
大阪大学産業科学研究所附属総合解析センター設備の利用ならびに利用料に関する細則 
 

 （趣旨） 
第１条 この細則は、大阪大学産業科学研究所附属総合解析センター（以下「センター」という。）運営委員会

（以下「委員会」という。）規程第２条に基づき、センター設備の利用ならびに利用料に関する必要な事項を

定めるものとする。 
 （利用資格者） 
第２条 本細則が規定する利用資格者は、産業科学研究所（以下「研究所」という。）に籍を置く者（教職員・

学生・研究員など）およびセンター長が認めた者とする。 
 （利用形態） 
第３条 センターの利用形態は、センター教職員に依頼して分析・測定（以下「依頼測定」という。）する場合

と、利用者自らが分析・測定（以下「自主測定」という。）する場合の２つの利用形態とする。 
 （利用の申請） 
第４条 センターの利用に際しては、センター利用 Web システム（CAC web システム）に必要事項を記入、あ

るいはセンター職員と相談し、利用するものとする。 
 （機器の操作） 
第５条 自主測定は、センターが開催するセンターオリエンテーションおよび当該機器に関する講習会を受講後、

センター職員が認めた者のみ行うことができる。 
２ 機器の操作に際しては注意事項を遵守するとともに、センター職員の指示に従う。 
３ 機器の故障あるいは異常が見出されたときは、直ちに操作を停止し、その内容を記録するとともに、速やか

にセンター職員に報告しなければならない。 
 （利用者の責務） 
第６条 利用者は、次の事項に留意しなければならない。 
（１）人体に有害、もしくは機器等を汚染するような危険な物質の分析は行わない。 
（２）放射性物質の分析は行わない。 
（３）センターで得られた結果をもとに論文発表を行う場合には、センターに対する謝辞を記載し、論文のコピ

ーを一部提出する。 
（４）センターからの実績調査等の依頼があった場合には、速やかに協力する。 
 （利用料金） 
第７条 利用者の所属する分野等研究組織（以下「利用研究組織」という。）の予算責任者は、利用者が使用し

たセンター保有機器の利用に要する費用（以下「利用料金」という。）を納付するものとし、その金額は別表

に定める額とする。 
２ 利用料金の改定は、必要に応じて委員会が行う。 
 （請求） 
第８条 利用料金は、各年度を別表に規定する四半期毎に分割集計し請求を行う。 
２ 四半期単位の改定は、必要に応じて委員会が行う。 
 （通知） 
第９条 前条に基づく利用料金の請求は、センターから利用研究組織の予算責任者に利用通知書（兼請求書）の

送付をもって行う。 
 （支払） 
第１０条 利用研究組織の予算責任者は、センターからの請求金額に対する支弁財源をセンターに回答する。 
２ センターは、その回答に基づき、利用研究組織からセンターへ移算すべき金額と財源を本研究所研究連携課

に報告し、本研究所研究連携課は報告に基づき移算措置を行う。 
（利用資格の取消） 
第１１条 センター長は、センターの運営に支障を与える恐れがあると判断したときは、第２条の規定に定める

利用者の資格を取り消すことができる。 
 （雑則） 
第１２条 第２条に規定する者以外の利用者に対する利用料金等の必要事項は、別に定める。 
 
   附 則 
 この細則は、平成２８年６月１６日から施行する。 

附 則 
この改正は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、別表の改正について、令和元年９月３０日までに利

用申請を行った者の当該利用料金については、従前の利用料金とする。 
  



別表 
・細則第７条に規定する利用料に対する単価、単位は下表の通りとする。 
 
・細則第８条に規定する四半期は、各年度の４月、７月、１０月、１月の初日から３ヶ月後の末日までを単位と

する。 
 
・利用研究組織が本細則の規定する形態でセンター設備を利用し、その単一年度内における利用料総額が 60 万

円を超えた場合には、超過分の利用料単価は下表単価の 1/6 に減じるものとする。 
 ただし、教授不在の利用研究組織の利用に対しては 30 万円以上を超過分として取扱い、特別研究室、共通施

設の利用に対しては全て下表単価の 1/6 を利用単価とする。 
 

センター設備利用料金 （円） 

分類 機種 
依頼測定 自主測定 

単価 単位 単価 単位 
NMR ECS400 (JEOL) 4F & 5F   600 30 min 
NMR ECA600 (JEOL)  3,660 hr 900 30 min 
NMR Avance III 700 (Bruker)  3,660 hr   
NMR Avance III 600WB(Bruker)  3,030 

 
hr   

MS FAB-MS (JEOL) 6,060 smpl 1,830 smpl 
MS AccTOF-DART (JEOL)   1,830 smpl 
MS MALDI-TOF UltraflexIII (Bruker)   3,030 smpl 
MS LTQ Orbitrap XL (Thermo) 3,030 smpl   
MS ITQ 1100 (Thermo)   3,030 hr 
MS micrOTOF II (Bruker) 6,060 smpl   
単結晶 高速単結晶X線回折装置(Rigaku) 10,980 hr 3,660 hr 
単結晶 高輝度平板/湾曲 (Rigaku) 10,980 hr 3,660 hr 
XRD SmartLab (Rigaku) 9,090 hr 3,030 hr 
蛍光 X 線 ZSX100e (Rigaku) 5,460 hr 1,830 hr 
XPS JPS9010MX (JEOL)   3,030 hr 
AFM VN-8010 (Keyence) 5,460 hr 1,830 hr 
FE-SEM JSM-6330F (JEOL) 5,460 hr 1,830 hr 
TEM JEM-ARM-200F (JEOL) 9,120 hr   
STEM JEM-ARM-200F (JEOL) 12,180 hr   
TEM 試料作成 仕上げのみ 61,080 smpl   
TEM 試料作成 完全依頼 152,760 smpl   
TEM 試料作成 特注（１日以上の作業要） 305,520 smpl   
ｲｵﾝﾐﾘﾝｸﾞ IM4000 (Hitachi) 5,460 hr 1,830 hr 
B-TEM JEM-2100 (JEOL)   3,030 hr 
SIMS SIMS4100 (Atomika)   6,060 hr 
EPMA JXA 8800R (JEOL) 9,090 hr 3,030 hr 
ICP ICPS-8100 (Shimadzu)   12,180 hr 
元素分析 JM10 (J-science) 4,260 smpl   
熱分析 TG-DSC (Rigaku)   3,030 hr 
分光 FTIR, UV, Pol.   1,830 smpl 

 分光 React-IR   1,830 hr 
 分光 

 
 

 

CD   3,030 hr 
  

  



 
臨時講習料金                  （円） 

時間 単価 単位 
設定時間が５時間以内の講習 5,000 人 
設定時間が５時間を超える講習 10,000 人 

 
 


