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科学技術イノベーションを牽引する 
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共用促進 

経費節約 産学連携 

人材交流 異分野融合 

→１．どのような流れで「共用」がうたわれたのか？ 
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科学技術基本法1995 

総合科学技術会議 
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科学技術イノベーションによる重要課題の達成 

基礎研究及び人材育成の強化 

科学技術イノベーションを一体的に推進 

第４期科学技術基本計画(2011-2015) 

社会とともに科学技術政策を創り進める 

科学技術イノベーションの基盤を強化 
先端的研究施設整備、共用促進等 
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共用促進 

経費節約 産学連携 

人材交流 異分野融合 



経費節約 産学連携 

人材交流 異分野融合 

→２．装置利用は促進されているものの改善の余地は多い！ 

共用促進 



大学・公的機関等の研究施設および 
機器の共用化に関する専門家アンケート 

調査実施主体：  科学技術政策研究所ＳｃｉＳＩＰ室 

調査実施期間：  2011年10月24日～11月1日 

有効回答数：  649件（回収率37.4％） 



自らが所有していない 
外部の研究施設・機器の利用 

経験あり 経験なし 

67％ 

33％ 



「利用経験あり」の理由最多Top3 
複数回答 

当該施設・機器を所有す
る研究者と過去の繋がり
があったため 
 
 
先端大型研究施設では、
それが国内に一つしかな
かったため 
 
 
場所が近かったため 

55％ 

54％ 

57％ 



「利用経験なし」の理由最多Top3 
複数回答 

その他 

これらのいずれかを 
選択した者は全回答者の 

26％ 

29％ 

60％ 

4％ 

13％ 

8％ 

7％ 

3％ 

3％ 

そもそも実験装置をつかわないから 

使いたい装置がないから 

使う発想にいたらなかった 

詳細情報や窓口がみつからなかった 

近くに共用施設がなかったから 

料金が高かったから 

利用申請が却下されたから 



共用促進のブレーキとなる思考 

共用のために手間がかかる 
メリットやインセンティブが低い 

どこに共用施設があるのかわからない 
使い方がわからない 
使い勝手がわるい 
敷居が高い 

NISTEPアンケートをもとに講演者作成 

利用者 

所有者 



ランニングコストに困っている 

マシンタイムにかなり空きがある 

装置の置き場所がない 

テクニシャンがいない 

装置老朽化対応 

共用促進のアクセルとなる消極的理由 



～第三期基本計画まで 

潤沢な予算 
＝装置購入費 
専有マシン所有の 

利便性 

ランニングコスト、 
スペースなどの 

装置にまつわる課題 

研究現場における高度経済成長（研究予算拡充） 



第四期基本計画～ 

ランニングコスト、 
スペースなどの 

装置にまつわる課題 

震災復興、グリーン・ライフイノベーション（課題解決） 

→ ３．これからの時代における研究基盤の在り方とは？ 

潤沢な予算 
＝装置購入費 

専有マシン所有の 
利便性 

イノベーションに向けた 
装置の戦略的利用の 

重要性 
＋ 



～千万 ～億 十億～ 

研究装置分類 

無数 装置の数 多 少 

装置金額 

高 占有の度合い 
（囲い込み度） 

高 低 

大 共用のメリット 特大 極大 

先端研究施設 
共用促進事業 

共用促進法および 
大学共同利用 

科研費 大型競争的資金 
共用促進補助金 
大学運営費補助金 

（主な財源） 



大阪府 

兵庫県 

徳島県 

佐賀県 

広島県 

京都府 

滋賀県 

愛知県 

神奈川県 

東京都 

千葉県 

茨城県 

 

先端研究施設共用促進事業の実施機関（全28機関） 

長野県 

群馬県 

宮城県 
北海道 

兵庫県立大学 
高度産業科学技術研究所 

ニュースバル放射光施設 

大阪大学 
レーザーエネルギー学研究センター 

激光ⅩⅡ号をはじめとする高強度レーザー装置群   

大阪大学 
蛋白質研究所 

NMR装置群 

徳島大学 
疾患酵素学研究センター 

プロテオミクスファシリティ   

高エネルギー加速器研究機構 
物質構造科学研究所 

放射光科学研究施設 

日本原子力研究開発機構 
原子力科学研究所 

研究用原子炉JRR-3 

筑波大学 
研究基盤総合センター 応用加速器部門 

マルチタンデム静電加速器システム   

東京理科大学 
総合研究機構 赤外自由電子レーザー研究センター 

赤外自由電子レーザー 

東京工業大学 
学術国際情報センター 

クラウド型グリーンスパコンTSUBAME2.0 

慶應義塾 
慶應医科学開放型研究所 

ﾏｲｸﾛｱﾚｲ,各種ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置,疾患ﾓﾃﾞﾙﾏｳｽ 

横浜市立大学 
大学院生命ﾅﾉｼｽﾃﾑ科学研究科 生体超分子ｼｽﾃﾑ科学専攻 

NMR装置 

理化学研究所 
横浜研究所 生命分子システム基盤研究領域 

NMR立体構造解析ﾊﾟｲﾌﾞﾗｲﾝ･NMR基盤施設 

海洋研究開発機構 
地球シミュレータセンター 

地球シミュレータ 

名古屋大学 
エコトピア科学研究所 

超高圧電子顕微鏡施設 

名古屋工業大学 
大型設備基盤センター 

表面分析装置 

立命館大学 
SRセンター 

放射光利用実験装置 

京都大学 
防災研究所 

分散並列型強震応答実験装置 

京都大学 
エネルギー理工学研究所 

複合ﾋﾞｰﾑ材料照射装置及びﾏﾙﾁｽｹｰﾙ材料評価基盤設備 

信州大学 
カーボン科学研究所 

ナノカーボン･デバイス試作・評価装置群 

佐賀県地域産業支援センター 
九州シンクロトロン光研究センター 

放射光光源及びビームライン設備   

九州大学 
九州大学クリーン実験ステーション 

走査型プローブ顕微鏡（SMM,AFM,KFM等） 

広島大学 
自然科学研究支援開発センター 

生命科学分析システム   

日本原子力研究開発機構 
高崎量子応用研究所 

イオン照射研究施設等（TIARA等） 

東北大学 
流体科学研究所 

低乱熱伝導風洞装置 

東北大学 
未来科学技術共同研究センター 

先端的経年損傷計測･評価と破壊制御システム 

北海道大学 
創成研究機構オープンファシリティ 

同位体顕微鏡システム 

室蘭工業大学 
環境･エネルギーシステム材料研究開発機構 

複合環境効果評価施設（FEEMA) 

北海道大学 
創成研究機構 スピンイメージング支援室 

スピン偏極走査電子顕微鏡 



～千万 ～億 十億～ 

研究装置分類 

無数 装置の数 多 少 

装置金額 

高 占有の度合い 
（囲い込み度） 

高 低 

共用のメリット 

先端研究施設 
共用促進事業 

共用促進法および 
大学共同利用 

科研費 大型競争的資金 
共用促進補助金 
大学運営費補助金 

（主な財源） 
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～千万 ～億 十億～ 

研究装置分類 

無数 装置の数 多 少 

装置金額 

高 占有の度合い 
（囲い込み度） 

高 低 

共用のメリット 

先端共用促進事業 

科研費 大型競争的資金 
共用促進補助金 
大学運営費補助金 

（主な財源） 
研究開発プラットフォーム 

共用法 

分野別サブ 
プラットフォーム 

大学共同利用 

大 特大 極大 



問題解決に向けたプロジェクトと研究基盤の連携 

研究開発プラットフォーム 

グリーンエネルギー 

先端研究施設・設備等の最適かつ効率的な整備、共用 

レアメタル対策 

難病治癒率向上 再生医療 

●世界に誇る科学技術インフラを最大活用 

●装置ネットワークの上に「人」が乗り人的交流を促進 



我が国の先端研究施設・設備群 

研究開発プラットフォーム 



計算機プラットフォーム 

研究開発プラットフォーム 



計算機プラットフォーム 

研究開発プラットフォーム 



計算機プラットフォーム 

ナノテクプラットフォーム 

研究開発プラットフォーム 



ナノテクプラットフォーム 計算機プラットフォーム 

研究開発プラットフォーム 



ナノテクプラットフォーム 計算機プラットフォーム 

ライフサイエンス 
プラットフォーム 

研究開発プラットフォーム 



ナノテクプラットフォーム 計算機プラットフォーム 
ライフサイエンス 
プラットフォーム 

研究開発プラットフォーム 



ナノテクプラットフォーム 計算機プラットフォーム 

先端共用促進事業 

ライフサイエンス 
プラットフォーム 

研究開発プラットフォーム 



ナノテクプラットフォーム 計算機プラットフォーム 
ライフサイエンス 
プラットフォーム 

先端共用促進事業 
（２８施設） 

共用法対象４施設 
大型量子ビーム施設 

(J-PARC,SPring-8,SACLA） 
大型計算機 

(京) 

研究開発プラットフォーム 



ナノテクプラットフォーム 計算機プラットフォーム 
ライフサイエンス 
プラットフォーム 

先端共用促進事業 
（２８施設） 

共用法対象４施設 
大型量子ビーム施設 

(J-PARC,SPring-8,SACLA） 
大型計算機 

(京) 

克服課題（再生医療、グリーンエネル
ギー、レアメタル対策、難病治療率向
上・・・） 

研究開発プラットフォーム 

研究開発プラットフォーム 



多様な先端研究施設、基盤技術等を 
俯瞰的、包括的に捉えることにより、 
研究基盤全体としての効果、 
効率を上げるとともに、 

新たな価値を生み出すためのシステム 

研究開発プラットフォームとは？ 



●共用対象施設を増やすとともに、先端性の
維持と安定的運用の確保 

 

●ネットワーク構築や技術支援強化等による
ユーザビリティ向上と最先端の成果創出 

 

●研究装置にまつわる効果、効率アップ 
  （公的資金の有効活用等） 

研究開発プラットフォームで 
実現を目指すこと 



●共用対象施設を増やすとともに、先端性の
維持と安定的運用の確保 

 

●ネットワーク構築や技術支援強化等による
ユーザビリティ向上と最先端の成果創出 

 

●研究装置にまつわる効果、効率アップ 
  （公的資金の有効活用等） 

研究開発プラットフォームで 
実現を目指すこと 

「先端研究施設共用促進事業」の拡充により実行 

●大学等の優れた施設の共用化を一層促
進（対象施設の拡大） 
●施設の高度化、先端性の維持 
●利用者支援機能、広報機能の強化 



●共用対象施設を増やすとともに、先端性の
維持と安定的運用の確保 

 

●ネットワーク構築や技術支援強化等による
ユーザビリティ向上と最先端の成果創出 

 

●研究装置にまつわる効果、効率アップ 
  （公的資金の有効活用等） 

研究開発プラットフォームで 
実現を目指すこと 

●研究装置をフル活用するため、 
様々な制度の柔軟化も推進。 
（目的外使用や事業終了後の有効活用等） 
 

●研究者（ユーザー）と機器開発
（メーカー）の一層の連携を促進 



最後に 



研究開発プラットフォームは 
単なる”施設運用支援のための

仕組み”に非ず 

研究基盤に着眼点を置いた 
科学技術システム改革のための
仕組み（意識改革を含む） 



先端 
装置 

既存 
装置 

共用化 

リサイクル 

老朽化 教育用 

コミュニティ
促進 
努力 

課金収入

さらなる装置集結へ



先端研究施設が常に先端性を維持し、 
運用がサステナブルな状態 

 

研究力最大化のために、どこの装置でも 
自由に利用し合える状態 

 

物理的・精神的に装置の維持管理問題から
解き放たれ、研究活動に邁進できる状態 

ご清聴ありがとうございました 

我が国の研究力が底上げ的に向上 


