
大学等における研究設備・ 機器の共用化の
ためのガイドラインについて

令和4年3月14日
科学技術・学術政策局研究環境課
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研究力向上改革２０１９
（平成31年4月文部科学省）

若手研究者の「安定」と「自立」の確保、
「多様なキャリアパス」による「流動性」

「国際性」の促進などを通じ好循環を実現し、
研究者をより魅力ある職に

すそ野の広い富士山型の研究資金体
制を構築し、「多様性」を確保しつつ、
「挑戦的」かつ「卓越」した世界水準の

研究を支援

研究室単位を超えて研究環境の
向上を図る「ラボ改革」を通じ研究
効率を最大化し、より自由に研究に

打ち込める環境を実現
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研究環境の改革

研究人材の改革

研究資金の改革

現場の声→政府方針へ …「研究基盤」「技術職員」の重要性を強く認識

新共用
全国連絡協議会

提 言

技術職員

有志の会
（技術職員の活躍促進

について）

【平成31年1月】

※研究基盤整備・高度化委員会
（第６回）で発表

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
gijyutu/gijyutu25/001/shiryo/1413218.htm

【平成31年4月】 【令和元年６月】

「研究力向上」の原動力

である「研究基盤」の

充実に向けて
（令和元年６月 研究開発基盤

部会）

【令和２年１月】

研究力強化・
若手研究者支援
総合パッケージ

（令和２年１月 総合科学技術・

イノベーション会議）
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【令和３年３月】



測定指標：
「博士後期課程修了者の就職率」
72% （2018）⇒85％（2025）
「博士後期課程学生の生活費相当額受給割合」※
全体10.4％（2015）⇒修士からの進学者数の5割

（全体の2割に相当）（早期達成）

測定指標：
「40歳未満の本務教員数」
将来的に全体の３割以上となることを目指し、
2025年度に約１割増※
※43,153人（2016）⇒48,700人（2025）（＋5,500人）
（直近のデータにより第５期計画と同様に試算）

測定指標：
「大学等教員の学内事務等の割合」
18.0％（2018）⇒約1割（2025）

若手研究者
（ポスドク・特任助教等）

中堅・シニア研究者

産業界による博士人材の積極採用と処遇改善

博士後期課程

博士前期課程/
修士課程

測定指標：
「博士後期課程への進学率」
減少（2000～2018）

⇒V字回復へ（2025）

①若手の研究環境の抜本的強化、②研究・教育活動時間の十分な確保、③研究人材の多様なキャ
リアパスを実現し、④学生にとって魅力ある博士課程を作り上げることで、我が国の知識集約型価値創
造システムを牽引し、社会全体から求められる研究者等を生み出す好循環を実現。

産

学

測定指標：「産業界による理工系博士号取得者の採用者数」 1,397人(2016)⇒2,300人(2025)約1,000人（約65％）増

独立して研究の企画と
マネジメントができる人
材の育成
・博士人材の多様なキャリアパ
スを構築

・優秀な人材が積極的に学び
やすい環境構築

将来の多様なキャリア
パスを見通すことによ
り進学意欲が向上

自由な発想で挑戦的研
究に取り組める環境を
整備
・優秀な若手研究者の研究環
境の充実、ポストの確保、表
彰

多様かつ継続的な
挑戦を支援
・研究に専念できる環境を確保
・研究フェーズに応じた競争的
資金の一体的見直し

・最適な研究設備・機器の整備
とアクセスの確保

２
５

３

マネジメント人材、URA、エンジニア等のキャリアパスを明確化 ４

魅力ある研究環境の実現

多様なキャリアパス
・流動の実現 〈参考〉URA配置人数1,225人（2017）

１

（参考）大学本務教員に占める40歳未満の教員の割合 23.4％（2016）
40歳時点の任期無し教員割合(テニュアトラック教員含む) RU11 約49%（2013）
※2019年度よりRU 11構成大学と国立大学法人運営費交付金の重点支援の取組のうち重点支援③に該当する
大学を対象として調査を拡大

「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」
（2020年１月23日総合科学技術・イノベーション会議決定）
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「人材」、「資金」、「環境」の三位一体改革を進め、さらに次期科学技術基本計画等に基づき、
大学改革等を実現し、イノベーション創出を加速。

資
金

環
境

人
材

【施策の方向性】
• 優秀な若手研究者のポストの確保、表彰

• 多様な財源による博士人材のキャリアパス※

の拡大（有給インターンの拡充等）、
大学院博士後期課程学生の処遇の改善等
※ 教員、マネジメント人材、URA、エンジニア、産業界等

• 研究成果の切れ目ない創出に向け、研究者
の多様かつ継続的な挑戦を支援する「競争
的研究費の一体的見直し」

• 若手研究者を中心とした、自由な発想による
挑戦的研究を支援する仕組みの創設

• 大学等の共同研究機能の外部化等による
オープンイノベーションの活性化の検討

• マネジメント人材やURA、エンジニア等の
キャリアパスの確立(URAの認定制度等)

• 研究機器・設備の整備・共用化促進
(コアファシリティ化)、スマートラボラトリー化
の推進等

【主なスケジュール】
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「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」 より
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国内外における情勢変化 科学技術・イノベーション政策の振り返り

○ 世界秩序の再編の始まりと、科学技術・イノベーションを中核と
する国家間の覇権争いの激化

○ 気候危機などグローバル・アジェンダの脅威の現実化
○ ITプラットフォーマーによる情報独占と、巨大な富の偏在化

○ 目的化したデジタル化と相対的な研究力の低下
－ デジタル化は既存の業務の効率化が中心、その本来の力が未活用
－ 論文に関する国際的地位の低下傾向や厳しい研究環境が継続

○ 科学技術基本法の改正
科学技術・イノベーション政策は、自然科学と人文・社会科学を融合した
「総合知」により、人間や社会の総合的理解と課題解決に資するものへ

○ 国際社会の大きな変化
－ 感染拡大防止と経済活動維持のためのスピード感のある社会変革
－ サプライチェーン寸断が迫る各国経済の持続性と強靱性の見直し

○ 激変する国内生活
－ テレワークやオンライン教育をはじめ、新しい生活様式への変化

現状認識

科学技術・イノベーション基本計画（概要）

新型コロナウイルス感染症の拡大

加速

我が国が目指す社会（Society 5.0）

【経済的な豊かさと質的な豊かさの実現】
誰もが能力を伸ばせる教育と、それを活かした多様な働き方を可能とする労働・雇用環境の実現
人生100年時代に生涯にわたり生き生きと社会参加し続けられる環境の実現
人々が夢を持ち続け、コミュニティにおける自らの存在を常に肯定し活躍できる社会の実現

一人ひとりの多様な幸せ（well-being）が実現できる社会

サイバー空間とフィジカル空間の融合に
よる持続可能で強靱な社会への変革

新たな社会を支える人材の育成
新たな社会を設計し、
価値創造の源泉となる「知」の創造

「グローバル課題への対応」と「国内の社会構造の改革」の両立が不可欠

 総合知やエビデンスを活用しつつ、未来像からの「バックキャスト」を含めた「フォーサイト」に基づき政策を立案し、評価を通じて機動的に改善
 5年間で、政府の研究開発投資の総額 30兆円、官民合わせた研究開発投資の総額 120兆円 を目指す

Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策

（１） サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出
• 政府のデジタル化、デジタル庁の発足、データ戦略の完遂（ベースレジストリ整備等）
• Beyond 5G、スパコン、宇宙システム、量子技術、半導体等の次世代インフラ・技術の整備・開発

（２） 地球規模課題の克服に向けた社会変革と非連続なイノベーションの推進
• カーボンニュートラルに向けた研究開発（基金活用等）、循環経済への移行

（３） レジリエントで安全・安心な社会の構築
• 脅威に対応するための重要技術の特定と研究開発、社会実装及び流出対策の推進

（４） 価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成
• SBIR制度やアントレ教育の推進、スタートアップ拠点都市形成、産学官共創システムの強化

（５） 次世代に引き継ぐ基盤となる都市と地域づくり（スマートシティの展開）
• スマートシティ・スーパーシティの創出、官民連携プラットフォームによる全国展開、万博での国際展開

（６） 様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用
• 総合知の活用による社会実装、エビデンスに基づく国家戦略※の見直し・策定と研究開発等の推進
• ムーンショットやSIP等の推進、知財・標準の活用等による市場獲得、科学技術外交の推進

国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革

（１） 多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築
• 博士課程学生の処遇向上とキャリアパスの拡大、若手研究者ポストの確保
• 女性研究者の活躍促進、基礎研究・学術研究の振興、国際共同研究・国際頭脳循環の推進
• 人文・社会科学の振興と総合知の創出（ファンディング強化、人文・社会科学研究のDX）

（２） 新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）
• 研究データの管理・利活用、スマートラボ・AI等を活用した研究の加速
• 研究施設・設備・機器の整備・共用、研究DXが開拓する新しい研究コミュニティ・環境の醸成

（３） 大学改革の促進と戦略的経営に向けた機能拡張
• 多様で個性的な大学群の形成（真の経営体への転換、世界と伍する研究大学の更なる成長）
• 10兆円規模の大学ファンドの創設

知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化

探究力と学び続ける姿勢を強化する教育・人材育成システムへの転換
• 初等中等教育段階からのSTEAM教育やGIGAスクール構想の推進、教師の負担軽減
• 大学等における多様なカリキュラムやプログラムの提供、リカレント教育を促進する環境・文化の醸成

一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成

※AI技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、宇宙、海洋、環境エネルギー、健康・医療、食料・農林水産業等

国際社会に発信し、世界の人材と投資を呼び込むこの社会像に「信頼」や「分かち合い」を重んじる我が国の伝統的価値観を重ね、Society 5.０を実現

社
会
か
ら
の
要
請

知
と
人
材
の
投
入

【持続可能性の確保】
 SDGsの達成を見据えた持続可能な地球環境の実現
現世代のニーズを満たし、将来の世代が豊かに生

きていける社会の実現

国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会

【強靱性の確保】
災害や感染症、サイバーテロ、サプライチェーン
寸断等の脅威に対する持続可能で強靭な
社会の構築及び総合的な安全保障の実現

Society 5.0の実現に必要なもの

「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の
好循環
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組織的な研究設備の導入・更新・活用の仕組み（コアファシリティ化）

第２章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策
２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化
（２）新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）

（ｂ）あるべき姿とその実現に向けた方向性（P59）
・・・ ネットワーク、データインフラや計算資源について、世界最高水準の研究基盤の形成・維持を図り、産学

を問わず広く利活用を進める。また、大型研究施設や大学、国立研究開発法人等の共用施設・設備について、
遠隔から活用するリモート研究や、実験の自動化等を実現するスマートラボの普及を推進する。これにより、時
間や距離の制約を超えて、研究を遂行できるようになることから、研究者の負担を大きく低減することが期待され
る。また、これらの研究インフラについて、データ利活用の仕組みの整備を含め、全ての研究者に開かれた研究
設備・機器等の活用を実現し、研究者が一層自由に最先端の研究に打ち込める環境が実現する。

（ｃ）具体的な取組
② 研究DXを支えるインフラ整備と高付加価値な研究の加速（P61）
〇研究設備・機器については、2021年度までに、国が研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等を策

定する。なお、汎用性があり、一定規模以上の研究設備・機器については原則共用とする。また、2022年
度から、大学等が、研究設備・機器の組織内外への共用方針を策定・公表する。また、研究機関は、各研
究費の申請に際し、組織全体の最適なマネジメントの観点から非効率な研究設備・機器の整備がおこな
われていないか精査する。これらにより、組織的な研究設備の導入・更新・活用の仕組み（コアファシリティ
化）を確立する。既に整備済みの国内有数の研究施設・設備については、施設・設備間の連携を促進する
とともに、2021年度中に、全国各地からの利用ニーズや問合せにワンストップで対応する体制の構築に着手し、
2025年度までに完了する。さらに、現在、官民共同の仕組みで建設が進められている次世代放射光施設の
着実な整備や活用を推進するとともに、大型研究施設や大学、国立研究開発法人等の共用施設・設備に
ついて、リモート化・スマート化を含めた計画的整備を行う。 【科技、文、関係府省】
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「第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和3年3月26日閣議決定）」“研究基盤”関係の記載

国による共用のためのガイドライン等の策定

共用施設・設備のリモート化・スマート化



第２章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策
２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化
（１）多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築

（ｂ）あるべき姿とその実現に向けた方向性（P50）
・・・ また、研究の卓越性を高めるため、厚みのある基礎研究・学術研究の振興とともに、多様な「知」の活

発な交流が必要である。個々の研究者が、腰を据えて研究に取り組む時間が確保され、自らの専⾨分野に閉
じこもることなく、多様な主体と知的交流を図り、刺激を受けることにより、卓越性が高く独創的な研究成果を
創出する環境の実現を目指す。 ・・・

（ｃ）具体的な取組
② 大学等において若手研究者が活躍できる環境の整備（P53）
⑥ 研究時間の確保（P55-56）
○URA等のマネジメント人材、エンジニア（大学等におけるあらゆる分野の研究をサポートする技

術職員を含む）といった高度な専門職人材等が一体となったチーム型研究体制を構築すべ
く、これらが魅力的な職となるよう、専門職としての質の担保と処遇の改善に関する取組を
2021年度中に実施する。これにより、博士人材を含めて、専⾨職人材の流動性、キャリアパスの充実を
実現し、あわせて、育成・確保を行う。 【文】

「第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和3年3月26日閣議決定）」“研究基盤”関係の記載
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１．趣旨
大学等における研究設備・機器は、あらゆる科学技術イノベーション活動の原動力となる重要なインフラであり、科学技術が広く社会に貢献する上で必要

なものである。このため、基盤的及び先端的研究設備・機器の持続的な整備と、これらの運営の要としての専⾨性を有する人材（技術職員等）の持続的
な確保・資質向上を図ることが不可欠である。また、これらの研究基盤は、多数の研究者に活用されてこそ、その価値が高まるものであることから、広く共用さ
れることが重要であり、共用は、研究者がより自由に研究に打ち込める環境の実現や限られた研究資金による研究効果の最大化にも資するものである。
このような認識の下、各大学等において、研究基盤が経営資源の一つとして戦略的に活用・運用されるよう、第６期科学技術・イノベーション基本計画

（令和３年３月閣議決定）では、2021年度までに国が研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等を策定し、2022年度から大学等が研究設備・
機器の組織内外への共用方針の策定・公表を行うこととされている。
このため、大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等を検討する場として、「大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイド

ライン等の策定に関する検討会」（以下「検討会」という。）を設置する。

大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定に関する
検討会の設置について（令和３年８月 科学技術・学術政策局長、研究振興局長）

２．検討事項
大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等について

３．実施方法
・検討会は別紙委員をもって構成することとする。
・検討会には座長を置く。
・座長は、検討会の事務を掌理する。
・座長が必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
・検討会の会議及び議事は原則として公開で行う。ただし、座長が非公開が
適当であると認める場合には、非公開とすることができる。
・この他、運営に関し必要な事項は、座長が検討会に諮った上で定める。

４．実施期間
令和４年３月３１日までとする。

５．その他
検討会に関する庶務は、関係局課の協力を得て、以下の事務局が行う。
・科学技術・学術政策局研究環境課（代表）
・研究振興局大学研究基盤整備課

また、高等教育局から、大学振興課、専⾨教育課、国立大学法人支援
課、私学部がオブザーバーとして参加する。

◎ 江端 新吾 国立大学法人東京工業大学総括理事・副学長特別補佐、
戦略的経営オフィス教授

植草 茂樹 植草茂樹公認会計士事務所所長

岡 征子 国立大学法人北海道大学グローバルファシリティセンター機器
分析受託部⾨／設備リユース部⾨長

上西 研 国立大学法人山口大学理事・副学長（学術研究担当）

小泉 周 大学共同利用機関法人自然科学研究機構特任教授

高橋 真木子 金沢工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授、
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構理事

龍 有二 公立大学法人北九州市立大学理事・副学長

◎：座長

委員名簿
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１．検討会
○第一回（令和3年8月26日）
・ 共用化のためのガイドラインの位置付け・対象範囲の確認
・ 研究設備・機器の共用等に係る状況、文科省の取組・施策
・ 内閣府の共用機器の調査の実施予定に関する報告
・ ガイドライン骨子案（事務局案）の議論
・ 今後の進め方の議論

○第二回（11月8日）
・ ガイドライン骨子案（第一回の意見を踏まえて改訂）の報告
・ 関係機関からのヒアリング結果の報告
・ ヒアリング結果のガイドラインへの反映に関する議論

○第三回（令和4年1月24日）
・ 内閣府の共用機器の調査の実施予定に関する報告
・ ガイドライン本文たたき台の審議

○第四回（2月24日）
・ ガイドライン本文案の審議
・ 検討会としてのとりまとめ（座長一任）

○ ガイドラインの策定（局長決定）、大学等への通知
○ 公募型研究資金のモデル公募要領等への反映

２．関係機関からのヒアリング

アウトプット

9

３．審議会への報告・フィードバック

○「設備サポートセンター整備事業」、「コアファシリティ構築
支援プログラム」、「新たな共用システム導入支援プログ
ラム」実施機関を中心に、課題や先行事例を収集
※ 関連団体（研究基盤協議会等）とも連携を図り、
検討会委員やコミュニティ側からのヒアリングや事例の
収集も適宜検討

○観点（経営、財務、人材等）ごとに、複数の機関から
ヒアリング（検討会委員も可能な限り同席）

○聴取した共有すべき内容は検討会に共有し、ガイドライ
ンに反映（好事例はガイドライン参考資料に含める）

○科学技術・学術審議会研究開発基盤部会

○科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会

事例

報告

FB

検討のスケジュール

（※）内閣府（e-CSTI）の取組を通じて状況・効果を把握するとともに、取組の進展に応じて策定内容を適宜更新
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趣 旨

研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン
～すべての研究者がいつでもアクセスできる共用システムの構築を目指して～

大学等における研究設備・機器の共用化のための
ガイドライン等の策定に関する検討会

事務局
文部科学省

科学技術・学術政策局
研究振興局

（要約）
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１．本ガイドラインにおける用語の定義
共用や関わる人材等の定義、対象となる設備・機器の範囲

２．研究設備・機器の共用の重要性
（１）現状認識

大型研究設備等の状況、共通基盤施設の大学内の位置付け、施設整備
との関係性、文部科学省におけるこれまでの関連施策と今後に向けて

（２）基本的考え方
①各機関における経営戦略と「研究設備・機器とそれを支える
人材」の関係性

②多様なプロフェッショナルが協働する「チーム共用」の推進
③「戦略的設備整備・運用計画」策定の意義

（３）共用システムによる意義とメリット
①目標達成に向けた限りある資源の効果的な活用
②外部連携への発展（共同研究や産学連携・地域連携）
③効率的な管理・運用による技術的・金銭的メリット

研究設備・機器の共用促進に向けたガイドライン（案）の概要

 各機関の戦略的な経営実現に向け、自律的な設備整備の重要性がますます増加・・・
 世界をリードしていく研究者にとって必要な、最先端の研究設備・機器を十分に利用できない状況・・・
 計画的な整備・運用を実現するために必要な、予算の獲得・確保の戦略がか必ずしも十分ではない・・・

現状
（課題）

 2021年度までに、国が研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等を策定する。
 なお、汎用性があり、一定規模以上の研究設備・機器については原則共用とする。
 また、2022年度から、大学等が、研究設備・機器の組織内外への共用方針を策定・公表する。

本ガイドライン（案）のポイント

（※緑字、青字は上記のポイントに対応する事項）

各機関における、本ガイドラインのポイントを踏まえた「戦略的設備整備・運用計画」の策定を推進

３．共用システムの構成・運営
（１）共用システムの構成・運営体制
①経営戦略への位置づけ
②共用に係る統括部局の確立
③財務・人事を含めた体制の整備）

（２）共用システムの基本設計
①共用の範囲・共用化のプロセス
②共用の対象とする設備・機器の選定）

（３）共用システムの具体的な運用方法
①インセンティブ設計
②内部規程類の整備
③設備・機器の見える化
④予約管理システムの構築
⑤不要となった設備の利活用

４．共用システムの実装に関連する事項（財務・人材）
（１）財務の視点
多様な財源の活用、利用料金の設定

（２）人材の観点
技術職員等の共用への関わり、技術職員の技能の向上・継承

５．その他の取組
設備利用に関するデータの蓄積・活用、論文等成果への紐づけ、多様
な研究者による共同研究・融合研究の推進、地域の大学・自治体・
民間企業等との対外的な連携構築や情報発信による更なる有効活用
の促進、産学協同による研究設備・機器の整備・活用、遠隔化・自動化・研
究DXへの対応等

○ 参考事例集
各研究機関における運営体制、規程類、予約管理システム、人事制度等

目次

戦略的経営実現のための共用マインドセット改革 研究設備・機器を最大限活用・促進する共用システム改革
研究設備・機器のみならず、関連する人材、予算等、
リソース全体による研究・教育効果の最大化に向けた共用を促進
研究教育を通じた社会への知的貢献と自律的な大学経営の両立に資する
公共財として、研究設備・機器の経営戦略における位置付けの確立を促進

研究設備・機器を最大限活用するため、研究設備・機器とそれを支える人
材を一体と捉えた整備・活用を促進
加えて、経営戦略にそれらを明確に位置付け、技術職員、事務職員のみ
ならず、役員、研究者、URA等による「チーム共用」を推進

運用改革（公的財源に基づく研究設備・機器の共用に係る検討の原則化、利用料金の適切な設定）

公的な財源（基盤的経費、競争的研究費）をもとに整備する研究設備・機器について、共用化の検討を原則的に求める考え方を明記
我が国の総合的な研究力の向上と研究設備・機器の自律的・戦略的な整備の双方に対応する、柔軟かつ多様な利用料金の設定を推奨

第6期 科学技術・イノベーション
基本計画

（令和3年3月26日閣議決定）

11
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趣 旨

０．はじめに、１．本ガイドラインにおける用語の定義
○大学や研究機関等における研究設備・機器は、あらゆる学術研究活動及び科学技術・イノベーション活動の
原動力となる重要な資源。幅広い共用は、研究者がより自由に研究を進めるための環境の実現や限られた研
究資金による研究効果の最大化にも資するもの。

○ 「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」において、「人材」「資金」「環境」の三位一体改革の重要性
を指摘。「環境」における重要な施策として、大学や研究機関等における研究設備・機器の共用体制の確立
が掲げられている。

○ 「第６期科学技術・イノベーション基本計画」において、「2021年度までに国が研究設備・機器の共用化のた
めのガイドライン等を策定し、2022年度から大学等が研究設備・機器の組織内外への共用方針の策定・公
表を行うことを通じて、組織全体における研究設備・機器の最適なマネジメントを確立する」とされている。

○各機関による共用推進の取組を「機関全体の経営課題」として捉え、共用の取組を担う研究現場の担当者
がその推進を図る際の手引きとなるよう、また、経営層においても活用してもらうよう、本ガイドラインを作成。

定義

共用の範囲
• 機関の裁量によって機関内に利用を広げるとともに、機関外の第三者の利用も可能とす
る仕組みを戦略的に構築し、推進すること。

• 専⾨性を有する人材（技術職員等）が、利用者からの依頼を受けて当該設備・機器
を使用して行う受託試験・受託分析も含む。

人材 • 「研究者」、「技術職員」、「事務職員」、「URA」
チーム共用 • 多様なプロフェッショナルが参画して共用推進に協働すること。

統括部局
• 各機関で共用を中心とした設備・機器のマネジメントを担う組織を「統括部局」※と総称。
• 各機関の組織体制や人員体制により、既存の共通機器センターや会議体が担うなど、
様々な形態が可能。
※本名称は文科省「コアファシリティ構築支援事業」で用語の定着化を図っているもの

対象の研究
設備・機器

• 各機関において、主に公的な資金（基盤的経費、競争的研究費）を財源として整備
される設備・機器

12
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２．研究設備・機器の共用の重要性 （１）現状認識

○ これまでの文部科学省や各機関における取組により、一部の機関では研究設備・機器の共用の取組が進む
一方、全国的な調査では共用化の状況に課題が見られる※など、研究者が必ずしも必要な研究設備・機器
にアクセスできていない。必ずしも共用がすべてということでないが、各機関における経営戦略のもと、共用の推
進により、状況の改善を図ることが重要。

○研究設備の管理・運用等に係る経費に困難が生じている。予算減少により新規購入や更新が困難など、研
究環境を取り巻く状況は依然として深刻。いまだに特定の研究室等で専用されている設備・機器も多い。

○研究設備・機器が経営資源の一つとして戦略的に活用・運用されるよう、多様な財源の活用を含めた研究設
備・機器に係る新しい整備計画の策定や、機関全体として戦略的に導入・更新・共用等を図る仕組みを一
層強化することが重要

※「研究設備・機器の共用」産学連携調査2022より
・ 国立大学内における共用化対象の資産は全体の約17％に留まる。
・ 部局管理設備の共用状況が不明との回答があるなど、学内における設備の共用状況を大学が把握しきれていない状況もあり。
・ 利用料収入は、多くの機関で5000万円以下に留まる。特に地方大学では、共用が進んでいる場合でも利用料収入が低い。

13
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２．研究設備・機器の共用の重要性 （２）基本的考え方

○設備・機器を重要な経営資源のひとつと捉え、経営戦略において、設備・機器を、それを支える人材とともに戦
略的に活用することが求められる。

○各機関のビジョンや理念の実現に向け、それぞれのミッションや経営方針において、研究設備・機器とそれを支
える人材が果たす役割や重要性を、経営層も含めた形で認識し、経営戦略において、その戦略的な活用を
明確に位置付けることが極めて重要。

○戦略的な方策を考える上で、経営層が関与する体制（統括部局）の下で、例えば以下の観点を踏まえるこ
とが効果的
・ 既に保有する研究設備・機器の現状把握・分析と活用
・ 新たに導入・更新する研究設備・機器に対する予算配分の考え方
・ 共用を通じて得る外部からのリソースの活かし方

①各機関における経営戦略と「研究設備・機器とそれを支える人材」の関係性

② 多様なプロフェッショナルが協働する「チーム共用」の推進
○役員、研究者、技術職員、事務職員、URA等の多様なプロフェッショナルが参画する形で、統括部局や関係
部署が協働し、設備・機器の適切なマネジメントを行うことで、研究設備・機器とそれを支える人材を一体とし
た経営戦略とシステム構築につながる（多様なプロフェッショナルが連携して、機関としての設備・機器の共用
推進に協働していくことを、本ガイドラインでは「チ―ム共用」と呼ぶ）。

○技術職員が共用の取組に組織的に参画することで、設備・機器の一元的な管理運営を可能とするとともに、
技術職員の技能向上が図られ、施設・設備の適切かつ継続的なメンテナンスを可能とする相乗効果あり。
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２．研究設備・機器の共用の重要性 （２）基本的考え方

○基盤的経費が減少傾向にある中、「設備マスタープラン」を策定している国立大学等を含め、基盤的経費のみ
で計画的に設備・機器を維持管理することはもはや困難。外部資金等の多様な財源も含めた、戦略的な設
備整備・運用計画の策定が重要（「戦略的設備整備・運用計画」）。

○ そのためには、各機関において、既存の研究設備・機器に係る利用状況、老朽化状況、今後のニーズ等の把
握とともに、更新、新規導入に係る財源（自己資金・外部資金等）の分析が必要。

○共用の推進により、これらの情報の把握が可能となり、現在の資源の有効活用のみならず、将来の資源の有
効活用につなげることができる。公的な財源で研究設備・機器を整備する場合、機関が有し資産管理してい
ることからも、原則、共用化について検討した上で、経営戦略に基づき戦略的に判断をしていくことが望まれる。

③ 「戦略的設備整備・運用計画」策定の意義
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趣 旨

２．研究設備・機器の共用の重要性 （３）共用システムの意義とメリット

○研究者があらゆる研究設備・機器にアクセスできる環境づくりは、研究者のパフォーマンスを向上させ、卓越した
研究成果を創出に繋がる。研究環境の改善には、機関が有する経営資源（研究設備・機器、予算、人材
等）の最大限の活用が不可欠。

○共用を推進することで、各機関が「戦略的設備整備・運用計画」等による計画的な整備・運用の実現につな
げ、既存設備・機器の有効活用に加え、設備・機器の予算配分上の重点化・適正化を図ることが可能。

①目標達成に向けた限りある資源の効果的な活用

②外部との連携への発展（共同研究や産学連携・地域連携）
○設備・機器を機関内外に共用することや、共同研究、産学・
地域連携は、外部資金の獲得に加え、他分野の研究者と相
互に連携を強め、新たな共同研究の推進、そしてイノベーション
の創出に貢献。

○共用は、共同研究や外部連携、産学連携や地域連携を図る
上での重要なハブの機能を果たす。

○設備・機器が特定の研究室で管理されている場合、管理のために研究者の研究時間が削られる。設備・機器
を、特定の研究室に閉じることなく組織的に管理することにより、体系的な保守管理が可能となり、研究者の研
究時間の捻出につながる。更に、それらに技術職員が関わることで、設備・機器の一元的な管理を可能とすると
ともに、技術職員の技能向上が図られる。保有施設スペースの有効活用に加えて、外部資金拡大へも寄与。

③効率的な管理・運用による技術的・金銭的メリット

16
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趣 旨

３．共用システムの構成・運営（１）共用システムの構成・運営体制

①経営戦略への位置づけ
○各大学の自律的・戦略的な経営を進める上で、設備・機器の共用システムが担う役割が、決して小さくないこ
とを認識することが必要。

○経営戦略には、（１）設備・機器が重要な経営資源であること、（２）設備・機器の活用方策として共用
が重要であること、（３）設備・機器の共用システムの構築・推進を図ること、の３点を位置づけることが必要
。

趣 旨

②共用に係る統括部局の確立
○共用の推進を行う統括部局を、機関経営への参画を明確にし、明示的に位置付けることが重要。経営戦略
等との連携を図るため、例えば、学長直轄組織等へ位置づける、担当理事が部局長を担うなど。

○統括部局を各機関全体の研究設備・機器のマネジメントを実現する組織と位置付けた上で、研究設備・機
器の整備運用、仕組みやルールの策定、技術職員の組織化等を進めていくことが有効。

③財務・人事を含めた体制の整備
○利用料収入の活用方策や、財務会計システムの工夫等も視野に入れた、財務担当部署との連携や、「チー
ム共用」の推進、技術職員等の一元化・流動的な配置等も視野に入れた人事担当部署との連携が必要。

【組織化の方法例】
 汎用的な設備・機器を集約した共通基盤センターや、技術職員を一元化

した技術部等の独立組織が中心となり統括部局を組織
 共用化が進む特定の部局等を中心として統括部局を組織し、各部局等が

管理・運用する設備・機器の全学的な共用を進める
 各部局等がそれぞれに行う共用の取組について連携・共通化を図る委員

会を設置する

【連携の例】
 統括部局に財務・人事担当理事が直接参画する方法
 統括部局と連携体制を構築する方法 17
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３．共用システムの構成・運営（２）共用システムの基本設計

趣 旨
①共用の範囲・共用化のプロセス
○共用システムは、経営戦略や「戦略的設備整備・運用計画」との関係もあることから、機関全体での仕組み
の導入が重要。一方で、例えば特定の部局内での利用が主となるケースもあるため、状況を踏まえつつ、研究
設備・機器の実効的な利用の範囲を設定しつつ、システムの設計を進めることが有効。
【利用の範囲を設定する方法例】
 いくつかの部局内での利用
 複数の部局やキャンパス等で形成する各拠点内での利用
 共通する設備・機器群で横串を刺した技術分野の利用

○主たる利用範囲を設定後、部局・拠点外への範囲拡大やシステムの共通化を図る。その際、経営層や財務
・人事部局も巻き込みながら「チーム共用」のを推進することが重要。
【システムの展開、共通化の方法例】
 高額な設備・機器が多い分野や、既に共用化に一定程度取り組んでいる部局を中心に、共用の体制やシステムの構築を進め、他

の部局等へ横展開を図る
 いくつかの部局でそれぞれに共用が進んでいる場合には、情報共有から連携を始め、相互利用やルール・システムの共通化等に

ついて検討を進める

②共用の対象とする研究設備・機器の選定
○基盤的経費により整備する設備・機器は、統括部局が主導し、共用化の検討を行うことが原則。さらに、競
争的研究費により整備される設備・機器についても、原則として共用化の検討を進めることが重要。プロジェク
ト期間中は共用化できないという認識が強いが、各機関においては、プロジェクト期間中でも共用化が可能で
あることを認識し、当該プロジェクトの推進に支障のない範囲で一層の共用化に取り組むことが重要。

○ その上で、研究力の強化や産学連携・地域連携の強化等、機関における目標や経営戦略に基づき、統括
部局のガバナンスの下、戦略的に、共用の形で活用する研究設備・機器を選定していくことが重要。
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３．共用システムの構成・運営（３）共用システムの具体的な運用方法

趣 旨
①インセンティブ設計
○共用を進める上で、各研究室等で整備・運用される設備・機
器を、専用利用ではなく共用に供するための理解を得ることが
不可欠。そのため、設備・機器の提供に関する、部局等の管理
者や運用主体へのインセンティブ設計が有効。

【インセンティブの例】
 共用に供する研究設備・機器に対しての、学内

予算等を活用した更新の措置
 研究設備・機器に適切な稼働環境を整備した学

内スペースへの設置
 利用料収入の集約・再配分による維持管理費等

の体系的な措置
 研究設備・機器の利用による論文創出への貢献

の見える化

○共用が進んでいる機関でも、各部局等で運用が異なるケースも
多い。経営戦略や「戦略的設備整備・運用計画」との関係を
踏まえると、統括部局において内部規定類を整備するなど、一
定のルール定めた運用を行うことが必要。

②内部規定類の整備
【内部規定類の例】
 機関全体の共用システムの運用に関する規程
 共用設備・機器の取扱いに関する規程
 受託分析・受託試験に関する規程
 利用料金の設定に関する規程

○使用できる設備・機器の情報を、機関内外に対してわかりやすく可視化することが重要。利用料金や申込方
法、設備・機器の使途、得られるデータの種類等の情報も合わせて提供することで、利用率が向上に繋がる。

③研究設備・機器の見える化

趣 旨

④予約管理システムの構築
○機関内外からの利用申請は、民間が提供するサービスの利用や、自然科学研究機構が提供する「大学連
携研究設備ネットワーク」などの、情報システムを活用することが望まれる。

⑤不要となった研究設備・機器の利活用
○不要又は遊休設備・機器は、共用化を図るほか、譲渡又や売却、修理又は高機能化による再生利用（リ
サイクル）を図ることが考えられる。
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４．共用システムの実装に関連する事項（１）財務の視点、（２）人材の視点

趣 旨趣 旨趣 旨趣 旨○経営戦略の下、利用料金を適切に設定し利用料収入での運用の自立化を図ることが考えられる。必ずしも
利益を上げる（儲ける）ことが目的ではなく、各機関における設備・機器の運営をより持続的に維持・発展さ
せるための、適切な料金設定を検討。

○利用料金設定を研究推進部署が行うことが多く、財務担当部署の関
与が少ない状況もあるが、設備・機器の戦略的な整備の観点から、財
務担当部署が積極的に関与することが重要。

○共用の推進のため、役員、研究者、技術職員、事務職員、URA等の多様なプロフェッショナルが参画する「チ
ーム共用」を推進し、研究設備・機器と人材の一体的な運用を進めることが重要。

○中でも、技術職員は、高度で専⾨的な知識・技術を有し、研究者とともに課題解決を担うパートナーとして重
要な人材。技術職員がその能力や専⾨性を最大限活かすため、設備・機器の整備への幅広い貢献を図ると
ともに、研究設備・機器とそれを支える人材に関する経営戦略の策定にも参加するなど、活躍の場を広げてい
くことが望まれる。また、活躍に応じた技術職員の処遇改善に関する取組（キャリアパスの拡充等）や技術職
員の貢献について可視化する取組（利用者に対し論文の謝辞に明記を求める等）も重要。

（１）財務の視点

（２）人材の視点

【技術職員の共用への関与取組例】
 マネジメントに関わる職種や認定制度を設け、機関の戦略策定へ関与
 機関内にて職種を越えた異動制度を設け、人材の活性化
 技術職員を一元化し人材育成体制を整えるとともに全学への技術支援体制を確立

 組織横断的な研修会等による、技能の共有、異分野融合の促進
 技術職員の分野や技術支援のカタログ化
 研究設備・機器の利用料金として技術職員の相談料を設定

○利用者が得る「利用の価値」を適切に勘案することが必要。修繕や更
新を踏まえた減価償却費相当額等を含めることや、技術職員等の技
術的知見を踏まえた別途料金設定も一案。一方、若手育成等の観
点からの割引などを設定し、利用率向上に繋げる方法も考えられる。
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職種を越えたトラック間の異動を可能とする制度による人材活用の活性化

４．共用システムの実装に関連する事項（財務・人材）

（２）人材の観点

東京工業大学

狙い・ポイント：技術職員の職階に主幹技術専門員、上席技術専門員を新たに設け、キャリアパスの拡充を図る。
更に職種を超えた人事配置を可能とする。 21

ガイドライン参考事例



設備・機器と技術職員の技術シーズを繋げる
アドミニストレータ職を導入（技術相談の
コーディネート、アウトリーチのマネジメン
トを実施）

通常の職階とは別に、高度な技能専門職
としての認定制度を導入しスキルを評価

金沢大学 名古屋大学

４．共用システムの実装に関連する事項（財務・人材）

（２）人材の観点

狙い・ポイント：研究活動における技術支援を担う全学技術
センターのサービス機能強化として、共用設備・機器と技術
組織を繋ぐマネージメント人材を置き、設備・機器等の共用
化や学外利用の促進や研究基盤の更なる強化を目指す。

狙い・ポイント：技術職員のスキルとキャリアパスの可視
化を実現した新しい技術評価認定制度を導入。すべての技
術職員を対象として、正確、公平にスキル評価し、認定理
由を明示し、３つの新規技術職に認定。技術職員のタテの
風通しをよくし、部門を超えた情報共有と協力関係を促進。 22

ガイドライン参考事例



マネジメント職を併任の形で職階と分離
（機動的な人事やマネジメント能力の醸成）

技術職員の一元化と合わせて、技術職員の
管理職の職階を整備

山口大学 高エネルギー加速器研究機構

４．共用システムの実装に関連する事項（財務・人材）

（２）人材の観点

狙い・ポイント：技術職員の一元化と合せて「技術職
員の管理職」の職階を整備。マネジメントトラックと
マイスタートラックの「ダブルトラック制」による
キャリアパスを確立。それにより技術職としての「誇
り」の醸成を図り，さらに技術職員組織自らが組織管
理を行うことが可能な体制構築を目指す。

狙い・ポイント：技術職員の組織は、若手登用を可能と
するマネージメント職を職階と分離し併任発令。 また、
流動性確保のため、技師以上の昇任は公募競争とする。
技術職員は、研究プロジェクトの一員であり、研究成果
の一翼を担う。

※ 総合技術部の管理職の職名には「技術」の名称を用いず、
事務職と同等に「部長」「課長」とする。
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検討会における議論のまとめ（案）（1/2）

「大学等における研究設備・機器の共用化のためのガイドライン等の策定に関する検討会」議論のまとめ（今
後更なる検討が必要な事項）（案）

令和 年 月 日

検討会においては、ガイドラインに盛り込むべき内容等を中心に議論を行ってきたところであるが、共用の取組
による成果・効果の見える化や評価、競争的研究費で整備した研究設備・機器の共用化の促進、技術職員
の活躍促進等を進めるにあたっては、本検討会を超えた検討が必要と考えられる論点が挙げられた。関係の審
議会等、しかるべき場での検討につながることを期待し、検討会として重要と考える論点を以下にまとめることとす
る。

〇研究設備・機器に関するエビデンスに基づく政策の形成 について
共用化の状況に関するe-CSTIの調査は研究設備・機器関連の重要なエビデンスであり、今後、共用の取
組について、研究設備・機器のマネジメント、論文アウトプット等に基づく機関全体の研究力強化との関係性
に係る分析や、産学連携、地域連携等に基づく社会への貢献との関係性の分析も更に期待される。
共用化の取組については、一概に共用化率が高ければ良いというものではなく、各機関の経営戦略に基づ
いて、若手研究者、技術職員等の持続的な育成・確保や、機関間、産官学間のつながりの構築・拡張など、
それぞれの多様な目的の実現を図るべきところ、統一的な指標を設定することは困難である。一方、本ガイド
ラインを通じて共用化の取組を促進するため、国として、我が国全体の研究力強化に向けた総合的な政策
の企画・立案にあたり、共用化の取組の推進を明確に位置づけた上、各機関の経営戦略と結びついた研
究の独自性や競争力に対する効果の検証（戦略的設備整備・運用計画を通じたエビデンスの収集等）
や、 その結果を踏まえた新たな施策の検討を行うことが重要ではないか。

24



検討会における議論のまとめ（案）（2/2）

〇競争的研究費等に関する制度改革の必要性について
競争的研究費で整備した研究設備・機器の共用化に関しては、「競争的研究費における各種事務手続
き等に係る統一ルールについて（令和3年3月5日）」において研究設備・機器の有効活用が規定され、また、
複数の研究費制度による共用設備の購入（合算使用）も可能となった。しかしながら、現場のヒアリングを
通しては、競争的研究費で整備した設備・機器の共用化は限定的であり、合算使用は事例がほとんど聞か
れない状況もあった。また、制度の違いにより現場の手続きが複雑である可能性も示唆された。
競争的研究費において研究者単位で機器を購入することと、機関が戦略的に研究設備・機器を整備する
ことは相反する性質もある。例えば米国では、研究設備のみのファンディングがあり、研究者・研究室単位では
一定規模以上の設備を購入できず、機関において研究設備・機器の重複を起きない研究費の仕組みがあ
る。将来的に、諸外国のファンディング制度を参考とした新たな制度を検討するとともに、例えば、府省共
通研究開発システム（e-Rad）の活用を通じて研究資産の登録をする等、競争的研究費単位で重複
が起きない仕組みや、機関同士の相互連携の仕組み、機関がより戦略的に研究設備・機器を整備・活用
できる研究費の仕組みを検討していくことも重要ではないか。

〇研究設備・機器にかかわる技術職員等の人材の活躍促進について
機関のヒアリングを通しては、技術職員の果たす役割は大きいものの、担い手が足りないという声が多く聞か
れた。新たに雇用しようとしても、給与設定が低く応募が来ないという声もある。一方で、国内の先進的な研
究機関や海外の大学等においては、技術職員が研究者と対等な立場で、切磋琢磨する環境にある例もあ
る。このため、各機関においては、 それぞれに技術職員の現状を把握し、その結果も踏まえた機関としての研
究マネジメントについて議論が行われることが望まれる。国としては、そうした各機関における状況（幅広く研
究・教育活動に携わる技術職員について、各機関における配置の状況、業務やミッション、経営力・研究
力に対しての貢献、キャリアパスの多様性 等 ）を把握し、技術職員との協働の重要性を再認識の上、
各機関によるマネジメントと連動した研究力強化施策について議論を深めるとともに、好事例の横展開を
図っていくべきではないか。
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＜参考資料＞
大学等の研究設備・機器の共用促進に

関するこれまでの取組
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 J-PARCSPring-8 富岳SACLA

共用法による
先端大型施設の共用

各施設・設備群の共用促進
※産業利用促進

各機関保有の研究施設・設備の共用（共用促進事業による推進）

大学共同利用機関

１９９４年～

１９７３年～
共同利用・共同研究拠点

2007年～

2016年～

新たな共用システム導入

機関内組織の
共用体制構築

コアファシリティ構築

機関全体の
共用体制構築

ネットワーク構築
2019年～

SHAREプログラム

2020年～

2016年～ ※一部2013年～

共用プラットフォーム形成支援

国内有数施設・設備の
プラットフォーム化

2021年～
遠隔化・自動化
＋ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ
先端設備PFプログラム

研究基盤政策の変遷（共用促進事業を中心に）

共用を前提とした遠隔化・自動化

研究施設・設備等の
リモート化・スマート化
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競争的研究費改革（2015年）と
一体的に取組を推進
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各研究室等で管理されてきた設備・機器の組織的な共用体制整備（ネットワーク構築の実証を含む） 実施機関一覧

（ネットワーク実証も実施）

（ネットワーク実証も実施）

（ネットワーク実証も実施）

（ネットワーク実証も実施）

（ネットワーク実証も実施）

東京都立大学

東北医科薬科大学

（ネットワーク実証も実施）
鹿児島高専

新居浜高専
富山高専

山形大学 鶴岡高専

函館高専

新たな共用システム導入支援プログ
ラム実施機関（研究組織単位）
→実施機関数 38機関 (2016-2021年度)

研究機器相互利用ネットワーク導入実
証プログラム（ネットワーク実証）
→実施機関数 18機関(2020-2021年度)

新潟大学 長岡技科大学
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 使える共用機器が年々増加 (計3,000台以上)  4分の3以上の研究組織が学外にも利用を開放

 共用機器の利用料収入は増加  総稼働時間の7-8割が共用に

※共用率＝共用に供した時間／機器の総稼働時間

特定の学科・
専攻のみ, 0%

学内のみ, 17%

学内外, 17%学内外(産業界
等の含む), 

65%

共用範囲
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【新たな共用システム】各研究室等で分散管理されてきた研究設備・機器の共用化。2016-2020年度（成果①）



 共用機器を使用した研究成果が着々と創出。成果の7割近くは機器所有者以外のもの。
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【新たな共用システム】各研究室等で分散管理されてきた研究設備・機器の共用化。2016-2020年度（成果②）
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✔ 研究機関全体の機器更新・維持管理の戦略立案と財源確保が必要（新共用実施者アンケート）
✔ 異動後も変わらず研究できるよう、コアファシリティ、共用施設の充実が大事（CSTI木曜会合）
✔ 技術職員のキャリアが見えず、適切な評価が必要。技術力向上の機会がない（技術職員有志の会）

【実施要件】
・ 経営に関与する者（例えば理事クラス）をトップとし、財務・人事部局と連携した実態の伴った統括部局を設置
・ 学内の共用設備群をネットワーク化し、統一的な共用ルール・システムを整備
・ 統括部局において、外部機関からの共用機器の利用等の窓口機能を設置
・ 維持・強化すべき研究基盤を特定し、全学的な研究設備・機器の整備運営方針を策定
・ 整備運営方針を踏まえて、多様な財源により、共用研究設備・機器を戦略的に更新運営
・ 技術職員やマネジメント人材のキャリア形成、スキルアップに係る取組を実施
（学内に分散された技術職員の集約及び組織化、分野や組織を越えた交流機会の提供等）

国

大学・研発法人等

委託

（予算による主な支援内容）
• 研究設備等の再配置・再生・廃棄等、共通管理システムの構築
• 専⾨スタッフ（技術職員、事務職員、URA、RA等）の配置
• 専⾨スタッフの育成（研修等の実施）、利用者の育成

【科学技術の状況に係る総合的意識調査
（NISTEP定点調査2020）報告書】
「組織内で研究設備等を共用するための仕組み」

5.1 (‘16) ⇒ 4.8(‘20)
「創造的・先端的な研究開発・人材育成を行うための施設・設備環境」

4.8 (‘16) ⇒ 4.2 【不十分】(‘20)
＜評価を下げた理由の例＞
・研究施設・機器の老朽化が進んでいる。［多数の記述］
・研究機器等の維持管理・メンテナンスが困難
・研究者個人の努力で研究施設・設備を維持
・技術職員の確保に苦慮しており、継続的な活動が困難

背景・課題

①大学・研究機関全体での共用文化の定着
• 教職員の一層の意識改革（脱私物化）とそれに伴うインセンティブの適正化
（共用化装置・設備に係る維持管理費（人件費、消耗品費、メンテナンス費、修繕費
等）の財源の確保）、共用ルールの策定・改善

②老朽化が進む共用装置の戦略的な更新
• 既存の全ての機器を維持・管理することは、（利用料収入を充てても）もはや不可能
③技術職員の組織的な育成・確保
• 共用化の拡大のためには、技術職員によるサポート・維持管理が必要だが、人材が不足
④教員の負担軽減
• 学内外の利用増に伴い、機器を管理する若手教員の負担が増加

第５期科技基本計画期間中、研究組織（学科・専攻規模）単位
での共用の取組は一定程度進展してきたが、以下が大きな課題。

 これらの状況を打破し、大学全体として、研究設備・機器群を戦略的に導入・更新・共用する仕組みを強化
 「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（2020年1月23日CSTI本会議）に掲げられた

達成目標である「大学・研究機関等における研究設備の共用体制を確立（2025年度）」の実現を目指す

【科学技術・イノベーション基本計画】（令和3年3月）
• 2021年度までに、国が研究設備・機器の共用化の
ためのガイドライン等を策定する。2022年度から、大
学等が、研究設備・機器の組織内外への共用方針
を策定・公表する。

• 組織的な研究設備の導入・更新・活用の仕組み
（コアファシリティの強化）を確立する。

実施体制・要件

支援対象機関：大学・研究機関
事業期間：原則５年
事業規模：最大50百万円/年・10機関（令和3年度採択）

最大60百万円/年・5機関（令和2年度採択）

事業スキーム

コアファシリティ構築支援プログラム
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北海道大学

コアファシリティ構築支援プログラム実施機関

東北大学

金沢大学

山口大学

東京工業大学
早稲田大学
東京農工大学

東海国立大学機構
名古屋市立大学

信州大学

大阪大学
琉球大学

筑波大学

広島大学

長岡科学技術大学

採択機関数：15機関
令和2年度採択：5機関
令和3年度採択：10機関
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これまでの取組と今後の展開の方向性

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

新たな共有システム導入支援プログラム（モデル構築）

共用GL策定 大学等による共用方針策定・公表

予算

「研究室」から「研究組織」（学科・専攻）へ 「研究組織」から「機関全体」のマネジメントへ
科学技術
政策全体

仕組み

コアファシリティ構築支援プログラム（モデル構築）

・「大型設備・機器は原則共用化」（競
争的研究費改革検討会まとめ）
→文科省モデル公募要領への反映

第5期基本計画 第6期基本計画

共用GL策定 共用方針策定・公表～ 共用体制確立

設備マスタープラン等との連携文科省モデル公募要領や府省共通
ルールへの反映

①「新共用連絡協議会」設立
②「研究基盤イノベーション分科会」（学会）設立
→「研究基盤協議会」に発展（R2年度）

「研究支援賞」（文科大臣表彰）創設

先進事例の創出・展開に向けた準備 ノウハウの抽出・整理 取組の全面的な普及
同時に更なる取組の創出・展開

各機関の実施状況調査（e-CSTIとの連携）
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