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研究支援サービス・パートナーシップ認定制度（A-PRAS）

ロゴマーク

認定サービスを示すロゴマークです。円が
全体に展開していく様子を示すことで、
「国、研究機関、民間企業、国民」とい
う４つの主体に研究支援コミュニティが
広がっていく願いを込めています。

民間事業者が行う研究支援サービスのうち、研究者の研究環境を
向上させ、我が国における科学技術の推進及びイノベーションの創出
を加速すると認められるサービスを文部科学省が認定し、研究支援
サービスの多様な取組の発展を支援する制度です。

文部科学省科学技術・学術政策局
研究開発戦略課

担当
〈 Mail 〉 nintei@mext.go.jp 〈 Tel 〉 03-5253-4111（内：4012）

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/1422215_00001.htm
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研究支援サービス・パートナーシップ認定制度（A-PRAS）とは

認定サービス一覧（令和５年４月１日時点）（各サービスの詳細は次ページ以降参照）

サービス名 事業者名

Impact Science カクタス・コミュニケーションズ株式会社

L-RAD 株式会社リバネス

研究機器のシェアリングサービス 日本電子株式会社

JDream Expert Finder 株式会社ジー・サーチ

Securite ACADEMIA（寄付） ミュージックセキュリティーズ株式会社

BRAVE Beyond Next Ventures 株式会社

リサイクルネットワーク、マルチベンダーサービス、
ラボストックサポート、ZAICO、ZAI

リカケンホールディングス株式会社、
MHCリユースサービス株式会社、株式会社ZAICO

READYFOR College READYFOR株式会社

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/1422215_00001.htm
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カクタス・コミュニケーションズ株式会社
Impact Science事業部 森田桂花
Mail: supportjp@impact.science

Tel: 03-6868-8803

Impact Science/カクタス・コミュニケーションズ株式会社

概要・目的

豊富な経験を持つライター陣とメディア戦略のプロが大学/研究機関の研究成果を世界のニュースにします。
国際広報を通して我が国の研究者と国内外の研究者や研究分野外の様々な人々とを繋ぎ、産官学での学際的なイノベー
ションを創出することを目的とします。理系の博士号修士号を持つ英語ネイティブのサイエンスライターが、
英語による研究論文を元にプレスリリース・動画等を制作し、メディアの専門家が世界中に発信します。

20年に渡り81万人以上の研究者の200万稿に及ぶ論
文に対して英文校正・翻訳サービスを提供してきた知見を
元に開始した国際研究広報サービスです。

修士・博士号取得者や学術誌査読・編集経験のあるネ
イティブの常駐ライターが100名以上、フリーランスライター
が2,500名以上在籍しているため、科学的正確性を保
ちつつ、インパクトのある発信を行います。

北海道大学、北陸先端科学技術大学院大学、福井大学、筑波大
学、千葉大学、東京大学、東京工業大学、東京都立大学、岐阜大
学、名古屋大学、名古屋工業大学、京都大学、大阪大学、九州大
学、早稲田大学、東京理科大学、東海大学、東京女子医科大学、
藤田医科大学、関西大学、同志社大学、立命館大学、他
国研・学会多数 （2022年12月時点）

英文プレスリリース執筆
50,000円（年間20本以上の場合40,000円）
英文プレスリリース配信
50,000円（年間20本以上の場合40,000円）
研究動画制作（英語、2分程度）150,000円 他

特徴 大学等の活用実績

価格等

問合せ先

Webサイトへはこちらから

mailto:supportjp@impact.science
https://www.impact.science/jp/
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株式会社リバネス
研究開発事業部 川名、井上、岡崎
Mail: rd@Lnest.jp
Tel: 03-5227-4198

L-RAD/株式会社リバネス

概要・目的

L-RADは、各種競争的研究資金に採択されなかった申請書や、応用性が高く公的資金が取りにくい研究
プランなど、研究者が持つ未活用のアイデアを集積するプラットフォームです。共同研究相手を探索する会員
企業が閲覧し、未公開の研究アイデアから産学連携の共同研究につなげる機会を提供するサービスです。

• 企業が未活用アイデアをもとに共同研究相手を探索
するためのサービスです

• 仕組み上で特許性の喪失や盗用/見てしまうリスクを
回避可能にしています

• 最近では企業研究所で外部連携による新規研究
テーマを生み出す研究アイデアプラットフォームとしての
活用も始まっています

国内外400以上の大学等研究機関の研究者が登録し、徳
島大学、武蔵野大学、東京都市大学、お茶の水女子大学、
高知工科大学、会津大学、前橋工科大学、広島市立大学、
公立はこだて未来大学、追手門学院大学、高崎健康福祉
大学、共愛学園前橋国際大学、神奈川大学と機関連携を
締結しています。また他に国立大学を含む複数の大学で連携
の検討が進んでいます。（2022年12月時点）

企業による利用費：480万円/年
大学・研究機関 ：無料

特徴 大学等の活用実績

価格等

問合せ先

Webサイトへはこちらから

https://l-rad.net/
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日本電子（株）
フィールドソリューション事業部
サービス企画推進本部
Tel：042-542-1106

研究機器のシェアリングサービス/日本電子株式会社

概要・目的

最先端ハイエンド装置を、本社・昭島製作所にて企業体を問わずにご利用頂けるサービスです。
年間契約による複数回利用や都度利用が選択できます。
また、装置毎に分析をサポートする各種オプションプランを取り揃えています。

このような方におススメです！
・ 購入するにはまだ早いが使ってみたい
・ 最先端機器の測定結果が欲しい
・ 短期間の定期利用がしたい
・ スキルアップ＆人材育成をしたい
・ データの公開を避けたい
・ 分析室に立ち入れない緊急時にも研究を続けたい

慶應義塾大学 理工学部化学科 垣内教授の声：
JEOLが始めたNMRシェアリングは、科学者が正確に物質の構造を決め、高い研究成果を
迅速に世界へ発信したい、という強い要望に応えてくれる画期的なサービスです。
ユーザー自身が、リモートで常時性能が最高状態に調整された機器を使い、自分の好みの
測定を納得するまで行えることは、従来の「状態が不明の測定機器を使った測定者との思
いが通じ合わない測定」ではなく、「思い通りの測定を最高状態の機器で行える測定」で、
研究者ニーズにフィットしています。 2020年5月28日

特徴 大学等の活用実績

価格等

問合せ先

Webサイトへはこちらから

図・写真を挿入

提供機器 年間会員 ワンストップ会員

JEM-ARM200F NEOARMex 924万円(税込)～ 88万円(税込)/日

JAMP-9510F 330万円(税込)～ 33万円(税込)/日

JNM-ECZ800R 363万円(税込)～ 33万円(税込)/回

JNM-ECZ400R 　217.8万円(税込)～ 　19.8万円(税込)/回

https://www.jeol.co.jp/support/sharing/
https://www.jeol.co.jp/support/sharing
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株式会社ジー・サーチ データベースビジネス部
Ｍail:gsh-jd-help@cs.jp.fujitsu.com
Tel:044-742-2753

JDream Expert Finder/株式会社ジー・サーチ

概要・目的

JDream Expert Finder（ジェイドリーム エキスパート ファインダー）は、科学技術文献検索サービス「JDreamⅢ」に収
録された約4,300万件の論文と学会発表に基づき、研究者の専門性、研究推進力、コラボレーション実績など多種多様な
研究者データから、研究課題解決に最適な研究パートナー探索を実現するサービスです。全国の国公立・私立大学、公的
研究機関、企業の研究者約150万人をカバーし、産学官連携パートナー探索や研究力強化のための将来有望な若手研
究者発掘を支援します。

• 論文、学会発表といった客観的なデータに基づく高精度な研究
者探索を利用者自身の手で簡単に行うことができます。

• キーワードから自校の技術を俯瞰的に評価し、大型研究資金
公募への対応を支援いたします。

• ニーズがマッチする企業へ提案を支援いたします。類似研究者
探索により、学内の注目研究者と研究テーマが関連する企業
研究者を簡単に調べられます。

• 独自技術により有望な若手研究者発掘を支援いたします。

大阪大学、名古屋大学、北海道大学、筑波大学、横浜国立大学、
東京医科歯科大学、早稲田大学、日本学術振興会等のオープンイノ
ベーション機構、研究推進機構等で共同研究パートナー探索、若手研
究者発掘にご活用いただいております。
（2022年12月時点）

教育機関（大学等）向け年間固定プラン
同時ログイン数 2 60～180万円/年
追加ログイン数 1につき15万円～/年
※サイト制限はありません。複数キャンパスでご利用いただけます。
※利用期間は契約開始日よりその年度末（3月31日）となります。
※上記以外のサービスプランについてはお問い合わせください。

特徴 大学等の活用実績

価格等

問合せ先

Webサイトへはこちらから

https://jdream3.com/lp/expert_finder/
https://jdream3.com/lp/expert_finder/
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大学の教育研究を支える財政基盤多様化の一環として、ボトムアップ型研究への資金供給を目的とした寄付プラットフォー
ムを提供します。大学の基金窓口と連携し、民間から大学への資金循環を目指します。
（目的/方法） ①教育研究開発・若手研究者育成 / 寄付プラットフォーム提供

②世界レベルの大学研究の維持と発展 / 寄付プラットフォーム提供
③研究成果の実用化・イノベーションの実現 / 出資プラットフォーム提供

概要・目的

ミュージックセキュリティーズ株式会社
産学官連携推進室 榊原
Tel: 03-5948-7301
Mail: ac@musicsecurities.com

Securite ACADEMIA(寄付)/ミュージックセキュリティーズ株式会社

・国立大学が執り行う、大学における研究開発・教育開
発・若手研究者の育成を相互連携の目的とします。
・当社の資金供給プラットフォームを提供し、個人、法人
から寄付を募る広報施策と寄付手続きを担います。
・更には、大学の研究成果の実用化に必要な資金供給
施策として、投資施策を担います。
・大学研究への寄付文化の定着と、継続的な研究費を
支える仕組みを構築し、研究環境の向上を目指します。

東京大学 社会連携本部（東京大学基金）
京都大学 大学院医学研究科（医学部教育研究支援基金）
信州大学 研究推進部大型研究推進課、財務部経理調達課
電気通信大学 総務企画課・広報・基金・卒業生室
（2022年12月時点）

決済にかかる費用:寄付額の5%
取扱手数料:寄付額の2%～5%(要相談)
注１）研究概要Webサイト制作費・運営管理費は、取扱手数料に含まれます。
注２）チラシ、DM、動画などの制作は、上記手数料とは別にご請求いたします。

特徴 大学等の活用実績

価格等

問合せ先

Webサイトへはこちらから

https://academia.securite.jp/


6

BRAVE/ Beyond Next Ventures株式会社

概要・目的

「BRAVE」は研究シーズの実用化に取り組む研究者を対象に、事業化を支援するプログラムです。研究チームは、経営人
材候補や事業会社とのマッチング、先輩起業家や専門家や投資家によるメンタリングの機会が得られ、研究開発戦略・事業
計画の作成等、創業に向けた実践的なサポートを受けられる事が特徴です。これまで多くのBRAVEの卒業生が、経営チー
ムの強化、各種競争的資金の獲得および資金調達に成功しています。

参加実績
採択チーム数：120チーム
BRAVE卒業チームの活動実績
起業率：54%、JST START採択数：7件、NEDO STS採択数：5件
資金調達額：約250億円

参加費用：無料（ただし交通費等は各自負担）
参加申込：公式HPより
https://brave.beyondnextventures.com/
申込締切：BRAVE2023 応募開始 2023年4月1日~
エントリー締め切り2023年7月31日(予定)

特徴 大学等の活用実績

価格等

問合せ先

Webサイトへはこちらからｃ

開催期間：BRAVE2023/ 2023年4月-3月
実施場所：オンライン及び東京日本橋近辺(予定)
参加方法：公式HPからお申込み頂き、エントリーシートを提出頂き
ます。それを持って事務局にて参加チームを決定いたします。
対象者：研究シーズの事業化を目指す研究者/ベンチャー企業
＊プログラムの詳細及び日程は公式HPをご参照ください

BRAVE運営事務局
（Beyond Next Ventures 株式会社）
info@brave.team 担当：津田
公式ホームページ
https://brave.beyondnextventures.com/

https://brave.team/
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各サービスのシステム利用料は、無料からご使用頂けます。
イニシャルコスト不要でスモールスタートが可能です。

リカケンホールディングス株式会社
SDT 松山 高恭
Mail: matsuyama-t@rikaken-hd.co.jp

リサイクルネットワーク マルチベンダーサービス ラボストックサポート ＺＡＩＣＯ ＺＡＩ /
リカケンホールディングス株式会社 MHCリユースサービス株式会社 株式会社ZAICO

概要・目的

本サービスは、研究資産の適正な管理、運用、流通を促進し、日本の研究者に研究機器を安価に提供するサービスです。
研究資産の管理から保守メンテナンス、中古売買までのライフサイクルをトータルでサポートし、研究資産のトラッキングを可能
にしています。また、国内で研究資産を循環させることで技術の海外不正流出の防止も図ります。各サービスで取り扱うデー
タはブロックチェーン技術により各種データの改ざん防止策を講じる事が可能です。

・ラボストックサポート：クラウド型の理化学機器資産管
理サービスです。研究資産の状態を適正に把握し、その
情報から保守運用計画を立てることができます。

・マルチベンダーサービス：保守運用計画を元に様々な
理化学機器の定期メンテナンス等を行うマルチベンダー
サービスです。機器を常に正常な状態に保ち、研究環境
を向上させます。

・リサイクルネットワーク：研究資産を調達する際の選択
肢に、安心で安全な中古機器をご提案します。オンライン
の売買プラットフォーム(ZAI)で中古機器を簡単に検索で
きます。

・ラボストックサポート：研究資産の把握、試薬消耗品の在庫
管理に活用されています。
・マルチベンダーサービス：メーカーが混在した研究所の理化学
機器の管理を一元管理しています。
・リサイクルネットワーク：多くの大学研究機関の研究者に会員
登録されています。平均1/4のコスト削減を実現しています。
(2021年５月時点)

特徴 大学等の活用実績

価格等

問合せ先

Webサイトへはこちらから

新品販売 ⇒ 資産管理 ⇒ メンテナンス ⇒ 中古売買

LS
MVS

RN

改ざん防止ブロックチェーン

https://zai.zaico.co.jp/
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READYFOR College
Mail: alliance.contact@readyfor.jp

READYFOR College/READYFOR株式会社

概要・目的

「READYFOR College」とは、大学とREADYFORが提携し、研究・教育分野への寄附を集める大学向けのクラウドファンディングプログラムです。
「大学が抱える課題を解決し、大学の魅力を伝えていく一助となりたい」そんな想いで、「READYFOR College」を立ち上げました。
大学自らが取り組みを発信することで、社会からお金を集めることができる。
若手育成や研究環境の整備など、クラウドファンディングだからこそ届けられる支援がある。
大学から未来を担う若手を創出するために。
「READYFOR College」を通して、想いの乗ったお金の流れを増やしていきます。

達成率97.7%

豊富な実績をもとに体制を構築し、プロジェクト開始準備から終了まで専任
の担当者がサポートしています。クラウドファンディングの知見を共有するだけで
はなく、それぞれのプロジェクトの特性も踏まえ達成まで伴走することで、業界
全体の平均達成率が30%程度の中でもREADYFOR Collegeでは
97.7％（※）の達成率を実現しています。

※READYFOR Collegeで2016年5月～2019年2月末までに実施され
たプロジェクトの達成率

・神戸大学医学部 「トリプルネガティブ乳がん：再発を防ぐ治療薬、確立のための
臨床試験を」（寄付総額：30,719,600円）
・島根大学医学部「少しでも不安を取り除ける空間を｜周産期センターのリニュー
アルへ」（寄付総額：12,460,000円）
・京都大学医学部「高度先端医療と感染症対策の両立で、コロナ禍でも多くの命
を守る」 （寄付総額：66,759,000円）
・北里大学「がんの「手遅れ」をなくしたい－血液診断ですべてのがんに早期発見を
－」 （寄付総額：10,195,000円）
・九州大学大学院「歯並びと心（気持ち）の関連性を解き明かすプロジェクト」
（寄付総額：3,067,000円）

ご要望に応じて、2つのプランをご用意しております。
フルサポートプラン：ご支援総額の17%(＋税)
シンプルプラン ：ご支援総額の12%(＋税)

特徴 大学等の活用実績

価格等

問合せ先

Webサイトへはこちらから

https://readyfor.jp/lp/college/
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