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第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 
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はじめに 

はじめに 

～第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウムを開催するにあたって～ 

 設備サポートセンター整備事業（本事業）は、大学における教育研究設備の有効活用

に関するマネージメント機能を強化するために、平成 23年度より開始された文部科学省

の事業であり、現在までに 13の大学で実施されてきました。各大学で行われている本事

業の連携を深めるために、平成 27年 1月に北海道大学にて、第 1回設備サポートセンタ

ー整備事業シンポジウムが開催されました。このシンポジウムで、各大学での活動状況の

報告が行われ、さらに本事業の課題についても議論され、その報告書が作成されておりま

す。 

そして、このシンポジウムで浮かび上がった課題をさらに検討し、継続的な情報交換が

とても重要と認識され、今回の第 2回のシンポジウムを鳥取大学で開催した次第です。そ

の内容をここにまとめました。 

本報告書が、設備サポートセンター整備事業を進めている大学のみならず、すべての大

学等の共同利用設備の有効活用に役立ち、すべての大学等の発展の一助になれば幸いです。 

 

鳥取大学 生命機能研究支援センター センター長・教授 

難波 栄二 
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第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウムポスター 
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はじめに 

 

〇 参加者所属先（当日の参加者出席リストより） 

 

 
 

※鳥取大学以外の大学回答者６９名の内訳：北海道大学（５）、大阪大学（４）， 

広島大学（５），名古屋工業大学（４），東京農工大学（３），金沢大学（１）， 

千葉大学（１），筑波大学（２），高知大学（５），九州大学（１），神戸大学（３），

東北大学（３），群馬大学（１），岡山大学（７），新潟大学（３），埼玉大学（２），

東京工業大学（７），福井大学（１），富山大学（２），京都工芸繊維大学（１）， 

島根大学（１），山口大学（２），愛媛大学（１），徳島大学（３），宮崎大学（１） 
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２．第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 
 

2.1.  開会挨拶 

2.2.  基調講演 

2.3.  ポスターセッション 

2.4.  パネルディスカッション （第一部：『地域連携』）  

2.5.  パネルディスカッション （第二部：『大学間連携』）  
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開会挨拶 

2.1.  開会挨拶 

鳥取大学 学長 豐島 良太 

 

皆様こんにちは、鳥取大学 学長の豐島と申します。 

まずもって、第 2回の設備サポートセンター整備事業シンポジウムを本学がお世話させ

ていただきますこと、誠に光栄に存ずるところでございます。 

あわせて全国の大学、鳥取県行政、経済界、金融界、公設試の皆様、そして本日ご講演

をいただきます文科省研究振興局学術機関課の岡本様には、本当にお忙しい中お出かけい

ただきまして、心より御礼を申し上げるところでございます。 

 

さて、皆様ご存じのところではございますが、研究は非常に高度化そして複雑化してま

いりました。そして一面からだけの研究では本当に真実かどうか世の中に問うことがだん

だんとできなくなる時代になってまいりました。そのような時代にあって研究には設備機

器が必要欠くべからざるものになったところでございます。私が４０年前に細々と研究し

ていた頃とは違いまして、研究設備は非常に高度化するに伴い、当然のことでございます

が、高価になってきたところでございます。学部そして教室レベルでも、ましてや研究者

個人でそのような設備が購入できるわけもなく、共同で有効利用しようという動きになっ

てきたところでございます。 

 

そして文科省におかれましては、学術機関課を中心に平成２３年度から設備サポートセ

ンター整備事業を措置され、共同利用を促すような設備サポートセンターを整備していく

ようにと働きかけをしてこられた訳でございます。 

鳥取大学におきましても、平成２５年度から３年間の支援を受けているところで、最初

に学内の研究設備の共同利用を図り、それと共に各学部に附属しておりました技術部を学

内で統一、一本化したところでございます。 

 

また、昨年には鳥取県、県内高等教育機関、公設試、そして経済界と共同しまして、イ

ノベーションファシリティネットワークを作ったところでございます。まだ目に見えるよ

うな成果は出ていないところでございますが、そのような設備を共同で利用し、情報や意

見を交換し合うことによって、良い成果が出るのではと期待しているところでございます。
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個人的に思いますのは、いずれにしてもそのようなネットワークというものは、やはりト

ップに立つ人間の才覚と人格、そして設備機器を動かす技術者の利他的な心意気ではない

かと思っているところでございます。 

 

本日のこのシンポジウムが、そのようなネットワーク作りにおいてどういう点が重要か

という意見交換がおこなわれ、有意義な会になりますことを心より願いまして、私の冒頭

の挨拶とさせていただきます。 

 

本日は、皆様方遠いところからお出かけいただきまして、誠にありがとうございます。 
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基調講演 

2.2.  基調講演 

 

『共同利用・共同研究体制の強化・充実と設備サポートセンター整備事業等について』 

文部科学省 研究振興局学術機関課 課長補佐 岡本 和久 

 

ただいまご紹介を頂きました、文部科学省研究振興局学術機関課で課長補佐をしており

ます岡本と申します。 

まずはこの第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウムにお招きいただいたこと

を誠に感謝しております。 

昨年、北海道大学が主催された第 1回のシンポジウムにも参加させて頂きました。 

その時は、この事業によって、各大学で行われている取組み、そこから見えてきた課題

とかを出していただいて、第 2回目、今回鳥取大学が主催していただけるということで、

豐島学長また難波センター長をはじめ鳥取大学の皆様に、感謝申し上げたいと思っており

ます。 

この設備サポートセンター整備事業ですけれども、平成 23年度からはじめている事業

でございます。 

これは、我々にもさまざまな予算がございますけれども、その内の 1つとして現在も進

めているところでございます。 

また、文部科学省で言えば、それ以外のところでも、設備の共用ということにつきまし

ては、様々な取組みを、今後進めることになろうかと思いますので、今回基調講演という

ことで説明させて頂きますのは、せっかくの機会ですので学術機関課の全体的な施策につ

いてご紹介をさせていただいて、さらにはその設備の共用に関する国の動きですとか現在

の施策、こういうことについてご紹介をさせて頂きたいと思っているところでございます。 

資料は、紙でもお配りさせていただいておりますけれども、前の方にも画面が出ており

ますので、こちらのほうで説明をさせて頂きたいと思います。 

本日の説明事項は大きく 2つになります。 

 

共同利用・共同研究体制の強化・充実ということで、学術機関課の施策を説明させてい

ただく。 
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そして、後半のほうでは、この設備サポートセンター整備事業、それらを取り巻く状況

等についてご説明をさせて頂きたいと思っております。 

まず、最初はこの共同利用・共同研究体制の強化・充実による大学の機能強化への貢献

ということでございますけれども、学術機関課は、設備サポートセンター整備事業はもち

ろんですけれども、国立大学における研究を支援しているということでございます。（資

料 2ページ） 

大学共同利用機関、こちらのほうの図にありますけれども、大学共同利用機関、また大

学の共同利用・共同研究拠点を、文部科学大臣が認定しており、支援をしております。 

それらの機関、また施設が、いわゆる共同利用・共同研究を進めることによって、わが

国の学術研究を更に発展させていこうということで、様々な施策を行っております。 

まず、こういう共同利用・共同研究体制によって、具体的にどういうことを支援してい

るかというと、一番大きな話としては、大型プロジェクトの推進ということがございます。 

これは、大学共同利用機関等を中心にして行われているものでございますけれども、今

年の話題で言えば、宇宙線研究所の梶田先生がノーベル賞を受賞されましたけれども、そ

ういうふうな成果にも繋がっているというところが 1つございます。 

その次がこちらですね、特色強みとして各大学の機能強化への貢献ということでござい

ます。 

研究を支援することによって、その大学の強み・特色を活かしていって頂こうというこ

とでございますけれども、この研究を進めることによって、様々な効果があるだろうとい

うことでございます。 

それと、共同利用・共同研究ということで研究を進めることによって、連携が進んでい

くだろうと。 

もちろん、大学の中で、共同利用・共同研究が進んでいくということはあるわけですけ

れども、その大学の枠を超えて共同利用・共同研究が進んでいくということで、こちらの

ほうに書かせていただいておりますけれど、連携・ネットワークですね、こういうことを

進めていくことによって、異分野連携の研究、新たな研究、そういうものが芽生えていく

ということに、繋がっていくと思ってございます。 

新たな拠点の形成ということで、現在共同利用・共同研究拠点は、国立でいうと 77拠

点ほどございますけれども、これらの拠点については、その拠点が発展していくことは当

然ですけれども、また新たな拠点というところが出てくれば、そういうところを支援して

いくということを行っているわけでございます。 
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次が、共同利用・共同研究体制による大学の機能強化への貢献ということで、各大学に

共同利用・共同研究拠点というものがございます。（資料 3ページ） 

こちら鳥取大学にも、乾燥地研究センター、拠点として認定させていただいております

けれども、そういうところが様々な研究を進める中で、特色・強みとして各大学の機能強

化への貢献をする、更にはその枠を超えて、広がりをもっていくということで、様々な貢

献をしていくというような例でございます。 

次が、第３期における共同利用・共同研究体制の強化・充実における、運営費交付金に

ついての重点配分ですけれども、28年度から国立大学が第３期の中期目標・中期計画期間

に入っていくわけですけれども、予算の仕組みも大きく変わっていくわけでございます。

（資料 4ページ） 

特に共同利用・共同研究というようなところでいいますと、こちらのところになります。 

国立大学の拠点につきましては、ここにあります通り、支援の枠を大きく３つにわけて、

支援をしていくということを行っております。 

それと、次が共同利用・共同研究体制の充実ということで、拠点にはなっていないので

すけれども、附置研究所と言われるところ、その他研究施設がございます。 

そういったところに対する支援を行っていくというのが、２つ目。 

それと、３つ目が基盤の整備というところになります。 

こちらの方は、大きく中身が２つございますけれども、設備サポートセンター整備事業

というのはこちらのほうに整理されるものであるということでございます。 

 

次はちょっと細かい資料ですけれども、予算の話になります。（資料 5ページ） 

こちらの 28年度の予算の状況でございますけれども、既に皆様方ご存知の通りとは思

いますが、運営費交付金につきましては、前年度と同額ということになっております。 

学術機関課の関係ですと、こちらになります。 

右側のほうになりますけれども、共同利用・共同研究体制の強化・充実ということで、

運営費交付金でいいますと 306億円ということになってございます。 

こちらのほうが、更に学術機関課の予算を、更に詳しくわけているものでございますが、

全体としては 423億円になっております。（資料 6ページ） 

その内訳といたしましては、共同利用・共同研究の強化・充実ということで 93億円、

その中の拠点の部分が 73億円、更に拠点以外のところの研究所などへの支援が 17億円と

いうことになっております。 
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それと、基盤の整備というところ、ここは額的には小さいのですけれども、3億円ほど

になっているということで、ここで設備サポートセンターについては、支援をさせていた

だいているということになります。 

それとあとのプロジェクト、一番予算の多い所はこちらになりますけれども、330億円

ほどになっているということでございます。 

 

次が、今ご説明をいたしました予算についてのポンチ絵でございます。（資料 7ペー

ジ） 

こちらが共同利用・共同研究体制の強化・充実に向けた支援ということで、423億円に

関するポンチ絵です。 

そして、こちらが拠点の機能強化、充実で、全体での 90億円のポンチ絵です。（資料 8

ページ） 

それと基盤の整備ということで、文化的・学術的な資料等の保存等ということで、約 1

億円ですね、こういう支援をしております。（資料 9ページ） 

設備サポートセンター整備事業につきましては、後ほど他の資料と纏めて、ご説明させ

て頂きたいと思います。 

それと、これが大型プロジェクトということになります。（資料 10ページ） 

次が国立大学の共同利用・共同研究拠点説明になりますけれども、ちょうど 28年度か

らあらたに第３期の中期目標・中期計画期間に入るということで、拠点につきましては今

年度期末評価を実施させて頂きまして、28 年度更に拠点として更新をしていくのかどうか、

また新しい拠点の認定、こういうことをさせていただいております。（資料 11ページ） 

基本的な累計というのがございますけれども、こちらが今まであるものです。 

単独一大学の研究所が、1つの拠点になる。 

また、ネットワークを作る、こういう大きく二つの拠点の形がございました。 

28年度は、この連携ネットワーク型拠点というものを作りまして、この連携施設という

ものと一緒にネットワークを作ると、連携ネットワーク型拠点として位置づけるというも

のを、28年度からはじめるということでございます。 

拠点制度は、大学を文部科学大臣が認定することはできるのですが、この連携施設にな

りますと大学以外のところ、大学共同利用機関でありますとか、独立行政法人、また民間

の企業なども対象にはなりますけども、そういうところと一緒に、共同利用・共同研究の

拠点の活動をしていこうというところについて、連携ネットワーク型拠点として認めてい

くということを 28年度からはじめるということでございます。 
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これが拠点の 28年度からの、一覧になります。（資料 12ページ） 

この赤字のところですね、これが 28年度から新しく拠点として認定されるところにな

りますけれども、前のスライドでご説明いたしました連携ネットワーク型拠点が 1つ、北

極の関係で北海道大学と極地研、それとジャムステック、これが連携をしてネットワーク

型拠点としての活動をしていくというものでございます。 

また、その上には公立大学ですね、国立大学と公立大学が一緒になって、ネットワーク

で拠点活動をしていくと、こういうものも 28 年度から動き出すということでございます。 

次がこの拠点についての評価に関するところでございますが、中期目標期間に合わせて、

この拠点の評価というのも実は考えているところでございます。（資料 13ページ） 

今年度、28年度からスタートする拠点の評価・審査をしております。 

第３期中には 2回ほど、新しい拠点を受け付けるという公募を考えてございます。 

29年度に受け付けて、30年度から実際に動き出す、4年間認定をすると、それとその

次からの 3年間認定をしていくというところを、今後予定しております。 

特にこの 30年には、28年度から拠点活動をしているところについての中間評価を実施

するということを考えてございます。 

この中間評価の際には、認定の取消というものも、可能にしていく仕組みを取り入れよ

うと思ってございます。 

現在、拠点活動をしている、いわゆる第２期の中期目標期間の拠点、この時の中間評価

においては、特にその取消というところはなかったわけですけれども、今後は、この下に

あります通り、3年ごとに厳格な評価を実施して、例えば 30年のところで、中間評価をや

りつつ新規の拠点の申請も受けて、いわゆる入れ替えみたいなことをしていくということ

も考えてございます。 

それと、拠点につきましてはネットワーク化というのを、進めていきたい。 

これは、もちろん我々が、トップダウン的に強制できるものではございませんけれども、

同じ分野また異分野であっても、ネットワークを作って拠点活動をしていくというところ

についての支援をしていくということもございますので、そういう風なところも促しつつ、

この拠点活動を支援していきたいと考えてございます。 

 

ここからが、２つ目の課題、設備サポートセンター整備事業等についてで、設備の関係

の話に移らせて頂きます。 

まず、最初にご説明させて頂きますのは、平成 27年の 12月 18日に総合科学技術イノ

ベーション会議が答申を出してございます。（資料 15ページ） 
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この答申は、「科学技術基本計画について」というのでございますけれども、科学技術

基本計画、28年度から第５期に入るわけでございます。基本計画は平成 8年から、１期、

5年ごとに国が決めている科学技術に関する計画でございます。 

閣議決定されますので、非常に重い計画であると、我々は考えているところでございま

す。 

この答申は、その 28年度からはじまる第５期の基本計画になるものでございますけれ

ども、その中で設備に関する記述がいくつかございます。 

ここ以外にもございますけれども、主な内容として書かせていただいてございます。 

この第４章のところに科学技術イノベーションの基盤的な力の強化ということで、（2）

として知の基盤の強化というのがございます。 

実はそれ以外に、人材力の強化、それと資金改革の強化という項目ございますけれども、

この 2番目には知の基盤の強化というのがございます。 

そこで二点ほどちょっと抜き出してみましたけれども、1点目がこちらですね、産学官

が利用する研究施設・設備及び知的基盤の整備・共用、ネットワーク化ということが、書

かれているわけでございます。 

こちらアンダーラインをひかせて頂きましたけれども、幅広い研究分野・領域や産業界

を含めた幅広い研究者等の利用が見込まれる研究施設・設備等の産学官への共用を積極的

に促進し、共用可能な施設・設備等を我が国全体として拡大するということ、またこうし

た施設・設備間のネットワーク構築や、各施設・設備等における利用者視点や組織戦略に

基づく整理運用・共用体制の持続的な改善を促すということが書かれております。 

それと二点目が、大学等の施設・設備の整備と情報基盤の強化ということで書かれてい

るところがございます。 

アンダーラインのところでございますが、国は大学及び公的研究機関の研究施設・設備

について、計画的な更新や整備を進めるとともに、更新・整備された施設・設備について

は各機関に共用取組みの実施を促しつつ、その運転時間や利用体制を確保するための適切

な支援を行うということが書かれております。 

 

これがある意味、最新の動きになるわけですけれども、次はちょっとさかのぼりまして、

我々がやっているこの設備サポートセンター整備事業に繋がっていく事柄というようなこ

とで、既に皆さんご承知のことと思いますけども、紹介させて頂きます。（資料 16ペー

ジ） 

1つはこの設備マスタープランというものでございます。 
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平成 17年 6月に、研究環境基盤部会、もう 10年も前になるわけですけれども、当時か

ら、この設備に対しては様々な議論がございました。 

それで、その中で様々なことが言われているわけですけれども、赤字のところにござい

ますが、大学等の計画的な設備整備に対する考え方、いわゆる設備マスタープランに基づ

く予算要求を前提としていきましょうということ、また２点目のところですけれども、設

備マスタープランを策定するなどの計画的・継続的な研究設備充実のための取組みが強く

期待されますということが書かれてございます。 

現在も、文部科学省に設備の要求をしていただく際には、この設備マスタープランにつ

いても、併せて提出していただくということで、10年前になりますけどもこういうものが

作られて、それに沿って、現在も各大学において、計画を立てて設備についての取組みが

なされていることと思われます。 

ただ、後ほどご説明しますけれども、設備に関する予算というのは相当厳しい状況にあ

るということは、我々としても重々承知しているところでございます。 

 

それで、ここからが設備サポートセンター整備事業についてでございます。（資料 17

ページ） 

細かいことは、今更という感じにはなってしまうのですが、平成 23年からこの事業を

開始しております。 

そして、平成 28年からは、第３期ということで、ちょうど期も変わりますので、こち

ら色付きでその実施内容の 3つ目の丸のところに書かせて頂いておりますけれども、第３

期においては全国的な観点でモデルとなるような新たな仕組みによる取組みを支援してい

きたいということを考えているわけでございます。 

23 年から、この設備サポートセンターの整備をしてきているわけでございますけれども、

ここに 5点ほど挙げております。 

共同利用化の推進、再利用（リユース）の促進、設備マネージメントの強化、専任スタ

ッフの充実、そして技術サポートの強化ということで、第２期は、どちらかというと大学

の中で、バラバラに運用されているものを全体として、その共用、共同利用を進めていく

ところに力点を置いておりました。 

もちろん、28 年度以降もそのような取組みについても支援をしていきたいと思いますが、

どちらかというとそれを更に発展していくような取組み、学内だけには閉じず、更にそれ

をより多くの大学、または企業、また地方の試験研究機関などに広げるような取組み、そ
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ういう取組みについての支援というものに力点を置いていこうと考えているわけでござい

ます。 

単にその大学ごとに閉じてしまうと、全ての国立大学にこういう事業の予算をつけると

いうようなことはもちろんできませんので、やはり先進的な取組みと言いますか、モデル

になるような取組みをしていただけるようなところを支援していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

設備の状況ですけれども、小さい図になるわけですが、こちらにございます。 

いわゆる当初予算と補正予算によって、これまで設備は措置してきているわけですけれ

ども、先ほど基本計画が今度第５期目に入るということ申し上げました。 

第１期は平成 8年からですね、この辺になるのですけれども、第１期の基本計画ができ

た頃というのは、まだ当初予算もございましたし、補正予算もありました。 

第２期が、13年度からです。 

どんどん減ってきてしまっているのですけれども、まだ当初予算もあり、補正予算もあ

ったのですけれども、第３期ですね、平成 18年くらいから見ていただくと、ほとんど当

初予算での措置が難しくできていないような状況になって、その時々の状況によって措置

される補正予算で設備の予算を措置しているのが実態ということが言えるかと思います。 

来年、今の予定でいきますと消費税がまた上がるということもございますので、これは

実際どうなるかわかりませんけれども、やはりそういうときにはこれはある意味、政治的

な意味もあるかもしれませんけれども、補正予算が組まれるようなこともあるかもしれま

せん。 

我々としては、できるだけそういった機会を使って、設備を措置していかなければいけ

ないだろうと考えている状況でございます。 

いずれにしても、現在、設備は補正予算頼みになっているということです。 

あとは、競争的資金でということになったりするのが、現状であるわけでございます。 

 

次が設備サポートセンター整備事業のこれまでの成果ということでございますけれども、

23年度からやってきまして、各大学から報告書など出していただいております。（資料

18ページ） 

その中で、成果と呼べるような主なものを取り上げているということでございます。 

体制整備ということでは、新たにそれようの独立した組織を整備するとか、充実を図り

全学的な活動を推進すると、それと設備マネージメントということではデータベース、予

約システムを作る。 
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リユースという観点では、機器の利用率がアップする、学外への展開などもしている。 

そして、人材を育てるという点でも、この予算を使って様々な活動をしていただいてい

るということがございます。 

また、これは 3年で終了する事業でございますので、事業終了後はそれまでの成果を活

かして、引き続き事業を進めていただきたいということがございますので、更なる取組み

を、各大学が現在行っていただいているということと承知しております。 

また、本日のシンポジウムにおいても、そのような取組みをご紹介いただけるものと、

楽しみにしております。 

 

それで、次がこの設備サポートセンターの好事例と大学への期待ということでございま

す。（資料 19ページ） 

主な好事例、そして計画・推進中のものと今ここで整理させていただいておりますけれ

ども、例えばこの 2点目の地域共同利用設備ネットワークを形成し、地元の商工会や金融

機関等を通じた近隣の中小企業に対する広報活動の展開ですとか、県内の大学・研究機

関・企業における設備の共同利用促進、このあたりは本日ご発表頂けると思いますけれど

も、農工大でありますとか、鳥取大学の取組みになろうかと思ってございます。 

それと、本事業による支援を希望する大学への期待ということで、我々としては当然 29

年度以降、引き続きこの事業をやっていきたいと思っているわけでございますけれども、

その中で大学にどういうことを期待しているかということを、何件か示させていただいて

ございます。 

一番重要なのは、ここかなと私は個人的に思っていまして、執行部の理解と支援を得た

全学的な構想というのは、非常に大事だなと思っています。 

それぞれの大学がおかれた事情、地理的な問題もあります、財政的な問題も違います。 

それぞれが、強いところも違うと思います。 

そういう中で、設備の共用というのを進める上で、どういう観点で、進めていくのか、

やはりそこを上手く活かしつつやっていこうという、執行部の方のご理解、それと理解を

得た上で、全学的にこういう共用の取組みを位置づけていただく、こういうところが非常

に重要ではないかなと思っております。 

 

次のスライド、ここからは事例の紹介になりますので、簡単に紹介していきます。（資

料 20ページ） 

これは、大学間連携研究設備ネットワークということで、分子研の取組みになります。 
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これは、後ほど詳しい説明がありますので、ご紹介は割愛させていただこうと思います。 

次のページに、先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業というのがあるかと思い

ますけれども、これは当課の事業ではございません。（資料 21ページ） 

別の局の事業になりますが、25年度から 27年度まで行っております。 

大きく二つ、こちら先端研究基盤の共用促進、更には共用プラットフォームの形成とい

うことで、事業を行っております。 

こちらは 28年度から若干リニューアルをして、新しい形で支援をしていくというもの

です。 

こちらが、今ご紹介した実施機関です。（資料 22、23ページ） 

こちらが 28年度からはじまる、先端研究基盤共用促進事業です。（資料 24ページ） 

大きく 2つにプログラムが分かれていて、新たな共用システムの導入の加速ということ

で、6億円ありますけれども、特徴はここに書いてございます。 

共用というのは、様々な形で進める必要があるわけですけれども、今回この新しい事業

で、重視しているところというのが、いわゆる研究室単位で分散管理されている設備、こ

ういうものを 1つのマネージメントの基で管理・運用する共用をしていこうということで

ございます。 

設備サポートセンター整備事業をやっているところにすれば、既に取り組まれているよ

うな気もしますけれども、やはり様々な大学がございますので、研究室単位でバラバラに

管理されている、こういう部分に着目をして、共用していこうという取組みが、この新た

な共用システム導入の加速、それと共用プラットフォーム、これは 25年度から先ほどの

事業で二つ、プラットフォーム支援しておりますけれども、今度新しく、高度な計測分析

機器を中心としたイノベーション創出のためのプラットフォームの支援をしていくという

こと、こちらの事業については 1月 15日に公募を開始しております。 

こちらについては、1月中には、公募がされるのはないかと思っております。 

これは、昨年の 11月に、科学技術・学術審議会の先端研究基盤部会でまとめた報告で

ございます。（資料 25ページ） 

研究組織のマネージメントと一体となった新たな設備、機器共用システムの導入につい

てということでございまして、基本的考え方がこの辺に書いてございます。 

（1）のところがありますけれども、研究設備・機器の共用化を更に促進していくことが

不可欠であるということ。 

また 2番目、競争的研究費の改革と連携し、第５期科学技術基本計画期間において共用

体制の集中的改革に取り組む必要がある。 
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こういう基本的な考え方が示されて、様々なことが書かれてございます。 

ここに目次がございます。（資料 26ページ）具体的な説明は省略させて頂きますけど

も、先ほどの 28年度からはじめられた設備に関する取組み、研究室でそれぞれ管理され

ているものを共用していきましょうというところについては、この報告で指摘をしていて、

そういうところについての対応をしていこうということが書かれているということになり

ます。 

黄色く色付けしたところは、特に重要なところです。（資料 27ページ） 

こういうことが必要であるとか、こういうことが期待できる、そういうところには色付

けをさせていただいているということでございます。 

更に全文を付けて、参考資料も付けております。（資料 34ページまで） 

資料の説明は以上になります。 

私からの説明はこれで終わらせて頂くわけですけれども、この後ポスターセッション、

これによって、これまで設備サポートセンター整備事業で取り組まれていた内容を私自身

も、さらに理解を深めていきたいと思ってございます。 

さらに、パネルディスカッションが、2つ用意されております。 

地域連携に関すること、また大学間連携に関すること。 

この設備サポートセンター整備事業、設備の共用、こういうものを取り巻く課題はたく

さんあると思いますけれども、今回この地域連携、それと大学間連携ということにある意

味特化して集中的に、ディスカッションをして頂くということ、非常に有意義なことだと

思います。 

本日ご参加されている方々は、この設備サポートセンター整備事業を実際に行われてい

る大学の方、またそうでない大学の方、更には企業の方、県の試験研究所の方、多くの方

が参加いただいていると思います。 

ぜひ、今回のシンポジウムが、皆様方にとって、有意義なものになっていただければと

考えているところでございます。 

以上で私からの説明を終わらせて頂きます。 

ご清聴頂き、ありがとうございました。 
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・基調講演の説明資料 



 
  
 

- 20 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 21 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 



 
  
 

- 22 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 23 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 



 
  
 

- 24 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 25 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 



 
  
 

- 26 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 27 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 



 
  
 

- 28 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 29 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 



 
  
 

- 30 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 31 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 



 
  
 

- 32 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 33 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 



 
  
 

- 34 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 35 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 



 
  
 

- 36 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 37 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 

 



 
  
 

- 38 - 
 

基調講演 



 
 
 

- 39 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 

2.3.  ポスターセッション 

『設備サポートセンター整備事業採択校の特徴的な取組み』 

 

 

〇設備サポートセンター整備事業採択校１３校と分子科学研究所によるポスタープレビ

ューとポスターセッションを行なった。 

 

（参考資料１：事業採択校ポスター） 
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2.4.  パネルディスカッション （第一部：『地域連携』）  

『地域連携』をキーワードに設備サポートの新たな展開を議論 

パネリスト： 

岡本 和久（文部科学省 研究振興局 学術機関課 課長補佐） 

網塚 浩 （北海道大学 創成研究機構グローバルファシリティセンター長・教授） 

原島 朝雄（東京農工大学 学術研究支援総合センター コーディネート・マネージャー） 

羽馬 好幸（鳥取大学振興協力会会長、気高電機株式会社 代表取締役社長） 

大西 良幸（鳥取県林業試験場 場長） 

難波 栄二（鳥取大学 生命機能研究支援センター長・教授） 

ファシリテータ： 

森本 稔 （鳥取大学 生命機能研究支援センター副センター長・准教授） 

 

 

『事例紹介』の要約 

 

・北海道大学 

学外利用は、標準的なオープンファシリティー装置で毎年約３０組織、ナノテクや同位

体顕微鏡などの大型特殊装置で約２０組織である。標準的な装置に関しては道内の利用者

の方が多いが、ナノテクや同位体顕微鏡に関しては道外からの利用者が多い。まだ利用開

拓の余裕はあるが大学の設備をどこまで学外に開放して良いかは判断が難しい。 

北海道地区ではオーソライズした連携組織はないが、産業試験場や産総研との連携体制

はできている。また道内の大学、高専との技術者間の交流会・講習会も活発に行なってい

る。機器分析受託部門での受託サービスも民間企業へも開放したところ増加してきた。チ

ェックを含めて慎重に進めている状況である。アミノ酸分析の前処理など大学でしかでき

ないサービスが利用されている。道内には大企業がないため大学の設備に対してニーズが

ほとんどない。地理的な問題、北見工大まで約 300kmあるので、情報伝達や意思疎通が

間接的になって難しいし、急ぎの分析など対応できないこともある。 
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今後については、広報活動の強化によるニーズ開拓、双方向遠隔授業システムの応用に

よる道内大学間のユーザー対応、また新たな取組みとして、設備リユース部門によるイン

ターネットでの機器ショッピングモール「設備市場」を試行し展開させる、試作ソリュー

ション部門による先端工作機械・ガラス工作などのものづくり技術に関する産学連携のシ

ステムを構築している。 

 

 

・東京農工大学 

すぐに連携はできない、まずは設備を利用してもらいその上で信頼関係を築くことが必

要であり、その後で連携関係を深くする。まずは利用してもらうための周知活動として、

商工会や公設試、産学連携組織、金融機関などに出向いてＰＲした。多摩地方には優秀な

中小企業が多くあるが、農工大が提供している設備とはマッチングせず、利用もほとんど

来なかった。そのため、武蔵・相模地域に焦点を変えて、企業規模に係わらず試験研究機

関を抽出しパンフレットを送って勧誘した。その結果かなりの問合せや利用に繋がった。

特に中堅以上の企業は設備導入や設備操作の面で利用機会や学術指導に結びついた。また

未公開設備の利用希望もあって通年学術指導契約に至ったものもある。一方で、平然と割

り込みを強要してくるベンチャー企業もあり、受け入れにも気を付ける必要がある。 

今後の展開としては、学外利用者向けトレーナーの養成・充実、近隣の私立大学を含め

た連携の拡大、講習会の拡充、それから利用者へのフォローアップを進める。最終的には、

イノベーション創成の地域連携型プラットフォームが作れたらと考えている。 

 

 

・鳥取大学 

学外利用はなかなか広がっていかない。そのため、鳥取県の産業技術センターや公設試、

企業とディスカッションを重ね、８機関で、とっとりイノベーションファシリティネット

ワークを立ち上げた。小さな県ではあるが農林水産物としては特徴的な物があり、大学、

県、高専等の連携で色んな支援ができると考える。スタートしたばかりで、成果について

はこれからという状況だが、一つのモデルとして発展させていきたい。 
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○鳥取大学・森本氏 冒頭にディスカッションのプログラムが二部構成に変更になったこ

とをお詫びしておく。羽馬社長と大西場長に会社と施設の紹介をお願いする。 

 

○気高電機・羽馬氏 鳥取市気高町にある「気高電機」の羽馬です。気高電機は家電商品、

特に『おどり炊き』に代表するパナソニック、タイガー向けの炊飯器をＯＥＭで開発製造

している。我々の取り巻く環境はこの５年で大きく変化した。設備サポートセンター整備

事業には、大きく期待している。 

 

○鳥取県林業試験場・大西氏 鳥取県林業試験場、場長の大西です。鳥取県の農林水産関

係研究機関は７機関ある。森林・林業・木材産業の比較的幅広い研究開発を行うとともに、

業界や地域への技術支援を行っている。 

 

○森本氏 設備サポートセンター整備事業採択大学による事前アンケートでも地域連携の

取組みの難しさを訴えている結果がでており、企業の生の声を聞きたいとの意見があった。

３大学の地域連携の事例紹介を含めて、企業や学外の声を羽馬社長、大西場長から聞きた

い。 

 

○羽馬氏 我が社は創業来４７期目を迎えているが、４２年間は鳥取三洋電機への製品供

給会社として開発製造して来た。大企業にはニーズやシーズも揃っており、技術者や設備

も鳥取三洋電機へ行けばあるという状態が４２年間続いていた。 

ところが鳥取市の大手数社が撤退、縮小した結果、我が社の売上げの６割以上が突然、

消えてしまった。荒波にひとりで船を出すような大きな変化を経験した。中小企業として

独自に生きて行く為に、技術者を増やし提案型企業を目指した。開発には鳥取・米子の産

業技術センターや納入先の大手企業の研究施設を借りている。自社で開発から研究、測定

まで行うには設備を使用することが不可欠になっている。 

今回、鳥取大学も設備サポート基礎作りに取組んで来ているが、企業が頼りにするのは

産業技術センターなどの公設試機関である。大学には研究されている先生方の知識、若い

技術者の知恵を魅力に感ずる。共同研究なりで卒業生が地元企業に就職する道を作ってい

けたらと思う。 
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○大西氏 試験場の予算も人も不足しているので、大学の設備等を利用できるのは助かる。

ただ、ハード面だけでなく、大学に豊富な優秀なる人材によるソフト的なフォローをお願

いしたい。 

多分、地域や企業は、試験研究だけでなく、それに裏付けされた現場への技術支援を望

んでおられると考える。顔と顔が見える関係を作り、問題解決に大学も加われば設備のマ

ッチングを含めサポートいただける機会が増える。先のシンポジウムでも顔が見える関係

をどう構築するかという議論だったと思う。試験場としても、大学とともに地域の現場と

つながるチャンネルを増やしたい。 

 

○森本氏 両名とも大学の地域連携の取組みに期待されている。だが、各大学は地域連携

の取組みに苦労している。取組みを行う中で難しい点や課題と思われる点を難波先生から

話してもらいたい。 

 

○鳥取大学・難波氏 事例紹介で説明した「とっとりイノベーションファシリティネット

ワーク」を構築するのに当然のことながら大学と公設試験場の違いをすごく感じた。大学

の人材の豊富さを言われているが、この設備サポートも少人数で行っている。研究者が直

接企業と連携するにもどうして行くか問題がある。公設試験場は設備に専念する研究員が

多く管理されている。一方、少ない人数で管理しているのが多くの大学の実情である。利

用者は学内も学外もおり、サポートする人は僅か、この人材を公設試験場と協力して行く

というのが今後の課題である。 

 

○東京農工大学・原島氏 自身の問題かもしれないが、どうしても連携といっても表面的

な話にとどまってしまう。地域の公設試の方と情報交換してもそれ以上踏み込んだやり取

りが進まない。個人的にコミュニケーションの「深化」が必要と思っている。 

 

○北海道大学・網塚氏 機器利用、受託分析は学内サービスと同様に学外、企業に提供し

ている。学外利用は大変気を遣う。どこまでサービスすればよいのか分らない。どれだけ

きめ細やかに対応すれば良いか、ニーズを把握し結果を出し依頼に応えるとなると大変で

ある。積極的にやれば大学へのやりがい提供となるし、収入も増えるがサービスの大変さ

とせめぎ合いで悩んでいる。 
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○森本氏 大学は以上のような悩みを抱えている。これを受け羽馬社長、大西場長はどう

考えるか。 

 

○羽馬氏 企業では大手なら別だが、最先端の設備が必要な開発ケースはほとんどない。

日ごろの不良解決など、身近な課題に指導とかどういう装置で測定するなどサポートして

欲しい。現場では、何が問題なのかさえ分らない場合が多く、産技センター、鳥取大学、

米子高専などによるワンストップサービスが受けられるよう仕組みが欲しいと考える。も

う少し企業連携として意見交換によるミスマッチを減らすべきだと思う。 

 

○原島氏 ローカルな地域で開催される工業展にて設備利用を紹介するが、日ごろの問題

点を相談されることがない。個々に話をする場合は別だが、大々的にアナウンスすると要

望は出てこない。大学としてどんな受け皿を用意すれば敷居が低く相談してもらえるのか

なと思う。もし相談室があるのなら企業に知ってもらう手段を講ずるべきと思う。農工大

としても設備の「初回お試し利用制度」を設定して開放しているが利用がない。 

 

○羽馬氏 開発案件で困ったことがあると産技センターの装置を利用していることや、公

設試のＰＲで装置の所在場所の把握が出来ているが、鳥取大学はどんな装置を所有してい

るか分からない。 

 

○難波氏 その疑問に答えるのが「とっとりイノベーションファシリティネットワーク」

を作った目的のひとつ。産技センターも大学の設備を知らない現状から企業との橋渡しを

する公設試に大学へ来ていただき大学を理解してもらう。公設試は企業の悩みを解決する、

大学は研究開発、教育研究を進める大きな使命の違いがある。この違いを理解しコミュニ

ケーションを深める場所を提供しようとするのがこのネットワークの狙いである。 

 

○森本氏 企業と大学のミスマッチについての解決策について網塚先生にご意見をお願い

する。 

 

○網塚氏 大学よっては同一機構となっているようだが、北大は企業連携の「産・地機

構」と学内連携、共用機器管理の「創成研究機構」に分かれている。企業に対する相談窓

口もワンストップでは整備されていなく今後の課題と思う。企業から見るとまだまだ大学

は使い勝手が悪いことをこの場で改めて理解したので改善を考えてみたい。 
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○森本氏 地域連携の推進について国はどう考えているのか岡本課長補佐にコメントをい

ただきたい。 

 

○文部科学省・岡本氏 国は当然、地域連携を進めていく必要性を認識している。 

まず、３大学の地域連携事例紹介の感想と期待を述べる。 

北大の取組みは、最先端の取組み「設備市場」は非常に大きな可能性と期待が見込まれ

る。さらに試作ソリューション部門にも可能性と他への波及効果を感ずる。例としてガラ

ス工作の技術者がいろんな請負をしていくことで中小企業の請負を補うような可能性もあ

ると考える。 

農工大のエリア拡大の取組みは大変良いと思う。設備サポートセンターで実際の要望が

出てくるまでエリアを広げている点、努力していると思う。近郊の企業と連携を取ろうと

している大学にとっては大いに参考になると考える。 

鳥取大学の取組みはこれからと思われる。ネットワーク協定書を結び、キックオフシン

ポジウムを開催し、企業、公設試の要望と期待を吸い上げて大学と公設試が出来ることを

考えてもらいたい。 

設備サポートセンターは基盤的な地味な部分であり、華々しい部分に金が集まりがちだ

が、学術機関課は基盤的なところを大事にして行きたい。予算的に厳しいが継続的に設備

サポートセンター整備事業を支援したい。 

 

○森本氏 最後に企業、公設試から地域連携の理想、大学への要望を伺い、3大学の先生

方にそれに対しコメントしていただき一部を締めたい。 

 

○大西氏 今日の日経新聞の「イノベーションを考える」記事に、企業は「漸進的」及び

「革新的」なイノベーションの同時追求が必要とあった。どちらかと言えば革新的なもの

は大学が、漸進的なものは公設試に比重が高いと思われるが、両方の支援が有効と考えら

れる。企業や地域と大学や公設試による組織間連携も大事だが、研究者個人の接点、関わ

りをいろんなチャンネルで増やしたほうが良いと思う。試験場では新規研究課題を設定す

るときは、最初の検討段階で大学の先生に関わってもらっている。研究員の大学院への修

学を受け入れてもらっている。さらに大学の配慮で鳥大農学部、環境大学の新入生に毎年、

林業試験場に来てもらい、いろんな話をしている。このような連携でこれからも取り組ん

で行きたい。 
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○羽馬氏 今年、鳥大工学部の先生とコラボして自社商品を開発しようとしている。設備

もさることながら素晴らしい技術者の輩出へのサポートをお願いする。 

 

○網塚氏 装置の利用率とか充足率に頭が行ってしまうが、人と人との繋がりが重要であ

る。機器のネットワークを母体として人の繋がりを発展させ、新しいものが生まれてくる

よう努力したい。 

 

○原島氏 人と人とが繋がりを考え、１回のミーティングでなく、会話が続くような形に

していきたい。 

 

○難波氏 地域連携は地域により、ものすごく違う。その情報を共有できる体制を作り、

その中でモデルとなるものを参考にし、進めていくのが必要と感じる。 

 

○岡本氏 単に設備の共同利用だけでなく、人と人の繋がりを地道に築いていくことが、

この事業に必要で大切だと思った。 

 

○森本氏 これにてパネルディスカッション、地域連携の部を終了する。 
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・事例紹介の説明資料 （北大、東農工大、鳥大） 
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2.5.  パネルディスカッション （第二部：『大学間連携』）  

『大学間連携』をキーワードに設備サポートの新たな展開を議論 

パネリスト： 

岡本 和久（文部科学省 研究振興局 学術機関課 課長補佐） 

網塚 浩 （北海道大学 創成研究機構グローバルファシリティセンター長・教授） 

原島 朝雄（東京農工大学 学術研究支援総合センター コーディネート・マネージャー） 

横山 利彦（自然科学研究機構 分子科学研究所機器センター長・教授） 

難波 栄二（鳥取大学 生命機能研究支援センター長・教授） 

ファシリテータ： 

江端 新吾（北海道大学 創成研究機構グローバルファシリティセンター副センター長・ 

      大学力強化推進本部 URAステーション 主任 URA） 

 

 

『分子科学研究所から提案』の要約 

大学連携研究設備ネットワークの１ヶ月当たり利用実績は、学内が約１万件で、学外は

１００件程度である。 

会計検査院からは、周知不足や復活再生されたが有効に利用されていない設備があるこ

とを指摘された。会計検査院の見解では、運営費交付金等で購入した研究設備は共用が原

則であり、各大学での検査の際は、マスタープランに登録した設備は本当に共用されてい

るか、本ネットワークへの登録有無や本ネットワークのソフトウェア配付希望有無、機器

使用料の会計処理などについて聞いているようである。 

共同利用に関する諸言として、１、設備の共同利用はボランティア精神に加えて、大学

のミッションにも叶い積極的に推進すべき。２、広報・周知活動を進めて更に利用を促進

する。３、文科省へのお願いとなるが、設備サポートセンター整備事業等の設備共用促進

に関する予算の充実。技術支援スタッフの雇用と人材育成に必要である。４、競争資金で

調達した設備の可能な範囲での共用化。５、大学間等の設備共用事業間の組織的連携。設

備サポートセンターや分子研の設備ネットワーク、国立大学機器・分析センター協議会、

更には共用プラットフォーム等で連携ができないか。 
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最後に、分子研の所長は来年交代となるため私見となるが、大学連携研究設備ネットワ

ークは積極的に発展させるために巻き直していきたいと考えている。 
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○北海道大学・江端氏 ここから第二部のディスカッションを進める。先ほどは大変重要

な横山先生の指摘と思う。第１回のシンポジウムでも『人材育成』や『地域連携』、『料

金設定』、『予約システム』等、問題山積と指摘した。本当に大学間連携のニーズはある

のか、どんなメリットがあるのだろうか整理、議論を進める。大学連携をどう考えるか難

波先生から伺いたい。 

 

○鳥取大学・難波氏 中国地域（中国地方バイオネットワーク）でもなかなか難しい。大

学間連携のハードルは高い。実際にやってみると、距離の問題がある。距離の問題克服に

「受託解析の強化」に取り組んでいる。だが、大学間のシステムの違いを克服できていな

い。 

設備共用について、アメリカは２０年前に行ったときからとても上手く機能させていた。

専門のテクニシャンがいたことが大きい。教員の兼任では難しいだろう。やはり受託解析

の専門職員の配置が必要であり、大きな課題である。また使う側の意識の問題もある。今

後、研究設備を通じた大学間連携は必須だと思う。情報の共有が進めばニーズも出てくる

だろうと思われる。 

 

○江端氏 東農工大は事例紹介のなかで、狭いコアな部分からスタートさせたと言われた

が、大学連携、地域連携広い意味での連携はどうか話をお願いする。 

 

○東京農工大学・原島氏 私は昔企業にいたが、学生を受け入れるにあたり、基礎的な分

析設備は使えるかどうかを確認していた。大学はそうした基礎的な設備を使える人材を輩

出すべきと考える。一方、運営交付金で設備を購入しづらくなってきており、設備を持つ

大学と持たない大学が顕著になってくる。大学連携で設備を共有し合う時代が来ると思う。 

地域性の問題については、東京では５キロ圏内で電通大や学芸大と６年前から７設備に

ついて講座を開いている。私立大学には理科系、文科系で設備保有の状況が異なる。私立

大学とも同じように設備の講座をできないか検討して、可能なら拡大していきたい。 

 

○江端氏 北海道大学も地理的な問題、課題があるが、大学連携の問題点、課題について

網塚先生にまとめてもらいたい。 

 

○北海道大学・網塚氏 先にお二人が話したことに尽きると思う。今回のシンポジウムの

ような情報共有も大事な連携だと考えている。大学の目標（良い教育を行って人を輩出し、
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面白い研究、イノベーションを生む）を実現するために我々の組織がある訳なので、その

目的のためならば連携できることは何でもやってよいと思う。広い観点に立って日本の教

育研究を発展させるという形で進めるなら、具体的なことを考える上でも、このシンポジ

ウムは意義がある。 

設備ネットワークへの会計検査院の指摘についてだが、全国の大学でやっていることなの

で、北大にも責任の一端はある。ゴールを決めて、数値目標を定めて、そこへ向かうブレ

ーンストーミングをしてはどうかと思う。 

 

○江端氏 今までの話を受けて国の政策で考える大学連携と各大学の問題意識等について

の感想を岡本課長補佐にお聞きする。 

 

○文部科学省・岡本氏 大学間連携については、インセンティブがないと難しいと思われ

る。会計検査院の言うことが全て正しいとは思わないが、一方で正しいところもある。 

連携する必要はあるが、連携する大学にとってインセンティブがなければ進まないと思

う。設備の連携には、システムの問題などもあり、大学独自のシステムのほうがいいとこ

ろもあるだろう。分子研が全てをまとめることはできないと思うが、今後のシステムの共

通化等、考えていかなければならない。 

テクニシャンの問題だが、一番大きい問題だと思う。法人化前から国立大学は定員削減

のたびに技術者を優先的に削ってきた。さらに処遇の問題もあるだろう。国の財政も厳し

い中、設備共用を進めるには技術者の役割が大きくなって行く。技術者が異動するキャリ

アパスを作っていくことも並行して考えていくべきと考える。 

 

○江端氏 大学連携についての課題についてはこのシンポジウムを利用して情報共有する

ことが重要である。さらに人材育成を行うにツールとして大学間連携が重要と感じている。

この関連で分子研の設備ネットワークを使って人材育成することは可能か横山先生にお聞

きする。 

 

○分子科学研究所・横山氏 設備ネットワークというわけではないが、分子研は大学共同

利用機関なので、共同利用にあたり旅費も支援できる。大学院生にも設備の使い方を学ぶ

ためどんどん来てほしい。インターンシップ制度によって、大学や分子研が大学院生を受

け入れる体制もできていると思う。 
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技術者の育成については予算の問題だと思う。設備の利用料収入を念頭に置く必要があ

る。教育については、技術者が集まって講習会・研修会を開く場合、設備ネットワークの

予算を使っていただきたい。 

 

○江端氏 地域連携について鳥取のネットワークを使った人材育成の取り組みについて難

波先生にお聞きする。 

 

○難波氏 その前に横山先生へ質問したい。どんどん設備を登録するとサーバーのパワー

不足やシステム上の問題が起こることはないのか？こちらでは大学独自システムの構築を

進めているところだが会計監査の指摘ではすべて分子研がまとめるようにも見える。分子

研としてはどのように整理しているのか知りたい。 

 

○横山氏 大学個別でやったほうがいいケースはそうすべきである。サーバーは必要なら

更新するので気にしなくて構わない。 

 

○江端氏 では難波先生、人材育成についてお願いする。 

 

○難波氏 中国地域（中国地方バイオネットワーク）でも、人の交流をやっていたが、シ

ステムの違い、キャリアパス、立場の違い（技術支援員、技術職員等の階層）といった問

題があった。キャリアパスとして大学の異動ができると非常に良いが、大変難しい。 

 

○江端氏 先端研究基盤部会や作業部会でのキャリアパスの議論も然りである。技術職員

の現状や人材育成の方法について原島コーディネータはどうお考えか？ 

 

○原島氏 企業には技術職員に相当する“テクニシャンラダー”がある。大学ごとでなく、

全体で作るべきと思う。ある研修を終えたらレベルがいくつになる等、ターゲットを決め

て取り組むシステムを考えるべき。今の技術職員は将来に希望が持てる状況にないと思う。 

 

○江端氏 網塚先生に同じく、大学間連携と人材育成でお聞きする。 

 

○網塚氏 特に付け足すことはない。北海道大学でも技術職員のモチベーションを上げる

ように動いている。また、技術職員を組織化することを検討しているところでもある。こ
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れは第３期中期計画にも記載している。一番重要なのは技術職員自身がどうしたいかとい

うところを議論すべきである。大学のマネージメント体制として、大学が検討すべきこと

でもあり、技術職員もその議論に参加すべきと考える。 

 

○江端氏 岡本課長補佐に国の政策的に、大学間連携と人材育成についてどう考えるかお

聞きしたい。 

 

○岡本氏 人材育成は、設備サポートセンター整備事業を使って欲しい。若手研究者やポ

スドクのキャリアパスということでは、ドクターコースで研究者になれなかったものが高

度な技術者になり、管理者となっていくことも考えられるし、企業へ行くこともあるだろ

う。こうしたことと併せて、技術者のキャリアパスを考える施策で支援して行くことかと

思う。 

一方、大学間連携として、設備を通じた連携としては、各々の役割分担を決めることが

大事と思う。分子研がやることをはっきりさせ、それ以外を大学に担ってもらうことで設

備の共用を進められたら良い。それぞれがやることをはっきりさせることが大学間連携に

なると思う。 

 

○江端氏 情報共有の場として、このシンポジウムが大変有益だとの意見があったと思う。

来年度以降も継続していきたいので、是非皆様には参加願いたい。以上でディスカッショ

ンを終了する。 
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・分子研からの提案資料 
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3.  第２回設備サポートセンター整備事業シンポジウムを終えて 

～課題と提言～ 
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第２回設備サポートセンター整備事業シンポジウムを終えて～課題と提言～ 

第２回設備サポートセンター整備事業シンポジウムは、豐島良太鳥取大学長による開会

の挨拶で始まり、難波栄二鳥取大学生命機能研究支援センター長によるシンポジウムの趣

旨説明、続いて文部科学省研究振興局学術機関課の岡本和久課長補佐より「共同利用・共

同研究体制の強化・充実と設備サポートセンター整備事業等について」と題して基調講演

を頂いた。その後、ポスターセッションにおいて各事業採択校の実施状況、課題・将来展

望などの説明と情報交換が行なわれた。引き続き、パネルディスカッションが行われ、第

一部では「地域連携」、第二部では「大学間連携」について活発なディスカッションが行

なわれた。 

 

基調講演と 2つのパネルディスカッションを通じ、「地域連携におけるコミュニケーシ

ョンの重要性」、「大学間連携における情報共有の重要性」、「技術者人材の育成のあり

方」が課題として挙がった。 

 

【地域連携におけるコミュニケーションの重要性】 

各大学において地域連携に対する様々な試みがなされているが、必ずしも地域のニーズ

とマッチしているわけではない。単なる設備情報の公開だけでなく、地域課題を解決する

きめ細やかなサポートを行うための情報共有が重要である。一方で、大学における人的・

物的リソースは限られており、教育研究と地域サポートとのバランスが難しい場合もある。 

それらを円滑に行うためには、大学と地域それぞれの技術者・研究者間のコミュニケー

ションをより深化させ、人と人の繋がりを築き、顔が見えるネットワーク作りが必要であ

る。 

 

【大学間連携における情報共有の重要性】 

大学間連携は今後ますます重要となる。しかしながら、大学間での設備共有を広げるた

めには大学ごとのシステムの違いを克服する必要がある。そのためにも本シンポジウムの

ような場で情報を共有することは重要である。また、大学連携研究設備ネットワークでは、

分子科学研究所と各大学との役割分担を明確にし、それぞれの役割と目標を定めて設備共

用を進める必要がある。 
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【技術者人材の育成と待遇のあり方】 

地域連携、大学間連携を行う上で実務を担う技術職員の役割は大きい。しかしながら、

技術職員の育成と処遇に対してまだまだ充分な措置がなされているわけではない。人材育

成に関しては、設備サポートセンター整備事業や大学連携研究設備ネットワークを活用し

つつ大学間で連携した技術者人材の育成を行っていくことも必要である。待遇に関しては

スキルの評価など将来に希望の持てるキャリアパス形成について技術職員と共に議論して

いく必要がある。 
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以上を踏まえ、平成２８年度以降の設備サポートセンター整備事業継続に向け、以下の

提言をする。 

・ 地域創生に貢献するため設備サポートを介した地域連携を推進すべきである。 

・ 地域連携を推進するためには技術者・研究者間の人的ネットワークの構築が重要で

ある。そのための事業実施、コーディネーション人材配置のための安定的な財源の

確保が不可欠である。 

・ 設備共用の利点と重要性への理解を広め、学内のみならず大学間連携による設備共

用を一層推進すべきである。 

・ 各大学の事情を理解し、役割分担を明確にし、有効な設備共用体制を構築するため

にも事業採択校間での情報交換、情報共有が必要である。さらに、再利用や情報交

換のための共用システムの構築、設備の再利用に充当できる安定的な財源の確保が

不可欠である。 

・ 設備共用を維持、推進するためには技術職員の役割が大きく、技術職員の持続的な

人材育成体制の構築が必要である。 

・ 技術職員のモチベーションを高め、より高度な支援を行うためにもキャリアパス形

成が必要であり、そのための施策による支援が不可欠である。 

・ このシンポジウムを地域連携、大学間連携のみならず設備サポートに関係する課題

を解決するための情報交換、情報共有の場として継続するべきである。 

北海道大学  網塚 浩 

大阪大学  荒西睦雄 

広島大学  坂口浩司 

名古屋工業大学  種村眞幸 

東京農工大学  原島朝雄 

金沢大学  渡辺良成 

千葉大学  桝飛雄真 

筑波大学  青木克裕 

高知大学  西郷和彦 

九州大学 島ノ江憲剛 

神戸大学  朴 杓允 

東北大学  坂園聡美 

鳥取大学  難波栄二 

（第 2回シンポジウム外部委員）北海道大学  江端新吾
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参考資料１：事業採択校ポスター
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参考資料２：設備サポートセンター整備事業シンポジウムアンケート結果
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設備サポートセンター整備事業シンポジウムアンケート結果 

１． あなたのご所属は？（回答者のみ） 

 

※鳥取大学以外の大学回答者４９名の内訳：北海道大学（２）、大阪大学（３）， 

広島大学（２），名古屋工業大学（２），東京農工大学（３），金沢大学（１）， 

千葉大学（１），高知大学（３），九州大学（１），神戸大学（３），東北大学（１），

群馬大学（１），岡山大学（３），新潟大学（３），埼玉大学（２）， 

東京工業大学（４），福井大学（１），富山大学（２），島根大学（１）， 

山口大学（２），愛媛大学（１），徳島大学（３），宮崎大学（１）、 

大学名無回答（３） 

 

※シンポジウムの参加者は１２４名。回答率は４６％であった。 
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２． 本シンポジウムをどのようにお知りになりましたか？（複数回答可） 

 

 回答数 

国立大学法人機器・分析センター協議会配布案内ちらし 22 

大学間連携ネットワーク協議会配布案内ちらし 12 

中国バイオネットワークからの案内メール 7 

郵送案内ちらし 2 

鳥取大学ホームページ 1 

その他 25 

 

 

３． 本シンポジウムの感想をお聞かせください。 

3-1．ご自身の活動に参考になったものは選択肢のうちどれですか？（複数回答可） 

 

 回答数 ％ 

基調講演 36 63.2 

ポスターセッション 46 80.7 

パネルディスカッション「事例紹介」 22 38.6 

パネルディスカッション「第一部」 25 43.9 

パネルディスカッション「第二部」 25 43.9 

その他 1 1.8 

（全回答件数５７） 
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3-2．基調講演について。 

 

 回答数 

満足 27 

まあ満足 23 

普通 6 

やや不満 1 

不満 0 

 

ご意見など （記入があったものは、全て原文のまま記載。） 

・文科省の方針がよくわかったので、とてもよい。 

・設備サポートセンター事業の現状の全体像がよくわかりました。 

・共用事業の現状とこれからについて聞けてよかった。 

・もう少し時間があれば。 

・大学の特異的事象の本音が聞けたので興味深かった。 

・今後進めて行かなくてはならない方向性が明確になった。 

・質疑応答の時間があったらよかったと思います。 

・はじめての参加だったので、文科省の考えが理解できた。 

・事業計画の詳細が聞けた。 

・貴重な資料有難く思います。利用された資料も含め電子版が入手可能となれば有難く

思います。 

・情報量が多すぎて何を言いたいのか不明確。 

・時間が少ない。 

・さまざまな取組み事例があり、本学では採用可能なこともあり、今後の方針を考える

うえで、非常に参考になった。 
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3-3．ポスターセッションについて。 

 

 回答数 

満足 27 

まあ満足 22 

普通 6 

やや不満 1 

不満 0 

 

ご意見など （記入があったものは、全て原文のまま記載。） 

・特定の人が長々と話をしていて、なかなか質問ができない。A, B分けずにやって欲し

い。各大学の取組みがわかるので大変いい。 

・各大学の特色ある取組みを知ることができてよかったです。 

・それぞれの大学の取組みがわかりよかった。 

・他大学の取組みは、刺激を受けるケースも多々あった。 

・もう少し時間が長いほうがよかった。パネルディスカッションより、ポスターセッシ

ョンに時間を割くべきでは？ 

・人材の配置の仕方がわかったことが大きい。 

・成功・問題点などポスターに少し詳細な文章がweb上で閲覧できるとありがたい。 

・時間が足りないように思えた。 

・プレゼンをほとんど聞き流してしまった部分が残念だった。ポスター前での説明時間

がもう少し長いほうが嬉しい。 

・実際の運用について、話が聞くことができてよかった。 

・新鮮でよかった。 

・時間が少ない。ポスタースタンドと座席が近く、立つスペースが狭かった。 

・もう少し時間が長くても良かった。 

・ユニークな事例を聞かせていただき、大変有意義だった。今後の活動に生かして行き

たい。 

・もう少し時間が欲しかった。 

・時間が短く、聞きたいものを全て聞くことができなかった。１つ１つ、充分に意見交

換できたので、もっと時間が欲しかったです。 

・他機関の情報を一度に聞けるのでよい。 
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3-4．パネルディスカッションについて。 

 

 事例紹介 第一部 第二部 

満足 23 21 16 

まあ満足 18 14 17 

普通 14 14 13 

やや不満 0 4 4 

不満 0 0 0 

 

 

ご意見など （記入があったものは、全て原文のまま記載。） 

・第二部について、極めて深いディスカッションがなされて、極めて有意義であると感

じました。事務職員も積極的にこうしたシンポジウムに参加すべきと思います。 

・面白い企画で、とても新鮮。今後ともやって欲しい。文科省の人にパネラーになって

もらったのは、このシンポジウムにおいて、とても大きな成果である。 

・地域の企業が大学に何を求めているのか聞けて良かったです。   

・産学官それぞれの意見が聞けてよかった。 

・技術者のキャリアパス等、今後の検討課題を多く提示頂いた。 

・ポスターセッションで、いろいろな問題はほぼ共通におもちのようだったので、その

問題に関して、解決策などの議論になればなおよかったかなと思いました 

・「大学が敷居が高い」「広報不足」というのは、大学に携わる人間としても感じる。

大学以外に勤める方をパネリストとして招いたのは大変良かった。 

・企業が大学に求める支援の具体的な内容の部を拝聴することができた。 

・分子研のネットワークを利用するのが基本（当然）というスタンスでの内容について
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は賛同できない。 

・やはり二部構成では、議論を深めづらいですね…。 

・大学間連携に関しては、技術職員にターゲットをおいた議論がされていて、近い未来

に関する目標が見えたと思う。 

・企業に対するデータの取扱いに注意が必要と考える 

・大学以外の方から意見をうかがえる貴重な機会となりました。 

・地域連携に対して、非常に期待されていることがわかった。（人と人とのつながり） 

・企業サイドの意見・見方は重要 

・「共用」と「地域連携」の話題が混乱していて、目的がわからなくなった。 

・フロアからの意見を取り上げる時間もあればよかった。 

・時間が少ないので難しいかもしれないが、ぜひフロアーからの意見を出す時間を設け

てほしい。 

・ディスカッションが少し浅くて不良、もう少し議論内容をつめておいたなら良かった

のでは？ 

・三者三様の地域連携の形があり、とても参考になった。 

・ポスターセッションを充実したほうが良いのではないか。又は二日間にして時間に余

裕を持たせるか 

 



 
 
 

- 99 - 
 

第 2回設備サポートセンター整備事業シンポジウム 

４． その他、ご意見・ご感想などをお聞かせ下さい。 

（記入があったものは、全て原文のまま記載。） 

・設備の共有化は非常にありがたいことで、利用料金の平準化も必要と思います。ま

た、情報セキュリティを遵守する為のしくみ作りも必要と思います。これについては

今回のシンポジウムでは話題（テーマ）になかったですが、実運用上は重要なポイン

トになると思います。 

・全国で設備サポート事業が進められ、取組みの成果があげられていることにとても興

味をもてた。 

・大きなスクリーンを有効に活用して欲しい。スクリーンの下が切れている。ウィンド

ウ表示ではなく、全画面表示にして欲しい。 

・アンケートは所属を求めるなら、記名にしたほうがいいのでは？ 

・たいへん役に立った。質問の時間もあるとよかった。 

・ポスターセッションの時間がもう少し欲しいように感じました。全部回りきれず残念

でした。 

・他大学のとりくみがわかってとても参考になりました。 

・技術職員のキャリアパスに関する国の政策があるといいと思いました。たいへんお世

話になりました。今後ともご指導よろしくおねがいします。 

・内容の濃いシンポジウムでした。 

・地域連携を推し進めるには、高度なオペレートを必要とする大型機器の導入が必要と

思われる。 

・会場の窓側の席が寒かったです。（天井の換気のせいでしょうか？） 

・他大学のご意見がうかがえ、とても参考になりました。有難うございました。 

・他大学の技術員との対話が役立った。 

・大学をとりまく環境は地方大学ごとに様々であり、「知の活用」という観点から、大

学と地方企業との連携は重要であると考えます。ただ、教育機関としての大学の使命

を第一に考えると、研究を通じた教育によって、学生を育てることを忘れてはいけな

いと感じます（特に地域連携に関して）。 

・熱気を感じられる会だったと思います。 

・設備の共用には、人材への資金供用が必要だと感じた。 

・設備の共用化等大変参考になりました。おとりまとめありがとうございました。 

・最終的には人と人のつながりが大切ということが再認できた。 

・今後の設備機器運用において参考になった。 
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・今回初めて参加させて頂きましたが、国立大の現在置かれている現状がとてもよくわ

かりました。お世話になりありがとうございました。 

・設備の情報の「見える化」が重要。また、その機器のオペレーター、専門員が必要。

地理的な問題をどう解決するのか。使用者側も旅費などをどうするのかが大変。大型

機器以外は本当に必要か？ 

・文科省の方が、中抜けすることなくご出席頂けてそれが最大の成果ではないか（全国

分析セミナー会議では実現できていないので） 

・毎年情報交換の場として、このシンポジウムを開催するのが良い。 

・成功しているロールモデルを発表してほしい。 

・素晴らしいシンポジウムをありがとうございました！！！ 
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