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大分大学が幹事校となり、掲記協議会が下記日程で開催された。

　　　　　日時　平成 27年 11 月 27 日

　　　　　場所　コンパルホール

　毎年、全 52 大学・機構中、殆どの大学が参加して開催される各大学の機器分析センター

にとっては最も重要な協議会である。今年も 44 大学・機構の参加があり、文科省の研究

振興局学術機関課の山本 武史専門官の出席を得て開催された。なお、高知大学は新規参加

校で、今回はオブザーバーとして今回の参加が賛成多数で承認された。

　幹事校の挨拶に引き続き、各大学等の事例報告があった。大学連携 NW においては、国

立大学が独自に学外へ解放している研究設備が登録されていないことに対し、大学等に設

備の登録、情宣してほしい旨の要望が発せられた。岡山大学においては、リユースを積極

的に取り入れた運営についての紹介があり、老朽機器のリユースをはじめ、メーカーのデ

モ機の中古費としての導入事例が示された。鳥取大学においては、小さい大学小さい自治

体であるがゆえに、機器・分析センターができる橋渡しとなる地域連携についての報告が

なされた。

　毎回行われるアンケートについては、目指すところは現状維持あるいは改革と結論付け

られ、今後、検討と検証の継続性が担保する仕組みが必要であることが導き出された。また、

今後は小委員会の制定の必要性が提唱され承認された。

　当日行われた、技術職員の会についての取りまとめ報告の後、文科省の研究振興局学術

機関課の山本専門官より、共同利用・共同研究体制の強化・充実についておよそ 1 時間の

説明があった。

　「共同利用・共同研究体制の強化・充実」としてのお話があり、研究組織のマネージメン

トと一体のなった新たな研究設備・機器共用システムの導入について示された。・管理の

単位を研究室から研究組織に移行し、安定かつ戦略的に共用体制の運営を行う。・共助分

担の考えの下、研究組織全体で研究設備・機器を維持、更新。・研究組織の最小単位とし

ては大学における学科や専攻単位が想定される。・機器設備が設置されるのは、競争的研

究費の申請者が所属する研究組織（学科等）に限定されるのもではなく、機器の規模や運営

方法などを考慮し、機器・分析センターなども考えられる。など、今後も新たな政策課題

について検討を進めて行くとの事であった。

　来年度は電通大で開催される予定である。

平成 27年度国立大学法人機器・分析センター協議会（報告）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機器分析センター次長　大坪　文隆
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日　　時　平成 28年 1月 29 日

場　　所　長崎大学文教キャンパス　（産学官連携戦略本部２階　研修室）

出席大学　山口大、九州大、九州工大、佐賀大、長崎大、宮崎大、鹿児島大、琉球大、大分大、

欠　　席　熊本大（准教授以上の教員が参加した大学は、9大学であった）

　当番校である長崎大学産学官連携戦略本部 副本部長・副学長の山下敬彦様から開会の挨

拶があった後、各大学の近況報告が述べられた。例年、各大学毎に報告がなされたが、今

回は議長である長崎大学産学官連携戦略本部先端科学支援室の真木英俊准教授の主導の下、

各大学の近況、アンケート結果について質疑等がなされた。概算要求に基づき機器が導入

された大学はなかった。学内措置で機器導入を果たした大学は、九州大学、宮崎大学、長

崎大学（機器については割愛）であった。管理替えによって機器を導入した大学は 5大学で、

何もない無風の大学は、本学を含め 3 大学であった。管理替えによって機器を導入した大

学の大半は、移設費の捻出に苦慮していた。また、リユースに注力している大学が増え、

文科省から導入資金を得ることが出来ない状況が反映されたものであろうと感じた。科学

研究費補助金等のプロジェクト予算で購入された設備をプロジェクト期間中に共同利用を

した大学はないが、プロジェクトによりあらかじめ共同利用を計画に織り込んだり、科学

研究費補助金等のプロジェクト予算で購入された設備は、プロジェクトグループの物とい

う考えから、大学の物という考えに変わりつつある傾向が垣間見られた。液体ヘリウムの

問題は継続して存在し、バルーンで回収して再利用する方法や、某供給企業ではタンクに

回収して再び販売する事を試みているという情報があった。

　新規導入や更新に対する要求は基より、更新すら出来ない現況において、老朽化した機

器の改修費用の調達に苦慮することが今後の主たる問題になるのではないかと感じた。

　最後に、九州山口地区会議の活動方針について議論され、隔年開催などの意見が出され

たが、全国会議とは異なり、密接した意見・情報交換が出来ること、隔年開催となると人

事異動等で多く人が替わってしまうと、親密な意見・情報・交流がし難くなるなどの意見

があり、従前とおり各年開催することで議論が落ち着いた。また、次期開催は鹿児島大と

することで会議を終了した。

第 18回九州・山口地区機器・分析センター会議（報告）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機器分析センター次長　大坪　文隆
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平成2 7年度　講習会・説明会
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平成 27年度機器分析センター利用者講習会の会場風景
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本センターの機器を利用して得られた成果
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Tea Time 
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年度
内訳

標準・薄膜時間

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

登録機器利用実績



23

機器分析センターNEWS  No.24〈2016 March〉●利用実績➁

年度
内訳 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

登録機器利用実績
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標準・薄膜時間

年度
内訳 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

登録機器利用実績
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部門 機　種　名 設置場所 専門委員 管理者

高分解能質量分析装置  MS ＊有機物構造解析室 柘植 山口

飛行時間型質量分析装置　TOF-MS ＊有機物構造解析室 荒木 国末

核磁気共鳴装置Ⅰ500M  NMR ＊      〃 北村 国末

核磁気共鳴装置Ⅱ400M  NMR ＊      〃 荒木 国末

固体ＮＭＲ      300M（休止中） ＊      〃 国末

広帯域固体ＮＭＲ 　研究教育7号棟 出口

集束イオンビーム装置(FIB) ＊      〃 恵良 若山

全自動水平型多目的Ｘ線回折装置（XRD） ＊      〃 篠崎 山本

電子スピン共鳴装置    ＥＳＲ 　研究教育7号棟 出口

汎用基礎物性測定装置Ⅰ：SQUID ＊基礎物性測定室 美藤

光散乱光度計 ＊分光分析室 毛利

汎用基礎物性測定装置Ⅱ：SQUID ＊基礎物性測定室 美藤

共焦点レーザー顕微鏡 引間

円二色性分散計 大内

ＴＯＦ質量分析計      TOF-MS 坂本(順

蛍光分光光度計 末田

プロテインシーケンサー 前田 山崎

ＦＴ ＩＲ 大内
超高真空原子間力顕微鏡 AFM 　総合研究2号棟2階 大門

電気化学原子間力顕微鏡 AFM 　総合研究2号棟2階 清水

全自動ガス吸着量測定装置(BET)        ＊分光分析室 高瀬

結晶方位測定解析装置+EDS ＊Ｘ線元素分析室 山口 三好

3次元走査型電子顕微鏡+EDS ＊　　〃 山口 山本

超微小押し込み硬さ試験機 ＊クリーンルーム 松田

FE-SEM     JSM-6320F 　総合研究3号棟

FE-SEM     JSM-6701F ＊Ｘ線元素分析室 横野

Ｘ線光電子分光分析装置 AXIS-HS 　総合研究2号棟2階 武尾

Ｘ線光電子分光分析装置AXIS-Nova ＊表面分析室 横野 武尾

蛍光Ｘ線分析装置       XRF ＊Ｘ線構造解析室 大坪 山本

有機元素分析装置       CHN ＊元素分析室1 武尾

ＩＣＰ発光分光分析装置 ICP ＊元素分析室2 高須 伊藤

炭素・硫黄同時分析装置 CS ＊元素分析室2　 埋金

原子吸光光度計 ＊試料準備室

Ｘ線マイクロアナライザーJXM 8900 　総合研究3号棟

ＦＥ ＥＰＭＡ（JEOL） ＊Ｘ線構造解析室 大坪 三好
Ｘ線分析顕微鏡（堀場製作所XGT-5000TypeⅡ）＊Ｘ線構造解析室 山本

示差熱天秤･示差走査熱量計TG･DTA･DSC ＊温熱環境試験室 坪田

ワークステーション   WS ＊微細構造解析室 若山

卓上型高周波溶解炉 ＊教官実験室 大坪

アークメルト溶解炉 ＊試料作成室

熱電特性評価装置     ZEM-1 　　　〃 大坪

遊星ボールミル 　　　〃 大坪

卓上万能試験機  島津EZ Test 　宇宙環境技術ラボラトリー 岩田(稔

液体窒素タンク ＊容器保管庫 国末
高温型赤外線真空炉（ｻｰﾓ理工IVF298W） ＊試料作成室 篠崎

高機能型熱画像計測装置(ｻｰﾓﾋﾞｼﾞｮﾝ:ﾁﾉｰ) ＊Ｘ線構造解析室

機器分析センター登録機器一覧

※＝ｾﾝﾀｰ内設置

構造解析部門
新素材及び複合材料微細構造
解析装置（TEM）

＊微細構造解析室 恵良 若山

ＣＣＤ搭載全自動単結晶構造解析装置
（低温窒素吹き付け装置付き）

＊Ｘ線構造解析室 岡内

表面及び界面
解析部門

試料作成・
データ処理
部門

原子・分子
構造解析部門

生体機能
解析部門

情報工学部
研究棟西７階

元素分析部門

機器分析センター登録機器一覧
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学外からの分析相談
日時 内容 対応 理由

2015/2/5 食品サンプル分析 × 他の機関を紹介
2015/2/5 FT-IR ○
2015/2/5 極微小硬度計 × 試料サイズ
2015/2/6 ハヤトウリの成分分析 × 他の機関を紹介
2015/2/17 XRD × 外部利用不可のため
2015/3/18 雰囲気置換による熱処理 × 機器なし
2015/3/30 溶射皮膜のせん断試験 × 機器なし
2015/5/8 鉄板の変形解析 ○ 専門の先生に取次
2015/5/14 PS灰をマグネタイトで固めた物の硬さ測定 × 機器なし
2015/6/8 Pbコーティングの断面解析 × 分析不可能
2015/7/10 材料表面の分析 × 他の機関を紹介
2015/7/13 TEM ○
2015/7/30 XRD × 外部利用不可のため
2015/8/10 超微小押し込み硬さ計 × 依頼測定のため
2015/8/10 電磁波の測定・可視化 × 機器なし
2015/8/14 原料の比表面積測定 × 納期
2015/9/1 ICPによる分析 ○
2015/9/3 Siウエハーの表面観察 × 試験片サイズ

2015/9/15 フェノール樹脂のTG-DTA × オペレータ不在

2015/11/12 二酸化チタン粉体の比表面積の測定 ○
2015/11/13 TEM × 返事なし
2015/11/17 ICPによる分析 × ppb単位、アルカリ性
2015/11/19 質量分析 ○
2015/12/7 FIB × 返事なし
2015/12/7 固体NMR × 機器休止中
2015/12/15 FD-MS × 成分未開示、納期
2015/12/22 FT-IR_樹脂の種類を特定 × 納期
2015/12/22 固体NMR_Li NMR × 機器休止中
2016/1/7 質量分析 ○
2016/1/28 BET ○
2016/1/29 超微小押し込み硬さ計 ○

学内からの分析相談
日時 内容 対応 理由

2015/3/11 FE-SEM △ 観察可能性検討
2015/5/18 500M NMR 1H 二次元測定 ○
2015/6/8 固体材料の引っ掻き表面粗さ測定 × 機器なし
2015/7/13 プラスチックの表面分析 ○
2015/9/25 成分分析 ○
2015/11/25 熱処理 ○
2015/12/9 超真空原子間力顕微鏡による表面観察 × 担当教員多忙
2015/12/15 デジタルマイクロスコープ ○
2016/1/7 超微小押し込み硬さ試験 ○
2016/1/7 XRD_微小部 ○

分析相談
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機器分析センターの活動（2015 年 4月～2016 年 2月）
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お知らせ・お願い
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Tea Time 

　この稿でボーイスカウトの紹介・宣伝をさせていただくのは2回目になります。私は息子

のボーイスカウトへの入隊をきっかけに指導者に変身しました。

　ボーイスカウトと聞いて読者の中には「俺、ローバースカウトだったよ」「ジャンボリー

を思いだすな」などなど本稿を読んでいただいて昔を懐かしむ読者も多いかと思います。

　近年、多くの方々から「ボーイスカウトの姿を見なくなったな」「まだボーイスカウト

ってあるの？」「ボーイスカウトって知らない」と聞かれます。事実、スカウト人口はピ

ーク時の１９８３年の３３万人から２０１３年の１４万人と大きく減っています。このままで

はボーイスカウトを知る人々が居なくなってしまいそうです？ただ、世界に目を向けると

１６１か国約３,０００万人のスカウトが活躍しています。

　普段の活動は、近場の公園や河川敷、里山などが集会のフィールドになります。月に

１～２回の集会ではハイクや登山、飯盒炊爨を楽しんだり、スカウト技能（ロープワーク、コン

パスの使い方、手旗信号、救急処置など）を習得しています。缶拾いや募金活動などの奉仕

活動も行っています。また、地域のイベントにも積極的に参加しています。

　ボーイスカウトのスローガンである「Creating a Better World（より良い世界を創る）」の

下で世界全体につながった国際的な運動です。近年、大学や企業でグローバル化・国際化

が叫ばれていますが、ボーイスカウト活動はその先駆けとなる運動です。２０１５年夏に山

口県山口市の臨海公園「きらら浜」で第２３回世界スカウトジャンボリー（23WSJ）が日本で

は４４年ぶりに開催され、１５２の国や地域から３３,８３８人が参加しました。皇太子さまや

安倍晋三首相、サウジアラビア皇太子など多くの世界の要人が訪れています。ちなみに２０１９年の

第２４回世界スカウトジャンボリーは北アメリカでカナダ、アメリカ、メキシコの合同開催

です。

　昨今、子供達を取り巻く環境もガラリと変わってしまい、大人と同じように時間から時

間へと追われる日々を過ごしています。休日ぐらいは自然の中で五感（六感）でおもいっき

り遊びませんか。指導者も募集しています。多くの女性指導者も活躍しています。入隊は

お近くのボーイスカウトの県連事務局や団へお問い合わせください。

　　　ボーイスカウト日本連盟ホームページ http://www.scout.or.jp/

　　　筆者の所属するボーイスカウト中津第８団ホームページ http://www.bs-nakatu.com/

　　　読者の皆さまに弥栄！弥栄！

ボーイスカウトの紹介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技術専門職員　若山　登



30

機器分析センターNEWS  No.24〈2016 March〉●Tea Time➁

Tea Time 

イギリススカウト連盟の入場行進　（筆者撮影）　　 大分県連盟の野営サイト　（筆者撮影）
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