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平� 23� 11 �、��の������������すること、�して、������の����

の�����することを��とする���������������平� 21 ���� 76 ���

�「����と����が��さ�ました���������������������「���と

����は、�������よる�可を�て、���の�������した����で�り、���

お�て������する������の����を����������������「����

���は「���と����の������を��として�ます� 

��が��した�事���は、��の���と協�し、�事��より��さ�た�のです���

�は、��の平� 30事����平� 30� 4� 1�から平� 31� 3� 31�までの 1���の��

��の��を�めるとと��、実�す��取�を��した�のです� 

 

��は平� 26���、�����������の「��み����を取りまとめました�こ�

は、��のこ�までの実�を�ま�るとと��、��の��を��するため、����はユ�ット

��� 300���を��しつつ、平� 26��� 10��でユ�ット���を� 100���まで��

する���をより���まとめた�のです�平� 27����は、��の��������を��の

���が��する����が実�さ�ました���は、��が��の��可�な��を�たらすこ

とので�る������の���������すると������かって��して�るかど�か�

��を�てて���ました� 

��を実�した�������は、卓��を�る�ての��な���お�て��した��が�ら

�るとし、こ�した����らすと、�����は、平� 26-27�の����ランキングで���

���を�けて�るトッ� 25��と�を��て�ると��しました� 

 

�������からの���な��として、「��み����で��さ�た、2020�代��まで�、

a���の��分�のバランスがと�た 100の��した��ユ�ット��、b����の����の

���を��すと������への��が��さ�ました�今� 10��の�����の�なる��

が��・��さ�ること�なります�6�の������な���を���とし、��て 6�の��

な OISTの��が��する「OIST�おける��������が平� 29� 10����さ�ました�こ

の���お�て、��の OISTの��の���と��の������する��が���ました� 

 

平� 30��の事���の��な取�は、���係る��み�� II����������よる�

�と、������づ���さ�た����からの���������けた������「OIST �

おける��������の����った�のです�こ�らの取�は、��の�の 3つの���ミッシ

�ンと����して�ます� 

�������な�����をお�た�����おける���なリ�ダ�シッ�の��、����が

���な���を培�、�����で����を��卓�した�����の実�、����とラ�セ

ンス、POC��、��との�同��、���������スタ�トアッ����お�て���な�内

��グラム����た������の取��よる�����ひ�ては��の���への���また�

�は、�内�おける��トッ�レベルの����の��を�める��で��ルモデル�なることを�

�して�ます�� 5���������を����
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����������������つ�ては、「��み����で�の��が��ら�て�ます�

�����は、�たな���の��、2020���まで�ユ�ット��の��を 100�まで�増するた

めのサポ�ト��実���けた��の����、�����の増�が�ま�ます� 

また、��より、� 4�����の�����して、平� 27��から 30��までの������

����� 113���が��さ�ました� 

平� 30���は、ユ�ット���を 70��増やします�こ�までと同����な����らした

��を実�し、�����の����の分��お�て���化します���の���お�て���な

����を��します���より、� 5�����する平� 30��予�が�めら�、OIST��への

��が�か�ました�平� 29��は、��な��の��、37�の��を�け��ました�平� 30�

�は、�け�����を 50��増やします� 

 

  今����トッ�レベルの����を�み、���の�る�����の��を��して��ます�

������さ�た�����からの�固な�導を�けて�る����������の��を��

����して��ます�����ディ�ンは、����、��の��の��で��る������の

���なレビュ�を�ってま�ります�������な�����と OISTの��な����か

ら��さ�る「OIST �おける���������よる��を実�し、OIST �おける��の

���と��������する��を�む���が��さ�ました�この�����づ�、

������キング・グル��は、OIST �おける��������けた���を��しま

す� 

   

平� 30 �は、����� 1 ��の卒��が���る�として、��な����の�となります�

OISTは����、�固で���な������グラムの�実を�ります�����の増��上��と、

より�くの�����の����けた取�の�化が��の������は不可�となります�平� 29 

���おける���の増��より、�������コ�スの�が�がり、さら��化さ�たカリキュ

ラムを�����することとなるでしょ�� 

 

��の��への��は、��のミッシ�ンの 3 ��の��な��です������の���より、

�内�の������との��を���めて��ます��内�お�ては、����や、���、��

�を�めとする�������との��が�げら�ます���となる分�は①��とラ�センス、②

��との�同��、③��から��化へのギ�ッ�を�める��実��POC: Proof of Concept�ア

����、④���������スタ�トアッ���、�OIST を��とする�ノベ�シ�ン・エコシ

ステム�R&Dクラスタ��の��と��です���の POC��グラムの�功を反�して、30���は

①�ノベ�ティブ・テクノ�ジ����ITR�、②�OC 実�化フェ�ズ 1、③�OC 実�化フェ�ズ 2の三

つの�なるフェ�ズへと��しました�さら�は、スタ�トアッ�・アクセラレ�タ�・��グラム

�� OISTキ�ンパス内��ンキュベ�タ���を導�し、�������の��を�げて��ます�

また、��コミュ�ティと��を��し、���おける�ノベ�シ�ン・エコシステム��の��を

�化、��するため����で��する���を������します�また、�内の��・����

��する��な��として、��の��と��し、�内の��・��の����分�への��を�め

る��を��して��ます� 

 

平� 30��の予�の���は、203���増�さ�ました�この予��は、� 4������ンキ

ュベ�タ���の����� 5���の�ンフラ��を�む 47 ��の���と 156 ��の���が

�ま�て�ます�助��への��や��のための�ンセンティブを��だ����の増�を�る��

を������ことが OIST ��めら�て�ます���では������の���よる��の増��
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�けた取�を�め、実���けて�実��みを�めており、今���の取����して��ます�ま

た、����の���として、��との�同��が�ります�この��お�て、��は����を�

げており、今���なる取�を�めて��ます���、�内の��の�たなモデルとなると����

���、��のミッシ�ンを��する��・��からの��を�けて�る��の��をモデルとした

ファンド・レ�ジング・オフィスの�と�����を�めます� 

  � 4���の���つ�ては、����ジェクトがスケジュ�ル�り、かつ予�内で�了するよ�、

��ジェクトを�め、予���を�って�ます� 

����分��おける���な������は、��で���かつ���な������が不可�

です���した��を��すること�より、����やビジネスをめぐる��、��は���な��

��の��な�化������することが可�となります�事���は、���や�ノベ�シ�ンを

���サポ�トする�のでなくてはなりま���また、�����おける�����の��は��の

��で�り、���令を�守し、��の�����する����を�たして��ます� 

��は、��と��の�り��お�てのみならず、���な����や����のア�����お

�て�、��の��の�し�モデルとなることを��します�この��つ�ては、� 5������

���で���ら�て�ます� 

�事���は、平� 30��の�����������の�のステッ�の�����なアクシ�ン・

ア�テム�実�事��を��することを��として�ます�事���は、内��令���������

�����������平� 23�内��令� 59���を�ま�、(1)������する事�、(2)ガバ

ナンス������の���・�����する事�、(3)����する事�、(4)��の�����への

����する事�、(5)キ�ンパス��・��コミュ�ティの������の������への���

�する事�の� 5つの�から��さ�ます�各�の����「���と「取��を��して�ます� 

��の������づ�、事����は�����て��さ�た�、�事��お�て��さ�ます�

また、�����づ�、内������よる�可を��します��から����する����は、��

が�可さ�た事���を���実�することが��となって�ます� 

���は、��な����づ�て��さ�、�からの�助�より��さ�る��として、事���を

�実�実�するとと��、�の��を�む����の���つ�て、����して��する��が�

ります�こ�を������するための�となるのが、����を�たす�事�と����を��す

る�事�・��の�係です��事�は、�事�・���よる事���の実��つ�て��する��を�

�、�事�・��は事���の実����つ�て�事����する��を��ます�また、��の�事

は、��した��から、事���の実���を�めた�������つ�て��な��を��、この�

係を��します� 

事����了�、�事�・��は、�事����������を��し、�の��を�けます���

の��は、������の�����の実�と�� OISTの��を��するための�のステッ�を��

する��として、��の事���の��や実�����反�さ�、������します�また、���

を��するため、事�の実���は、���の 6 ��まで�、����する�事��の��の��と

��てウェブサ�トで��します� 

����する��を、���������で�るよ�、事���の���はで�る�り「���を�

�します�この���より、��の��の実���けた��の分�や、ベン�マ�クとなる���な�

�・����との��を��ことが可�となります�事������する��の�と�どは、上�の�

�から��さ�る���のです�したがって、各��の����が��では�りま���平� 27��

実�さ�た����は、�������の�のステッ�への��が�さ�ましたが、��の��は同

�の��セスを�て������さ�ることとなります� 
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平� 29 �のフィ�ドバックを�け、����の��な���と、��どおりの��トレ��ン

グの�����を�し、取�の�なる��を�ります� 

������ 

� ����、�しく��さ�た��が��する��を�め、カリキュラムを��さ�ます��

内�おける��������・��������内�����の仕�みの��を�ります� 

� ����、���������のトレ��ングやラボ・��テ�シ�ン、��の��への�

導���アカデミック・メンタ��の���を�め、��の��の��ズ��じた��グラ

ムを��します� 

� ����、グル����や�レゼンテ�シ�ンの��、����、キ�リア��、����、

�����よる��事�����を��たトレ��ング�を内�とする「��フェッシ�ナ

ル・ディベ�ッ�メント���を��します� 

� ����、卓�した������よる����を���������の����の��を実

�します� 

� 卓�した������よる����を�������を実�します�また���の��を�

��位��の��セス��を�り、�了�への�位��を��ます� 

� ����、��予�の����� 3 ����の��を卒�する�����し��する、��

��で��となる����を��する����グラムの�実を�ります� 

 

������ 

� ����、��の��、�位��、ティ��ング・アシスタント�の��を�����協�

を��する�、���との協��係を�化します� 

� ����、��、�位�のデ�タを��する����システムを��し、������を�

ります� 

� ����、実���、��、���や�導�、AV��、コンピュ�タ�・ラボ�を��する

ための仕�みや、��と事���との����を�化します� 

� ���、コンピュ�タ�・��グラミングのよ�な���したトピック�おける��のコ�

ス��������よる��なコ�スを�けること�よって������が��とする��

��を����を増�さ�ます� 

 

������ 

� ����、���おける����グラム、�令、��のための��可�な実��や��の�

�を��するため、���の����するオリエンテ�シ�ン・��グラムを��します� 

� �化�ベントの��や���内の������する��との��の��を�けること�より、

��からの���よる���化��する��を��します� 

� ����、��の�������する����し、��が��た��の��を�って��す

る����の��と同��の�����お�て、��������で�るよ�な��を��

します����な����の��の��とするため、ベン�マ�クとなる����おける�

��な��レベルの����を��します� 

� ��が���ま�た事�の��や��、���を������し、��としての��が��

な��、�����オフィス��コン�ラ�アンスを��する COO とと��、�の����
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たります� 

� ����、��の����の��を��し、����し��を��するよ��めます� 

� ����、��の卒��のキ�リア��を��するための��を実�します�こ�らの��

�は、�内���コ�スや����け��クシ�ッ���おけるティ��ング・アシスタン

トの��の��、シ�ア・リサ��・アシスタント��の導�、�内�の��・����の

リ�ダ�層とのネット��クの��の��、ポスドク�のポジシ�ンの����の���な

��、�����の����グラムや��のキ�リアアドバ�ス�が�ま�る予�です�ま

た、�内�おける����のための�導や����のための����を��します���の

卒��の����は�������予�です�また、アラムナ�・ネット��ク��しては

����で���のアラムナ�・ネット��クとは�����の卒��だけを��としたネ

ット��クを��する予�です��の� LinkedInを��する予�です� 

� ����セクシ�ンのウェブサ�トを�実さ�て������の���けの�����、ト

ラベル��、������サポ�ト��つ�て��な��を��し、���� OIST�おける

��の��を助けます� 

� ����、����し、��や��クシ�ッ���、�の������、キ�リア・ディベ

�ッ�メントのためのトラベル・アレンジメントの��を��します� 

� ����、������、�ィジティング・リサ��・ス�ュ�デント、リサ��・�ンタ�

ンなどの�����が、不�や��なく�やか��し������するためのサ�ビスを�

�します� 

� ������との��ミ�ティング��を�じた��との��を��し、��のフィ�ドバ

ックを���のサ�ビス��かして��ます� 

 

����、����分��おける�����の��を��し、��の������け��ます�

��の�なくと���は���とします� 

 

� こ�までの����・��の���つ�て��な��を��、�の��を�����反�さ�、

���かつ���な��・��を実�します�また、OISTの���る����グラムを�内�

��けて����アピ�ルします� 

� 平� 30� 9����の�����������、�����������を予�する���

�として、����分��おける�����の��の��を��し、��のとおり、���な

��・����を������します� 

� ����� � 50� 

� �な�����  

- ����ルとして、����、���のウェブサ�トを��します�さら�、�

�で分かりやす�����パンフレットを��します� 

- �内の����で OIST カフェを��し、��の����や����を��しま

す� 

- �内の�������で���の��を��としたスキルピル�ラスを��し、  

サ�エンストピックの�������して�ら�ます�  

- ��の���を��としたサ�エンス・��レンジ・��クシ�ッ�、����

��レベルの���・�����を��としたコラボレティブ・エクスペリメン

ト・デザ�ン・アンド・アナリティクス�Collaborative Experimental Design 

and Analytics: CEDA�を��し、��の�先�の��なら�����の��グ

ラムを��して�ら���を��します� 
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- 化�や����などの分�からの��のため�、タ�ゲットを�ったパンフレッ

トを��します� 

 

���の����の��を�����する取��お�て、��������������して�

���を��ます��くつかの�内���おける���や、平� 29���実�した OIST���

�クシ�ッ�のよ�な�ベントを��するなど、タ�ゲットを�った取�を�し、�����の

��の��を増やすよ��めます� 

 

� ����な��の����への�������������� 

� �������������� 

� ���の��������� 

� ��の����を��した���の増� 

� 卒��の���� 

 

����、������の���な��を��します�����を�じて、�たな��を��す

ること���します�また、��な�や��から�まった����し����を実�します��

�の��を�す��の��、�先�の��・��の��、なら������実�さ�る��な�

�������より、��な��や��、���を�励し、��モ�ベ�シ�ンを��するよ�

��します� 

��の��ズ���、�����し�取�を��するよ��めます�����から�ま�る��

こ�が����な����がると��して�ます����よる「������と��の�����

��づ�、��・��クラスタ���の�����した���を�じて、��ズ���った��

��の��を��して��ます� 

 

������の��� 

� �����の��は、��が��る��ユ�ットの������さ�ます����の�るユ

�ットを��するため、������な��を��として��して��ます�平� 29 � 11

����した、��の������な���と OIST の��の代�が、OIST の今�の���

�分�の����して��をする「OIST �おける��������で��が�ったよ��、

�������の分��つ�てはタ�ゲット��と��を�み���て����を��ます� 

� ���のデザ�ンや��������よる���のラボ・��テ�シ�ン、�����より

分�をまたぐ�同��ジェクトを��します�平� 30� 2���の��ユ�ット��は、�

� 1-1を���また、�な��内��つ�て�� 1-2を��� 

 

�����の��� 

� ����ディビジ�ン�お�ては、平� 30� 3�のメカ�カルエンジ�アリング�マ�ク�

ファブリケ�シ�ン・サポ�トセクシ�ンのセクシ�ン・リ�ダ�の��を�け、�し�セ

クシ�ン・リ�ダ�を�します�また、��かつ���のサ�ビスを��で�るよ�、工�

����を�化するとと��、��工�の��を��します�また、��分�セクシ�ンを

�む�セクシ�ンのピアレビュ�を��ます�各セクシ�ンがとりまとめるユ�ザ�グル�

�では、��の��を�けるため、����だけではなく、��、����の���つ�て

���を��こととします�また、��・�������の�����ラットフォ�ムで�
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�可�な���つ�て、OISTの������します� 

� 実���セクシ�ンは、��������として��������の��を��します�ま

た、��の�����おける実�����の���な���を��します� 

� DNAシ�ケンシングセクシ�ンは、������の������を��します�(1)サン�

ル��と��� DNA����の��、(2)��のサン�ル���の��なら������の

���また、�た�「����������� ��デ�タ、ラボノ�ト、������化

���の��������するガ�ドラ�ン���ったサン�ルやデ�タを��・��の�

���を��します� 

� メカ�カルエンジ�アリング�マ�ク�ファブリケ�シ�ンサポ�ト・セクシ�ンは、CNC

工���を��して��な�工を�����スキルを�上します� また、スタッフ���

��、��の工���の��な����を��します� 

� ������デ�タ��セクシ�ンは、デ�タ��と�工��コンピュ�ティング�の GPU

システムの����と����を��します�GPU��システムの��を上�る��した�

���ソリュ�シ�ンを��します�また、�����おけるハ�パフォ�マンスコンピュ

�ティング�HPC�の���な��を��し�け、����とデ�タ分�の����ジェク

トを���の�� IT�ンフラと��することを�けます� 

� ��する��分�や����の�����するため、����を��する��の��を��

ます���のダ�ビング�����の����けて����同���の��を��します�

各�������������を��する�、����する������と各���のコミ

ュ�ケ�シ�ンを�実さ�る��を��します��た���した����コ�ディネ�タ�

の�、������を��・実�します� 

� ����、��代����デ�タベ�スへの��を��します�また����ディビジ�ン

と�の各セクシ�ンのウェブサ�トをさら��実さ�、���な����を��ます� 

� ��デ�タの��は、���の��や���の���の����が��です�したがって、

��デ�タ���する���の��や���の���の�����する�ェックリスト�を

��します�����のさらなる�上��け、������する���を��し、����

セミナ�を��するなど、����、������の����めます� 

� ������セクシ�ンは、������オフィス��内の��との��をさら��め、�

�、���、��への��������・����する��を�化します�また�����

つ�て���して����、�内��を��ます� 

� ����ディビジ�ン事���サ�ベ�の��を�ま�、��のスキルやキ�リア����

がるよ�なトレ��ング�のパッケ�ジ�つ�て��します�また、ISTオ�ストリア��

���マン���の����サ�ビス、��、スタッフ�����するベン�マ�ク��を

実�します��し�メカ�カルエンジ�アリング�マ�ク�ファブリケ�シ�ンサポ�トセ

クシ�ンのセクシ�ン・リ�ダ�を��するため、工��のサ�ビススタンダ�ドを��し

ます��メ�ジングセクシ�ンは、�し�セクシ�ン・リ�ダ�の��の�と、����の

�層の�実を�ります����先��������ラットフォ�ム�BINDS��おける、ク

ラ�オ������よる������を����します�先�バ�オ�メ�ジング���ラ

ットフォ�ム�ABiS�の��の��として、���������のトレ��ング��クシ�

ッ�を��します���分�セクシ�ンは、�������な��分�サポ�トの��を�

って�ます��くのユ�ザ�の��な��ズ���るため分���の���ガ�ドラ�ンと

������を��し、より��よく��な分���を��で�る��を��ます����

�、ユ�ザ�のためのトレ��ングコ�スなどを�実さ��くの������で�る��を

��るとと��、��な����へ�分なサポ�トがで�るよ��スタッフのレベルアッ�

を�って��ます� 

��������セクシ�ンは、����の�������のメンバ�を��、��を�け
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ることで、OISTマリン・サ�エンス・ステ�シ�ンで��する����サ�ビスの�化を

�ります�����への���を��し、����の��を���、お�な�マリンサ�エ

ンス��クシ�ッ����し、���おける�����係��とのネット��クを����

�化します� 

 

���内�・��の��・��� 

� ����、��な����の実��を�じて、���の����を��する���な���

への����や����への��を�励します� 

� ��内�や�����つ�て、OISTウェブサ�トでの��、����、����、����

�、OIST�り�����ュ�スレタ��、パンフレット、テレビ��や��・��・ウェブ�

事、OISTソ�シ�ルメディア�を��して、�����内�への分かりやす�������

めます� 

- ��ウェブサ�トのレスポンシブ・デザ�ンは平� 27�� OISTホ�ムペ�ジ��各グ

ル��サ�トの��が�了し、モバ�ル��ユ�ザ���けた���が�����上し

ました�内��けウェブサ�トとディレクトリ���する��の��を�けて��さ�

ました�平� 30��は、�システムの内�を����クラウド���する��を��ま

す�こ��より、���けウェブサ�トの�を�め、サ��エンジンの����を上げ、

��システムを��し、�システムを��上げ、グル��サ�ト����より��トレ

��ングを��することがで�ます� 

- 平� 29��は���同�、��・��・ウェブ・テレビ��を��とした���なメデ

ィア��を実�したことで�くの��す����が�った�平� 30 ��������

��なメディア��を��し、内�の��メディアを�めて�くの��を呼��むこと

��めます��の��として、��の��内�や����を、��・�内・��メディ

ア��して�内の��クラブ�� Alpha Galileoや Eureka! Alert �の�ュ�ス��

�ラットフォ�ムを�して������します� 

- ����が��して�るソ�シ�ルメディアを OIST �よる������などの���

�の�として��します� 

 

� OISTの����位をより�固な�のとするため�、�内�の���などとの����を��

���し、OISTの����位をより�固な�のとするための�実した����を��します� 

 

� ���の����、ポスドク、�������� 

� ����の����� 

� �����よる�同��� 

� �たな����の����を��実�するとと�� 1 ���たって����や�����な

どを�って��ます� 

� ����する��� 

� ��助��の���と�� 

� OIST����の������、� 

 

��では、卓�した����を��した上���と、��た��と���の�る��を����

��の��をバランスを取りながら、�����内の���の��を��して�ます�こ��よ

り、������おけるリ�ダ�シッ�を�化するとと��、���おける��の��をアピ�
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ルして��ます�  

 

���の��� 

� OIST���よって����さ�た����って、2023�まで� 100の��ユ�ットを��

す「��み����の����予���さ�た���の��を��して��ます���

2018��平� 30���の������では、��ユ�ットを 70まで増やすため、化�、

�����、コンピュ�タ�サ�エンス、����の分�で卓�した��の��を��しま

す�また、��な����を OIST���し、���の OIST���を�上さ�ることで、�

���の�助となることを��します�平� 29� 10����さ�た「OIST�おける��

������では、����の��を��するとと��、��が�し�����分�では�

��のタ�ゲットを�って����を��ことが��さ�ました����はこの����づ

�て�内で協�を�ね、������する��を��して��ます� 

 

���・����の実�� 

� �し�テ�ュア��の��を導�し、テ�ュア・トラックのスケジュ�ル����を�た

�、Assistant Professorが助�やアドバ�スを�けら�る��を�ります�平� 29��

�、テ�ュア��ポリシ�の���つ�て�����オフィスとアドミ�ストレ�ティブ・

コン�ラ�アンスディビジ�ンとの��・��が�了し、平� 30��から�し�テ�ュア

��ポリシ�を実�します� 

� ����、��ユ�ットの���つ�ては、��の��な����からなる��の����

�が、��������レベルの����づ�て��を��ます����は、��の��、

���、今�の可��や�の�の���つ�て、�平�と���の��を��した���よ

り、��な��を実�し、��ユ�ットの��の判�����します�平� 30�����

を予�して�る��ユ�ットは、�� 4ユ�ットです� 

� ��の TREC�テ�ュア�������、OIST��およ���メンバ�1�で�����

�、�テ�ュア��システムを実�します�TRECは��メンバ�で������メンバ�

は、��の��な����で�り、��������レベルの����づ�て��を��ま

す����� 3�のテ�ュア��が���で、2018�����と 3�のテ�ュア��が�

了する予�です� 

� ����、�����つ�ては、��事���じら�た���つ�て����する����

を�たす��から、�の��をで�るだけ�やか���します� 

 

 (����レポ�ト) 

� ����、�����つ�ては、��事���じら�た���つ�て����する���

�を�たす��から、�の��をで�るだけ�やか���します�OISTの����のオ�

�ンアクセス化��ンタ�ネット上で����で�る�������が��でアクセスで

�る�を平� 30�����します�平� 30��は、��レポジトリ���さ�る���

を増やすため、����の����めます� 

 

�シ�アレベルの��の��と��� 

� ��が��と�������る��たり、���かつ����の����を��すること

を��として、シ�アレベルの��の��と、���の��の����の���つ�て、

�し���が��さ�ました�平� 30��よりこの��の�と、70��上の��の��を

��すとと��、����の��を��します�この��が�めて��さ�る��は、�

�の 2��から��ユ�ット�小すること���しました�今����、70��上の各�

�の��の��しを��ます�70��上の��の�と�ど�「�����のタ�トルが�
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�ら�る予�です� 

 

������ 

� 平� 30��は、FD������上���の��として、����のアシスタント・��フ

ェッサ�の��ユ�ットの�上げと��を��する「メンタ�システム�を�化します�

またテ�ュアトラック���より���な��が��るよ�、「Appointment & Promotion 

Committee�を��します�������オフィスで FD�化を��するポジシ�ンの��

が���て�ます� 

 

�ポスドクキ�リア��� 

� 平� 28����めて��さ�たポスドク・キ�リア・アドバ�ザ�は、��な����グ

ラムを��・��しました�������のキ�リア��の���を����して�ら�

ため�、����、ポスドクのためのキ�リア����グラムを��して��ます� 

 

� ����を実�した��ユ�ット� 

 

���や����との��協�の��や��クシ�ッ�の���を�じて、��の��コミュ�

ティとの��なネット��クの����けた取�を��します�先��な���������の

���を��することで���上を��す�������として���な���の�上を��

します� 

 

� ビジティング・リサ��・ス�ュ�デントの分�を��し、��が��する���との�同

��を��します���の�����つ�て、��協�を��します�また、各セクシ�ン

�よる����の�を�上さ�るため�、����、�内�の���や��との��を�げ

ます�����、����と����との�なる���つ�て��を�めます� 

� ��た��や������が、�先�の��を��とと��、�����する��を��す

るため、����、������だ�����トッ�レベルの��コ�ス�は����クシ

�ッ�を��します�また、����の����クシ�ッ�を�����し、��の���

や��が�の���とネット��クを��する��を��します���の����じた��

クシ�ッ�や��の��な実��つとめ、������師��する����の低�、�の�

�からの���助や、��の��を����化し、各��クシ�ッ��係る��を�らすよ

��めます� 

� ����、���、�����、�����の分��お�て、�内�のトッ�レベルの��

���を��とした���の�����コ�スを��します� 

� ��・��の������を��し、����、�内�の���から��を�け��、��

ユ�ット�お�て実��なトレ��ングを��します� 

� ��や�����との��協�の�

� ����クシ�ッ���コ�スの�

� ����クシ�ッ���コ�スの����
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� �内�の��より�け��た���

 

 

 

��では、�内��の���な�り�とは�なり、�������の������づ�、���

事を��として�事�を��して�ます�このよ�な�事�は、���������の����

��し、���な��を��ます�また、����は、����の�を�め、�����を��

�������の�����反�さ�ます�こ�らの�つの���が、�令����の����

��づ�、���おける��で���なガバナンスを��するため���な��を��ます�こ

���し、�事�・��は、事���の実��つ�てリ�ダ�シッ�を��し、�事�����

����し����を�たします�このよ��、�事�������と�事�・��との�の�

係を����つこと�よって、���るガバナンスを実�します�また、��の�事は����

の���・���が��さ�るよ���な��を��ます� 

 

����な��� 

� 平� 30�は��が��さ�て�� 7����たります���の�事�を 5�、9�、2��、

��の����を 5 �、2����します�5�の�事��お�ては、平� 29��の��の

実�を��し、��を��ます���の��は����として内��へ��さ�ます� 

� �事�������は�事������や分�����な��を事����する��をつく

り、5 �と 9 �の����を��な�し��増やすこと�します��事������は事�

��の�������と�����を�つよ��します� 

� �事�・��は、����、���������の���な����の�ての�でリ�ダ�

シッ�を��し、事���を�実�実�します� 

� �事は、����、事����する������づ�、内���や����と���しつつ、

予���、��・��、�令�守の��を�め、�����つ�て��な����を実�す

るとと��、����じて、��の��を��ます��事は、����、��な�で���

を��しつつ、��や����との���なコミュ�ケ�シ�ンを�ります��事�は、�

の�����となる�分な������サポ�トが��さ�ます������������

つ�ては、�事�での���を�じて、����への反�を�します� 

 

������の����けて� 

� 平� 27� 7����の��������の��を実�した�������は、卓��を�る

�ての��な���お�て��した��が�ら�るとし、こ�した����らすと、���

��は、平� 26-27�の����ランキングで������を�けて�るトッ� 25��と�

を��て�ると��しました��������からの���な��として、「��み����

で��さ�た、今から 10��の 2020�代��まで���の��分�のバランスがと�た 100

の��した��ユ�ット�����の����の���を��すと������への��が

��さ�ました�今� 10 ��の�����の�なる��を��・��して��ます�「OIST

�おける��������の���より�化さ�た������キング・グル��のガ�ダ

ンス��って、�たな��の����けて��ます�����、� 4 ���の��を�めま

す�また、� 5 ���の��を��するとと������を��します��ンキュベ�タ�

���つ�ては、30�����する��の����を�ま�今�の���を��します��

��つ�ては、キ�ンパス内の���つ�て��を�めることとし、キ�ンパス�の���
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つ�て��を��ます� 

����、����の���な�����の���な�����し�事���の����めま

す�また、予����������つ�て�への����を�たすため�、内��と��なコミ

ュ�ケ�シ�ンを�ります� 

 

� ����、�事�・��、��事�、�のエグゼクティブ�よる��を����実�し、�

���を��するとと������の��を��します�また、��の��と����よる

��を����������し、上層��と���の��の��を��して��ます�サラ

リ�・レビュ���������じ��して��ます�エグゼクティブ�の��が����

��るよ����、�����、COO、��ボストの 4�で� 1�の����を��ます� 

� �た���さ�る COO の�、内��と��なコミュ�ケ�シ�ンを��して��ます�内�

�との��協���を�じて����を��、事���の実�����つ�て��を��ま

す�また、平� 31��事�����こ���く�����係る���を��かつ�����

ます� 

� �������の�����������よる��������し、6 ���������

�を同�����し、10�の実���を���、������を��内���します� 

� ��の����する���の ITサ�ビスを��します� 

� ユ�ザ�が ITリソ�ス��サ�ビスを��で�るよ�、����と����グラムが��か

つ��で�ることを、�����実��たします�IT Webサ�トやリクエスト��システム

を������し、��やすくします� 

� ��の��を��る��を、��・��・��・��、�守し、��の����実���で�

るよ��します���と��を�上さ�るため、��化と��化を可�な�り��します�

また、��した���ネット��クの�����るよ�、より��で��・��なネット�

�ク��を��します� 

� IT ����の��を�じて、IT とビジネスの���を��します� ビジネスの��とベス

ト�ラクティスの��を、�����よる ITレビュ�を�じて�実�します� 

� ��の������������を��るシステム��サ�ビスの仕�の、��または��

��をして��ます�OIST����の����の�を�上さ�、���の��と�功を�め

るシステムを��します�また、������の����のため、�����������

システムを��します� 

� ��カル��グ��バルで���て�る IT��の�し�取�の�����を位��け、��

������の��・��を�化することで、��の����層��して��ます� 

� ��コストの�������の増�を�る��で、事���の��化を��、事�����

を��化します� 

� ��セキュリティ��、������、��デバ�スベ�スのアクセス��を�じ、��セ

キュリティを�����化します� ��の����をさら��化し、OISTネット��クまた

はシステムの���を低�さ�る可��の�る��の�るソフトウェアやアクティビティの

��を可��します� 

� ��の各���お�て��する��事��つ�て��助�を��とと��、各��が���

��つ�て、ドラフト、��から����るまで������し、���おける��な��

を��します� 

� ��内�の��から��を��し、�����������判の��を��します� 

� �内��おける����を��するため、す�ての��������、��、��の�令�
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�������、����、����、�事��/������、OIST�おける����の�

���グラムの��を��します� 

 

�からの�助�を�めとする予�の���つ�て、�や�の�の�����、��は����す

る����を�たすため、実�を��し、��かつ���な予�の�分����を��ます��

�、�の��の�し���を�ま�つつ、����の��������するよ����な予�の

��を�ります� 

 

� ��のリソ�ス����、���、�����、スペ�ス��の�分・��分�つ�て、�先

�位�けの��を��リソ�ス・ア�ケ�シ�ン���を��し、�分�を��します�エ

グゼクティブコミッティは、��のリソ�スを����分するため、�分�の��を��、

�����事�・��が��します� 

� ����、予��分・��の�位となる予��位を����と���のと�た�で��し、

�事���の実����な予�を各予��位��分します� 

� ����、各�����さ�た予�を分�する���との���より、予��分・����

��の��セスを�化します�また、������助�を�む����の予�の��かつ�

��な��を��するため、��、予�の�����つ�て��するための内����お�

て�事�・�����を��ます�さら�、内����して�、��、予�����を��

します� 

� 平� 29 �����した��スタ�トアッ�ユ�ット��ベ�ス���予��分��する�

���づく��予��分の��を�めます�また、��ユ�ットの�����お�て�、平

� 29�����した��シ�トを導�します� 

� 9 ���分の����しが、�して� 4 ���の�め��たる 1 �������しが実�さ

�ます�こ�らは、�ての����予�の�分�つ�て��な������を����とな

ります�このよ�な��の��な��し�より��を�����します�また、�分の��

しを実�することで、��した固���の��・�取りが��内�なさ�るよ���さ�て

�るかを��する����なります�����の������の��な���つ�ては、�

����不�������の��など、������な��を������します� 

� ���を��る��の���つ�て、コン�ラ�アンス��が��すること�を�め、��

��、�令や内����を�守して予���の���を��ます� 

� ��な��・������事�を��ため、内���を実�するとと��、�の���が�

���への���な���を�じて、����の����めます� 

� ��・����して��な実�を��するため、������よる����お�て、���

���、��・����などが���る���つ�ての、��となる���の実�、���・

���の���つ�て��を��ます�同��、�������の取��つ�て���を�

めます�また、������・��の����たっては、内�����づ�、�の��、��

の���を�めた���を��し、同����より仕��の��を���、��かつ��な

��の実����を�します� 

� ����ディビジ�ンのセクシ�ン・リ�ダ�はユ�ザ�グル��ミ�ティングを��、�

���を�む、����リソ�ス����、������する���つ�て��を��ます� 
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�����おける��化を�るための取�を��して��ます� 

 

� ����、����・��の��・��化の���1.2 ���や、����や���の��

��や����、������の取�を��すること�より、��事�を������しま

す� 

� �し�����システムを����し、�����の��化を�ります� 

� ����の�守����は、�守内�の��し��より、コストの��を�ります� 

� ��事�を���・������するため、�内サ�ラ�ストアの取���を��しサ�ビ

ス�上と����を�ります� 

� ��の��は、�分な���や���の��を��とし、�����よらざるを�な���

�は、�の��を�め��する�、����する����を��します��������つ

�て�、����モ�タ�を実�します�同��、����する����つ�て、��化や

��の��化の��から������しを��、また��の�������す�く、���

�する事�分�や�����の��を��します� 

� こ�までの内���差�の����を�ま�、内���差の��や����の����け取

り�みを��します� 

� ��コストの��を�るため、����や���の�内�の����デ�タを取りまとめ、

メ�カ�、代��、取�先との�������する�か、�内への����を��ます��

����よる��上�への��を��ます� 

� ����の����けて、HEARTシステムの��を�め、��な取�を実�します� 

� ��化の���取り�む�����の����して事���化��を実�し、�����の

事���化���するとと��、同��を�じて�����の������する��を��

し、��の事�の��化を�ります� 

 

� ����や�����よる��の�� 

� �内サ�ラ�ストアの���の増� 

� ����や�の���な���よる��の���������� 

 

����、��の��・��を��������します� 

 

� ����、����内のスペ�ス��する��、����ディビジ�ンとの��や��ユ�ッ

トへのヒアリングを�じた��ズの����づ�、アカデミック、事�、����スペ�ス�

�の��化を��します� 

� シ�サ�ドハウス��するメンテナンス������を��すると��、��のスペ�ス��

を��化する�の��を��します� 

 

�����かで�������の�る��た��の��のため、���������の�る��
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��を��する�事��の��と���な��しを�ります� 

同��、��よる���の�����より��さ�る��として���の����の���より

�層�め、�����った��な���を�めます�����、���の�����つ�て�、

「�����・������の����の��し�つ�て�平� 24 � 12 � 7��������

の������で���の��が�ら�る���な��とし、「������おける���の�

��つ�て�平� 27� 12� 24�������������する取�を��化し、同�����

�の����を�み��ら��する����を�たします� 

 

���の��� 

� ����の����を��し、�����事予�����て��さ�た���・����づ

���で��な����セスを��しながら、��������で��な��の��のため

����を������します�また、ERP(����システム)として�た���したHEART

システムの�����と�事��の��化をより�層�めます� 

� ��の�������、�������し��の��が��となることから、ジ�ブ��テ

�シ�ンの�����め可�な�り��で���な��の����める�また、�����

��づ�������する����し、���の��が�����さ���の���なるよ

�����めた����を��ます� 

� OISTの����づ�、�����内���の���つ�て、�平な��が���るよ��め

ます���のジ�ブカテゴリ�ごとの��のジェンダ�バランスを分�し、�の��から�

��を導�実�します� 

� ���同��タスクフォ�スの��を��するため、��の��をとりまとめ、分�を�

�、����づ�た��を��・導�します�����のす�ての���お�て���おけ

る平�を��します�またベスト�ラクティスを��し、����を��します�OISTジェ

ンダ�����や�の�ル�ル、���をPRP内��実���します���を�つ�ての��

�������の��と��平���する��を実�します��てのOIST���け�ハラス

メントや、差���する��を��、OISTホットラ�ンや�の�のコミュ�ケ�シ�ン��

から��で�る���つ�て���します�����ディビジ�ンと��し、OIST��内の

�����への��を��ます�����、������しネット��キングの��を��

します������の����する��を�めるため、�内��と��し、��ジェクトを

��します�また、��の実�を��より��の�る��グラムを��します� 

� ����������づ�て、����セクシ�ン�の�係��と��し、�が�を�つ�

�の�������した��を導�します�す�ての���平�の��を��るため、��

��じて��を�けます� 

� OIST�係���するサ�ビス��のためリソ�スセンタ�の������を��します��

�センタ�の����が��を��し、トレ��ングを�けます��の�、OISTクリ�ック

の���つ�て��を��ます���センタ���が�じ��サ�ビスと��し、OIST��

�けのサ�ビス�上��めます�CDCの����モデルを��し、��な��を��するCDC

の予�と��の予���を分�し、��を��し、小��を��としたSTEM��を��する

ための���ランを��します�����、��のコミュ�ティを��する���・��な

ら���の��の�、����の������して��内�の��の����とサポ�ト�

�づくりを��して��ます�上�の��を��するため、��サ�ビス、ファミリ�サポ

�ト、フ�ドサ�ビス、��・��サポ�トや���おける��ズのサポ�ト���した�

事サ�ビス��の�化を��ます� 
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���・����� 

� ����、�����や�内�の��・�����の�����を�ま�つつ、「����

��おける���の���つ�て�平� 29� 11� 17�������������する取�

を��化し、実�します� 

 

�キ�リア��・��・��実���� 

� コンピテンシ���づ�た����グラムやマネジメント�けの��ルを��し、マネジメ

ントの�������や����を��します� 

� オンラ�ン������のメ�ュ�を��し、��さ�た���のコンピテンシ��化のた

めの����を��し各����グラムの��を��します� 

� PRP��づ�、�������し、��のオリエンテ�シ�ンを��します�����、��

��、��の����する���なオリエンテ�シ�ン���、事���が����上��

なシステムの������ル�ル��する実�オリエンテ�シ�ンを実�します� 

� 平� 30 ���は、��と�の���け���さ�る�������クラスの�を��しま

す�����への��は����く、��と����おけるコミュ�ケ�シ�ン��は��

の�功の��となります� 

� ����、�����した��/����の���を��する事を��とした�������

����、�の�����とさ�る��������をコンピテンシ�モデルとして�め、

��を勘�しつつ��が����を��、今�の������か�る取り�みを��し��

��の�実を�ります�さら�����のレビュ�、���������の��を�して、

�平�と������しつつ��を���実�、���つ�て��の����反�さ�ます�

�の�、�������のアドバ�スを�けて、����、��の������の�る��

セスを��します�また、�し�マネ�ジ�����������セスの��を��ため、

������を実�します� 

 

� �位�の���(��、���、��) 

� �����する事���の��の�� 

� �����める���の�� 

� ��の��������の平��・���・���� 

� ��の����� 

 

����の�ての��お�て、コン�ラ�アンスが��さ�る��を��します� 

 

� ����、予�����、����上の���係る��、�内���の��・����つ�

て、コン�ラ�アンスの��から��を��こととします� 

� �内���を、���令の��や���の�化��じ、�����オフィスと協�して��

�����・��するとと��、PRP�����を������し、�����の���を�

�します� 

� ����上の�������の���つ�て、����の����する���平� 21���

� 66����同���づ���した�内����り、�������するとと��、�の�

�・���を��します� 
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� �������の��する����の����する���平� 15 ���� 59 ��や���

��おける��の��を��するための��の�����する���平� 25���� 27��

���の���令、なら����ら��づ���した�内���のっとり、����の取�

�つ�て�����します�また、������を��する���の��など、�内��を

�����守さ�ること�より、������する��の�上を�ります� 

� �事��や内����よって、���の実���を�むコン�ラ�アンスの���つ�て、

��な�ェックを��、�の����づ���な��しを��ます� 

� ��の�ての���������して、「�������反の���ポリシ�の����づ�、

��の�反を�じさ�る可��の�る��の��を��するため、��の��と���つ�

て、���、���よる��を実�します� 

� 各������よる��や実���の��を��し、��の����が���令や����

�して実�さ�ることを������します��令��の���や���な�������

�を��し、����の�����上を�ります� 

� ���の不�����のため、�た�������することが�まったと�から、��、�

����し、�����ル�ルの����・���上��する取�を実�して�く�、��

の��を�じます�������して、���の��を�して、OIST�おける�����ル

�ルの��を���、���������しくル�ルの��を��ます� 

� ���る����が�さ�るよ�す�ての���と���������の��を��します�

����1.2���������を��した���が、��な���な���る����を�

�するよ���します���から���を��し、���る������するセミナ�を�

�します� 

� ��デ�タの��は、���の��や���の���の����が��です�したがって、

��デ�タ���する���の��や���の���の�����する�ェックリスト�を

��します� 

� 平� 29 � 11 ����した���平������を�じて、����や��トレ��ング�

�する��を�めるとと��、��や��の�� OISTの���や���が����を�むフ

ィ�ルド��ク���な��を��つけることがで�るよ���を��ます�また、���

� 11�を���化���し、����への���の�化を��ます�また、�������

���よる������の��な��を��します�より��な������け����マ

�ュアルの����を���、����が��を��するなど����の����を�化し

ます� 

 

��が��な��を�げる�、����や������する���の��、������する�

���の����けた取�が�����となります��内�から���サポ�トを�るとと�

�、���な���を�め、��の���をより�げるため�、��なステ�クホルダ�との�

で����コミュ�ケ�シ�ンを�ります� 

 

� ��は����、�������� 22 ���� 26 ��や�������の��する��の

����する���平� 13 ���� 140 ����よって��が���けら�る���つ�

て、ウェブサ�ト��お�て�����します� 

� ��ディ�ィジ�ン���するデジタル・サ�ビス・セクシ�ン�3 ����は、OIST の�

��け・内��けのウェブをより�の���の�する����化します� 
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� ����して�������な��がさ�るよ�、����、�内�で�����や���

��の��を�����つよ��めます�内�の�����サ�エンスコミュ�ケ�シ�ン�

��メディア�おける��の���を�めるため、平� 30����������や����

の�������と、����������JACST�の��を�じて協�します��して��

の���やジ��ナリストの�で OISTの���・���を�めて��ます� 

� ���������のウェブサ�ト、����デ�タベ�ス、����ウェブサ�トの�ュ

�スセンタ�を�じて、������グラムや OIST���の������する��の��を

���し、��の��やビデオ、�の�のマル�メディアの��を��します� 

� Facebook、Twitterや Flickr、Vimeo、Instagram�のソ�シ�ルメディアを�������

�し、��の������や��な��を��します��して�� OISTへの��や���つ

ながるか�し�な� OISTファンや OISTフォ���を増やすこと���します� 

� ����、�内���をウェブサ�ト���し、�の��と��を�ります� 

� �事の��、�����オフィス�� COOと協�しながら、OISTのレピュテ�シ�ンリスク

���した、����の����を��ます� 

 

����、��の�������けて、�������、����の�������の増�を�

り、����の�化�����取り�みます�こ���け、OISTは、���の��な����へ

の��を��するための�励���ンセンティブ�を��します�また、������する��

��を�た���します� 

 

������� 

� (a) ������セクシ�ンのウェブサ�トや��の��を�じて、������、���係

る��、�内���とのネット��クの����を OIST������る��を増やします� 

� (b) �������を��する���の��分�を��しながら、グラント・ファシリテ�タ

��よる����が増すよ�、ファシリテ�タ�の��増��めます� 

� (c) ����ディ�ンや�の��と�ンセンティブ��グラムの���つ�てさら���を

��ます� 

� ������セクシ�ンは、�内・��のグラント��を������し、���� OIST の

���コミュ�ティ���します������係る����のため、��な������を�

�します� 

� ���が��セクタ�や���の助��へ��することを�励し、��や��、予����の

��を��します� 

� OISTは、�内�おける�ンセンティブ��を�して����の��を�励すること�よって、

����の�実な増�を�って��ます� 

 

�����  

�   OISTは、��内�おける代�を�めた���の��を��ための����お�て、����

�を��します� 

 

� �����の���� 
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� �����の������������� 

� ����の�������内�� 

 

 

�����よる「������と��の���� 2017��は��が����の���として�

�し、��でのグ��バルな��・��クラスタ�の��を��する��が�ま�ます���の

�����ノベ�シ�ンセンタ���� TDIC�は�の��と��の��������すると�

� 2010���の�����さ�た��の����を反�して�ます� 

TDIC の��は、���から�ま�た��を���・�����のため���への����を�

�し、OIST �����おける�ノベ�シ�ンを��さ�ることです�TDIC では���おける�

ノベ�シ�ンの��のため� POC(��実�)��、��と��、�同��、スタ�トアッ�や�

����の��、����との��など�お�て���な��を��ます� 

 

平� 30���お�て、TDICでは������の���取�みを��ます� 

a) �ノベ�シ�ンの��������を��して��の同�、������化 

b) �����の����と��らの��の��化を��する�く POC���実����グラム

を�化 

c) ���おける�ノベ�シ�ン・エコシステム����け�������スタ�トアッ�の�

��� 

d) ���の��や����の��のため���との�同��を�� 

e) ��の�ノベ�シ�ン・エコシステム�R&Dクラスタ����を��し��、�内、��の

���な����との���化 

f) �����おける�ノベ�シ�ンの�功��と��を��し、��らの����への��を

�� 

 

��の������は��の���よる���、���かつ��な��と��が��となりま

す�この���取り�むため、OIST が��へ�たらす�����を��し、キ�ンパス�ア�

やサ�エンス・フェスティバル、����ベントを�して����との��つ�を�めて��ま

す�また、�化������の��として��キ�ンパスのさらなる����めます� 

 

a)  �ノベ�シ�ンの��������を��して��の同�、������化 

� ������や������かけ����のミッシ�ンを��つつ、��の����を��

する�������を��ます� 

� ���かつ���な����の��のため、��の�����の���ネット��クを��

します������の層を�くすることで、�������と����の�の�上を�りま

す� 

� �������ラットフォ�ムを導�し、���パ�トナ�や����、����の可��

を������します����より、��������を��し、また������を��

します� 

� ��や���を���したトレ��ングコ�スや、セミナ�、��クシ�ッ�の���より、

������や��������する����の��の�上��めます�アジア�おける�

����ノベ�シ�ンセンタ�としての��の���を�めるため、����を��します� 

 

b)  �����の����と��らの��の��化を��する�く POC���実����グラムを
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�化 

� 2017 ��� R�D クラスタ�����グラムが�功��了することを��、�ル�フ�オ

ブ・コンセ�ト��グラムは、����の����づ�た���な����を��ための�

ノベ�ティブ�テクノ�ジ�リサ����� ITR�を��するよ���化さ�ます��し��

�シア�ブで�る ITR は、実�化��を�� POC ��グラムの��のフェ�ズⅠとフェ�ズ

�を��します�ITR の��は、���との協�を��し、������の��を��し、

POC 実�化��を��フェ�ズ I ��フェ�ズ�のための�し����つながると��さ�

て�ます� 

� ����、������分�、��ジェクト��、��コ�ス���ベント、���のエキ

スパ�トへのアクセスなどを��し�けることで、���のフェ�ズ I ��フェ�ズ II 

POC ��ジェクトの��を�実�します�実�化への��を��するため、�了した POC �

�ジェクトへの�����を��します� 

� POC ��グラムのための���からのレビュ�ア、エキスパ�ト、��メンタ�のパネルメ

ンバ�を��、�化するため��の��な��やネット��キング�ベント����る�は

��し、POC ��ジェクトの��ム���さ�ます� 

 

c) ���おける�ノベ�シ�ン・エコシステム����け�������スタ�トアッ�の��

�� 

� ��や��へのアクセス、����の��、事�化の���との��など、���やスタ�

トアッ���を��するスタ�トアッ�アクセラレ�タ��グラムを��し、実�する��

�グラムの��、��、��内�����のためのル�ルを��します� 

� POC�Proof-of-Concept���グラムや�の���の事�化を��として、��して����

�����クシ�ッ�を実�します����内の�����を�むため�、���の��や

������クシ�ッ�への��を�します����での�師��コ�スを��するなど、

��クシ�ッ�の�内での���つ�て��します� 

� OIST の��分�をとおして、����を��して�る��分�を��します� 

� � 3 ��� A �の「����ラボ�は、���や POC ��の実�化のためのスペ�スとして

������して��ます� 

� キ�ンパスの�く��ンキュベ�タ���を��し、スタ�トアッ�のためのラウン�パッ

ド、また OIST の���や��パ�トナ�のためのコラボレ�シ�ンスペ�スとして��さ�

るため��������を��ます�OIST を��としたコラボレ�シ�ンを��し、�ノベ

�シ�ン・エコシステムを��するため���を��、��し、マ�ケティングを��ます� 

 

d)  ���の��や����の��のため���との�同��を�� 

� ��可��の�るパ�トナ�を��し、���な�係を��し、��の��や��を��す

ること�より、���との�同��を��します� 

� ���から助�を�けて�る����の����ジェクトを��します�������の�

�化��けて、OIST の��を��し、���の������ドマッ���った�し���ジ

ェクトを������します�また、����の��を�め、����を��するための�

�ジェクト�係る��やシンポジウムの��を��します� 

� �内�の���や��クシ�ッ�、�����すること�より、OIST の��の��と���

との�係の�化を�ります� 

� ��する��������の����を��し、������を�し、����セスを��

すること�より、����を��します� 

� スタッフの����の����を�励し、�������するビジネスとマ�ケティングの

内���を�化し、事�����を�化します� 
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� ������、��������、�同�������、ラ�センス、コンサルティング�

�、MOU など、��との��な����と����する��の����を��するため、��

���オフィスと�����します� 

 

e)   ��の�ノベ�シ�ン・エコシステム�R&D クラスタ����を��し��、�内、��の�  

��な����との���化 

� �ノベ�シ�ンと����を��するため���や�の��との��を������ます� 

� �ンキュベ�タ���、スタ�トアッ�・アクセラレ�タ�・��グラム、また�の�の�

����グラムが、OIST を��とする���ノベ�シ�ン・エコシステム���どのよ�

���するかと����から���な����を��します������の������を

��、��のスタ�トアッ���を��さ�る��アドバ�スを取り��ます� 

� ���おける�ノベ�シ�ン・エコシステムの����けた���お�て内��や���、

また�の�の����と�����して��ます� 

� �ノベ�シ�ン、アントレ�レナ�シッ�、R&D クラスタ���などをテ�マ�した��セ

ミナ�、��クシ�ッ�、シンポジウムなどを��し、��の��への���を�めるとと

��、��での���係�おける���を�化します� 

 

f)   �����おける�ノベ�シ�ンの�功��と��を��し、��らの����への��を  

�� 

� OIST や���おける�ノベ�シ�ン��の分�を�めるため���なパ�トナ�シッ�を

��します� 

� ���おける�����の����、また��らが�たらす��を分�する��デ�タの�

���を��します� 

 

�������する取�� 

� ����、������や南���センタ�、����������の�となる����と

の����グラムを実�し、�����を��します� 

� �����くの�����内の��や各�協��の����む�を�ら�るよ��めます� 

� ��キ�ンパスで 9 ��となるサ�エンス�フェスタ�オ��ン・キ�ンパス�を実�すると

と��、��の�・���や����の�ベント��を��します� 

� ���内の��・���、���先�の����を��し、����分�での���は��

への��を�めて�ら�ことを��として、�内��からの��キ�ンパス��を����

�け��ます���、��������や�内各����と�����し、�内の�ての�

���を��とする����グラムを������します�また小・��������よる

�����します� 

� �や����との���より��な��������グラムを����のス�パ�・サ�エ

ンス・ハ�スク�ルの��への��を����実�・�化します� 

� �����ての��の��・����して、��の��や��の��な����よる���

を��します� 

� ���と協�して、������・OIST こど�����を��します� 

� ��の�����を��して�ら�ため�、��の��や�の��を��し、コンサ�ト、

�����化�な�ベントを��します� 

� ��������よる������する������の��で実�さ�る����への��

�係�の������より、���の�������化��を�めるため�、��の���

協�をします� 

 

 



22 

 

��の�の取�� 

� ����、�����ジ�ブフェアの��、��������への���������し�

�な�内���の����めます� 

� 「��の��まつり�����したよ��、����、�内の�な�化�、���、���

�ベント���します�また、����事������と��し、��で��な�����

�の�つとなって�る、���を��とした��のための����を�����ベント

「SCORE�を����実�します� 

� OIST ファンクラブの��を��スタ�トし、��への OIST ����、�ベント���する

��を��します� 

� ���������の�の�内���ンタ�ン�を���、��ディビジ�ン内の��を�

�さ�るとと�������との�����します� 

� ����での����を�������の協�を�て��実�します� 

� ���������コンベンシ�ンビュ���との�����、�た���さ�た MICE ��

アンバサダ�の���よる�������からの��を�����しつつ、より�くの��

た����の����・��クシ�ッ�を��で��し、��の���や��が���との

��や����位が�上するよ��ります� 

 

� ��の��を���だ��との��なコンタクト� 

� ���との��事��(��協�、�同����、�������)

� �������の���、������取����

� ��が��した��������・��クラスタ�����するシンポジウム、��、��

クシ�ッ�の���

� �ノベ�シ�ン、����、R&D クラスタ�����トピック�お�て OIST が��または�

�したシンポジウム、��、��クシ�ッ�の� 

� �ノベ�シ�ン、����、R&D クラスタ�����トピック�おける�ベント、コ�ス、シ

ンポジウム、��、��クシ�ッ�、セミナ�の���の�  

� �POC、R&D クラスタ����で���を�けて�る��������ジェクトの� 

� ��や���の��オ��ン・キ�ンパスへの����を�む�

� キ�ンパスを��た�内��・���

� �内��・��を��とした��や�ベントの�

� ����の�������、事������

� ��で��さ�た����の��������クシ�ッ�の�、���の����

 

 

 

����、��は、���り、キ�ンパスの��を�めます� 

 

� OIST の�������づ�、平� 26 �����さ�たマスタ��ランの��、����を

������ます� 

� � 5 ���の����を��するとと��、今�の� 5 ����係る実�����つ�て�
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�を��ます� 

� � 4������ 4����つながる��や�を�めた��や�ンフラ��を������、

��します� 

� ����、��の R&D ゾ�ン��オンキ�ンパスハウジングの���つ�て、�ンフラ��

��工事のコスト分���実��を��します� 

� � 1 �として、リサ���ンキュベ�タ��と��な�ンフラを�����し、��を��

します�また、30����の�ンキュベ�タ��の����を�ま�今�の���を��し

ます� 

� ��のキ�ンパスビルディング����の������を��ます� 

� ���を��するため、��工事の������の��化の����する���平� 12��

�� 127 ����づ�、��スケジュ�ルや���の����の����を������し

ます� 

 

 

������や�の��を�む��コミュ�ティの��は、����を�功さ�る上で���

で�ることから、�����の����めます�����サ�ビスの��や、リソ�ス・セン

タ�や���ルド・ディベ�ッ�メント・センタ��CDC�を�じて、���の�������

�の�上を�ります���の��、���は、OISTの���の��のため�、������さ

�た����の���つ�て��する��が�ります� 

また、今�と�増�が��ま�る��、�����の��のため、キ�ンパス内�での�たな

ハウジング���つ�て��を�めます� 

 

���コミュ�ティの��� 

� OIST�係���するサ�ビス��のためリソ�スセンタ�の������を��します��

�センタ�の����が��を��し、トレ��ングを�けます��の�、OISTクリ�ック

の���つ�て��を��ます���センタ���が�じ��サ�ビスと��し、OIST��

�けのサ�ビス�上��めます�CDCの����モデルを��し、��な��を��する CDC

の予�と��の予���を分�し、��を��し、小��を��とした STEM��を��する

ための���ランを��します�����、��のコミュ�ティを��する���・��な

ら���の��の�、����の������して��内�の��の����とサポ�ト�

�づくりを��して��ます�上�の��を��するため、��サ�ビス、ファミリ�サポ

�ト、フ�ドサ�ビス、��・��サポ�トや���おける��ズのサポ�ト���した�

事サ�ビス��の�化を��ます� 

� OISTが��する�つ�、��クラブの��増�て�るため、��の����やル�ル��反

しな�よ������することが��です�����はリソ�ス・センタ�が��ます� 

� レジストレ�シ�ンデスクは���������、��ゲストの��として���をデ�タ

ベ�ス���をし、����を��ます�この��は��リソ�ス・センタ�がウェブサ�

トの�化��より�って�ます� 

� OISTの���������となるハウジングとして、�� PPP��エリアへの増�のため�

��・����の��・工事を��ます�同�� PPP��事�として����を��します�

また、��の PFI���よる����事�を��します�同��、PFI������の��・

�ンフラ��の��を��します�また、オフキ�ンパスハウジングとして、������

�����事��と協�を������ます� 
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���の��・����) 

� CDC��や���クラスを��し、�����の��、��なバ�リンガルの��、����

��ホリデ���グラムを��な�����の�と��します�CDC�����は、����

��������を�くとと��、CDC�������を����こと�より、�の予��つ

�て��な��が�����るよ���します�こ�ら��グラム���する��の�は�

実�増�して�ます�CDCの��を��し、また、���クラスの����より��して��

ます�  

� �������の��の����の�上を�るため、�������や����の�係する

������と��・協�し、���よる��を�ける��の����めます� 

� ��小��での������グラムなど���・��の���とって��な��の��を�

�して��ます�OIST���・��の��のため、���な����の�り��つ�て��

を��ます� 

� 平� 30���は、��と�の����して��さ�る�������クラスの�を��しま

す�����への��は����く、��と����おけるコミュ�ケ�シ�ン��は��

の�功の��です�����2.4��� 

 

������ 

� ����し、��な���・���な��を��するため、����を�む��な����

を��します� 

� ����、��や OISTメンバ�ためのスポ��、レクリエ�シ�ン、����の�を��す

るよ��めます� 

 

キ�ンパス��の事�����を��し、��から���、��、����を守るため、��な

����を実�します� 

 

� �た���した����コ�ディネ�タ�を���、キ�ンパス��の事�����を��

し、��なリスク��を�じます� 

� ��や����する����する��な��を実�します� 

� ���と�協�しながら、�����キ�ンパス�りを�め、��の��はキ�ンパス��

を����の����として��します� 

�����しながら事�を実�します� 

 

� リサ�クル��の��を��します� 

� ����、����ガス���とエネルギ���を��し、�の����めます� 

� �の���システムの��な�����より、����への����の低���めます�ま

た��て���への��が��よ��します� 

� �������各���工事�お�ては、���ラント��を��するなど、������
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を�分���ます� 

� ���の��や固����の����するよ�キ�ンパス��・��の��を��ます� 

 



研究ユニット一��平成��年�月�日現在� 別紙1-1

ユニット名 教員名 ユニット名 教員名

1 生物多様性・��性研究ユニット エヴァン・エコノモ�博士 32
�界期の神経メカニズム研究ユ
ニット

杉山�矢崎��子�博士

2 �動の脳機構ユニット ゴードン・アーバスノット�博士 33 神経生物学研究ユニット ジェフ・ウイッケンス�博士

3 生物システムユニット イゴール・ゴリヤニン博士 34 統合オープンシステムユニット 北��宏明�博士

4 理�生物物理ユニット グレッグ・スティーブンズ�博士 35
光学ニューロイメージングユニッ
ト

ベアン・クン�博士

5 細胞シグナルユニット 山本���博士 36 物理生物学ユニット ジョナサン・ミラー�博士

6 細胞分子シナプス機能ユニット �橋�智幸�博士 37 植物エビジェネティクスユニット 佐瀬��俊�博士

7 生体制御分子創�化学ユニット 田中�富士枝�博士 38 �子ダイナミクスユニット デニス・コンスタンチノフ�博士

8 構�物性相�研究ユニット マヘッシュ・バンディ�博士 39 �子システム研究ユニット トーマス・ブッシュ�博士

9 �算脳科学ユニット エリック・デ・シュッター�博士 40 �子波光学�微�ユニット 新竹�積�博士

10 �続体物理学研究ユニット グスタボ・ジョイア�博士 41 構�細胞生物学ユニット ウルフ・スコグランド�博士

11 神経発生ユニット 政井�一��博士 42 �子理�ユニット ニック・シャノン�博士

12 生態・�化学ユニット
アレクサンダー・ミケェエウ゛
博士

43 �体化学・�媒ユニット ジュリア・クスヌディノワ�博士

13
エネルギー材料と��科学ユニッ
ト

ヤビン・チー�博士 44 分子�伝学ユニット ロクサー・ダニエル�博士

14 流体力学ユニット ピナキ・チャクラボルティ�博士 45 核�化学・工学ユニット 横林�洋平�博士

15
神経結合の形成と制御研究ユニッ
ト

ディヴィッド・ヴァンバクター
博士

46 最先端医療機器�発ユニット �原�寛孝�博士

16 フェムト秒分光法ユニット ケシャヴ・ダニ�博士 47 生体模倣ソフトマターユニット イェ・ジャン�博士

17
ゲノム・�伝子制御システム科学
ユニット

ニコラス・ラスカム�博士 48 膜協同性ユニット 楠��明弘�博士

18 G0細胞ユニット 柳田�充弘�博士 49 �化神経生物学ユニット 渡��寛�博士

19 発�神経生物学�ユニット ゲイル・トリップ�博士 50 知�と�動の神経科学ユニット 福永�泉美�博士

20 免疫シグナルユニット 石川����博士 51 �子�力ユニット ヤーシャ・ネイマン�博士

21 情報処理生物学ユニット 丸山�一��博士 52
神経活動リズムと�動��ユニッ
ト

マリルカ�ヨエ・ウーシサーリ
博士

22 光・物�相�作用ユニット シーレ・ニコーマック�博士 53 �化ゲノミクスユニット トマ・ブーギニョン�博士

23 海洋生態物理学ユニット 御手洗�哲司�博士 54 �子・�子磁性ユニット イェジュン・フォン�博士

24 数理生物学ユニット ロバート・シンクレア�博士 55
多様体のトポロジーとジオメト
リーユニット

アナスタシア・ツヴェットコヴァ
博士

25 生体分子�子�微��析ユニット マティアス・ウルフ�博士 56 タンパク�工学・�化ユニット パオラ・ラウリーノ�博士

26 マリンゲノミックスユニット 佐��矩��博士 57 �知脳ロボティクス研究ユニット ��淳�博士

27 数理理�物理学ユニット 氷上�忍�博士 58 生物学的��性ユニット シモーネ・ピゴロッティ�博士

28 数理力学と材料科学ユニット エリオット・フリード�博士 59 �子��と�子状態理�ユニット ファビアン・パウリー�博士

29
マイクロ・バイオ・ナノ流体ユ
ニット

エイミー・シェン�博士 60 �子物�科学�ユニット 岡田�佳憲�博士

30 神経�算ユニット ����治�博士 61 膜生物学ユニット 河��恵子

31
ナノ粒子医工学応用技�研究ユ
ニット

ムックレス�イブラヒム・ソーワ
ン�博士

2018/2/1現在



沖��学技�大学�大学における研�分�の概�

本学では、生命�学、物理�学、数学など、�数の�学分�が�なり合う学

�的な分�において、先�的な研�教�活動を�っています。これまでに下

�の七分でされる59の研�ユニット�平成29 年28月現在�が発�しています。

� 物理学

� 化学

� ���学

� 海洋�学

� 環境・生態学

� 数学・���学

� 分子・��・発生生物�学

下図では、同じ情報をもとに異分��における共同研�の相対数を矢�の幅

で�しています。

Appendix�1-2 



�単位�千円�

��������目 予�� ��������目 予��

学園�助� 15,637,731 人件� 6,454,422

施�整備��助� 4,669,473 学務�� 1,331,449

その他の収入 1,412,122 教�研��� 3,795,335

共��� 4,509,071

�理�� 959,576

施�整備� 4,669,473

21,719,326 21,719,326

※�助�の収入予��には、現時点では平成29年度からの���予定��が含まれていないため、今後変動があり得る。
����

収�入 支�出



�単位�千円�
��� �産��
��� ��固定�産
��� ��有形固定�産
��� 土地 1,659,667
��� 建物 40,220,866
��� 減価償却��� -9,841,174 30,379,692
��� 構�物 6,808,858
��� 減価償却��� -1,572,082 5,236,776
��� 機械及��� 232,094
���� 減価償却��� -182,155 49,940
���� 工具�器具及�備品 21,898,930
���� 減価償却��� -13,949,553 7,949,377
���� 図書 6,162
���� �� 2,004
���� 減価償却��� -1,280 724
���� �両�搬具 26,876
���� 減価償却��� -20,843 6,033
���� ����産 1,780,206
���� 減価償却��� -1,756,029 24,178
���� 建�仮勘定 7,853,118
���� 有形固定�産合� 53,165,667
����
���� ��無形固定�産
���� 特�権 16,162
���� 商標権 522
���� ������ 683,955
���� 工業所有権仮勘定 153,932
���� ��他無形固定�産 27,232
���� 無形固定�産合� 881,803
����
���� ��投���他��産
���� 投�有価�券 5
���� 敷�保�� 2,356
���� �期前払�用 147
���� ���投��産 4,315,983
���� 投���他��産合� 4,318,490
���� 固定�産合� 58,365,960
����
���� ��流動�産
���� 現�及��� 4,877,405
���� 未収入� 458,985
���� ��卸�産 71,384
���� 前払�用 10,029
���� ���投��産 116,724
���� 流動�産合� 5,534,527
���� �産合� 63,900,487
����
���� �債��
���� ��固定�債
���� �産���助�� 14,330,144
���� �産��寄�� 51,155
���� �産��物品受�� 150
���� ���付引当� 116,943
���� �期未払� 4,333,447
���� �期���債務 2,146
���� 固定�債合� 18,833,986
����
���� ��流動�債
���� 前受� 83,401
���� ���助��
���� ����営� 202,094
���� ���施�整備� 7,797,212 7,999,307
���� ��寄�� 42,860
���� ���学研���助�� 33,693
���� ��� 105,780
���� 未払� 4,490,190
���� 短期���債務 27,317
���� 未払�用 93,694
���� 流動�債合� 12,876,241
���� �債合� 31,710,227
����
���� ��産��
���� ��拠出�
���� 拠出� 24,317,681
���� 拠出�合� 24,317,681
����
���� ��拠出剰余�
���� 拠出剰余� 17,641,300
���� 損益外減価償却������ -10,217,225
���� 拠出剰余�合� 7,424,075
����
���� ��利益剰余�
���� �任意���
���� 別���� 80,533
���� ��当期未処分利益 367,971
���� �����当期�利益� ( -20,710 �
���� 利益剰余�合� 448,504
���� ��産合� 32,190,260
���� �債��産合� 63,900,487

�平成��年�月��日�



�単位�千円�

��

�常収益 18,434,478

��授業料収益 69,075

��営��助��収益 13,922,538

�施��収益 7,070

��受�研��収入 305,034

��共同研�収入 104,914

�寄��収益 17,992

��助��収益 46,290

��宿�料�収入 10,918

�土地建物�借料収入 16,275

��産���助��戻入 3,658,470

��産��寄��戻入 26,946

��産��物品受��戻入 29

��務収益 106,882

��益 142,045

�常�用 18,456,201

�人件� 6,540,048

�業務� 7,237,011

�一��理� 722,792

�減価償却� 3,841,123

��務�用 114,968

��損 259

�常損失 -21,723

�時利益 2,607

�時損失 1,594

当期�損失 -20,710

予定損益��書

平成��年度



�単位�千円�

(A) (B)

��

�常収益 19,570,100

��授業料収益 84,600

��営��助��収益 14,232,447

��受�研��収入 462,063

�共同研�収入 167,937

�寄��収益 86,000

��助��収益 204,151

�宿�料�収入 7,378

�土地建物�借料収入 12,361

��産���助��戻入 4,046,255

��産��寄��戻入 21,926

��務収益 104,199

��益 140,783

�常�用 19,567,732

�人件� 7,301,808

�業務� 7,282,033

�一��理� 773,624

�減価償却� 4,098,788

��務�用 111,480

�常利益 2,367

当期�利益 2,367

予定損益��書

平成��年度



�単位�千円�
��� �産��
��� ��固定�産
��� ��有形固定�産
��� 土地 1,659,667
��� 建物 51,976,897
��� 減価償却��� -11,631,423 40,345,474
��� 構�物 7,024,373
��� 減価償却��� -1,875,686 5,148,687
��� 機械及��� 236,177
���� 減価償却��� -191,509 44,668
���� 工具�器具及�備品 23,289,387
���� 減価償却��� -17,477,927 5,811,460
���� 図書 7,733
���� �� 2,004
���� 減価償却��� -1,681 323
���� �両�搬具 26,876
���� 減価償却��� -23,293 3,583
���� ����産 1,780,206
���� 減価償却��� -1,778,060 2,146
���� 建�仮勘定 546,963
���� 有形固定�産合� 53,570,705
����
���� ��無形固定�産
���� 特�権 15,040
���� 商標権 411
���� ������ 476,668
���� 工業所有権仮勘定 160,102
���� ��他無形固定�産 23,235
���� 無形固定�産合� 675,456
����
���� ��投���他��産
���� 投�有価�券 5
���� 敷�保�� 2,356
���� �期前払�用 148
���� ���投��産 4,196,133
���� 投���他��産合� 4,198,642
���� 固定�産合� 58,444,804
����
���� ��流動�産
���� 現�及��� 4,717,554
���� 未収入� 939,911
���� ��卸�産 61,690
���� 前払�用 10,149
���� ���投��産 119,647
���� 流動�産合� 5,848,952
���� �産合� 64,293,756
����
���� �債��
���� ��固定�債
���� �産���助�� 11,828,995
���� �産��寄�� 29,229
���� �産��物品受�� 150
���� ���付引当� 139,266
���� �期未払� 4,218,940
���� �期���債務 1,469
���� 固定�債合� 16,218,048
����
���� ��流動�債
���� 前受� 128,170
���� ���助��
���� ����営� 182,515
���� ���施�整備� 516,806 699,322
���� ��寄�� 42,860
���� ���学研���助�� 88,027
���� ��� 107,053
���� 未払� 4,544,262
���� 短期���債務 678
���� 未払�用 94,822
���� 流動�債合� 5,705,193
���� �債合� 21,923,242
����
���� ��産��
���� ��拠出�
���� 拠出� 24,317,681
���� 拠出�合� 24,317,681
����
���� ��拠出剰余�
���� 拠出剰余� 29,591,179
���� 損益外減価償却������ -11,989,217
���� 拠出剰余�合� 17,601,962
����
���� ��利益剰余�
���� �任意���
���� 別���� 80,533
���� ��当期未処分利益 370,339
���� �����当期�利益� ( 2,367 �
���� 利益剰余�合� 450,871
���� ��産合� 42,370,514
���� �債��産合� 64,293,756
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