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▶学術研究の推進
独立した研究グループが互いにゆるやかに連携を取りながら、自由な発想に基づいて世界最先端の研究を進めています。

分子科学研究所の役割

自然科学研究機構分子科学研究所
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理論・計算分子科学研究領域 光分子科学研究領域 物質分子科学研究領域 生命・錯体分子科学研究領域

協奏分子システム研究センター

▶新領域の推進 ・新しい機能を持つ分子システムを開拓する協奏分子システム研究センターを設立（2013年4月～）
・分子科学の新領域を拓く計測法を開拓するメゾスコピック計測研究センター設立（2017年4月～）
・研究室主宰者（教授・准教授）公募に際し、新領域開拓を念頭に選考

▶若手研究者の育成
・総合研究大学院大学（総研大）物理科学研究科のうち２専攻の大学院生の教育を担当
・他大学の大学院生を受け入れ
・若手独立フェロー（特任准教授）制度（独立した若手研究者育成）
・多くの研究者を分子科学コミュニティに輩出（500名以上）

▶共同利用・共同研究の推進
・国内外の研究者から公募により共同研究提案を募集
・課題研究、協力研究、研究会、若手研究会等、岡崎コンファレンス、施設利用など多様な制度を運用
・大学連携研究設備ネットワーク、ナノテクノロジープラットフォームを運営
・年間600件近い共同研究・施設利用が実施されており2000名以上にのぼる所外の研究者が参加

メゾスコピック計測研究センター 特別研究部門 社会連携研究部門



登録ユーザー数：10,000名以上

大学連携研究設備ネットワーク
国立大学等の研究設備の共用を推進

・大学連携研究設備ネットワークによる研究資源
相互有効活用の推進（H19～）

・分子研を中軸に72国立大学をネットワーク化し機器を公開
公私立大学・企業も含め約130機関が利用

利用件数：254件（H29年度）

ナノテクノロジープラットフォーム
分子・物質合成プラットフォーム

・文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
（H24～H33）

・分子研が分子・物質合成プラットフォーム代表機関
・国内の関連研究基盤を広く産官学と海外に公開

分子科学研究所
大学連携研究設備ネットワーク

ナノテクノロジープラットフォーム

大学等の研究力強化のための研究基盤構築

自然科学研究機構分子科学研究所 3

機器利用ネットワーク



NINS, Institute for Molecular 
Science 4

大学機能強化に資する共同利用機関機能 → 全国大学を結ぶ設備共用システム構築

大学連携研究設備ネットワークの立ち位置



ネットワークの特徴

・全国に張り巡らされた
設備共用ネットワーク
（全国74参画機関＋
分子科学研究所）

・多様な研究設備を共用
（化学系から物質科学
全般へ発展中）

・リーズナブルな利用料金
（依頼分析もあり）

・利用を簡便に
（左記のWebから簡単に
全国の登録装置を
検索・予約可能）

利用登録機関: 350機関超（企業・公私立大等含む）

公開設備 : 約2000台（紹介のみ含む）

年間予約実績: 約120,000件超（学内専用設備含む）

全国登録設備の検索・
予約Webシステム

技術職員向け人材育成関連HPNINS, Institute for Molecular Science 5

（2019年4月現在）
大学連携研究設備ネットワーク

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
設備NWの特徴としては、①　全国にはりめぐらされたネットワークになっておりまして、　　北は北海道から南は沖縄まで機関が参画できます。②　また、元々化学系研究者が中心に立ち上がったネットワークですが、　　現在では物質科学全般に設備の範囲を広げて共用化が進んでおります。　　現在の登録設備数は2000台を超え、利用登録機関は336機関に　　達しております。③　また、研究を進めやすいようリーズナブルな利用料金となっており、　　単なる装置貸しだけでなく、依頼分析も実施しております。④　また、こちらに示すように、一度アカウント登録すれば、こちらの　　ウェブサイトから日本全国の登録装置を検索・予約可能となります。また、設備の相互利用を促進するためには、現場にいらっしゃる技術職員の方々のスキルアップが不可欠という事で、技術スタッフを主とした装置講習会も実施しており、本会もその一環として実施しております。



• 2007年「化学系研究設備有効活用の構築事業」

[特別経費] ・全国国立大学設備をWeb予約可能に/相互利用→共同研究促進

• 2010年「研究設備NWによる設備相互利用と共同研究の促進事業」

[経常経費化]

• 2017年「大学連携研究設備NWによる設備相互利用の促進」

[＋機構支援] ・登録装置を 「物質科学全般（ライフ系含む）」 に拡大

・Web予約・課金システムリニューアル着手

・技術職員向け人材育成取組み着手（講習会、人材DB・HP）

・MEXTナノテクプラットフォームや機器・分析センター協議会等との連携強化

• 2018年新Web予約・課金システム稼働

・予約課金システムと合わせ講習会等人材育成の取り組み強化

・機器・分析センター協議会正式加盟による連携強化

• 2019年公私立大高専等NW参画拡大(設備登録可能）へ

大学機能強化に資する共同利用機関機能
→全国各地の化学系大学設備を結ぶ共用Web予約システムとして開始。
→組織・分野・機関の範囲を拡大しつつ、機構本部から支援を受け発展中。

大学連携研究設備ネットワーク



ネットワークの特徴

・全国に張り巡らされた
設備共用ネットワーク
（全国国立大73機関＋
分子科学研究所＋高専１+

公立大１）

・多様な研究設備を共用

（化学系から物質科学・バイ
オ系へ発展中）

・リーズナブルな利用料金
（依頼分析もあり）

・利用を簡便に
（左記のWebから簡単に
全国の登録装置を
検索・予約可能）

利用登録機関: 350機関超
公開設備 : 約2000台（紹介のみ含む）

年間予約実績: 約120,000件超(学内専用設備含む）
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主な利用大学：千葉大、東工大、長崎大、広島大、九州大
東農大、横国大、愛媛大、岡山大、北大、室蘭工大

大学連携研究設備ネットワーク



・平成28年度より、技術職員・支援員を対応とした技術研修会を開催
・平成30年度は計28回、延べ272名講習会を実施。参加情報掲載ホームページを作成
・講習会のマッチング、講師検索、旅費支給、会場設営等を支援

ホームページ登録者

300名
(技術職員等のみ）

登録機関数

60機関
（公私立大高専含む）

人材育成



個別（少人数）講習会

「ICP-AESのための測定・試料前処理技術講習
会 」
参加者：3名（鳥取大・名工大・長崎大）
講師：（東北大 技術職員）
開催場所：東北大学

 日ごろ1人で装置を担当しているため、疑問に
思うことを聞くこともできず悩むことが多く、解決
しないまま日々の依頼測定にこなしていくこと
に不安を感じていた。実技の講習会が役に
立った

 融解法は、白金るつぼや石英るつぼなどかな
り高額な器具もあるが、ニッケルるつぼなどは
比較的安価であることから、大学に帰ってから
購入を検討し実際に再現実験を行う予定であ
る。

装置担当者 技術研修会講習会
「蛍光X線分析をこの一回で完全マスター」
参加者：7名（鳥取大・東北大・大分大・
長崎大・琉球大・長岡技科大・函館高専）
講師：福岡大学 市川慎太郎助教
開催場所：鹿児島大学

 蛍光X線装置分析のスペシャリストがいなかった
ため、これまではどうしても我流になってしまって
いた。しかし、今回は実技で、「点滴ろ紙の調
整」、「ルースパウダー調整」、「粉末ペレット調
整」を講師の指導の下、受講者一人一人が体験
できたのは今後必ず役に立つと思った。

 蛍光X線分析装置の管理をしているが、操作法
やメンテナンス、分析について、前任者から簡易
的な内容しか教えてもらえなかった。基礎から脱
出深さに関する理論、さらには試料調整と検量
線作成を学べすぐにでも活用できる内容で助
かった。

人材育成
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業

分子･物質合成プラットフォーム



ナノテクノロジープラットフォーム（H24～H33）

超高圧透過型電子顕微
鏡、高性能電子顕微鏡
（STEM）、放射光 等

微細構造解析

電子線描画装置、エッチ
ング装置、イオンビーム
加工装置、スパッタ装置
等

微細加工

分子合成装置、分子設
計用シミュレーション、
システム質量分析装置
等

分子・物質合成

ナノテクノロジーに関する最先端の研究設備を有する機関(25法人、38組織)が、
全国的な共用体制を構築。①微細構造解析②微細加工③分子・物質合成の3つの
技術領域において、産学官の利用者に対して、最先端の計測、分析、加工設備の
利用機会を高度な技術支援とともに提供。
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東京工業大学

早稲田大学

自然科学研究機構分子科学研究
所

豊田工業大学

名古屋大学

名古屋工業大学大阪大学

奈良先端科学技術大学院大学

香川大学

九州大学

北九州産業学術推進機構

物質・材料研究機構

産業技術総合研究所

東京大学

東北大学

筑波大学

広島大学

山口大学

京都大学

日本原子力研究開発機構

信州大学

北陸先端科学技術大学院大学

北海道大学

千歳科学技術大学

代
代

代

センター機関
物質・材料研究機構

：代表機関
：微細構造解析

：微細加工
：分子・物質合成

代

量子科学技術研究開発機構
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技術相談
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機器利用
58.3%

技術補助
6.7%

技術代行
19.2%

共同研究
13.2%

H24年度-H29年度件数推移

2080

2667 2811 2921 2961

件数

平成29年度利用実績（総件数3,027件）

利用の形態

利用者所属
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3027

FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29
JST 32 166 208 254 271 25
NIMS 13 25 24 31 21 20

ナノテクノロジープラットフォーム



地方公立大から
Science、Nature
に論文発表

成果を元に企業から
寄付金を受ける

ペプチドホルモン
ESFの構造解析

高磁場NMR

有用タンパク質合成新技術



分子研では、自身では合成できなかった化
合物の合成経路や合成手法を教えていた
だきました。それにより、研究を加速させる
ことができ、論文も出すことができました。
我々のような少人数の研究所ではカバー
できる研究分野に限界があるため、その部
分をサポートしていただくことができ、本当
に助かりました。

モデル化合物の合成

NaH

DMF

N
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Br
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O
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N N

F

CH3

O

プロダクトイオンのシグナル強度に着目した位置異性体識別法を構築・論文発表



杉のおが粉入り漆喰を開発。実験により、杉の粉による気泡はアルカリ
の効果で水で埋まらず、微多孔質構造が観察でき、 断熱効果・調湿性能
が体感できる根拠を科学的に証明（左が70倍 右が300倍）

ナノプラの利用がきっかけで、
名古屋市立大の非常勤講師に



大学連携研究設備ネットワーク：
https://chem-eqnet.ims.ac.jp/
大学連携研究設備ネットワーク人材育成：
https://eqnet-study.jp/
ナノテクノロジープラットフォーム：
https://www.nanonet.go.jp/
分子・物質合成プラットフォーム：
https://mms-platform.com/

https://chem-eqnet.ims.ac.jp/
https://eqnet-study.jp/
https://www.nanonet.go.jp/
https://mms-platform.com/
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