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システムデザイン・
イノベーションセンター

In-Port
地域創⽣教育研究推進室 オープンソリューション

センター

地域連携推進
センター

分野横断的能⼒を涵養する教育活動の推進

地域企業との多様な共同研究の推進

⽣涯教育、地域企業情報の学⽣への発信

教育

研究

キャリア

技術協⼒会

地域創⽣に資する
教育研究の実践

SHAREとりまとめ部⾨
学内共同利⽤設備
装置毎
管理責任者(教員)
管理担当者(技術職員)

2019.4〜
地域共同テクノセンターを改組

Innovation Promotion Office 
for Regional Revitalization Task

⻑岡⾼専でのSHARE分析設備管理体制



XRD
リガク,Ultima/Miniflex

SHARE分析設備遠隔対応状況
TV会議システム FE-SEM+デスクトップ共有

Zeiss, ULTRA55
NMR+Web⽴ち合いシステム
JEOL,JNM ECX400II

XRD 遠隔操作/解析システム
リガク

SmartLabII

SEM USBパネル
⽇⽴ハイテク

FLEX-SEM 1000II

SEM USBパネル
⽇本電⼦株式会社

IT200/EDS

VPN対応
VPN ルーター



【学内教職員向け】
2019.10.24.教員会議FD

2021.2.12 教員会議FD

各種セミナー等随時メール配信

【学外企業向け】
2020.8.27  InPort主催

OnLineラボツアー
2020.10.23 ⻑岡産業活性化協会(NAZE)

主催 ⻑岡⾼専⾒学会
(電気電⼦システム⼯学科 内⽥教員)

学内外へのSHARE紹介



学外機関設備利⽤(現地、半遠隔)
TEMの半遠隔操作

(TV会議で観察箇所の指定)
FE-SEMの半遠隔操作

(TV会議で観察箇所の指定)

【利⽤者の感想】
操作が⾯⽩いと思った。
今後も研究機器の遠隔操作する機会は増えそう。
機会があればまた利⽤したい。
スピーカーとマイクを使ったコミュニケーションが⼀部取りにくい場⾯
があった。
⾼専にはない装置や専⾨性の⾼い指導を受けることができ、勉強になった。

Laser Ramanの現地利⽤
(利⽤講習後操作)



XPS
完全遠隔操作

SEM
完全遠隔操作(VPN)

(専⽤USBパネルで遠隔操作)

Laser Raman
完全遠隔操作

現地 操作(教員室)

教員室デスクトップ

【利⽤者の感想】
・多少のタイムラグが⽣じる場合があるが、想像以上に微妙な調整が可能。
・⾼専の授業で使⽤しているMicrosoftの”Teams“で遠隔操作することがで
きた。使い慣れた⾃分のPC環境からの操作が可能でとても使い勝⼿が良
かった。またデスクトップの共有は遠隔授業にも有⽤であると知ることが
できた。
・現地サポートの教職員の⽅々のご協⼒と学内にはない⾼スペックの装置に
より、短期間でたくさんのデータを取得することができ、研究を⾮常に効
率よく進めることができた。また、有⽤なアドバイスをいただくことがで
きた。

学外機関設備利⽤(完全遠隔)
Flex-SEM
完全遠隔操作



⻑岡⾼専設備の学外機関からの利⽤

FE-SEM(ULTRA-55)

⻑岡技科⼤
(現地利⽤,半遠隔)
新居浜⾼専

(津⼭⾼専教員,半遠隔)

⻑岡技科⼤
(現地利⽤、半遠隔)

鶴岡⾼専
(半遠隔)

NMR(JNM-ECX400II)



利⽤設備 発表 論⽂、学会等、専攻科、本科研究発表
⻑岡技科⼤
FE-SEM,現地
利⽤

論⽂ Tomoya Hayashi, Kyoko Nakamura, Todai Suzuki, Nobuo Saito, Yoshinori
Murakami, “OH Radical Formation by the Photocatalytic Reduction Reaction of 
H2O2 on the Surface of Plasmonic Excited Au-TiO2 Photocatalysts”, Chemical 
Physics Letters, Vol.739,p. 136958 (2020).

⻑岡⾼専
FE-SEM,現地
利⽤

論⽂ Masaya Tsuta, Susumu Nakamura, Ariyuki Kato, “Micronization of 
KSrPO4:Eu and KBaPO4:Eu phosphor particles for white light-emitting 
diodes by pulsed laser ablation in liquid”,Optics & Laser Technology
（IF: 3.233）, Vol135. 106725(2021).

⻑岡技科⼤
FE-SEM,遠
隔

本科卒業研
究

朝野航「酸化チタン光触媒活性における過酸化⽔素添加効
果に関する研究」卒業研究

⻑岡技科⼤
XPS, GD-OES, 遠隔

専攻科特別
研究

品⽥健陽「放電加⼯されたMAX相セラミックスの機械的性
質」専攻科特別研究

⻑岡技科⼤
LR, 遠隔

専攻科特別
研究

井上駿「新規加熱処理によるCZTS薄膜太陽電池の開発」専
攻科特別研究

SHARE活⽤による成果⼀覧(1/2)
論⽂ ︓2件
卒研、特別研究 ︓3件
学会・シンポジウム︓6件



SHARE活⽤による成果⼀覧(2/2)
利⽤設備 発表 論⽂、学会等、専攻科、本科研究発表
⻑岡技科⼤
XPS,現地利
⽤

学会・シン
ポジウム

村上能規,斎藤信雄, 村⼭琳・Lee, Kar Mun「各種光触媒
へのレーザ照射とその光触媒分解及びラジカル⽣成のへの
影響に関する研究」2019年光化学討論会 3P076 (2019) 
2019.9.10~9.12

⻑岡技科⼤
FE-SEM,遠
隔

学会・シン
ポジウム

朝野航,村上能規 「酸化チタン光触媒分解の過酸化⽔素添
加効果とその結晶相依存性」第22回化学⼯学会学⽣発表会
東京⼤会 2020.3.7

⻑岡技科⼤
LR, 遠隔

学会・シン
ポジウム

島宗洋介，井上駿, 神保和夫, ⽚桐裕則「レーザー加熱に
よるCZTS多結晶形成に関する研究」令和２年電気学会基
礎・材料・共通部⾨⼤会、2-D-p2-2, 2020.9.1~9.3

⻑岡技科⼤
LR, 遠隔

学会・シン
ポジウム

島宗洋介，神保和夫, ⽚桐裕則「レーザーアニールによる
多結晶CZTS形成」, 第17回「次世代の太陽光発電システ
ム」シンポジウム, PD-17, 2020.10.15~10.16.

⻑岡技科⼤
LR, 遠隔

学会・シン
ポジウム

井上駿，神保和夫，⽚桐裕則，島宗洋介「Cu-Zn-Sn-S 前
駆体へのレーザー照射による化合物半導体薄膜結晶形成」
令和２年(第３０回)電気学会東京⽀部新潟⽀所研究発表会, 
NGT-20-044, 2020.10.31

⻑岡技科⼤
LR, 遠隔

学会・シン
ポジウム

井上駿，神保和夫，⽚桐裕則，島宗洋介「CZTS 前駆体へ
のレーザー照射による化合物薄膜結晶形成」、第10回⾼専
-TUT太陽電池合同シンポジウムAM2-5 、2020.12.26



まとめ
・各種設備の遠隔操作の実証実験を完了

[⻑岡⾼専→学外設備]
Laser Raman, XPS, 各種SEM, TEM , XRD

[学外→⻑岡⾼専設備]
FE-SEM,NMR

・SHARE活⽤による下記成果の創出
論⽂2件, 卒研特別研究(3件), 
学会シンポジウム (6件)
今後のSHAREの活⽤により多様な研究連携、
推進を期待



ご清聴ありがとうございました


