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Tokyo Tech

国⽴⼤学法⼈の経営戦略から⾒た
コアファシリティのあり⽅とは

東京⼯業⼤学 総括理事（プロボスト）・副学⻑ 特別補佐
戦略的経営オフィス オフィス⻑補佐・教授
オープンファシリティセンター センター⻑補佐

江端 新吾

第４回⼤学技術職員組織研究会
（琉球会議）

2020.12.18@琉球⼤学



このたびはお招きいただき
ありがとうございます。

このような機会をいただきました
琉球⼤学の皆様、

そして⼤学技術職員組織研究会の
皆様に感謝いたします。



本⽇のお話は
あくまでも「私⾒」として
お話させていただきます。

当たり前のことしかお話しません。

ご参考までということで
気楽にお聴きいただければ
幸いです。



技術職員のチカラを信じる





令和２年度コアファシリティ構築⽀援プログラム 公募要領より



応募機関数︓34 機関

採択機関数︓5 機関













なぜ，５⼤学は
コアファシリティ構築⽀援事業に
採択されたでしょうか︖

この機会にみなさんで考えてみましょう



ということで関係ない話をします

その間に考えてみてください



お話その１
東⼯⼤の経営改⾰構想（2019）



東⼯⼤のリソースを最⼤限活⽤する
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Tokyo Tech Tokyo Tech

Tokyo Tech

1881年
東京職⼯学校

l 創⽴時の浜尾新の意図︓⼯業⼯場があって⽽して⼯業学校を起
こすのではなく⼯業学校を起こし卒業⽣を出して⽽して⼯業⼯
場をおこさしめんとした

l 特徴は、「⼯場実習を中⼼とする『実学』」と「学理と実理を
兼ね備えた教育」

1890年
東京⼯業学校

l 「本校ハ主トシテ将来職⼯⻑マタハ⼯業教員タルヘキ者を養成スル⼯業学校」とし
て産業界との連携を保ち、⺠業育成と⼯業近代化を担う⼈材を育成。 「現業練習
の制」の実施

1901年
東京⾼等⼯業学校

l 本校教育は猶従前の如く実技の練習に重きを置き兼て学理を修得せしめ適良の技術
者を養成するの主旨は校名改称前と異なる

1929年（旧制）
東京⼯業⼤学

l ⼯業の実際との接触を密にし実地問題を実際的⽅法を以て討究
するに努め、教授も学⽣も専ら実地に重きを置く事を特⾊とす
る〜

1949年（新制）
東京⼯業⼤学

l 新制⼤学となる前の1946年から、⼈⽂科学・社会科学の講義
を導⼊。伊藤整、宮城⾳弥など ●くさび形教育

2004年
国⽴⼤学法⼈化 l 教育研究における経営の概念が導⼊

2018年
指定国⽴⼤学法⼈ l 世界最⾼の理⼯系総合⼤学

創⽴時より、イノベーションを起こし社会貢献をする意志

指定国⽴⼤学法⼈︓
現在9⼤学（東北⼤、東⼤、東⼯⼤、⼀橋⼤、
京⼤、名⼤、阪⼤、筑波⼤、東京医科⻭科⼤）

東京⼯業⼤学の139年
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Tokyo Tech Tokyo Tech

Tokyo Tech東京⼯業⼤学（学院などの構成、学⽣、教職員数）
l 理学院
l ⼯学院
l 物質理⼯学院
l 情報理⼯学院
l ⽣命理⼯学院
l 環境・社会理⼯学院

l リベラルアーツ研究教育院
l 科学技術創成研究院
（旧・附置研を統合・拡⼤）

修⼠、博⼠課程
（⼤学院⽣） 5,384 教員

（教授、准教授、助教） 1,094
留学⽣ 1,191 特任教員 〜500

学⼠課程 4,828 事務・技術職員 595
留学⽣ 249 ⾮常勤職員 〜1,200

学⼠課程⼊学者︓ 約1,100名／年
修⼠課程⼊学者︓ 約1,800名／年

l 本学学⼠課程修了者の9割が⼤学院へ
l ⼤学院（修⼠）の半数は他⼤学から
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⼤学改⾰に関する特筆すべき実績と⼤学経営における課題

1. 学⻑による部局⻑指名（H27.4）
2. 学⻑直下組織の⼈事委員会の設置（H27.4）
3. 国際的外部評価体制の確⽴（H28.2）
4. プロボスト制度の確⽴（H30.4）
5. 戦略統括会議の設置（H29.4）
6. 東⼯⼤独⾃の学院制（H28.4）
7. 間接経費率３０％に設定（H16.4）
8. ⾼い外部資⾦⽐率による財務マネジメント
9. 集約化した技術部への改組（H19.4）

1. 投資効果とコスト分析に基づく⼤学経営
ü 教育研究活動等のコスト計算と投資に対する効果の測定
ü 分析に基づく戦略的資源配分（スクラップ&ビルド）
ü ⼤学経営に関する専⾨⼈材

2. 新しい学知の創造に向けた優れた⼈材の養成
ü 若⼿研究者が活躍できる場の形成
ü 技術職員を含めた研究環境形成⼈材

3. 研究成果を最⼤限社会に還元できるシステム
ü 社会からの信頼を得るための制度改⾰
ü 学⻑トップセールス機能強化のための専⾨⼈材

特筆すべき実績

⼤学経営における課題
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国⽴⼤学経営改⾰促進事業構想︓「次世代⼈事戦略」と「エビデンスに
基づく⾰新的経営戦略」による新たな国⽴⼤学法⼈経営モデルへの挑戦

次世代⼈事戦略 Leverageを
効かせたEBMgt

戦略的経営オフィス，⼤学IR室

アドバンスメント
オフィス

＜研究システム改⾰＞ ＜教育システム改⾰＞

＜社会貢献システム改⾰＞

＜⼤学経営システム改⾰＞

新領域創出
の場の形成

重点分野・
戦略分野
研究の加速

若⼿のため
の研究環境
改⾰

魅⼒的な
教育環境の
整備

超スマート
社会エンジ
ニアリング

物質×情報
＝複素⼈材

世界的研究
成果の還元

学⻑トップ
セールス

の機能強化

未来社会DESIGN機構，
Taki Plaza

基礎研究機構，
オープンファシリティ

センター
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東⼯⼤の経営戦略における本事業の位置付け

平成の改⾰

＜東⼯⼤の使命＞

＜⻑期⽬標＞世界最⾼の理⼯系総合⼤学
（2004年度 法⼈化時に策定）

2030年 世界トップ10のリサーチユニバーシティ
（2015年度策定）

＜第3期中期⽬標・中期計画＞
2016年度から2021年度

東
京
⼯
業
⼤
学
の

ス
テ
*
ト
メ
ン
ト
２
０
３
０

︵
２
０
１
６
年
度
策
定
︶

＜第4期中期⽬標・中期計画＞
2022年度から2027年度

＜指定国⽴⼤学法⼈構想＞３つの⽬標（2018年度策定）

教
育
ポ
リ
シ
*
・
研
究
ポ
リ
シ
*
・

国
際
戦
略
２
０
１
２
等

既存 今年度策定 今後策定

東⼯⼤
コミット
メント
2018

アクション
プラン
2018

－2023

2030年
に向けて
の⽬標

Who
we are

How
we do

What
we do

東京工業大学は，広く理工学分野における研究者および教育者，さらには産業界における技術者および経営者として指導的役割を果たすことのできる，善良・公正かつ世界
に通用する人材を育成することを使命とします。

その使命のもと，必要な一般的教養，専門的知識および倫理観を教授するとともに，理工学分野を中心とする学術に関する基礎から応用までをあまねく研究し，深奥を究めて
科学と技術の水準を高め，もって文化の進展に寄与し，我が国および世界の平和と発展に貢献します。

到達目標1：教育研究の卓越性に関する目標
到達目標2：教育研究の卓越性と社会・経済への貢献に関する目標
到達目標3：社会・経済への貢献に関する目標

経営改⾰促進事業
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広報・社会連携本部

経営改⾰のポイント１（取組①）︓
スクラップ＆ビルドを実現するEBMgtと新たな国⽴⼤学法⼈経営システム

研究・産学連携本部 キャンパスマネジメント本部教育・国際連携本部

企画⽴案執⾏組織

本部⻑ ＝ 理事・副学⻑
（教育担当）

本部⻑ ＝ 理事・副学⻑
（研究担当）

本部⻑ ＝ 理事・副学⻑
（企画担当）

本部⻑ ＝ 理事・副学⻑
（財務担当）

議⻑＝学⻑
戦略統括会議

学⻑室

議⻑＝学⻑役員会

学 ⻑

理事・副学⻑
(総括理事・副学⻑)

理事・
副学⻑

理事・
副学⻑

理事・
副学⻑

理事・副学⻑
(総括理事・副学⻑)

理事・副学⻑ 理事・副学⻑ 理事・副学⻑

学⻑指名の各院⻑
学⻑指名の副学⻑

事務局各部⻑

アドバンスメントオフィス(仮称) 戦略的経営オフィス(仮称)

室⻑＝学⻑ 室⻑＝総括理事・副学⻑

副室⻑＝総括理事・副学⻑特別補佐副室⻑
=副学⻑

ミッション︓
○社会の信頼を得つつ，いかに⼤学
を⼤きくしていくか︖

u 学⻑トップセールス
u 東⼯⼤基⾦
u 基⾦展開
u 国際広報企画
u ⽥町キャンパス
u 東⼯⼤版ガバナンスコード
u 統合報告書

ミッション︓
○いかに学内リソースを配分・活⽤
していくか︖
○いかに優秀な⼈材を育成していく
か︖

u 次世代⼈事戦略
u ⼤学IRによるEBMgt

若⼿の教員・事務専⾨職（総括）・
技術職員・URA等からなる
経営専⾨⼈材で構成

CFO，ファンドレイザー等トップ
セールスの⽅向付けを戦略的に検討

する専⾨⼈材で構成

副室⻑
=副学⻑

副室⻑
=副学⻑

＜シャドウキャビネット＞
u 経営専⾨⼈材養成

財務

総務

総務 施設

提案 提案

参画

⼤学IR室

廃⽌

学⻑カバン持ちプロジェクト（2019年7⽉開始）
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術

経営改⾰のポイント２（取組①）︓東⼯⼤の未来を拓く「次世代⼈事戦略」

部⻑

課⻑

グループ
⻑

主任

スタッフ

教授

准教授

講師

助教

PD

総括マネ
ジメント

上席マネ
ジメント

主任マネ
ジメント

主幹技術
専⾨員

上席技術
専⾨員

主任技術
専⾨員

技術
専⾨員

技術
職員

総括
URA

上席
URA

主任
URA

URA

事務職員 教員 マネジメント
専⾨職員 技術職員 URA

経営専⾨⼈材（学⻑・理事・副学⻑・部局⻑・部⻑＋α）

新俸給制度の適⽤とマネジメント専⾨職員の設計による職を超えた次世代型⼈事制度
（採⽤された職種の枠内だけにとどまらない⼈事配置からも活発な⼤学活動を実現する）

Team 東⼯⼤を実現

（職名等は仮称）

22
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経営改⾰のポイント３（取組②）︓若⼿研究者のための研究⽀援環境改⾰
「東⼯⼤オープンファシリティセンター（仮称）」

戦略統括会議
設備共⽤推進部会

研究・産学連携本部

東⼯⼤オープンファシリティセンター（仮称）

センター⻑＝研究担当理事・副学⻑

副センター⻑＝マネジメント専⾨職員

集約化した技術部を核に，学内⽀援センター等研究⽀援組織を統合
（※適宜段階的に統合することとし，まずは兼務として全学業務を担える体制を構築する）

ミッション︓研究者の⽀援環境の整備

u 研究⽀援サービスの向上
u 全学の設備の管理・戦略的整備＜研究

基盤戦略＞
u スペースマネジメント
u 学外利⽤の促進による外部資⾦の獲得
u 産学連携機能の強化 等

研究・産学連携本部

学⻑

センター会議 研究基盤戦略室

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇
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経営改⾰のポイント４（取組③）︓
⺠間資⾦獲得強化のための新たな戦略的共同研究制度

東京⼯業⼤学
将来的には学外組織(TTI)の活⽤を⽬指す

共同研究チーム

新博⼠育成プログラム
社会⼈
博⼠研究

チーム創出

オープンイノベーションを通じて社会的課題を解決する研究

企業の抱える技術的課題を解決し，産業発展につなげる研究

本学の知恵を⽣かして，新たな技術シーズ・事業シーズを創出する研究

技術課題の解決を⾏う，技術指導的要素の強い研究

A: 協働共創領域研究

B: 競争領域研究

C: 共同領域研究

D: 共同領域技術供与

６学院，科学技術創成研究院，
リベラルアーツ研究教育院の研究者

東⼯⼤オープンイノベーション機構による実施

- 物品費，⼈件費・謝⾦，旅費等
- 学⻑裁量スペース使⽤料

- 光熱⽔費
- 整備，維持・運営経費（建物・キャンパス全体，ネット

ワーク，実験廃液処理施設，附属図書館，⼤型計算機）
- 管理事務の必要経費等

- 研究者参画に対する対価
- 知財マネジメント経費
- 産学連携経費（URA等の⼈件費，産学連携活動に伴う

諸経費等）

直接経費（学⻑裁量スペース
使⽤料を除く）の25%

戦略的産学連携経費

間接経費

直接経費

企 業
研究テーマとチーム構成を共同で設定

URA

研究員ポスドク RA (学⽣)

教員
(特任・クロアポ)

教員

直接経費（学⻑裁量スペース
使⽤料を除く）の15%以上

間接経費は
実質40%以上



企業流の研究マネジメントによる
スピード感ある研究開発

⺠間資⾦獲得・活⽤計画（取組①〜⑦）

基盤研究設備費

産業界からの研究資⾦

⽬標︓38.6億円 ← 18.6億円 (H28)

⽬標︓40%以上を⽬指す
直
接

間接

スペース整備費

企
業

個
⼈

寄附等
⽬標︓
18.9億円

基礎研究の充実

社会実装
知財提供
ベンチャー

※目標値は令和3年度の値

取組① 組織対組織の⼤型共同研究

取組③ 戦略的
産学連携経費

取組② 協働研究拠点

取組④ ファンドレイザー
取組⑤ 協賛⾦ 卓越プログラム

取組⑦ 知財活⽤
ベンチャー⽀援

含:常勤⼈件費

オープンファシリティ
センターと研究基盤
戦略の策定

研究経費
⼈員増強・⼈材の処遇
⼈件費

新たな知の創出

研究者の意欲向上
研究者の時間確保

取組⑥ 東⼯⼤メンバーシップ

⽬標1

⽬標2

2倍

戦略的経営オフィス

アドバンスメント
オフィス

3



お話その２
東⼯⼤の経営と財務構造



壁を壁でなくす
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Tokyo Tech財務構造の⾒える化

https://e-csti.go.jp（⼀般公開サイト）
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Tokyo Tech財務構造の⾒える化
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Tokyo Tech経営戦略と財務︓東⼯⼤財務レポート2020の作成

l 国際統合報告フレームワーク（下図）を参考に、本学の財務情報だけ
でなく⾮財務情報を結びつけて分析し、直接的な受益者である「学
⽣」「保護者」「企業」「寄付者」などとのコミュニケーションツー
ルとしての役割を果たすものとする。

「国際統合報告フレームワーク」図2︓価値創造プロセス（ https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/International_IR_Framework_JP.pdf ）
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Tokyo Tech経営戦略と財務︓東⼯⼤財務レポート2020の作成

l 国際統合報告フレームワーク（下図）を参考に、本学の財務情報だけ
でなく⾮財務情報を結びつけて分析し、直接的な受益者である「学
⽣」「保護者」「企業」「寄付者」などとのコミュニケーションツー
ルとしての役割を果たすものとする。

l これまでの財務レポートをベースに、新たな視点の財務情報を加え、
「SMOコスト分析タスクフォース」にて教育研究等に係るコストと効
果を客観的に把握したデータから特徴的な部局をピックアップし特集
する。

l 学内の経営資源を明確化し、経営戦略の概要、それに関連する財務情
報を記載する。さらに、役員の顔を⾒える形にし、ガバナンス体制を
記載する。
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Tokyo Tech財務レポート2019と財務レポート2020の⽐較
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Tokyo Tech財務レポート2019と財務レポート2020の⽐較

財務レポート2019 財務レポート2020
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Tokyo Tech学⻑とプロボストの明確なメッセージ
（https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/pdf/report_2020.pdf）



35

Tokyo Tech特集︓コロナ対応と授業料改定
（https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/pdf/report_2020.pdf）
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Tokyo Tech経営資源と財務戦略
（https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/pdf/report_2020.pdf）
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Tokyo Tech特⾊のある４部局を特集（投資と成果）
（https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/pdf/report_2020.pdf）
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Tokyo Tech特⾊のある４部局を特集（投資と成果）
（https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/pdf/report_2020.pdf）
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Tokyo Tech財務分析の新たな視点の導⼊
（https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/pdf/report_2020.pdf）
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Tokyo Techセグメント情報の開⽰の義務化（⽂科省の要請）
（https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/pdf/report_2020.pdf）
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Tokyo Techセグメント情報の開⽰の義務化（⽂科省の要請）

OFC

（https://www.titech.ac.jp/about/disclosure/pdf/report_2020.pdf）



お話その３
研究基盤イノベーション分科会



多種多様な英知を結集する



〇〇学会
〇〇研究会
URA

研究者
〇〇学会

〇〇研究会

〇〇学会
〇〇研究会

経営者・事務職員

技術職員
〇〇学会

〇〇研究会
研究基盤

イノベーション分科会

全てのステークホルダーが
フラットに集まる

の形成

【研究基盤イノベーション分科会】2019.12.13新設
全てのステークホルダーが集まる「場」の形成へ...
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研究基盤イノベーション x 研究基盤のゆかいな仲間たち
平成の設備サポートセンター整備事業シンポジウムの立ち上げから令和の科学技術政策の企画立案へ



〇〇学会
〇〇研究会
URA

研究者
〇〇学会

〇〇研究会

〇〇学会
〇〇研究会
事務職員

技術職員
〇〇学会

〇〇研究会
研究基盤

イノベーション分科会

全てのステークホルダーが
フラットに集まる

の形成

【研究基盤イノベーション分科会】2019.12.13新設︕
全てのステークホルダーが集まる「場」の形成へ...
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（https://jsrpim.jp/?p=3546）

講演︓１１件（⽇本全国の取り組みについて学術的な視点から議論）

参加者︓約１５０名
(政策)⽂科省研究開発基盤課，(現場)⼤学経
営者，研究者，技術職員，事務職員，URA等

※国内唯⼀の研究基盤に特化した学会組織であり，多種多
様なステークホルダーが集まる場となった



研究・イノベーション学会特集号「研究基盤の最先端」発⾏
（2020.5.1）

47

2019年度の年次⼤会，研究基盤イノベーション分科会（第１回）を経て，
編集委員会にて厳選された８篇の論⽂が掲載．
現場の最新の状況を報告したものとなっている．

（https://www.ofc.titech.ac.jp/iris/
contents/20200501.html）



研究基盤イノベーション分科会(IRIS)サイト開設（2020.6.1）
48

1. アーカイブ機能（研究基盤に関わる情報を保存し、何⼈も閲覧可能とすること）
2. クロスオーバー機能（各ステークホルダーが組織・⽴場を越える機会を提供すること）
3. アウトリーチ機能（適切に情報を発信・収集すること）

（https://www.ofc.titech.ac.jp/iris/）



お話その４
研究基盤EXPO2021（1/22~1/29）



仲間と⼼から楽しむ



◯ これまで研究基盤イノベーションに関わる多様なステークホルダー（教員・技術職員・事務職員・URA等）が独⾃にイベントを
企画し、多様な視点での議論が展開されてきた。また、⽂科省関連のシンポジウムとして、設備サポートセンター整備事業シン
ポジウムや先端研究基盤共⽤促進事業シンポジウム等も開催され、継続して活発な議論が⾏われている。

◯ これらイベントが毎年度末に集中していることから、IRISがその横串を通す役割を担い、2021年1⽉22⽇(⾦)から29⽇(⾦)
までを“研究基盤スペシャルウィーク”とし、⼀連のイベントを「研究基盤EXPO2021」と銘打って開催する。

◯ これを受けて、関連イベントが⼀堂に会した場を提供し、来年度より研究基盤協議会※を⽴ち上げ、関連団体との連携の強
化と⼒の集約を図る予定。

1⽉22⽇（⾦） 新共⽤事業連絡協議会（オンライン）

1⽉22⽇（⾦） 北海道⼤学オープンファシリティシンポジウム（オンライン）

1⽉25⽇（⽉） 国⽴⼤学法⼈機器・分析センター協議会シンポジウム（オンライン）

1⽉26⽇（⽕） ⼤学技術職員組織研究会シンポジウム（オンライン）

1⽉27⽇（⽔） ⽂部科学省先端研究基盤共⽤促進事業シンポジウム（オンライン）

1⽉28⽇（⽊） 研究基盤イノベーション分科会(IRIS)/⽂部科学省(MEXT)共催シンポジウム（オンライン）

1⽉28⽇（⽊） 設備サポートセンター整備事業シンポジウム（オンライン）

1⽉29⽇（⾦） 研究基盤協議会プレイベント（オンライン）

⇒ ４⽉以降 研究基盤協議会キックオフイベント

研究基盤EXPO2021の開催IRIS・MEXT連携企画 2020.12.18ver

※研究基盤協議会とは、
研究基盤イノベーション分科会(IRIS)が主催する⽂部科学省事
業採択校の有志を中⼼に，全ての国公私⼤、その他研究機関を
含む多様なステークホルダーが議論する新たな協議の場とする



◯ これまで研究基盤イノベーションに関わる多様なステークホルダー（教員・技術職員・事務職員・URA等）が独⾃にイベントを
企画し、多様な視点での議論が展開されてきた。また、⽂科省関連のシンポジウムとして、設備サポートセンター整備事業シン
ポジウムや先端研究基盤共⽤促進事業シンポジウム等も開催され、継続して活発な議論が⾏われている。

◯ これらイベントが毎年度末に集中していることから、IRISがその横串を通す役割を担い、2021年1⽉22⽇(⾦)から29⽇(⾦)
までを“研究基盤スペシャルウィーク”とし、⼀連のイベントを「研究基盤EXPO2021」と銘打って開催する。

◯ これを受けて、関連イベントが⼀堂に会した場を提供し、来年度より研究基盤協議会※を⽴ち上げ、関連団体との連携の強
化と⼒の集約を図る予定。

1⽉22⽇（⾦） 新共⽤事業連絡協議会（オンライン）

1⽉22⽇（⾦） 北海道⼤学オープンファシリティシンポジウム（オンライン）

1⽉25⽇（⽉） 国⽴⼤学法⼈機器・分析センター協議会シンポジウム（オンライン）

1⽉26⽇（⽕） ⼤学技術職員組織研究会シンポジウム（オンライン）

1⽉27⽇（⽔） ⽂部科学省先端研究基盤共⽤促進事業シンポジウム（オンライン）

1⽉28⽇（⽊） 研究基盤イノベーション分科会(IRIS)/⽂部科学省(MEXT)共催シンポジウム（オンライン）

1⽉28⽇（⽊） 設備サポートセンター整備事業シンポジウム（オンライン）

1⽉29⽇（⾦） 研究基盤協議会プレイベント（オンライン）

⇒ ４⽉以降 研究基盤協議会キックオフイベント

研究基盤EXPO2021の開催IRIS・MEXT連携企画 2020.12.18ver

※研究基盤協議会とは、
研究基盤イノベーション分科会(IRIS)が主催する⽂部科学省事
業採択校の有志を中⼼に，全ての国公私⼤、その他研究機関を
含む多様なステークホルダーが議論する新たな協議の場とする

ex21-① 1⽉22⽇（⾦）
10:00〜11:30（仮）

第4回新共⽤事業連絡協議会
新共⽤事業の総評とふりかえり（仮）

ex21-② 1⽉22⽇（⾦）
13:30〜18:00

第8回北海道⼤学オープンファシリティシンポジウム
「北⼤コアファシリティ構想」および「先端研究設備整備補助事業（研究活動再開等のため
の研究設備の遠隔化・⾃動化による環境整備）」の初年度報告

ex21-③ 1⽉25⽇（⽉）
13:00〜16:00
（終了時間は予定）

令和2年度 国⽴⼤学法⼈機器・分析センター協議会 シンポジウム
⼤学等の設備共⽤施設が最⼤の成果を⽣み出す環境とは 〜⼈材活⽤の観点から〜

ex21-④ 1⽉26⽇（⽕）
13:00〜16:30

⼤学技術職員組織研究会シンポジウム
近⽇公開

ex21-⑤ 1⽉27⽇（⽔）
13:30〜17:00

⽂部科学省先端研究基盤共⽤促進事業シンポジウム 共催︓研究基盤イノベーション分科会
ポストコロナ社会における研究環境のデジタル・トランスフォーメーション（DX）

ex21-⑥ 1⽉28⽇（⽊）
９:00〜12:00

研究基盤イノベーション分科会（第2回） 共催︓⽂部科学省
コアファシリティ構築⽀援プログラムと戦略的経営に資する研究基盤のあり⽅

ex21-⑦ 1⽉28⽇（⽊）
13:30〜17:00

第7回設備サポートセンター整備事業シンポジウム
設備サポートセンター整備事業での成果と今後の展開

ex21-⑧ 1⽉29⽇（⾦）
13:30〜17:00

研究基盤協議会プレイベント
若⼿×⼤学×⽂科省 対話で考える研究基盤（仮）



研究基盤EXPO2021の開催IRIS・MEXT連携企画 2020.12.18ver



時間︓9:00〜 12:00
開催形式︓オンライン

【プログラム（案）】 「コアファシリティ構築⽀援プログラムと戦略的経営に資する研究基盤のあり⽅」

9:00〜 9:05 開会挨拶（名⼯⼤・江⿓理事・副学⻑）

9:05〜 9:10 趣旨説明（IRIS主査・江端）

9:10〜 9:25 招待講演（研究開発基盤部会・岸本部会⻑）

9:25〜 10:40 「コアファシリティ構築⽀援プログラム」成果報告（各発表15分）
北海道⼤学 理事・副学⻑（研究、産学官連携、情報担当） 増⽥ 隆夫
東京⼯業⼤学 理事・副学⻑（研究担当） 渡辺 治
⾦沢⼤学 理事（研究・社会共創担当） 和⽥ 隆志
⼭⼝⼤学 理事・副学⻑（学術研究担当） 上⻄ 研
早稲⽥⼤学 副総⻑（研究推進担当） 笠原 博徳

10:40〜 10:45 休憩

10:45〜 11:55 パネルディスカッション
「コアファシリティ構築⽀援プログラムと戦略的経営に資する研究基盤のあり⽅」
（ファシリテーター︓江端，パネリスト︓講演者、江⿓理事・副学⻑，岸本部会⻑）

11:55〜 12:00 閉会挨拶（⽂科省・仙波課⻑）

ex21-⑥ 1/28AM IRIS/MEXT共催シンポジウム

企画担当︓研究基盤イノベーション分科会（江端）、⽂部科学省（下須賀、⽔⽥、鈴⽊）



お話その５
研究基盤協議会の設⽴



マインドセットを変える



2021.1.29 始動
乞うご期待︕

研究基盤協議会



さて、みなさんいかがでしょうか︖

なにか感じ取っていただけましたでしょうか︖

ということで最初の質問に戻りましょう。



なぜ，５⼤学は
コアファシリティ構築⽀援事業に
採択されたでしょうか︖













失敗を恐れるな



ご清聴いただきありがとうございました。

琉球⼤学のご発展、

および

⼤学技術職員組織研究会のご発展

をお祈り申し上げます。

2020年12⽉18⽇ 江端 新吾



⻄⽥学⻑・⼩暮理事・福治理事・屋⽐久様と（2020.12.18）


