仕事はずですが、それを加えているところが多いので、“なんで給料が増えず

に人がへらせるのか”、そういうことが出てくる。そういうところに対してどういうモチベーションの保

ち方をするのか、そこのところで何か仕組みなりありましたら教えていただきたい。 

 

【江龍氏】 

ありがとうございます。大変に皆が聞きたい事項です。４大学とのことでしたので、登壇順に北

海道大学江端先生から順にお答えをいただけますでしょうか。 

 

【江端氏】 

 非常に難しいご質問ですね。我々もこの共用の事業を進めて行く上で、料金を取ることによって、

実際仕事をされている技術職員の方々へのインセンティブがどうように働くのか、考えました。そ

れを一番最初に考えないと、今までやっている仕事にさらに重ねて仕事をさせることは出来ないと

いうことになります。一番最初に人事課の方と議論しました。議論しましたが、某大学さんの事例

と同じかと思いますが、技術職員の方々の人事的な話は非常に硬くて、かつ技術職員というグル

ープが「分析」だけでなく、「フィールド」や「情報」等様々な方々と一緒のカテゴリーで、一緒に考え

ることが非常に難しい。そうはいっても、トップダウンで組織改革とともに人事制度改革を行ってい

くべきでないか。今はグローバルファシリティーセンターから提言しながら、技術職員の方々のイン

センティブの話は進めている所で、技術職員の方々のアウトプットがいかに凄いのかを見える化

をすることで、その方々の価値を更に高めるために、技術職員の方々が積極的に前に出ていただ

けるように事業を進めています。 

 学生さんに関しては、他大学のケースと同様にＲＡ・ＴＡ制度を作って協力していただいているの

ですが、学生さんの教育というところでリンクしているので、正直申し上げてご質問の点は余り深く

は考えていません。学生さんが非常に満足しているようですので、よりメリットを感じていただける

ようにするためには、さらなる教育プログラムの提供が必要ではないかと考え、紹介させていただ

いた大学院共通科目を作って試行中です。 

 

【江龍氏】 

 ありがとうございます。それでは群馬大学若松先生お願い致します。 
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【若松氏】 

 技術職員については今新しいシステムを作ろうとしていますが、いきなり大学全体で行うのは無

理なので、（機器分析センターがキャンパス内に存在する）理工学部から始め、それからじわじわ

と進めていく戦略です。初めは全くネガティブな反応でしたが、じわじわと進めていけそうな感じは

あります。今考えているのは今までの技術職員とは別に、全く別の組織で、この人たちは技術が

上がれば給与も上がる、そう言ったシステムです。 

 

【江龍氏】 

 ポストを作られたということですか。 

 

【若松氏】 

“そういうポストを作りたい”、という話です。そういう話の相談を今しているところです。まだ担当

事務に届いていないかもしれませんが、じわじわとそういうのを進めていきたい。技術職員にとっ

てそれ以外多分インセンティブが無い。勉強して、お給与が上がるポジションにしないと、誰もやら

ないという気がします。一人そういう人が出れば、自分もやりたい、という方が出てくるのでないか

と期待しています。 

 学生に関しては、まだ始めてはいませんが、ほぼたたき台は出来ています。臨時雇用の職員と

同じ給与で時間に対して払います。大学も一応ＯＫの感じで、搾取にはならないなと思います。 

 

【江龍氏】 

 進んだ対応で感動しました。続いて岡山大学田村先生お願い致します。 

 

【田村氏】 

最初、技術職員に関してのご質問はどの様なものでしたか。 

 

【江龍氏】 

 技術職員に対するインセンティブを与えていくには、どういう仕掛けなのか、です。 

 

【田村氏】 

そうですか、それは考えたことが無かったですね。インセンティブを持っているのが凄いです。 

岡山大学は教員を含めて評価制度が既に前から確立していまして、自己申告でこれだけの仕

事をした、と出して、管理部局の部門長が評点を付けるオフィシャルな手続きと同時に、普段の情

報交換の中で、この様なことをした、とか皆に言ったことなどが半分、残りは制度でのもので行っ

ています。自己研鑽は当たり前の雰囲気である。それぞれお互いに異なる機器のエキスパートで

ある。競争でないが、それぞれ張り合う。 

講習会に積極的に出て行ってもらう。講習会で学ぶということと、講習会をやるということで、やる
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ことは非常に大きなモチベーションを高めます。学生との意思疎通とか、他の大学との技術者と交

流して情報を得ることなどで成長していく。教員が成長するので、学生も成長する。それを搾取と

呼ぶかは人により異なりますが。 

学生の方ですが、これは時間給ですから、コンプライアンスにもパスして、規定通り支払をして

いる。 

 

【江龍氏】 

 ありがとうございます。東京農工大学臼井先生お願い致します。 

 
【東京農工大学：臼井氏】 

 まず技術職員ですけど、我々の大学は非常に小さくて、スタッフとしての技術職員は常勤が 1 名、

非常勤が 1 名で、非常に少人数です。技術職員の一般の研修会はあるのですが、今回の設備サ

ポートセンター整備事業のような特別のプログラムはやっていません。ただ非常に役に立ったの

は、本事業で企業経験者をコーディネートマネージャーとして雇用しています。分析の最先端を行

っていた方が大学の中に来られますと、“会社ではこうなんだよ、最近の分析機器はこうなんだよ”、

など生の情報が毎日の会話から伝わるため、コーディネートマネージャーから感化を受けて、技

術職員としての技量が上がっていると思われます。 

 先程江龍先生からご質問を受けました学府長裁量経費による特任の助教ですが、これも透過

電顕を入れた時に、最新鋭の電顕を入れてもそのままでは使いこなせない。そこでメーカーにお

願いして、先端研究ができる方に 5年間だけ来ていただきました。このように進歩の速い分野では、

そのような方が最先端の機器を使うことで技術職員への教育の一つになっていますし、本人の意

識も高まっているのでないかと思います。 

 それから、学生さんに付いてですが、搾取になるのでないかと我々も心配いたしました。TA の人

件費はどの大学でもきちんと一時間当たり幾ら、と決まっているかと思いますけど、我々も心配し

ましたので、ＴＡをした学生にアンケートを取りました。そこに研究の時間が取られたとか、ネガティ

ブな面が無かったか等の質問項目を入れましたが、意外に無くて、寧ろ、研究ができ、お金の貰え

て良かった、という回答でした。これはＴＡを選ぶときに、自分の研究を活かせるようなＴＡを上手く

選んだ、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係になる学生を予め選んだところが良かったのかと思っています。 

 

【江龍氏】 

ありがとうございました。いかがでございましょうか。それに対して、いや、こういう観点で、とか

ご意見御座いますか。ありがとうございます。 

それでは、また会場から。 

 

【東京工業大：松谷氏】 

東京工業大学の松谷と申します。 
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田村先生伺いたいのですけど、技術職員が論文をコントリビューションした時に、彼または彼

女は共著者として載るのでしょうか。 

 
【田村氏】 

載ります。 

 

【松谷氏】 

それは素晴らしいです。 

 

【田村氏】 

技術系職員の方々はそういう形で業績を上げて、機会が有れば、教育的な実績も上げてもらっ

て、更に私としてはキャリアパスを開拓する形で技術を上げてもらいたいと思っています。 

 

【松谷氏】 

キャリアパスですが、教員へシフトするという意味ですか。 

 

【田村氏】 

可能性があればですが。 

 

【松谷氏】 

技術職員としてのキャリアパスの有り無しはどうですか。 

 

【田村氏】 

そこは次の課題として取り組みたいと思います。 

 

【松谷氏】 

先程から技術職員のレベルアップと言う言葉が何回か出てきましたが、よく考えますと、レベル

アップしないとは今レベルが低いと言っているようですが。会場に居る技術職員の方々は怒らない。

逆に、そのようなことが軽々しく言われるとは皆様のレベルが低いと思われている。アップしろと言

われると、外部のドクターを採用したとかで、大学独自のゴールとしての人材育成、今のテーマで

あります学外連携に応える人材育成ですが、ゴールが今見えていない、ゴールを皆様どの様にお

考えでしょうか。皆様に伺いたいと思います。 

 

【江龍氏】 

皆様とのことですので、私から行きたいと思います。名古屋工業大学でも人材育成の中で技術

職員の方々には研鑽を積んでいただいています。技術職員は技術部の中に人が入っていて、そ
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の中から分析に関係する部署に、例えば 5名あるいは 7 名来ていただいています。その方々には、

この装置を担当してください、あるいはこれが出来ますからこれを、ということでお願いをしていま

す。その中で、学内外から勿論試料が上がってくる。それに対して、先生方は論文をどんどん書い

ていただいて、国際会議にもどんどん行って、そう言った所に追いついて行かないと困る。あるい

は、この装置は額面上、この分解能があるけど、今までのやり方ではなかなか上手く其処までい

かない。でも、そう言った時にＪＥＯＬさんにお願いして、“ちょっとお手伝いお願いできませんか”、

そうすると、“そこをそうするとこうなるんだ”、そう言ったところに対して、技術を研鑽して行ってい

ただいています。決して低いからどうのこうのと思ったことは一度も御座いません。寧ろ、積極的に

学生さんの育成に関わっていただいていますし、積極的に自分たちで時間を作ってもらって、こう

いう時間を使って、外部でこういう先進的な研修会を行っているから、自分たちとして出たいんだ

から予算を工面してもらえないか、そういうような関係にしております。下に見ているのでなく、や

はり、人は資産ですので、各大学限られた人材でやっていますので、それをどう頑張っていただく

か、人間関係の中にいると私は捉えています。 

 
【中島氏】 

大学でどの様な職種、役割が必要かというのは、全体として同じレベルで測れない。大学よって

も分野が違いますし、求めている研究の内容も違いますので、大学それぞれに合った組織が絶対

必要かと思います。一方で、国立大学の技術職員は俸給体系がほとんどほぼ同じ横並びで、技

術とかスキルとかが多様化している中で、そのままで良いのかというのは大きな課題なのかなと

思います。ただ俸給体系で組織の仕組みが変えられるような制度にはなっているが、まだ変え切

れていない。大学として研究をどの様にするのか、より良い研究支援の体制がまだ見つかってい

ないことが正直なところかな、と思います。本当にやる気のある研究に関わっていきたい方々もき

ちんと評価して、その先に繋がるような仕組みは今後必要なことであって、設備サポートセンター

整備事業を通して出てきた課題の一つかと思います。 

具体的な事例で行きますと、昔でいくと、文部科学省に色々な予算要求の相談で来る場合、担

当の先生方と事務の課長さんという方ですが、近年、この様なサポートセンターの相談にも先生

だけでなく、技術職員の方、ＵＲＡの方も一緒に来ていただいて、一緒に議論されている流れも出

てきています。この様に、大学として一緒に考えていくことも非常に大事だと思いますので、今、対

等に意見を出し合える場は重要なことだと考えています。 

 
【江龍氏】 

ありがとうございます。今、ちょうど受けさせていただいて、私の名古屋工業大学、去年の 10月

に大学の改組させていただき、特に共用部門に関する大型設備と外部と繋がる産学連携センタ

ーを一体にした機構とし、その中で全体のお金の流れを見渡せて、人件費まで動かせるその機構

の推進会議には理事も技術職員の代表の方にも出ていただき、同じテーブルの場に付けるような

仕掛けを作っています。 
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では、栗原社長、企業の立場で。 

 

【栗原氏】 

我々の所に色々な大学より、“定年で辞めた方でいいから、電子顕微鏡のオペレーションが上

手な方を送ってくれないか”、などの要請が非常に多いです。我々が明日の機器の開発に貢献で

きる人材であれば、我々も第一級の優秀な人材を送る、ことの必要と思います。だから受ける側

の大学もそういう優秀な人材を育てる、受け入れられる体制を作っていただく。私の社員によく“外

に行け、人事異動もよくやれ”、と言っているのです。大学に行くことは本人の勉強にもなりますし、

大学も優秀な人材を我々が送れば、貢献すると思うのです。但し、優秀な人材をあまり長く大学に

置いてほしくはありません。例えば 2 年で戻してほしい、そういう循環が出来れば我々の研究開発

にも、技術職員というより寧ろ、第一級の研究者との交流が我々企業にとってありがたい。定年退

職の方と言う場合には協力させていただきますが、望むのはその辺の人材を送る代わりに、それ

だけのメリットを供与させていただきたい。こういう感じです。今お話を聞いて思いました。 

 

【江龍氏】 

ありがとうございます。それでは江端先生お願い致します。 

 

【江端氏】 

 ありがとうございます。技術職員の方の技術が低いことですが、私も研究者として多くの技術職

員の方に助けられてきました。そもそもグローバルファシリティーセンターを立ち上げる際にまずは

じめに考えたのが、技術職員の方々をどの様に表に出していくかです。技術職員の方々がなかな

か表に出て来れない仕組みになっている、蛸壺化している、ということが大学が抱えている大きな

問題だと思います。教員・事務職員ではそれなりの規定、ルールがあります。またそれに伴ったな

りの処遇がなされています。技術職員の方々に関しては規定を見る限り、教員・事務職員と比べ

て少し足りてない。また、キャリアパスを考えるにもキャリアの種類がそもそも少ない。そう言った

意味で、技術職員の方々の視野を広める意味での育成、と言うことで様々なアプローチで事業を

進めて行きたいたいと考えてやってきたところがあります。江龍先生、中島さんもおっしゃっており

ましたが、対等な意見を出す場、どんな職種であろうと、各々の立場、視点で気づくことがあります

から、そこで偏りが生じない場を作る意味で、オープンファシリティのコンセプトは非常にマッチして

いると思います。オープンファシリティという言葉からファシリティ（設備）だけの問題として捉えるの

でなく、人もオープン化して行かなくてはいけない。人のオープン化を通じてオープンイノベーショ

ンが起こるとか、それを GFC という場を通じて実現する。それが北海道大学の考え方です。 

 

【江龍氏】 
 ありがとうございます。それでは群馬大学若松先生お願い致します。 
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【若松氏】 

群馬大ではこの設備サポートセンター整備事業の予算で一人雇用することができました。すごく

優秀で、外部測定収入の半分は彼が稼いでいます。それは“今迄いたスタッフでは最も手薄な分

野の測定をやれる人”として公募したのです。優秀で技術も高いのですが、問題は彼が他の大学

に行って教える制度が無い。技術職員だとそう言った出張ができない。これは凄く勿体無い。そう

いう要望も来たりはしているのですが、オフィシャルには出張は出来ない。結局謝金が払えないの

です。何か新しい人事システムを作らなくてはならない。それから、技術職員の人たちは以前研究

室に張り付いていた、ということが多いので、元の先生がどういう方針だったのか、オープンな人

なのか、などで意識が随分違います。そこがなかなか難しくて、例えば、雑用しかして来なかった

ある程度定年近い女性の人なんか新しいことをしたくない。一方で、“私は技術職員になったのだ

から、ちゃんと実験したい、装置動かしたい、是非測定させてくれ”と言う人もいて、今私たちはそう

いう人に助けられています。人によって違うので、ある程度人の入れ替わりによって文化が変わっ

て行くのを待つしかない。ドラスティックに変えるのは凄く難しいと感じています。大学全体のレベ

ルでは技術院、全学の技術職員の組織を作りたいと思っています。そうすると群馬大学全体でど

ういう人を採りましょう、どういう技術を持った人が必要だから、こういう分野の人を採りましょうとい

うことになります。戦略的な、教員と全く同じ形で行いたいと考えています。 

 
【江龍氏】 

ありがとうございます。 

 

【田村氏】 

岡山大学の田村です。うちの分析部門で一番新しく入ったのは私ですので、技術的なことが分

かっていないのが私です。技術系職員の方が技術的に未熟であるか私は全くわかりません。ただ、

彼らが測れなかったサンプルは何回やっても出来なかった、というところで、彼らは頼まれた人と

か頼まれた物で打ちのめされていることは多々あるかと思います。自分の技術が十分であるか、

未熟であるかは技術者が一番分かっていて、（私は専門外ですので、外から見て、彼らの話を聞

いてあげる、人間としての悩みを聞いてあげるのが私の仕事で）それは彼自身が成長している証

でもあります。 

 
【江龍氏】 

ありがとうございます。東京農工大学お願い致します。 
 

【荻原氏】 

技術職員は私の大学でも色々な部署にいますけれど、先生方の見方がプロフェッショナルとし

て見ているのか、オールラウンド型で見ているのかで大分意見の相違があるかと感じます。入っ

て来た時は専門性が高くて、広く特性のある機械が良く測れたり、データが出てくればそれに対し
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て、持論を述べるなどして、一緒に共同作業で論文を作っていく。そういう風なやりとりをしながら、

やっている先生にとってプロフェッショナルは良いところがある。ちょっと違う機器になると、なかな

かそこまで入り込めない。先生方も全部ある機器の全ての所を求めているような方はレベルが低

いとされているのかなと思えます。ただ大学の方針としてはある程度オールラウンド型（我々のと

ころはそれ程高い専門性、部門別毎に貼り付けることができませんので）の人を育成して行く為に

は、研修等が必要かと思います。 

 

【江龍氏】 

はい、ありがとうございました。いかがでございましょうか。先ほど会場からご質問された方。 

 

【松谷氏】 

皆様丁寧な回答どうもありがとうございました、前向きに考えていただき、よかったと思います。 

中島さんからの回答にありました対等にやる、というのが今回の人材育成のゴールと設けていい

のかと感じました。どうも有難うございました。 

 
【江龍氏】 

はい、ありがとうございました。非常に重要な問題提起ありがとうございました。そろそろ時間で

すけど、会場からもう一件、どうでしょうか。はい、どうぞ。 

 
【日本電子：高杉氏】 

日本電子の高杉です。大学の皆様の所でメーカの者がコメントを言うことは憚れますが、共用

に関係する方からお話を聞きますと荻原先生の方から新しい機器の更新が難しいとの話が有りま

したが、関連すると思いますが、受託分析会社でどの様な運営をやっているか皆さんに調べても

らって、参考にしてもらえたらなと思います。何を言いたいかと言いますと、受託分析をやっている

会社 10 年 20 年 30 年装置の入れ替えをしながら、いかに使ってもらうとか、継続的にニーズを続

けるか一度決めた形をやっているので、その観点で行きますと、大学で機器を共用している方々

は、大学の中で、CREST が当たったとか、特別推進研究が当たったとか、補正が当たったとか、

そういうので新しい装置が入って、その後でそれを上手く活用しようとして、維持をするコスト、人

件費をどの様に回していくかで利用料金を決めたりしてと思うのですが、初期導入にどの位のコス

トがかかったかを考えないので、やっていると思います。それを入れると受託分析会社と同じにな

ってしまいますので、使う人が減るのでないか、安くしないと使う人がいないので無いか、直ぐには

難しいかと思いますが、大学の機器分析をしている方の技術レベルが凄く高いのですから、もっと

お金を取れるのでないか、受託分析の会社と同じ位とれるのでないか、そうすると装置も入れ替

えられるようになりますし、技術職員も良いデータが得られるので、先生方の論文に名前を入れる

ので、その人は重要であると認識されてくる。そういうのを繰り返すことで技術職員のレベルが上

がるし、使われている装置も新しくなるので、学生さんもどんどん新しい技術を伝えるようになり、

パネルディスカッション 意見交換 

第 4 回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 111 



人材育成になる。皆さん高い技術を持っているのに、安売りしているのでないか。今の維持するコ

ストから考えるのでなく、10年 20年分析するバックコストして、こういう運営をすることを考えてもら

うことがこれから大事かなと思います。 

 
【江龍氏】 

ありがとうございます。非常にエールと取りたいと思うのですが、これに関しては各登壇者の皆

様、会場の皆様同じ思いでいらっしゃるかと思います。なかなか国立大学法人というので利益集

団で無い、しかしながら維持だけでなく、更新にもやっていきたい、あるいは今ないオプションを購

入したりする費用、そう言ったものに対して内部資金から出していく、そういったことに対し、恐らく、

各大学やっていらっしゃるかと思いますし、実は本校も今度乗り出そうとしています。そう言ったこ

とで全かいしていこうと思います。 

だんだん白熱してきて、こういうのは終わるのですけど、私取りまとめを任されているのですけ

ど、今日出だしで、各大学の組織の在り方に強く依存している、という前提条件でお話をさせてい

ただきました。まさに、人材育成に関しても、先ほど会場からお話しいただきましたが、特に技術職

員の方等、あるいは学生に対しても機器共用というものを一つ上手に考えて大学の研究力向上

に繋げ、そして大学が組織を変えて行って、またそれが、今丁度会場からお話をいただきましたが、

企業様との信頼を勝ち得ることが料金を上げられることに直結すると思います。その繰り返しをや

っていくことで、設備サポートセンター整備事業は増々もって重たくなると思いますし、どんどん続

けて行っていただきたいと思います。最後に中島様からコメントをいただいて締めたいと思います。

いかがでしょうか、よろしくお願い致します。 

 

【中島氏】 

本日は色々とご意見ですとか、私にとってもこう言った事業を通じまして、皆様からのご意見を

伺いまして、勉強させていただきながら話させていただきました。 

やはり技術サポート、発端は機器共用からスタートしていますが、本日ご議論していただきました

ように、今は機器の共用に留まらず、大学の組織の在り方までに踏み込んで、研究をどの様に支

えていくのかといった組織の在り方の議論まで進んでいるかと思います。 

サポートセンターという形での新規の支援は来年度以降無くなりますが、今後大学の研究力向上

とか研究支援のサポート体制をどの様に考えて行くのか、やっていかないといけないことは十分

認識しています。大学としても機能を活性化して行くことで、大学の中から、そして企業、国等々同

じ方向を向いてこういった取組を続けていけたらなと考えています。 

また、今後も意見交換ですとか、ご意見等ございましたら、伺っていきたいと思います。本日はあ

りがとうございました。 
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【江龍氏】 

ありがとうございます。 

それでは“大学が一致となって文科省の背中を押せた”、というところで締めさせていただきた

いと思います。皆様、パネリストの皆様に拍手をもってお礼をしたいと思います。 

ありがとうございました。 
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3．第４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 4 回設備サポートセンター整備事業シンポジウムは、大野弘幸東京農工大学学長による開

会の挨拶で始まり、平成 29 年度採択校（東京医科歯科大学、鳥取大学、宮崎大学）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～設備サポートセンター整備事業におけるこれまでの取組と

今後に向けて～」と題して、基調講演をいただいた。その後、ポスターセッションにおいて各事業

採択校（17 大学）の実施状況、人材育成への取組その課題、そして今後の展望などの説明と情

報交換が行われた。引き続き、日本電子株式会社代表取締役社長の栗原権右衛門氏より「分析

産業の新展開」と題して企業講演をいただき、パネルディスカッションでは「研究・教育の活性化と

学外連携に応える人材育成」をテーマとして、活発なディスカッションを会場と一体となり行われ

た。 

 

基調講演、パネルディスカッション及び企業講演を通じ、「大学の研究・教育力に繋がる設備共

用の取組の在り方」、「人材育成のための大学組織の在り方」などが議題として挙がった。 

 

【大学の研究・教育力に繋がる設備共用の取組の在り方】 

大学の研究・教育力に設備機器の共用の取組を繋げるために、各大学で特徴ある試みが進め

られており、成果を上げつつある。そのようなプログラムの発展のために、設備サポート事業は、

学外ニーズや大学の情報を集約できる“場”を作る重要な役割を担っている。その“場”から教育・

研究のアウトプットの価値向上、それと関連した企業・大学・研究機関等々との学外連携を目指し

た、ヒト・モノ・情報の交流を阻害する壁を突き破ることを目指す必要があるのではないのか。 

 

【人材育成のための大学組織の在り方】 

技術職員等のサポート人材は大学の教育研究を支える上で大変重要であり、かつ彼らが出す

アウトプットは凄く、決して技術的に劣っているとは思えないが、それら結果が彼らの評価・成果に

繋がっていない場合が多々ある。彼らがさらなる技術研鑽を行い、そして彼らの成果を見える化で

きる大学の組織構築はサポート人材のモチベーション向上の上で大変重要である。そのためにも

技術職員の方々が大学関係者と同じテーブルに着き、議論できる仕掛けを組織として作る必要が

あるのでないか。 

 

 

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機器の管理運営に関係した教員、技術職

員、URA、事務職員等にとって、情報収集並びに情報の共有の“場”として、増々役割が重要とな

ってきており、来年度以降も継続して開催すべく提言するとともに、今後の大学研究・教育力向上

を目指し、平成 30 年度以降においても文部科学省より新規支援事業を提案いただけるよう要望

いたします。 

 本シンポジウムにおける議論を踏まえ、平成 30 年度以降の新たな共用設備支援事業の継続と

発展に向け、以下の提言をさせていただきます。 

 

 

 大学の教育・研究力向上のためには共用設備機器の活用と、研究教育を連携する体制作り

が必要である。 

 学外連携を行う“場”を設定する上で、設備サポートセンター整備事業はまさしく face to face

の“場”として意義がある。 

 本事業は日本の産業力の国際的な競争力向上を支える独創的・先進的な研究を研究機器

の共用システム通しサポートするだけでなく、それら研究を支える高度な解析力を有する人

材育成の“場”としても大いに意義がある。 

 真の意味で人を育てるには、学内外の情報交換と、そこに関わる技術者の交流が必要であ

り、そのためには間に存在する壁を打ち破る必要がある。 

 設備共用に関わる技術職員や学生の実績を見える化することで、彼らの地位を積極的に高

めることが求められている。 

 各大学それぞれに合った研究支援組織体制の構築と、それにかかわる技術職員制度の仕

組み作りが必要である。 

 大学として技術職員等の積極的な参与のもとに、設備サポートセンター整備事業を議論し、

意見を出せる場が求められている。 

 大学としての機能の活性化を目指し、今後も設備サポートセンター整備事業の継続あるいは

その趣旨を引き継ぐ共用設備支援事業の立ち上げを強く要望する。 

 

 

北海道大学（江端 新吾） 東北大学（坂園 聡美） 筑波大学（佐々木 絢子） 

群馬大学（若松 馨） 千葉大学（桝 飛雄真） 東京医科歯科大学（木村 彰方） 

東京農工大学（臼井 博明） 金沢大学（向 英則） 名古屋工業大学（江龍 修） 

大阪大学（古谷 浩志） 神戸大学（藤井 稔） 鳥取大学（森本 稔） 

岡山大学（田村 隆） 広島大学（野田 好人） 高知大学（津田 雅之） 

九州大学（稲田 幹） 宮崎大学（今井 正人）  
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【参考資料】  

第 4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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート回答者の所属等に関しましては掲載を控えさせていただきました。 
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2．シンポジウムの開催をどの様に知りましたか？（複数回答） 

 回答数 

東京農工大学ホームページ 11 

文部科学省研究振興局学術機関課からの連絡 24 

開催案内チラシ 25 

東京農工大学からの案内 30 

その他 14 

その他内訳 

 他部署からの紹介 

 実行委員から 

 昨年のシンポジウム 

 パネリスト 

 採択校なので昨年から知っていた 

 

 

3．シンポジウム参加回数をお聞かせください。 

 回答数 

初めて 59 

2 回目 23 

3 回目 11 

4 回目 8 

 

 

 

 

4．参考になったのは次の内どれですか？（複数回答可） 

 回答数 

基調講演 62 

ポスターセッション 75 

企業講演 51 

パネルディスカッション（事例紹介） 58 

パネルディスカッション討論 67 

その他 3 
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5．基調講演はいかがでしたでしょうか？ 

 

 

 

6．基調講演について ご感想・ご意見 

 申請のポイントが分かり易かったので、良かったです。 

 設備サポート事業の全体像がより分かった。 

 とても良い経験だった。もっと活発に話し合う時間があってもいい。 

 参考になるお話が聞けました。大学に持ち帰って検討したい。 

 設備サポートセンター整備事業の次の事業のお話があればもっとよかったかなと。 

 分かり易く説明頂けて良かった。 

 予算（設備整備）の動向と大学の取組みについての説明は良く理解できたが、今後の日本の

科学技術の発展について不安になった。 

 本事業についてとても分かり易かった。 

 有益で有ったが、もう少し深く話してもらいたかった。 

 次の展望も多少は述べて頂ければ。 

 共用・リユースの拡大と活用の中で、人件費の有用性に気付いたという今後の展望が重要と

思われました。 

 これまでの事業が大学の研究教育力の向上にあることに感銘を受けた。 

 「設備整備費の確保」という原点に上手く帰るために、我々が出すべき後押しのデータがあ

れば、教えて頂ければ頑張ります。 

 方針や大計画の内容が分かり、有意義でした。 

 

 

 

 

 

 

 回答数 

満足 46 

やや満足 33 

普通 21 

やや不満 0 

不満 1 
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7．ポスターセッションはいかがでしたでしょうか？ 

 

 

8．ポスターセッションについて ご感想・ご意見 

 ポスター発表としては難しいことだと思いますが、是非、問題点についても挙げて教えて欲し

い。 

 設備共同利用をこれからはじめようとする大学へのアドバイス、などあればより良かった。 

 前半後半の区別があいまいだったと思う。 

 普段なかなか聞けない、込み入ったお話しを根堀り葉堀り聞ける貴重な場で、非常にありが

たかったです。 

 配布資料の字が小さく、読むのに難しいので、各校数ページにして欲しい。 

 種々の取組を知ることができた。 

 各大学の簡単な紹介説明を行う時間があってもよかったかもしれません。（説明者がいる大

学といない大学があったため） 

 色々な質問ができ良かった。パネルディスカッションが加わることにより、理解が深まった。 

 自分のところの説明をしていたら、他のポスターを見る時間がありませんでした。しょうがない

ですね。 

 各大学の取組を直接聞くことができた良かった。 

 発表者の方となかなか直接話ができなかった（どなたが担当なのかわかりにくい）。 

 内容を補足する資料（各大学）があれば良かったと思う。 

 大学の共通機器センターの方が分析機器メーカーに求めておられる内容は良く見えなかっ

た。もう少し突っ込んだ話をしたかった。 

 ポスターの近くに担当者が不在のことがあり、意見交換ができないことがあった。担当者は

目印を付けると分かり易い。 

 時間をゆったりと取っていただいたので、十分な情報交換ができた。 

 もう少し各大学の資料があると嬉しかった。（パネル以外の原稿のＡ４チラシ等） 

 各大学の取組の現在の状況がわかり、参加して良かったです。 

 回答数 

満足 53 

やや満足 25 

普通 17 

やや不満 1 

不満 0 
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 運営体制に関して詳しく聞けた。各校、興味深い。 

 長時間取っていただいたことで、十分な議論ができたと思います。 

 人材育成の位置付け、大学としての戦略に相違点が見られた。 

 各大学がそれぞれの考えがあり、大変参考になった。 

 もっと多くの大学の例があると良い。 

 意見交換ができて、色々な事例が参考になりました。 

 もっと時間があっても良いくらい。 

 時間が足りなかった。 

 他大学等から積極的に質問を受け、対応については、今後に継続になる予定です。発展に

感謝しています。 

 

 

9．企業講演はいかがでしたでしょうか？ 

 

 

 

10．企業講演について ご感想・ご意見 

 社長のお話しだったので、説得力があった。 

 企業も横のつながりを作って、よりよい装置作りを目指しているようだったので安心しました。 

 日本発の先端解析技術で世界に適用するものづくりを行いたいと強く思いました。 

 企業戦略がわかりました。 

 企業の現状をしることができた。 

 具体的な内容（なまなましい事例）について言及があり興味深い内容の講演であった。 

 Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅでふれあえる場の共用が重要という指摘はその通りと感じた。 

 分野が違うので、新しい考えがきけて良かった。 

 企業案内でしかなかった。 

 ＪＥＯＬの現状の戦略が良くわかりました。とても良かったと思います。 

 回答数 

満足 45 

やや満足 22 

普通 23 

やや不満 0 

不満 0 
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 企業側の取組が良くわかりました。 

 設備開発状況が良くわかりました。 

 

 

11．パネルディスカッションはいかがでしたでしょうか？ 

 

 

 

12．パネルディスカッションについて ご感想・ご意見 

 うまくいった事例だけでなく、本音レベルの問題点も教えて欲しい。 

 色々な意見が聞けて良かったです。議論を事前に数点教えてもらっていると、質問等できた

かなと思います。グループ討論も楽しそうだと思いました。 

 人材育成の狙いはどこにあるのかを改めて考えさせられた。 

 学生を活用することは基本的には否定的である。学生に装置のメンテナンス等まで任せると、

本人が卒業していなくなった場合、うまくシステムが機能していない場合、継続性が担保でき

なくなる。 

 論点整理が的確であったと思う。 

 北大の江端氏が大学の外と連携して「外圧」で学内ルールを変えさせるしかないと述べてい

たのは至言。 

 ディスカッション時間をもう少し長く欲しい。 

 事例に基づいており具体的でした。 

 やっぱり時間切れになっちゃうね。 

 同じマイスターでも大学によってとらえ方の違いもあり、勉強になりました。 

 時間が長い。 

 ＴＡの取組が多く行われていることが以外であった。 

 難しい点もありますが、率直なお話しを聞けたと思います。 

 技術職員の方々への協力体制が重要であると分かりました。 

 回答数 

満足 48 

やや満足 34 

普通 5 

やや不満 1 

不満 0 
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13．シンポジウム運営全般 

13-1 開催時期 

 

その他内訳 

 来年度は予算が少なく出張しづらいため、もう少し早めが良い。 

 催しが多いので調整が必要と思う。 

 この辺しかないように思います。 

 適切であるが、雪がこわい。 

 冬をハズしてほしい。 

 

 

13-2 開催場所 

 

その他内訳 

 駅から遠い。 

 飲食店等が周辺にある会場が良いと思います。 

 府中は遠くて少し不便に感じた。 

 都内が良い。 

 

 

 

 回答数 

適切である 54 

もう少し早め 27 

もう少し後 6 

その他 5 

 回答数 

良かった 76 

学内が良い 9 

その他 5 
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13-3 シンポジウム全体の時間 

 
その他内訳 

 もう 30 分遅く始めてほしい。 

 13:00～として頂けると、余裕をもって来やすかったです。 

 ポスターセッションの時間が少し長い。 

 

 

14．その他ご意見・ご感想 

 用務の都合で施設見学に参加できず、残念だった。 

 会場が寒い。みんなコートを着ていた。 

 主催の東京農工大学の皆様、お世話になりました。 

 貴重な場をありがとうございました。 

 ありがとうございました。 

 大変参考になりました。ありがとうございました。 

 東京農工大学の先生方にはいろいろとご対応していただき、お礼申し上げます。大盛況だっ

たと思います。 

 後方のイスにも資料を置いてほしかったです。 

 初めて参加しましたが、受付等の案内がスムーズでとても助かりました。大変お世話になりま

した。 

 開始時間がお昼からなので来場が楽でよかった。 

 大変良いシンポジウムだった！！ありがとうございます！！ 

 とても参考になりました。ありがとうございます。 

 実行委員会の皆様に御礼申し上げます。 

 当番校の農工大の皆様へ 事前準備に始まり、当日の運営など本当におつかれさまでした。

ありがとうございました。 

 

 

 

 回答数 

適切 67 

もう少し時間を取った方が良い 5 

もう少し短い方が良い 18 

その他 1 
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