
 12-12　 各種補助金の状況

 （私立学校教育研究装置等施設整備費（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））交付一覧 [2008～2017]

補助年度 区   　　　分 使用学部学科名
補助対象

事業経費（円）
補助金額（円）

研究装置
文学研究科心理学専攻・
スポーツ健康科学部

環境刺激生体反応モニタリングシステム 119,843,000 59,921,000

研究装置 工学研究科 知的オフィス環境創造システム 119,985,000 59,992,000

マルチメディア装置 全学部・全研究科 ▲ マルチメディア情報活用教育システム（１５） 47,299,489 23,649,000

防災機能等強化事業 全学部 ★ 神学館ＢＦバリアフリー対策工事 16,657,870 8,328,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● マルチメディア情報活用教育システム（１６） 44,220,540 22,110,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● 京田辺校地地上波デジタル放送視聴に伴う改修工事 3,990,000 1,680,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● 今出川校地地上波デジタル放送受信設備工事 9,576,000 4,788,000

戦略研究装置 工学研究科 ◎ 太陽エネルギー変換、計測・データ処理システム一式 41,000,000 20,500,000

研究装置 文化情報学研究科 文化研究のための人間行動計測システム 81,355,673 40,677,000

研究装置 工学研究科 環境微粒子特性評価システム 116,631,941 58,315,000

研究装置 生命医科学研究科 非侵襲可視化装置 91,350,000 45,675,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 神学館玄関ホール段差解消機取替工事 6,888,000 3,444,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● マルチメディア情報活用教育システム（17） 36,583,050 12,770,000

戦略研究装置 工学研究科 ◎ 電磁放射パターン計測システム 41,846,877 20,923,000

研究装置 工学研究科 新世代低消費電力省資源超高速通信デバイスの開発と評価システム 120,917,748 55,133,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 同志社大学京田辺校地香柏館低層棟障がい者用昇降機設置工事 12,810,000 4,419,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 同志社大学京田辺校地知証館南館南側屋外スロープ設置工事 8,100,000 2,794,000

2011 研究装置 工学研究科   ナノ結晶・磁気構造評価システム 119,994,000 47,085,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● 次世代教育効果向上支援システム 917,838,293 369,781,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● 次世代教育効果向上支援システム(2) 40,421,213 20,210,000

戦略研究装置 生命医科学研究科 ◎ 生体微量物質同定システム一式 40,518,240 20,259,000

研究装置 理工学研究科 ナノトライボロジー評価システム 119,824,950 48,275,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 博遠館耐震等改修工事 314,194,449 157,097,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 弘風館地階及び１階耐震等改修工事 38,060,833 19,030,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 光塩館耐震等改修工事 31,480,198 15,740,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 明徳館地階耐震等改修工事 25,703,419 12,851,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 博遠館エレベーターバリアフリー化工事 4,773,657 2,386,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● 次世代教育効果向上支援システム（３） 295,553,850 147,776,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● 次世代教育効果向上支援システム（４） 29,121,966 14,560,000

研究装置 生命医科学研究科 ナノファイバー細胞シートの形態機能評価のための4D計測システム 115,537,650 57,768,000

研究装置 理工学研究科 協調型運転サポートエージェントシミュレータ 114,282,000 57,141,000

研究装置 理工学研究科 マイクロ流動場構造解析システム 19,592,328 9,796,000

研究装置 生命医科学研究科 生物ソナー用音響動態観測装置 11,702,250 5,851,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 書籍落下防止事業　 20,126,858 10,063,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 明徳館耐震改修工事（後期） 130,337,250 65,168,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 弘風館耐震改修工事（後期） 42,602,176 21,301,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 新町別館耐震改修工事 206,547,888 103,273,000

研究装置 理工学研究科 二重静電遮蔽高電圧発生・試験装置 116,812,500 58,406,000

ＩＣＴ 全学部・全研究科 ● 教育効果向上支援システム 65,310,504 32,655,000

研究装置 心理学研究科 動物の知的・情動的機能解析のためのライフスペース型24時間自動実験システム 121,473,885 53,975,000

研究装置 理工学研究科 ☆ 複合不均質材料のナノスケール構造評価システム 119,999,880 59,999,000

防災機能等強化事業 全学部 ★ 新町別館耐震改修工事 19,448,722 99,724,000

防災機能等強化事業 全学部 ★ 尋真館耐震改修工事 92,838,525 46,419,000

2016 防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 尋真館耐震改修工事 109,349,943 54,674,000

防災機能等強化事業 文学部・文学研究科 ★ 徳照館階段等天井アスベスト除去工事 23,760,000 11,880,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 松蔭寮耐震改修工事 135,632,880 59,022,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 明徳館M21非構造歩合等耐震改修工事 62,502,192 30,354,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 育真館西側アリーナ非構造部材等耐震改修工事 13,977,595 6,988,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 扶桑館昇降機棟建設工事 42,000,000 21,000,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 図書館昇降機設置工事 31,320,000 15,660,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 明徳館昇降機設置工事 6,480,000 3,240,000

防災機能等強化事業 全学部・全研究科 ★ 神学館昇降機設置工事 12,636,000 6,318,000

注） ☆は私立大学等改革総合支援事業

●はＩＣＴ活用推進事業

★は防災機能等強化緊急特別推進事業

▲は私立大学情報化事業

◎は私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

私立学校施設整備費補助金
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私立大学等研究設備整備費等補助金（私立大学等研究設備等整備費）交付一覧 [2008～2017]
      
補助
年度

区   分 使用学部学科名
補助対象

事業経費（円）
補助金額（円）

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 細胞培養・細胞イメージングシステム 19,999,350 13,332,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 人工ペプチド構造解析システム 19,802,790 13,201,000

特定図書 経済学部 横濱正金銀行マイクロフィルム版 4,305,000 2,870,000

特定図書 文学部 狩野文庫マイクロ版集成　第４門：語学・文学 4,863,600 3,242,000

特定図書 商学部 山一證券株式会社マイクロフィルム版 4,536,000 3,024,000

特定図書 文学部 スクリブナーズ・マガジン 2,660,000 1,773,000

特定図書 アメリカ研究科 Southern Women and their Families in the 19th Century: Papers and Diaries 2,465,200 1,643,000

特定図書 理工学部 Powder Diffraction File. Data Book. Sets1-57 1,320,000 880,000

特定図書 アメリカ研究所 The National Security Archive, Washington D.C. The Making of U.S. Policy 3,150,000 2,100,000

特定図書 社会学部 映画の歴史　1895年～1940年 4,377,500 2,918,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ タンパク質発現およびペプチド合成装置 17,799,600 11,866,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 糖質・アミノ酸高感度分析システム 12,295,500 8,197,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ ナノ界面解析システム 9,599,100 6,399,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 微粒子熱物性測定装置 11,500,000 7,666,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 微粒子流動過程モニタリングシステム 13,499,850 8,999,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 溶液物性測定装置 14,794,500 9,863,000

教育基盤設備 全学部・全研究科 今出川校地地上波デジタル放送設備 4,620,000 2,310,000

教育基盤設備 文化情報学部 文理融合学部用ネットブート型計算機システム 36,157,170 18,078,000

特別設備 スポーツ健康科学部 身体組成・運動機能評価システム 53,214,000 35,476,000

特別設備 スポーツ健康科学部 生体電気信号・代謝評価システム 39,188,625 26,125,000

特別設備 心理学部 環境刺激にともなう心理－生理－生化学的反応の統合的解析のためのシステム 25,242,465 16,828,000

特別設備 文化情報学部 デジタルマイクロスコープ 8,093,190 5,395,000

特別設備 理工学部 速度・温度・応力場同時計測システム 38,785,950 25,857,000

特別設備 理工学部 知的パーソナルモビリティ基盤情報システム 20,466,600 13,360,000

特定図書 文化情報学部 言語学／コミュニケーション米国学位論文集 1,826,000 1,217,000

特定図書 文化情報学部 室町芸道書ー連歌・香ー 8,500,000 5,666,000

特定図書 アメリカ研究科 George H. W. Bush and Foreign Affairs, 1989-1993 1,200,000 800,000

特定図書 文化情報学部 伊勢物語および歌書資料集成 4,850,000 3,233,000

特定図書 商学部 プアーズ･アメリカ合衆国鉄道要覧：1868-1924 3,780,000 2,520,000

特定図書 文学部 ガゼット・デ・ボザール 3,407,000 2,271,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ ワークステーションデータ処理一式 7,500,000 4,937,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 水素エネルギー変換計測解析システム一式 7,513,800 5,009,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 39,795,000 26,530,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ スラリー特性評価装置 9,450,000 6,300,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 複合微粒子構造評価システム 29,850,000 19,900,000

特別設備 工学研究科 リアルタイム３次元動作解析システム 39,994,500 19,168,000

特別設備 文化情報学部 大量データ超高速処理用サーバシステム 9,040,500 4,332,000

特定図書 商学部 日刊工業新聞 マイクロフィルム版 1946年-1970年 3,212,055 1,539,000

特定図書 文化情報学部 長澤芦雪筆「一笑図」双幅 9,450,000 4,529,000

特定図書 文化情報学部 マサオ・ミヨシ収集批評書集成 4,800,000 2,300,000

特定図書 アメリカ研究所 American Periodicals Series 4,700,000 2,252,000

特定図書 商学部 『全国商工会議所関係資料』第Ⅰ期東京商工会議所関係資料 4,676,000 2,353,000

設 　　　　　   備   　　　　　 名

2008

2009

2010
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私立大学等研究設備整備費等補助金（私立大学等研究設備等整備費）交付一覧 [2008～2017]
      
補助
年度

区   分 使用学部学科名
補助対象

事業経費（円）
補助金額（円）設 　　　　　   備   　　　　　 名

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 噴霧燃焼過程計測解析システム一式 7,500,000 5,000,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 熱電変換システム計測・データ処理システム一式 7,630,875 5,087,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 電子スピン共鳴装置 9,975,000 6,650,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ レーザーフラッシュ法熱物性測定装置 19,000,000 12,666,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 蛍光性微粒子モニタリングシステム 10,849,650 7,233,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ プラズマ表面クリーニング装置 5,000,000 3,333,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 表面形状評価装置 6,982,500 4,655,000

戦略特別設備 工学研究科 ◎ 原子間力顕微鏡 5,100,000 3,400,000

特定図書 グローバル・スタディーズ研究科 中東国境紛争文書集成 3,200,000 1,584,000

特定図書 司法研究科 国際税法研究 2,860,000 1,415,000

特定図書 経済学部
American Doctoral Dissertations Collection on Japanese Immigration
(Canada,America)

1,722,800 853,000

特定図書 アメリカ研究所 Harper's Weekly, 1857-1912 3,200,000 1,453,000

特定図書 グローバル・スタディーズ研究科
米国の中東和平政策と中東和平プロセスにおける米国の役割　1989～1993
年

2,287,591 1,039,000

特定図書
文学部・法学部・文化情報学
部等

新訂増補 国史大系 2,094,147 1,396,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 原子力間顕微鏡設備 15,592,500 10,395,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 粉体・薄膜・バルク体形状・組織観察特性評価装置 15,130,500 10,087,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 DART質量分析計 11,025,000 7,350,000

特別設備
スポーツ健康科学部・スポーツ健
康科学研究科

反重力トレーニング効果評価システム 118,329,960 78,886,000

特別設備 生命医科学部・生命医科学研究科 炭素繊維強化熱可塑樹脂複合材料の高速成形・信頼性評価システム 82,005,000 54,670,000

特別設備 生命医科学部・生命医科学研究科 脳機能イメージング装置 32,300,000 21,533,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 新世代走査型プローブ顕微鏡システム 29,872,500 19,915,000

特別設備 生命医科学部・生命医科学研究科 核磁気共鳴装置 29,400,000 19,600,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 表面特性評価システム 19,941,600 13,294,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 窒素，リン，アンモニア分析装置 7,476,000 4,984,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 Quantaurus-QY 絶対PL量子収率測定装置 5,628,000 3,752,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 生物由来試料の特性分析装置 5,250,000 3,500,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 超音波伝搬特性評価システム 7,187,145 4,791,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 バルクナノメタル材料評価システム 5,250,000 3,500,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 基礎物性（比熱と表面張力）測定装置 5,250,000 3,500,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 超音波トランスデューサ評価システム 8,589,010 5,726,000

戦略特別設備 先端複合材料研究センター ◎ 熱物性・微細構造評価装置 9,600,000 6,400,000

戦略特別設備 先端複合材料研究センター ◎ 深度測定機能付きデジタルマイクロスコープ 8,000,000 5,333,000

戦略特別設備 先端複合材料研究センター ◎ 回転機構付きＣＶＤ装置 8,100,000 5,400,000

戦略特別設備 超音波医科学研究センター ◎ 研究用超音波イメージングシステム 7,656,000 5,104,000

戦略特別設備 超音波医科学研究センター ◎ 超音波診断装置 19,950,000 13,300,000

特定図書 文化情報学部 室町期芸道伝書　―連歌、立花― 5,000,000 3,333,000

特定図書 文学部 源氏八景 4,725,000 3,150,000

特定図書 社会学部 現代労働関係図書コレクション 2,880,000 1,920,000

特定図書 法学部 Festschriften und Habilitationen 2,800,000 1,866,000

特定図書 文学部 La Revue de l'Art Ancien et Moderne 2,500,000 1,666,000

特定図書 経済学部 The Cambridge Review.A Journal of University Life and Thought. 2,300,000 1,533,000

特定図書 文学部 源氏御手鑑 4,467,931 2,978,000

特定図書 文学部・文化情報学部 日本随筆大成 1,026,674 684,000

2011

2012

2013
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私立大学等研究設備整備費等補助金（私立大学等研究設備等整備費）交付一覧 [2008～2017]
      
補助
年度

区   分 使用学部学科名
補助対象

事業経費（円）
補助金額（円）設 　　　　　   備   　　　　　 名

戦略特別設備 先端複合材料研究センター ◎ 3D繊維配向解析システム 5,400,000 3,600,000

戦略特別設備 先端複合材料研究センター ◎ フェイズドアレイ探傷装置 5,400,000 3,600,000

戦略特別設備 超音波医科学研究センター ◎ パルスレーザー一式 11,661,048 7,774,000

戦略特別設備 超音波医科学研究センター ◎ 生体試料解析ＡＦＭシステム（走査型プローブ顕微鏡） 12,000,000 8,000,000

戦略特別設備 先端医工学研究センター ◎ セルソーティングシステム 21,420,000 13,216,000

戦略特別設備 先端医工学研究センター ◎ 共焦点レーザー顕微鏡 21,000,000 12,957,000

戦略特別設備 先端医工学研究センター ◎ 角膜形状解析システム 10,584,000 6,530,000

戦略特別設備 モビリティ研究センター ◎ LiＤＡＲ全方位イメージングユニット 19,656,000 12,127,000

戦略特別設備 モビリティ研究センター ◎ ウェアラブル光トポグラフィ 5,400,000 3,331,000

戦略特別設備 モビリティ研究センター ◎ 生体情報計測用ドライビングシミュレータ 20,000,000 12,339,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 高速液体クロマトグラフ分取システム 5,000,000 3,138,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 機能性有機化合物分離システム 5,000,000 3,138,000

特別設備
生命医科学部・生命医科学研
究科

プライベートクラウド型脳機能イメージング装置 5,999,400 3,765,000

特別設備 理工学部・理工学研究科 顕微レーザラマン分光システム 25,935,000 17,290,000

特別設備
生命医科学部・生命医科学研
究科

超音波イメージング装置 5,250,000 3,500,000

特定図書 人文科学研究所 都道府県統計書データベース 1,458,000 915,000

特定図書
グローバル・スタディーズ研究
科

生命倫理研究精選コレクション 1,503,166 943,000

特定図書 人文科学研究所 The Chinese Recorder and Missionary Journal 2,216,977 1,390,000

特定図書 法学部 イギリス議会文書コレクション 2,602,538 1,633,000

特定図書 アメリカ研究所 フランクリン・D．ローズベルト大統領史料集 2,920,626 1,833,000

特定図書 社会学部 現代社会と教育コレクション 4,741,824 2,976,000

戦略特別設備
ナノ･バイオサイエンス研究セ
ンター

◎ 共焦点レーザ顕微鏡システム 35,640,000 23,760,000

戦略特別設備 先端複合材料研究センター ◎ エレクトロスピニング装置 5,994,000 3,996,000

戦略特別設備 先端複合材料研究センター ◎ 小型射出成形機 9,000,000 6,000,000

戦略特別設備 超音波医科学研究センター ◎ 超音波イメージングシステム 20,000,000 13,333,000

戦略特別設備 先端医工学研究センター ◎ ルミノイメージアナライザー 8,445,600 5,630,000

戦略特別設備 モビリティ研究センター ◎ ドライビングシミュレータ 18,384,408 12,256,000

注） ○は私立大学ハイテク・リサーチ・センター整備事業

◎は私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

2015

2014
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