
全学組織化による
教育研究の強化・推進

熊本大学工学部技術部
（兼）大学院先導機構研究サポート推進室 上村実也



技術部（仮称）2019/9/25(案)
技術本部長（研究担当理事）

技術部長（技術職員）

（主な業務）本荘・大江地区
基礎医学分野（研究）
薬学分野（研究）
共用設備運用・管理（教育・研究）
動物資源（研究）
実験・実習（教育）その他

（主な業務）黒髪地区
理・工学分野（研究）
機器設計製作（研究）
実験・実習（教育）
その他

（主な業務）黒髪地区
分析評価（研究）
情報データ解析評価（研究）
共用設備運用・管理（教育・研究）
実験・実習（教育）
その他

（主な業務）黒髪地区
安全管理・教育
情報・寒材等基盤設備運用（研究）
管理・教材設計・開発（教育・研究）
実験・実習（教育）

その他

自然科学系技術室①
（室長）

生命科学系技術室
（室長）

自然科学系技術室②
（室長）

自然科学系技術室③
（室長）

技術連携WG
(例）設備共用・機器分析技術WG、安全管理技術WG、情報システム・データ処理技術WGなど

管理体制図
技術部運営会議

技術本部長，技術部長，各室長，
グループ長，代表教員（人社系，
生命系，自然系から各1人），そ
の他委員長が必要と認める者

【所属】技術職員は主たる業務を実施するキャ
ンパス及び技術分野でグループ化した各室に
所属する。
各室では、教員等からの要望対応、労務管理
（勤務時間管理、業務トラブル対応、ハラス
メント対策等）などを行う。

先端研究基盤共用促進事業
その他、補助金による
事業など（予定）

拠点等支援チーム
拠点形成や国家プロジェクト等で必要とされるチームを、その都度編成して支援

【人材育成】WGでは、各室を超えた相互
連携によって教員の要請に対してより高
度かつ迅速なサービスを展開する。また、
職員のスキル向上並びに技術伝承・保存
等のための研修等を企画・実施する。全学教育研究センター等

(教授システム学研究センター，情報統括
センター，生命資源センター等）

全国共同利用・共同研究拠点
グループ（グループ長）
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【技術職員のキャリアパスと育成方法】(案)
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グループ研修，国大協スキルアップ研修，業務に係る資格等の取得

教員等との協働，全国技術研究会・学会での発表による先端技術の獲得

技術指導

各種研修の企画・実施



熊本大学 第３期中期目標（抜粋）

1 「生命科学」，「自然科学」，「人文社会科学」において，
特色ある質の高い研究を展開し，国際共同研究を強化推進
する。

2  質の高い研究及び基盤的研究を推進するため，研究支援体
制の整備及び充実を図るとともに人材を確保・育成する体
制を整備・強化する。

3  大学の枠を超えた国際的な中核的拠点としての役割を果た
すため，熊本大学の特色・強みのある研究分野の機能強化，
整備を行う。

4  地（知）の拠点として，地域社会と連携し，地方創生に取
り組む人材の育成を推進する。また，社会連携，社会貢献
活動を積極的に展開し，さらに雇用促進のための地域を活
性化する取組を推進する。



【目的】

【効果】

教育研究支援体制を強化することで，
本学の特色ある質の高い教育・研究を強化・推進する。

全学組織化による業務の効率化及び人材育成強化による能力向上
（専門技術の見える化・グループ化）

・技術力の相乗効果
技術の融合・連携促進により，互いの技術力を補完し，より高度で迅速な対応

が可能になる。

・業務の効率化と成果の最大化
教員からの業務依頼に対し，組織として最適な人材（またはチーム）を選定し

効果的・効率的に対応できるようになる。

・大学全体への教育研究支援体制強化
これまで技術職員の支援を受けていなかった部局等への支援も可能になる。

・個々の能力向上による組織全体のレベルアップ
人材育成機能の充実や，キャリアパスの整備によって，モチベーションが向上

し，より高度なスキル獲得が加速する。



教育研究組織 各部局・センター等

全学の教育・研究力の強化・促進

協働・相談 共用設備の利用促進，研究・教育への参画
サービスの高度化・効率化・迅速化

「組織」的に，専門技術と広い視野で
現行業務は本より，

部局横断的にサポートを展開

研究教育支援スタッフの活性化
1 実験実習の教育効果の向上
2 共用設備の利用促進，研究への参画
3 学内LAN，寒材等基盤設備の安定稼働
4 安全に係る指導・環境管理
5 出前授業等による地域貢献
6 非常・災害時の復旧，調査，改善

連携・コーディネート

設備・人材の活用

技術組織「技術部」 事務組織

監査室，経営企画本部，
研究・産学連携部，教
育研究支援部，学生支
援部，病院事務部，総
務部，財務部，施設部

組織の機動性及び機能性の向
上・業務の効率化

事務的サポート

（H23年度実施）

A部局 B部局 C部局 D部局 F部局E部局 G部局 H部局 I部局 J部局
従来：一般職員（事務系職員・技術系職員）は部局等毎に組織

業務・責任の明確化
人材育成の強化

事務的サポート

技術的サポート

協働・相談

第3期中期目標期間中におけるビジョン 【戦略１】世界レベルの研究拠点
の充実と先端的新分野の開拓による成果への挑戦
「先端研究設備サポートセンター（仮称）」

⇒ 「技術部」 による先端研究設備の利用促進と
研究・教育への参画およびサポートの拡充

研究教育支援体制の充実・強化

We are the TEAM KUMADAI
第1弾第2弾

協働・相談

生命科学系技術室
自然科学系技術室①
自然科学系技術室②
自然科学系技術室③

技術「組織」による業
務の高度化・効率化・
迅速化

研究環境の改善：研究支援スタッフの活性化



業務依頼
相談・クレーム
活動所見（評価資料）

相談
業務依頼
活動所見

最適な
人材の選定
（室・WG）

⑤
評価

業務の遂行

①

③

②

④



働き方改革
（キーワード）
国際化，学際化，機能強化
人材育成，社会連携，少子化，学力，常識
高度化，迅速化，合理化，連携
評価，キャリアパス，組織，PDCAサイクル

個人の頑張りだけでは限界

組織的な取り組みを展開



組織化後の成果
の一例



実施年度 内容

～　2009 全国技術職員シンポジウムにおける情報収集

2011 全国総合技術研究会の開催

2011 技術組織の将来を考える懇談会（有志）

2012 研究系技術職員改組案の学長，理事への説明

2016-2018 設備サポートセンター設置計画

2017 設備共用化推進検討WG

2017 先端研究設備共用促進事業（生命科学系）採択

2018 先端研究設備共用促進事業（自然科学系）採択

2018 熊本大学総合技術研究会にて設備共用促進と業務の活性化について説明

2018 平成30年度第２回研究推進会議にて基本的方針を了承

2013 RU22 Bメニューにて研究サポート推進室を設置

2017-2019 技術組織検討PTにて具体的事項の検討・事務部との協議

全学組織
化への

これまでの
取組み
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		全学技術組織検討の経緯 ゼンガク ギジュツ ソシキ ケントウ ケイイ



		実施年度 ジッシ ネンド		内容 ナイヨウ		資料 シリョウ

		～　2009		全国技術職員シンポジウムにおける情報収集 ゼンコク ギジュツ ショクイン ジョウホウ シュウシュウ		平成20年度高エネルギー加速器研究機構技術職員シンポジウム出張報告

		2011		全国総合技術研究会の開催 ゼンコク ソウゴウ ギジュツ ケンキュウカイ カイサイ		平成22年度熊本大学総合技術研究会への取組みと組織の活性化について

		2011		技術組織の将来を考える懇談会（有志） ギジュツ ソシキ ショウライ カンガ コンダンカイ ユウシ		技術組織の将来を考える懇談会_課題等

		2012		研究系技術職員改組案の学長，理事への説明 ケンキュウ ケイ ギジュツ ショクイン カイソ アン ガクチョウ リジ セツメイ		熊本大学における研究系技術職員組織の改組について

		2013		RU22 Bメニューにて研究サポート推進室を設置 ケンキュウ スイシン シツ セッチ		研究サポート推進室体制図

						RU調書_final

		2016-2018		設備サポートセンター設置計画 セツビ セッチ ケイカク		共通政策課題（設備サポートセンター整備）所要額調

		2017		設備共用化推進検討WG		設備共用化推進検討WG検討事項 ケントウ ジコウ

		2017		先端研究設備共用促進事業（生命科学系）採択 センタン ケンキュウ セツビ キョウヨウ ソクシン ジギョウ セイメイ カガク ケイ サイタク		先端研究設備共用促進事業パンフ

		2018		先端研究設備共用促進事業（自然科学系）採択 センタン ケンキュウ セツビ キョウヨウ ソクシン ジギョウ シゼン カガク ケイ サイタク		先端研究設備共用促進事業パンフ

		2018		熊本大学総合技術研究会にて設備共用促進と業務の活性化について説明 クマモト ダイガク ソウゴウ ギジュツ ケンキュウカイ セツビ キョウヨウ ソクシン ギョウム カッセイカ セツメイ		大学における教育・研究力の強化のための技術系職員の意識改革

		2018		平成30年度第２回研究推進会議にて基本的方針を了承 キホンテキ ホウシン リョウショウ		平成30年度第２回研究推進会議議事録要旨 ギジロク ヨウシ

		2017-2019		技術組織検討PTにて具体的事項の検討・事務部との協議 ギジュツ ソシキ ケントウ グタイテキ ジコウ ケントウ ジム ブ キョウギ		技術部概念図

						技術組体制図



http://invalid.uri2013_研究サポート推進室体制図.pptx2013_RU調書_final.pdf2018_平成30年度第２回研究推進会議議事要旨（抄）.pdf2019_技術部概念図20190612.pptx2019_技術組体制図20181218.ppt2011平成22年度熊本大学総合技術研究会への取組みと組織の活性化について.doc2012_1_第１回技術組織の将来を考える懇談会_課題等.xls2012_2_熊本大学における研究系技術職員組織の改組について20121030.doc2017_02_00_共通（設サポ）本文00_20170626.docx2017_設備共用化推進検討WG検討事項資料（20171019）.pptx2018_先端研究設備共用促進事業パンフ.pdf2018_先端研究設備共用促進事業パンフ.pdf2018_大学における教育・研究力の強化のための技術系職員の意識改革.ppt



研究大学強化促進事業 Bメニュー実施体制(H25年度～）



各種解析機器

遺伝子実験施設
（GTC）

アイトソープ総合施設
(RIC)

国際研究力強化に向けた国際先端生命科学研究推進センターの構築

単一細胞解析機器

ゲノミクス機器

細胞動態・微細
構造解析機器タンパク質解析機器

国際先端医学研究機構

技術系職員の組織化により機器の一括管理・維持と専門的人材の育成

共用機器管理室

タンパク質解析機
グループ

フローサイトメトリー機器
グループ

DNA/RNA解析
機器グループ

イメージング機器
グループ

効 果

部局間サーバーネットワーク構築に
よる研究データの効率的な抽出と安
全管理

双方向性データ管理システム オンライン予約システム

多言語での機器予約と管理
およびユーザー
課金のための会計効率化

危機管理に関する専門的人材育成と産学連携・共同研究に向けた高い技術支援
世界トップレベルの若手研究者の育成と国際共同研究の促進

国際先端生命科学研究推進センター
研究機能の集約化

• 共同利用・研究拠点
• リエゾンラボ
研究推進施設

• 国内初の創薬研究センター
• 産学連携

• 国際研究環境整備
• 国際共同研究

• 医学部基幹武門
• 共用機器管理の
総合研究室設置

生命科学研究部
（医学系）

生命資源研究・
支援センター

発生医学研究所

生命科学研究部
（薬学系）



②現在の既採択事業終了後の水平展開計画

工学部附属工学
研究機器センター

工学部中央工場

分析・評価能力

製作能力

パルスパワー科学研究所
先進マグネシウム国際研究センター
くまもと水循環・減災研究教育センター
黒髪地区アイソトープ施設 他

先端的教育研究（材料科学・ものつくり）

①現在の共用システムの特徴（概要）について

③本提案の特徴

「国際先端生命科学研究推進センター」
●生命科学系部局・センターを、双方向データ管理
システム・ オンライン予約システムで統合
 危機管理を含む専門的人材育成と産学連携・ 共
同研究に向けた高い技術支援

 優秀な若手研究者の育成と国際共同研究促進

熊本大学工学部附属 イノベーション研究教育センター

●技術系職員の組織化、共用設備の集約

工学部附属
イノベーション研究教育センター

 技術系職員の能力向上・学生への最先端研究教育
・最先端の機器・設備管理能力の習得。専門家からの学生指導
 優秀な若手研究者の活躍
・テニュアトラック教員、卓越研究員等の研究環境整備
 国際共同研究加速
・国際共同研究機構による、海外機関との相互交流増加を後押し

●全学共用システムとの連携モデルケースとして展開

企業
県・市
他大学等

熊本創生
推進機構
（本学）

 時間効率の最大化
 投資効果の最大化
 技術系職員の高度化
 大学の研究力強化 （競争的研究費改革や、第５期科学技術

基本計画にむけた共用体制構築に資する）

民間活力を導入した地域イノベーション・
オープンイノベーションの好循環

●充実した産業基盤
・ソニーセミコンダクタ
・東京エレクトロン九州
・平田機工
・富士フイルム九州 等
●密接な連携関係

 オール熊本による「組織 対 組織」の
ものづくり共同研究体制の基盤構築

ニーズ

●丁寧なマッチング
・ＵＲＡ
・知財推進員の整備 等

”Smart Factory”  アイデアから評価までワンストップ体制

◎
共用設備
データベース

システム(自然科学系)
本計画の要点

・共用設備＆技術の集約
≒ものづくり機能の結集

技術支援・教育力

マッチング

・多様な設備と経験に
基づく高度な制作技術

・高ニーズ材料の
マルチスケール解析
（金属・プラスチック等）

・組織的な支援,設備運用体制
・各種研修による技術力向上

②現在の既採択事業終了後の水平展開計画

・COC+ 等

工学部技術部

連携



今後の具体的展開

若手研究者

全学共用システム

本システムのメリット

技術職員

• 本事業によってモデル化されたシステムと学内全共有機器を管理するデータベースをリンクすることで
最小限の経費でシステムを構築可能

• 技術職員を一元管理することで、効果的な育成や適正な配置等が可能になり、優秀な技術職員の
育成・確保が可能になり、研究が加速化する

• 学内外からアクセスを可能にすることにより、融合研究や新興領域拡大、産学連携等の活性化に寄与

各部局等

各部局等のデータベースにリンク

企業連携

多言語システム
学内外からアクセス可能
会計システムによる課金

研究機器や貴重な研究資料の提供
永青文庫資料

遺伝子改変マウス

外国人研究者

他部局の研究者熊大の強み技術や
高度な技術職員の提供

KUMADAI Mg

国際先端生命科学
研究推進センター

疾患モデル研究・支援
プラットフォーム

先進Mg国際
研究センター

パルスパワー
科学研究所

永青文庫
研究センター

高度な技術 パルスパワー



課題1  意識改革

1 教員の意識改革（Sharing）
(1) 設備は，国税で購入したものであり，大学・社会共通の資源である。
(2) 設備の共用化によって，新たな共同研究への展開が期待できる。
(3) 共用化は受益者や大学の経営改善に繋がる。
(4) 設備や技術系職員は大学共通の資源である。

2 技術系職員の意識改革(Passive →Active）
(1) 技術系職員は大学に雇用されている。
(2) 大学が求めている技術系職員像を中期目標等から読み取る。
(3) 業務の目的を理解し，達成目標・計画を立てて行動する。
(4) 自己の持つスキルをフルに発揮する。
(5) より一層高度なスキル（必要なスキルを有する者との連携）で，迅速に対応する。



課題2  評価とキャリアパス
1 業績評価の数値化
(1) 積極性，提案，成果
(2) 分析・加工，基盤管理，組織運営等のエフォート
(3) 勤勉手当，昇格，昇級推薦時の同点者の取扱い

2 キャリアパス
(1)新しい職の導入（技術職員，主任技術職員，技術専門職員，技術専門員，シニア技術専門員など）

部課長制：定員が多く，人事交流ができれば可能（各役職の定数管理）。
技術職員：技術のスキルによるキャリアパスを実現

(1)昇格の要件 2つの目指すキャリア：スペシャリスト・プロフェッショナル
(3) 大学の財政 退職金の確保の観点から，昇給を抑える方向にある。
(4) 事務の体質 保守的（横並び主義）

技術専門職員，技術専門官の職の導入のように，
国からのメッセージが効果的（技術職員の適正な評価と処遇）



教育研究の強化促進のためには

技術職員がこれまで以上に
活躍できる環境を作ることが重要

優秀な人財が集まるように
スキルを身につけた人財が出ていかないように
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