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鳥取大学 技術部

各種分析機器の運用管理・分析技術の支援
動物・細胞等の生物試料の機能解析
医学部での解剖業務 など

ネットワークの運用管理
セキュリティの保守管理などの学内情報基盤システムの運用管理
各種プログラムの開発 など

精密加工技術による実験装置、器具などの製作
設計・製作相談 など

「乾燥地研究センター」の共同利用・共同研究の支援業務
農業、林業、畜産に関する技術支援
圃場、演習林の保守管理
農業機械の管理運用、技術相談 など

業務内容



鳥取大学 技術職員キャリアパス構想（案）

管理職コース ：技術部組織をマネジメント
専門技術職コース ：研究者のバートナーとして高度な専門技術により研究課題を解決
UTAコース ：教員、事務職員と連携・協働し、技術職員の立場から大学経営に貢献
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（趣旨・目的）
技術職員の持つ技術を大学の教育研究に対して有効に活用するために、URAの技術職員版と

も言える技術に特化した企画・マネジメントを行える技術職員（UTA）の配置を検討している
が、現在、学内には該当する人材が不在であり、育成が急務である。しかし、学内では人材育
成が困難であるため、これまでURAとして多大なる実績を上げてこられた東京工業大学の江端
新吾教授に指導を委託し、密着型の短期集中研修を受講させることにより、新しいタイプの技
術職員の育成を目的とする。
更に技術力の向上も目的に、東京工業大学技術部と連携した技術部研修を併せて実施する。

（研修日程）
令和元年11月6日（火）～11月29日（金）

UTA研修概要



（第一週）

オープンファシリティセンター構想 技術部技術職員向け説明会 (@大岡山中継:すずかけ台) 陪席
理化学研究所 横浜研究所 所長 斎藤氏との打ち合わせに同席
安全企画課との打ち合わせに同席 （技術企画室 奥野氏）

内閣府訪問 江端教授とディスカッション
政策研究大学院大学 佐々木氏との打ち合わせに同席

（第二週）

技術部部門長会議に参加
東工大佐藤勲総括理事・副学長/理事・副学長（企画担当）にご挨拶
ものつくりセンター、大岡山設計工作部門、安全管理・放射線部門 業務紹介・見学

技術部 若手意見交換会 （オープンファシリティセンター構想について）に参加

（第三週）
事前課題についてディスカッション（江端教授・奥野氏）
ディスカッション: 第4期中期目標（計画）決定プロセス、組織内でのUTAの配置について

鳥取大学 森本先生、群馬大学 林先生との打ち合わせに同席
令和元年度定期監査（業務監査）に陪席

技術部 企画室会議に参加
内閣府訪問 江端教授とディスカッション
（すずかけ台設計工作部門） 業務紹介、設備見学
（マイクロプロセス部門） 業務紹介、設備見学
（バイオ部門） 透過電子顕微鏡（TEM）研修（技術専門員 池田桂子氏）
（ライフサイエンス推進研究共同利用室 及び バイオ部門） 業務紹介、設備見学

（第四週）
(すずかけ台分析部門) 業務説明、分析機器（NMR, ESR, X線回折計他）説明、施設見学
（大岡山） 戦略的経営オフィス 下見・各種打ち合わせ及びディスカッション
(すずかけ台分析部門) 業務説明、TEM前処理(庄司大氏)、TEM/STEM観察(秋本由佳氏)
(大岡山分析部門) 業務説明、施設見学、TEM見学(堀克明氏)
経済産業研究所池内氏、政策研究大学院大学 佐々木氏 視察に同席

江端先生、企画室 高橋氏・奥野氏とディスカッション

UTA研修内容 (抜粋)
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科研費採択率から見た
本学の研究力を把握

大学の研究力評価に技術部が貢献

（各指標）
・論文数
・被引用数
・Top1% 論文数（割合）
・Top10% 論文数（割合）
・高被引用論文数
・国際共著論文割合

本学の戦略上における重点区分に関する論文評価
(Web of science, InCites)

・乾燥地分野
・菌類きのこ分野
・染色体工学分野

研究力評価業務（ IR, URA教員との協働業務）



researchmapからの業績情報収集

研究者
（職員ID）
タグ付け

業績管理

研究業績から見た
本学の研究力を把握



設備機器の潜在的なニーズを把握する

〇日常的に利用されている設備・機器は何ですか？
〇研究活動に必要な機器についてお困りごとはございますか？
〇本学が加盟しているネットワークをご存知ですか？
〇他研究機関を利用されたことがありますか？・・・ など

ニーズを捉えた技術提供へ



教職員 各位

研究推進機構長
技術部長

研究設備に関するアンケートの実施について（依頼）

研究推進機構および技術部は、研究基盤の整備と設備共用体制の
構築を積極的に進めております。これにあたり、研究設備の需要を
把握し、今後の研究設備運営・研究支援に活用するために、下記の
とおりアンケート調査を行います。
つきましては、本件実施の主旨をご理解いただくとともに、当該

アンケートへご回答くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上
げます。

記

対 象：鳥取大学に所属する研究者

実施方法：Google FormsによるWebアンケート
※以下のURLよりアクセスしてご回答ください

URL: https://forms.＊＊＊＊＊

【本件担当】
技術部化学バイオ・生命部門機器分析分野 松浦

質問）大学連携研究設備ネットワークをご存知ですか？

〇利用したことがある
→利用された機関名、機器名をお教え下さい。
利用されてどうでしたか？感想をお聞かせ下さい

〇知っているが利用したことはない
→その理由をお教えください

〇知らない

（回答例）
〇利用したことがある
名古屋大学 共焦点レーザー走査型顕微鏡

非常に性能が高く、欲しい顕微鏡像が取れたが、
何度もデータを取りに行くのが大変

（回答例）
〇知っているが利用したことはない

・詳細をしらない。
・現時点で必要性が無い。
・手続きが面倒そう。
・生きた細胞サンプルを持っていくには遠距離だったり
使うとしても実情が把握できない不安があると思う。

https://forms/


（自由記述欄）
現状の共用設備・技術支援のあり方、共同利用設備を使用した感想・考えなどをお聞かせください。
また、〇〇について相談したいが、どうしたらいいか分からない・・・など

その他、ご自由にご記入ください。

（回答例）
鳥取大学VBLの設備には満足・感謝しております。

地方大学ですので、機器のスペック不足や経年劣化などの問題
はありますが、それでも機器トラブルが発生した際には技術部
の方々が迅速にサポートしてくださいますので、ユーザーとし
ては安心して研究活動を遂行できています。
一方で、大学連携研究設備ネットワークはあまり馴染みがな

く（名前だけは聞いたことがある程度でした）、今回のアン
ケートで改めてその存在と機器の充実度を理解しました。大学
連携研究設備ネットワークについては、もっと大々的に告知さ
れても良いのではないかと感じました（すでに告知されている
ようでしたらご容赦ください）。今後は、大学連携研究設備
ネットワークを有効活用させていただこうと思います。
引き続きお世話になりますが、よろしくお願い申し上げます。

（回答例）
技術支援に関して、各設備や機器について、ど
のような技術支援をしていただけるのかを明示
（リスト化）していただけると助かります。

（回答例）
どの棟に何があり、何に利用できるか。
利用開始方法、費用などがわかりやす
くまとめて記載のあるHPがほしい。す
でにあるのであれば、それを職員に周
知してほしい。新規採用時のオリエン
テーションにも入れてほしい。



「大学の研究力向上を目的とした
コアファシリティ構築」

学内予算（学長裁量経費）の活用

・研究推進機構と技術部の共同申請
・技術支援向上・研究力向上に向けた
鳥取大学独自のコアファシリティ構築を目指して実施中。

・UTAの育成
・技術職員の技能向上
・学外研究機関の活用
・機器利用の遠隔化 など



研究推進機構
研究基盤センター

研究資源を効果的に活用するために
機器（モノ）と共に技術職員（ヒト）は
セットに考える必要がある。

・戦略性 ・緊急性
・重要性 ・汎用性

設備マスタープラン

設備方針
・設備要求(or しない)
・学外研究機関検討

技術部

大学の戦略を考慮した設備の選定
および 技術職員の育成が必要

コアファシリティ構築に向けて

UTA



・依頼分析
・分析結果検証
・相互利用（技術職員による代行測定）
・技術職員同士の交流による情報交換

鳥取大学

研究機関A

研究機関B

・・・

機器A

各種ネットワークを利用して
有限な研究資源（モノとヒト）の
効果的な活用へ

学外研究機関の検討



・個人に依存
・組織内での情報共有不足
・慢性的なマンパワー不足

技術職員A                   技術職員B  ・・・

基盤研究センター
共用機器管理

技術部
機器 機器

・・・

技術提供

業務依頼

・・・

技術補佐員

教員

他大学の事例を参考に
学生の力を活用へ
学部生（１年生）から
修士生（M1）まで４名を対象

・各自の業務棚卸（難易度評価）
・マニュアルの可読性の向上
・個人への依存度低減

業務内容
・マニュアル作成
・データ整理・補助業務
・その他のルーチン的な業務



組織研究会
分析装置遠隔利用プロジェクト

鳥取大学 技術部
設備リモート プロジェクトチーム

A-team: (開発)
Raspberrypiなどを利用
遠隔用プログラムの検討

B-team: (利用)
実際にA-teamのシステム
を運用し使い勝手などを検討

技術部内の人財を活用することによって
コロナ禍における効果的な研究基盤の提供を目指す

情報システム部門

生物生産管理部門

工学技術部門

化学バイオ・生命部門

鳥取大学 技術部

遠隔システムの検討



鳥取大学技術部戦略会議

（目的）
技術部が抱えている多くの課題について、
鳥取大学外での職務経験（民間企業・研究機関等）を
有する技術職員の意見を取り込み、議論することで
技術部管理職への提案および課題解決を目指す。

多分野・多様性に富んだバックグラウンド
から得られるアイデア等を
技術部の戦略・実行に活かす仕組みを模索

技術部長
統括技術長
技術長

〈各部門代表〉
民間企業経験者 3名
研究機関経験者 2名
（新規中途採用職員）

＊必要に応じて
他の技術職員を招集

【メンバー】



技術部長

技術長

統括技術長

副技術長

分野長

技術職員
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技術部組織に縦横の串を通す！



まとめ と今後の展望

・鳥取大学技術部では、大学への研究力向上に貢献する
ために、UTAを試行している。

・様々な大学の取り組みを参考にさせていただき、本学
に合った形で技術職員が大学に貢献できるよう切磋琢磨
していきたい。


