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2020.10.31 研究イノベーション学会



• 技術職員の組織化の経緯と現状

• 「大学技術職員組織研究会の設立」
活動内容の紹介
第1回広島会議からオンラインシンポジウムまで

• 遠隔操作システムプロジェクト

本日の内容



技術職員の組織化の経緯

1980年代 技術職員の待遇改善を目指して「専門行政職俸給表」を適用する動き
1986年 文部省（当時）が「まとめの骨子（2次案）」を発表
1988年 国大協が「まとめと提言」を発表

→ 専門行政職俸給表適用を前提に国大協が「組織化」を提唱
1990年 東京大学を皮切りに全国の大学で技術職員の組織化進行
1996年 人事院が専門行政職俸給表適用を見送り
1998年 技術専門官，技術専門職員制度発足（訓令第33号）
2004年 国立大学法人発足

技術職員の処遇改善を目的とした「形式的」な組織化が進行



技術職員組織の課題

＜国大協モデルによる技術職員の組織化が進行＞
組織化の単位
イ）全学を単位とするもの
ロ）大学の地区を単位とするもの
ハ）各部局を単位とするもの

組織化の方法
イ）業務内容により組織化する方法･･･分析測定集団，情報処理集団等の専門職種にて組織化
ロ）教育研究体制により組織化する方法･･･学部，学科，複数の学科を系統で組織化

※当面「ロ）」を導入し，職員の職務（職責）を特定することを進め，
将来の専門行政職適用体系組織として「イ）」を構想していく行程も考えられる。

大学の規模，人数，学部などによって技術職員組織の形態はバラバラ
→ 技術組織のモデルケース不在



国立大学法人における教育研究系技術職員（以下、技術職員）は、 専門的な技術面か
ら教育研究をサポートする職として位置づけられている。多くの機関で技術職員は組織
化されているが、運営体制や人員構成、技術の伝承、若手の育成などは各機関で大きく
異なり、組織運営については標準化モデルは存在せず、それぞれの機関で試行錯誤で行
われているのが現状である。
本研究会は、技術職員の組織のあり方について、さまざまな側面から解析、考察して

技術職員の将来を見据えた組織の構築に寄与することを目的として設立されたものであ
る。研究会会員は、この研究会の目的に賛同する者すべてを対象としているが、現役の
技術職員だけでなく経験豊富な元技術職員も参画している。この研究会で報告された提
言や議論がより良い技術組織の構築への一助となることを期待するものである。

－大学技術職員組織研究会HPより引用－

大学技術職員組織研究会の設立

大学の技術職員組織の管理職経験者が集まり、技術部運営に関する問題点やノウハウなど運営側の
視点で討論・研究し、今後の技術部運営や技術職員像の確立を目的として2018年に設立。



大学技術職員組織研究会の活動

3月
広島会議
会員６名

2月
浜松会議
会員15名

9月
米子会議
会員37名

2018年 2019年 2020年
12月
琉球会議（予定）
ハイブリッド開催



第1回広島会議（2018年3月）

2 管理職としての悩みや課題の情報共有
組織を動かす悩み
技術職員を導く方法
大学本部との対応
再雇用職員の取り扱い

1 科学技術基本計画から見た研究支援体制の変遷
第2期（2001～2005年）研究支援業務の外部化（アウトソーシング）
第4期（2011～2015年）研究設備の保守，運用，整備を行う技術職員の確保を支援
第5期（2016～2020年）研究施設・設備等を支える技術支援者

→ 研究支援に携わる技術職員に関する記述が大きく変化

情報共有することで
解決策に向けての議論を進展？



第２回浜松会議（2019年2月）

2006年「円滑な科学技術活動と成果還元に向けた制度・運用上の隘路調査」から
→ 2006年以降は技術職員に関する全国的な調査が行われていない

この中で「外部支援者の活用実態」に焦点をあてて報告
○労働者派遣法の改正により「研究支援職」の派遣も可能（競争的資金での雇用も可）
○技術職員より派遣社員の方が安価，諸手続きの簡略化，柔軟な対応性など有利
○研究支援者登録型の人材派遣会社も出現

派遣型の研究支援者が技術職員に取って代わる可能性！

実際には・・・・
○技術者の育成という視点が無いため人材が育たない。
○専門技術が求められる割に処遇が悪い。
○機密やノウハウが流出する恐れがある

派遣型の研究支援者は
ごく少数



第３回米子会議（2019年9月）

＜技術職員の評価について＞
○現在の評価制度（業績評価，能力評価）は技術職員には不向きな評価制度
→ テレワーク評価，360度評価など新しい導入検討をすべき

○全学組織化と技術部長（技術職員）の設置：熊本大学の事例
→ 教員・技術職員の意識改革 技術職員のキャリアパスと評価制度

○技術職員のキャリアパス（管理職，専門技術職，UTAの提案）：鳥取大学
大学間人事交流制度（人材育成，技術力の向上）

＜機器共用の促進と技術組織について＞
○大学連携研究設備ネットワーク（350機関以上登録，年間予約実績12万件以上）
人材育成 技術研修会，講習会，講師派遣，旅費支給，会場設営等

○ナノテクノロジープラットフォーム事業（3000件以上（H29年）実績）
地元産業への貢献
研究基盤のステークホルダーが集まる場：研究イノベーション分科会設立紹介

大学技術職員組織研究会 https://tosg.net/



大学技術職員組織研究会の活動 ※有志の会の設立と統合

3月
広島会議
会員６名

2月
浜松会議
会員15名

9月
米子会議
会員37名

1月 文科省 基礎基盤研究部会
研究基盤整備・高度化委員会に
「技術職員の活躍促進について」を
提示。技術職員の代表が出席。

統合

2018年 2019年 2020年

12月
琉球会議（予定）
ハイブリッド開催

技術職員有志の会
（15機関）

設立

第６期科学技術基本
計画に向けての議論

11月

5月 オンライン
シンポジウム
会員141名

6月 オンライン
報告会
会員173名

7月 オンライン
シンポジウム
会員190名

2020年10月30日現在
会員209名



2020年度の活動Ⅰ オンラインシンポジウム

【第1回】
演題：「文部科学省・内閣府の科学技術政策の最新情況について」
日時：5月28日（木）
講師：江端新吾氏（本研究会特別顧問）

東工大教授 内閣府政策統括官 上席科学技術政策フェロー
参加：85名

【第2回】
演題：「研究基盤政策に関する最近の動き」
日時：7月8日（木）
講師：水田剛氏 文部科学省 科学技術・学術政策局研究基盤課

研究基盤整備・利用係長
参加：109名



2020年度の活動Ⅱ オンライン報告会

内容：「コロナ対策に有効な学生実験・実習テーマ」
日時：第1回 6月4日（木） 第2回 6月17日（木）

題 目 所 属 発表者
「電力機器実験のための電気安全講習」 熊本大学 須惠耕二
「回路設計」 鳥取大学 河尻直幸
「Ｘ線回折による格子定数の測定」 名古屋工業大学 玉岡悟司
「地盤工学実験（粒度試験・締固め試験・一軸圧縮試験）」 香川大学 松居俊典
「ガラス細工」 鳥取大学 松井陸哉
「オンライン映像を使用した組織学実習の一例（案）」 熊本大学 園田佳世子
「論理回路の設計と評価」 熊本大学 須惠耕二
「新型コロナウィルス拡大防止下での浜松医科大学における
二つの実習について」
組織学実習(オンライン)と肉眼解剖実習(オフライン)

浜松医科大学 佐々木健



2020年度の活動Ⅲ オンライン談話会

オンライン四方山話「withコロナafterコロナへの対応について」
日時：（1）7月27日(月) （2）7月29日(水) （3）7月31日(金)
進行：九州工業大学 井本（評議員）

話題 キーワード
在宅勤務 機関の備品持ち出し データの取扱い
安全教育 オンデマンド コロナによる中止
装置オペレーション リモート操作 仲介機（PC)の活用
遠隔操作 ラズベリーPI zero SEMコントローラー
公開講座 電気工事士受験
技術研究会 リモート開催

大学横断「遠隔操作プロジェクト」へ発展



ネットワーク非対応装置の遠隔操作概念図

在宅

遠隔地

ネットワーク接続PC

コントロールボード

Webカメラで観察

Webカメラで撮影

分析装置A（NW未接続）

測定装置B（NW非対応）

キーボード
マウス

キーボード
マウス

遠隔操作

遠隔操作Internet

Internet



組織の枠を超えた活動

遠隔操作プロジェクト
○大学の枠を超えた技術職員主体のプロジェクト
○さまざまな専門技術分野の集結
○オンライン環境下における技術活動

○大学を横断する予算がない
○組織内の命令系統と異なる業務
○活動内容に制約

見えてきた課題

諸課題を解決すれば研究支援体制の飛躍につながる



まとめ

大学技術職員組織研究会の役割と未来像
○技術組織運営の経験・ノウハウ等の宝庫
・各機関の組織運営に対する情報提供・情報共有
・技術職員のキャリアパスの提示，評価方法の確立

○技術職員と文科省のパイプ役
・シンポジウム，談話会の開催 → 現場の声を伝える

○技術職員が応募可能なプロジェクト事業の創設を目指す
・遠隔操作プロジェクト事業の成否がカギ



予 告

第4回大学技術職員組織研究会（琉球会議）（案）

• 開催日： 2020年12月18日（金） ハイブリッド開催（予定）
• 講 演：「技術職員の専門職化とキャリアパス」（予定） 東京工業大学・江端新吾教授

広島大学・大場淳准教授（予定）
• 発 表：「鹿児島大学の組織について」 鹿児島大学・尾上昌平

「中堅技術職員からの提言～組織運営について～」 琉球大学・勢理客勝則
「東京工業大学技術部の発展的改組について」 東京工業大学・髙橋久徳
「鳥取大学UTA（University Technical Administrator)活動」鳥取大学・松浦祥悟
「全学組織化による教育研究の強化・推進」 熊本大学・上村実也
「技術職員のキャリアパスについて」 名古屋工業大学・玉岡悟司

• ディスカッション
• その他報告など 大学技術職員組織研究会 https://tosg.net/
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