
共同利用共同拠点　一覧

数学・物理学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

東北 単独 東北大学 金属材料研究所

東北 単独 東北大学 流体科学研究所

東北 単独 東北大学 電気通信研究所

東北 単独 東北大学 電子光理学研究センター

関東 単独 筑波大学 計算科学研究センター

関東 単独 東京大学 宇宙線研究所

関東 単独 東京大学 物性研究所

関東 単独 東京大学 素粒子物理国際研究センター

関西 単独 京都大学 基礎物理学研究所

関西 単独 京都大学 数理解析研究所

関西 単独 大阪大学 核物理研究センター

関西 単独 大阪大学 レーザー科学研究所

中国 単独 岡山大学 惑星物質研究所

中国 単独 広島大学 放射光科学研究センター

四国 単独 愛媛大学 地球深部ダイナミクス研究センター

四国 単独 高知大学 海洋コア総合研究センター

九州 単独 九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所

九州 単独 九州大学 応用力学研究所

九州 単独 佐賀大学 海洋エネルギー研究センター

北海道 ネットワーク 北海道大学 電子科学研究所

天文学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

関東 単独 東京大学 宇宙線研究所

東海 単独 名古屋大学 宇宙地球環境研究所

地球惑星科学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

関東 単独 東京大学 地震研究所

関東 単独 東京大学 大気海洋研究所

中国 単独 岡山大学 惑星物質研究所

四国 単独 愛媛大学 地球深部ダイナミクス研究センター

四国 単独 高知大学 海洋コア総合研究センター

http://www.imr.tohoku.ac.jp/
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/jpn/
http://www.riec.tohoku.ac.jp/ja/
http://hayabusa1.lns.tohoku.ac.jp/
https://www.ccs.tsukuba.ac.jp/
http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/
http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/
https://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/
https://www.yukawa.kyoto-u.ac.jp/
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/ja/
http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/
http://www.ile.osaka-u.ac.jp/jp/
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/
http://www.hsrc.hiroshima-u.ac.jp/
http://www.grc.ehime-u.ac.jp/
https://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/
http://www.imi.kyushu-u.ac.jp/
https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/
https://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/
https://www.es.hokudai.ac.jp/
http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/
http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/
http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/
http://www.grc.ehime-u.ac.jp/
https://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/


放射線学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

東北 単独 東北大学 電子光理学研究センター

関西 単独 京都大学 複合原子力科学研究所

関西 単独 京都大学 放射線生物研究センター

関西 単独 大阪大学 核物理研究センター

中国 ネットワーク 広島大学 原爆放射線医科学研究所

九州 ネットワーク 長崎大学 原爆後障害医療研究所

関東 ネットワーク 筑波大学 アイソトープ環境動態研究センター

東北 ネットワーク 福島大学 環境放射能研究所

工学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

東北 単独 東北大学 金属材料研究所

東北 単独 東北大学 流体科学研究所

関東 単独 東京工業大学 科学技術創成研究院フロンティア材料研究所

東海 単独 名古屋大学 未来材料・システム研究所

関西 単独 大阪大学 接合科学研究所

関西 単独 大阪大学 レーザー科学研究所

九州 単独 九州大学 応用力学研究所

九州 単独 佐賀大学 海洋エネルギー研究センター

北海道 ネットワーク 北海道大学 電子科学研究所

東北 ネットワーク 東北大学 多元物質科学研究所

関東 ネットワーク 東京工業大学 科学技術創成研究院化学生命科学研究所

関西 ネットワーク 大阪大学 産業科学研究所

九州 ネットワーク 九州大学 先導物質化学研究所

関東 ネットワーク 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所

関東 ネットワーク 東京工業大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所

東海 ネットワーク 静岡大学 電子工学研究所

中国 ネットワーク 広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

東海 単独 名古屋大学 低温プラズマ科学研究センター

情報・コンピューター学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

東北 単独 東北大学 電気通信研究所

関東 単独 筑波大学 計算科学研究センター

関東 単独 東京大学 空間情報科学研究センター

北海道 ネットワーク 北海道大学 情報基盤センター

東北 ネットワーク 東北大学 サイバーサイエンスセンター

http://hayabusa1.lns.tohoku.ac.jp/
https://www.rri.kyoto-u.ac.jp/research
http://www.rbc.kyoto-u.ac.jp/
http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/
https://www.hiroshima-u.ac.jp/rbm
http://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/index-sjis.html
http://www.ied.tsukuba.ac.jp/
http://www.ier.fukushima-u.ac.jp/
http://www.imr.tohoku.ac.jp/
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/jpn/
http://www.msl.titech.ac.jp/index.html
http://www.imass.nagoya-u.ac.jp/
http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/index.jsp
http://www.ile.osaka-u.ac.jp/jp/
https://www.riam.kyushu-u.ac.jp/
https://www.ioes.saga-u.ac.jp/jp/
https://www.es.hokudai.ac.jp/
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/
http://www.res.titech.ac.jp/
http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/
http://www.cm.kyushu-u.ac.jp/
http://www.tmd.ac.jp/i-mde/www/
http://www.first.iir.titech.ac.jp/
https://www.rie.shizuoka.ac.jp/
http://www.rnbs.hiroshima-u.ac.jp/
http://www.plasma.nagoya-u.ac.jp/
http://www.riec.tohoku.ac.jp/ja/
https://www.ccs.tsukuba.ac.jp/
http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/japanese/
http://www.iic.hokudai.ac.jp/
http://www.cc.tohoku.ac.jp/


地域 型 大学名 研究所・センター名等

関東 ネットワーク 東京大学 情報基盤センター

関東 ネットワーク 東京工業大学 学術国際情報センター

東海 ネットワーク 名古屋大学 情報基盤センター

関西 ネットワーク 京都大学 学術情報メディアセンター

関西 ネットワーク 大阪大学 サイバーメディアセンター

九州 ネットワーク 九州大学 情報基盤研究開発センター

化学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

北海道 単独 北海道大学 触媒科学研究所

関西 単独 京都大学 化学研究所

関西 単独 大阪大学 蛋白質研究所

関東 ネットワーク 東京工業大学 科学技術創成研究院化学生命科学研究所

九州 ネットワーク 九州大学 先導物質化学研究所

生物学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

北海道 単独 北海道大学 低温科学研究所

東北 単独 東北大学 加齢医学研究所

関東 単独 群馬大学 生体調節研究所

関西 単独 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所

関西 単独 京都大学 霊長類研究所

関西 単独 京都大学 放射線生物研究センター

関西 単独 京都大学 生態学研究センター

関西 単独 京都大学 野生動物研究センター

関西 単独 大阪大学 蛋白質研究所

四国 単独 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター

四国 単独 徳島大学 先端酵素学研究所

九州 単独 熊本大学 発生医学研究所

沖縄 単独 琉球大学 熱帯生物圏研究センター

農学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

関東 単独 筑波大学 遺伝子実験センター

中国 単独 岡山大学 資源植物科学研究所

http://www.itc.u-tokyo.ac.jp/
http://www.gsic.titech.ac.jp/
http://www.icts.nagoya-u.ac.jp/ja/center/
http://www.media.kyoto-u.ac.jp/
http://www.cmc.osaka-u.ac.jp/
http://ri2t.kyushu-u.ac.jp/index-page
http://www.cat.hokudai.ac.jp/
http://www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/sites/
http://www.protein.osaka-u.ac.jp/
http://www.res.titech.ac.jp/
http://www.cm.kyushu-u.ac.jp/
http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/
http://www.idac.tohoku.ac.jp/site_ja/
http://www.imcr.gunma-u.ac.jp/
http://www.infront.kyoto-u.ac.jp/
https://www.pri.kyoto-u.ac.jp/index-j.html
http://www.rbc.kyoto-u.ac.jp/
http://www.ecology.kyoto-u.ac.jp/
http://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/
http://www.protein.osaka-u.ac.jp/
http://www.cmes.ehime-u.ac.jp/
http://www.iams.tokushima-u.ac.jp/
http://www.imeg.kumamoto-u.ac.jp/
http://www.tbc.u-ryukyu.ac.jp/
https://www.gene.tsukuba.ac.jp/
http://www.rib.okayama-u.ac.jp/index-j.html


植物学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

関東 単独 筑波大学 遺伝子実験センター

中国 単独 岡山大学 資源植物科学研究所

環境学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

北海道 単独 北海道大学 低温科学研究所

関東 単独 千葉大学 環境リモートセンシング研究センター

関東 単独 東京大学 大気海洋研究所

北陸 単独 金沢大学 環日本海域環境研究センター

東海 単独 名古屋大学 宇宙地球環境研究所

関西 単独 京都大学 エネルギー理工学研究所

関西 単独 京都大学 生存圏研究所

関西 単独 京都大学 防災研究所

関西 単独 京都大学 東南アジア地域研究研究所

関西 単独 京都大学 生態学研究センター

中国 単独 鳥取大学 乾燥地研究センター

四国 単独 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター

沖縄 単独 琉球大学 熱帯生物圏研究センター

北海道 ネットワーク 北海道大学 北極域研究センター

関東 ネットワーク 筑波大学 アイソトープ環境動態研究センター

東北 ネットワーク 福島大学 環境放射能研究所

東北 ネットワーク 弘前大学 被ばく医療総合研究所

医学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

北海道 単独 北海道大学 遺伝子病制御研究所

北海道 単独 北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター

東北 単独 東北大学 加齢医学研究所

関東 単独 群馬大学 生体調節研究所

関東 単独 東京大学 医科学研究所

関東 単独 東京医科歯科大学 難治疾患研究所

甲信越 単独 新潟大学 脳研究所

北陸 単独 金沢大学 がん進展制御研究所

関西 単独 大阪大学 微生物病研究所

四国 単独 徳島大学 先端酵素学研究所

九州 単独 九州大学 生体防御医学研究所

九州 単独 長崎大学 熱帯医学研究所

九州 単独 熊本大学 発生医学研究所

https://www.gene.tsukuba.ac.jp/
http://www.rib.okayama-u.ac.jp/index-j.html
http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/
http://www.cr.chiba-u.jp/japanese/
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/
http://www.ki-net.kanazawa-u.ac.jp/
http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/
http://www.iae.kyoto-u.ac.jp/
http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/
https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/
http://www.ecology.kyoto-u.ac.jp/
http://www.alrc.tottori-u.ac.jp/japanese/
http://www.cmes.ehime-u.ac.jp/
http://www.tbc.u-ryukyu.ac.jp/
http://www.arc.hokudai.ac.jp/
http://www.ied.tsukuba.ac.jp/
http://www.ier.fukushima-u.ac.jp/
http://www.irem.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.igm.hokudai.ac.jp/
http://www.czc.hokudai.ac.jp/
http://www.idac.tohoku.ac.jp/site_ja/
http://www.imcr.gunma-u.ac.jp/
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/
http://www.tmd.ac.jp/mri/
http://www.bri.niigata-u.ac.jp/
http://ganken.cri.kanazawa-u.ac.jp/
http://www.biken.osaka-u.ac.jp/
http://www.iams.tokushima-u.ac.jp/
http://www.bioreg.kyushu-u.ac.jp/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/nekken/
http://www.imeg.kumamoto-u.ac.jp/


地域 型 大学名 研究所・センター名等

関東 ネットワーク 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所

関東 ネットワーク 東京工業大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所

東海 ネットワーク 静岡大学 電子工学研究所

中国 ネットワーク 広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

中国 ネットワーク 広島大学 原爆放射線医科学研究所

九州 ネットワーク 長崎大学 原爆後障害医療研究所

東海 単独 名古屋大学 低温プラズマ科学研究センター

感染症学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

北海道 単独 北海道大学 遺伝子病制御研究所

北海道 単独 北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター

北海道 単独 帯広畜産大学 原虫病研究センター

関東 単独 千葉大学 真菌医学研究センター

関東 単独 東京大学 医科学研究所

関西 単独 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所

関西 単独 大阪大学 微生物病研究所

九州 単独 長崎大学 熱帯医学研究所

文学・歴史学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

北海道 単独 北海道大学 スラブ・ユーラシア研究センター

関東 単独 東京大学 史料編纂所

関西 単独 京都大学 人文科学研究所

経済学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

関東 単独 東京大学 社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター

関東 単独 一橋大学 経済研究所

関西 単独 京都大学 経済研究所

関西 単独 大阪大学 社会経済研究所

社会学・人文学

地域 型 大学名 研究所・センター名等

北海道 単独 北海道大学 スラブ・ユーラシア研究センター

関東 単独 東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所

関西 単独 京都大学 東南アジア地域研究研究所

http://www.tmd.ac.jp/i-mde/www/
http://www.first.iir.titech.ac.jp/
https://www.rie.shizuoka.ac.jp/
http://www.rnbs.hiroshima-u.ac.jp/
https://www.hiroshima-u.ac.jp/rbm
http://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/index-sjis.html
http://www.plasma.nagoya-u.ac.jp/
http://www.igm.hokudai.ac.jp/
http://www.czc.hokudai.ac.jp/
http://www.obihiro.ac.jp/~protozoa/
http://www.pf.chiba-u.ac.jp/
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/
http://www.infront.kyoto-u.ac.jp/
http://www.biken.osaka-u.ac.jp/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/nekken/
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/
https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/
http://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/
http://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/jpn/
http://www.iser.osaka-u.ac.jp/
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/
http://www.aa.tufs.ac.jp/
https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/

