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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��し、�事��より��さ�た�のです����

は、��の平� 31事����平� 31� 4� 1�から平� 32� 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� 7��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�キ�グで�����

�を�けて�るトップ 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�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� 8���、��の��の������けた「�����の��を��しました�このた

め、�く�内の��を��し��を�めるタスクフォ�スが��さ�、��を�けました� 

 

平� 31��の事���の��な取�は、���係る��み�� II�平� 26� 7��������
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����平� 27� 7���よる��と、������づ���さ�た����からの������

���けた������「OIST�おける���������平� 29� 10��の����った�ので

す�こ�らの取�は、��の�の 3つの���ミッシ��と����して�ます� 

1)������な�����をお�た�����おける���なリ�ダ�シップの��、2)��が�

��な���を培�、�����で����を��卓�した�����の実�、3)��とラ�セ�

ス、POC��、��との�同��、���������スタ�トアップ���お�て���な�内プ

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

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

して�ます�� 5���������を���� 

平� 31��は、平� 30����したタスクフォ�スの��をとりまとめ、��������事�

�お�てこ�を��し「�����とすることとして�ます�また、�����を���、�めて�

������を��し、�����の��から 10����の���を��し、�たな����を取

りまとめます��の�、内��が�� OIST������ 14�の��のため、内��との��を�め

ます� 

 

����������������つ�ては、「��み����で�の��が��ら�ており、�

���の��の�でアップデ�トさ�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、� 5�����の�����して、平� 30��から 5

��の����������� 100���が��さ�ました�平� 31���は、ユ�ット���を

75��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�平� 30��

は、��な��の��、35�の��を�け��ました�平� 31��は、�け�����を 60��増

やします� 

 

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

��な��の��を��するとと��、��が��した��が���ラボを��上げ、��を��で

�るよ���を�って��ます�プ�ボ�ストは、��の��の��で��る����のためのコア

ファシリティの���なレビュ�を�ってま�ります�プ�ボ�ストはまた、OISTの���の���

���分�の�����った��な��サポ�ト��を��し、��な������めます� 

����ディ��は、�内の��・����とのネット��ク�化を��ます� 

 

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

た�OISTは����、�固で���な����プ�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
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す�平� 31���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�����します� 

 

��の��への��は、��のミッシ��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�ス、②

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

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

ステム�R&Dクラスタ��の��と��です�平� 30��� POCプ�グラムは、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�こ�らのプ�グラムは平� 31�����さ�ます�さら�は、スタ�トアッ

プ・アクセラレ�タ�・プ�グラムを��し、平� 30�����した��キュベ�タ���を��

し、�������の��を�げて��ます�また、��コミュ�ティと��を��し、���おけ

る�ノベ�シ��・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� 31��の�助�予�の���は、196��となりました�この�助�予��は、� 5���の

�������������フラ���を�む 21��の�����と 175��の���が�ま�て

�ます�助��への��や��のための��セ�ティブを��だ����の増�を�る��を���

���ことが OIST��めら�て�ます���では�������を��するグラ�トファシリテ�

タ�プ�グラムなど、����の���よる��の増���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��を��する�

�・��からの��を�けて�る��の��をモデルとしたファ�ド・レ�ジ�グ・オフィスの�と

�����を�めます� 

 � 4���の���つ�ては、フィットアウトを予�内で�了し、実������で�るよ���

を��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��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� 
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��は、��と��の�り��お�てのみならず、���な����や����のアプ����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� 31��の�����������の�のステップの�����なアクシ�

�・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�ス������の���・�����する事�、(3)����する事�-����、(4)�

�の�����への����する事�、(5)キ��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�のステップを

��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��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�のステップへの��が�さ�ましたが、��の�

�は同�のプ�セスを�て������さ�ることとなります� 
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平� 30�のフィ�ドバックを�け、����の��、����の���������が���

�むよ�取�の�なる��を�ります�����の��の���な取�として、����、��

�な������を��し、リサ��・��タ���から������を��する仕�みを��

して��ます� 

 

������ 

� ����、�しく��さ�た��が��する��を�め、オ�ラ����などの����の

カリキュラムを��さ�ます��内�おける��������・��������内���

��の仕�みの��を��します� 

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

導���アカデミック・メ�タ��の���を�め、��の��の��ズ��じたプ�グラ

ムを��します� 

� ����、グル�プ��やプレゼ�テ�シ��の��、����、キ�リア��、���

�、�����よる��事�����を��たトレ���グ�を内�とする「プ�フェッシ

�ナル・ディベ�ップメ�ト���を��します� 

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

�します� 

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

��位��のプ�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��プ�グラムの�実を�ります� 

 

������ 

� ����、��の��、�位��、ティ���グ・アシスタ�ト�の��を�������

を��する�、���との���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�ピュ�タ�・ラボ�を��す

るための仕�みや、��と事���との���口を�化します� 

� ���、コ�ピュ�タ�・プ�グラミ�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� 
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������ 

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

�を��するため、���の����するオリエ�テ�シ��・プ�グラムを��します� 

� �化�ベ�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������の����を��し、�内で���、����じて�����の��を

�ります� 

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

な��、�����オフィス�� COOとと��、�の����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��のキ�リアタ�プ

����た���なキ�リア����を��オフィス、�事などの���と��して実�し

ます��内�の��・����のリ�ダ�層とのネット��クの��の��、ポスドク�の

ポジシ��の����の��を������予�です�さら�、今���内�おける���

�のための�導や����のための����を�って��ます�また、��の卒��の��

を��する���な��を同�する予�です�また、���と��して、ネット��クプ�

グラムを��します� 

� ����、������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�ップ��、�の������、キ�リア・ディベ

�ップメ�トのためのトラベル・アレ�ジメ�トの��を��します� 

� ����、������、ビジティ�グ・リサ��・ス�ュ�デ�ト、リサ��・��タ�

�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�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��プ�グラム

を�内���けて����アピ�ルします� 

� 平� 31� 9����の�����������、�����������を予�する��
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��として、����分��おける�����の��の��を��し、��のとおり、��

�な��・����を������します� 

- ����� � 60� 

- �な����� 

- ����ルとして、����、���のウェブサ�トを��します� 

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

す� 

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

して����を��ます��くつかの�内�の���おける���や、OIST����クシ

�ップやスキルピルプラス、サ�エ�ス・��レ�ジのよ�な��の�先�の��なら��

���のプ�グラムを��する�ベ�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� 

 

���増�する��を��するため�、�ら�た��で����事��の��を�����で�

るよ��、���事���お�て���を��ます� 

 

� ���事��では��の��を���て、平� 31������な��で���を��ま

す����な取�として、���を 3��から 4��へ��し、カリキュラム������

����を�����セクシ��を��します�また、��の��を��し��の��化を

�り、ディビジ����の����・������と����の����を��します� 

 

� ����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��を��するよ�
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��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���  

� 平� 31��は、平� 30��の���な�������し、� 10�の��を��します�

��して��な分�の��を��し、�た���する��が��囲��り�同��を��で

�るよ���します� 

� ���よる��や�同��を�じて、さらなる�����を��します� 

����のラボスペ�スは、����������さ�るため、同じ���内で��な分�

の��が��する��が�ま�ます�このよ�な��で��な��を�つ��が��してく

る��は、���な��を�み�す�功�と��ます���が�分�の��と�����を

���として、Faculty Lunch Talk �������、�����を��します�こ��よ

って、���だけではなく、ポスドクや��など����の���の�で�、�たな���

��の���取り�みます� 

さら�����を����な���で�、分�を��て��が��しており、��同�の�

�と�����を��します�平� 31� 2���の��ユ�ット��は、�� 1-1を�

��また、�な��内��つ�て�� 1-2を��� 

 

�����の��� 

� �しく��する��の��ズ����で�るよ��、����ディビジ��の����と内

�を��、�化して��ます���・����の��を�実さ�るため、��のフィ�ルド

��クを��する�し�セクシ��を��上げます�� 4���の����けて、��で�

�な�����を��・��し、� 4���で��を��する���への��を��ます�

����、����・��の��・��化を��するとと��、������分システムを

��し、�内の�る���お�て不��なった����を�の��で��すること�よっ

て、����の���の����を�ります� 

� 実���セクシ��は、���から�めた�������を��する��を��します�ま

た、� 5������さ�る実������導�する����の��や���つ�て、�ボ

ット化を�����た��を��ます�また、��実���ケア�������AAALAC 

International�の��を��するため、����の��・��、なら������の��

を��ます�なお、実�����としメ��キ��パス���て、OISTマリ�・サ�エ�

ス・ステ�シ��を��して��します� 

� DNAシ�ケ�シ�グセクシ��は、������� DNA����を��した������を

��するとと��、����導�した��リアルア�ム 1分� DNA����の��した��
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と���な������を��します�また、��のサ�プル���の��、なら����

の��ズを��した����の��を��して実�します� 

� メカ�カルエ�ジ�アリ�グ�マ�ク�ファブリケ�シ��サポ�ト・セクシ���MEMS�

は、平� 30������たピアレビュ�での��の�と�なるサ�ビスの�上を�りま

す�また、��なエルゴノミクスエックス���オプティカルキ�ラクタラ�ゼ�シ��の

スペ�スを��するため� 4���の��ラボスペ�スの��を��ます�こ����、�

5���の���とと��、��より��の���クリ��ル�ムの� 5���内への��

�つ�て��を��ます� 

� ������デ�タ分�セクシ���SCDA�は、�な��クラスタ Sangoと AIコ�ピュ�

ティ�グ��クラスタ Saion�平� 30������み�の����を��することで、

OISTの����の増�と���の増����して���コ�ピュ�ティ�グと��ストレ

�ジを������し��します����は、ユ�ザ�の��リソ�スパラメ�タの�ュ�

��グ�よるサポ�トの��、�してコ�テナ�の��化��の��が�ま�ます� 

また、SCDAは、��代の OIST�������システムの��と����取り��で��ま

す� 

� ����、����ディビジ��の�������した、��������サ�ビス 

の���な��システムと��の����めます� 

� ����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��は、������オフィス��内の��との��をさら��め、�

�、���、��への��������・����する��を�化し、�����つ�て�

��して����、�内��を��ます�また、�同��を��するための��プ�グラム

を��します� 

� �メ�ジ�グセクシ��は、�内�の����よるピアレビュ�を�け、�層の���上・

�化�つなげます� 

�メ�ジ�グセクシ��の�������ムは、平� 31�����が予�さ�て�る�し

���の��ズ��分���ら�るよ�、������の��を�めます�cryoEM��ム

は、���先�������プラットフォ�ム�BINDS�プ�ジェクトを�実���で�る

よ���������を実�します� 

OISTコミュ�ティのための��・�����のトレ���グコ�ス���、OISTと��が

�先����分��お�てトップレベルの位�づけとして��さ�るよ��内�の���

を��としたトレ���グコ�スを��します� 

� ��分�セクシ��は、��レビュ�の����づ����な��分�サポ�トを��で�

るよ����、サ�ビス内�、スタッフ��の��を��ます�����、分���の��

����を��し、トレ���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プを

�って��ます�また、��との���つ�て、��の����を��ため����などと

��を��ます� 
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� ��������セクシ��は、�����おける実���の���・���な取り��を

��する AAALAC Internationalの��を�けら�るよ�、OISTマリ�・サ�エ�ス・ステ

�シ���おける����の������な��を導�します�また、����への���

を��し����の��を���、� 4�お�な�マリ�サ�エ�ス��クシ�ップを��

し、���おける�����係��とのネット��クを�����化します� 

 

���内�・��の��・��� 

� ��が��かつ�し�����を��した��、��のコミュ�ケ�シ��・������

するよ�����めて�ます������を�む����へ����を�め、����な�

�の�����つ�ては、ネ������デックスや同じよ�な����デ�タを��て�

�をまとめて�ます� 

��のウェブサ�トで�、������さ�た����する�ュ�スを��して�ます�

また��レポジトリへの�������を��ており、���ラ�セ�スフォ�ムを��

するよ���して�して�ます� 

� ��内�や�����つ�て、ウェブサ�ト�おける��、����、����、����

�、OIST�り�����ュ�スレタ��、パ�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� 

- オ�プ�ソ�スの Drupal CMSで OIST��ウェブサ�トをで�る�り��化して、ス

タッフのトレ���グと����を��化し、��の��が��する��の CMS��

ら�な�よ��します� Digital Servicesスタッフが�し�ウェブサ�トの��と�

����で�るよ��するため、平� 30����、OISTウェブサ�トはより��さ�

た��ル、プ�セス、��とメ�テナ�スのサポ�ト、�して Drupal CMS�����

したクラウドホスティ�グベ�ダ�への��さ�ました�ホスティ�グベ�ダ�の

Drupal��する����と��のメ�テナ�ス��アップデ�トサポ�ト�より、セ

キュリティが�上します���のウェブサ�ト�とって��の��は、��のセキュ

リティ���を�つ��コ�ドです� Digital Servicesは���小��な��ムで

す�したがって、この��サポ�ト�より、��の��ウェブサ�トが��かつ��

で�ることが��さ�ます���なウェブサ�トの代�り� CMSを��することで、

OISTの��スタッフは�らの�����するウェブサ�トのコ�テ��を�分で��

で�るため、コストを��し、ウェブサ�トの����を増やすことがで�ます�小

����ムが��の���不可�なプ�ジェクト���で�るよ��するための、低

レベルの��フラストラク�����のアウトソ�シ�グ���を�てることは、

OISTの ITの��と��して�ます� CPRの��でコ�テ�����の��を���

����す�は、ウェブサ�トサポ�トのトラブル�ケットとマ�ュアルを ITサポ�

ト���さ�る ServiceNowプラットフォ�ム���し、���のユ�ザ�トレ���

グとヘルプデスクやオリエ�テ�シ��などのサポ�トリソ�スを増やします� OIST

��メ�ルシステムの���を�な�ことなく、���の���係�と������
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�の����をより�����し、CPR�より��な�ュ�スレタ�コ�テ��の��

を��するため�、OIST�ュ�スレタ�を��サ�ビス���します� 

- �内�の�����よる�層の取�の��や�����や�����の�を�ける�

�で、平� 30�����した��・��・ウェブ・テレビ��の��・実�など、�

��なメディア��を��して実�します�  

- ��の��内�や����を、��・�内・��メディア��して Alpha Galileoや 

Eureka! Alert �の�ュ�ス��プラットフォ�ム���内の��クラブを�して�

�����します� 

- �内�の�����サ�エ�スコミュ�ケ�シ�����メディア�おける��の�

��を�めるため、����ジ��ナリストや���の�������と��してグ

��バルなネット��クを��します�  

- ��して�るソ�シ�ルメディアをコミュ�ケ�シ��の�として��します�ソ�

シ�ルメディア・マル�メディアを��する��スタッフが平� 31�����さ��

�、����が��し、OISTの��やファ�ドレ�ジ�グ��と���することがで

�ます� 

- ファ�ドレ�ジ�グ��ムの��ズ��って、�る�くリ�フレットなどの���を

��します� 

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

ミナ��を�����し、��、��������して�実した����と��なマ�ュア

ル��トレ���グを��します� 

 

� ���の����、ポスドク、�������� 

� ����の����� 

� �����よる�同��� 

� �たな����の����を����とと��、��の����との��ミ�ティ�グ、�

�での����の�����、��な����を��する����などを����たって�

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�スを取りながら、�����内の���の��を��して�ます�こ��よ

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

 

���の��� 

� 平� 31���、������の���、�してシ�ア�������の����を��し

ます� 

平� 30��は、1500�を��る��が�りました��の���な�������し、平�

31��は、� 10�の��を��し��� 75���を��とします� 

平� 31��は、�� 9分�の�から��分�を�め、����を��ます� 

(1)コ�ピュ�タ�・サ�エ�ス (2)���、�化�、����(3)���� (4)�����

���� (5)���� (6)化� (7)���� (8)エ�ジ�アリ�グ������ (9)�� 

�����分�では�し���オプシ��を������して��ます�平� 30��の�

���の�り�を��し、平� 31��はより���な����を��して��た�と��

て�ます� 

 

���・����の実�� 

� 平� 30���導�さ�た�テ�ュア��システムでは、テ�ュア���を��する��を

�����から�めること���、��の��ユ�ット��と同じく、��での�����

実�します�より�しくなったこの����では、�����た����を�したテ�ュア

���は、��として��さ�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� 31 ��は 8�

の��の��ユ�ット��を予�して�ます� 

� ��のテ�ュア��������OIST������メ�バ�1�で������、�テ�ュ

ア��システム��て��メ�バ�で���を実�します���メ�バ�は、��の��な

����で�り、��������レベルの����づ�て��を��ます�平� 31��

は�� 3�のテ�ュア��を実�します� 

� �た�導�予�の��の��������しては、���������で���プ�ボ�ス

ト�が��の��、����、����への��、また��する��は����の��など

の���つ�て��を��ます�ただし���としての���とは�なり�、��の���

����は���は��さ�ま���さら���が�らの����や�の�の��・���

つ�て������とりまとめ、各ユ�ットのウェブサ�ト���したかを��し、��さ

�て�な���は����して��かけを��ます� 

 



13 

 

�����レポ�ト� 

� ���から��さ�た OIST��レポジトリの��な��を�るため、今��はコ�テ��

の�実���さ�る�����の増��、オ�プ�アクセス��する�内での����を�

化して��ます� 

 

�シ�アレベルの��の��と��� 

� 今��、70�の��を��る��の���つ�て、��ユ�ット��を実�し、��を�

�て��を��する��かど�か判�します� 

平� 30������の��として、平� 31��テ�ュア����として�����する

予�のシ�アレベルの�������の��を��して�ます� 

 

������ 

� 平� 30� 2� 6��ファカルティ�・リトリ�トが���ましたが、��と同�の�の

を、平� 31���実�予�です�リトリ�トでは、��や�の�の���を���、ソフ

トスキルの�導���した実��る���を��する予�です�また��レク���シリ�

ズでは、����、����を���てるよ�な��な���を��ます� 

平� 31��は、Center for Teaching and Learning���スキルの�上を��す����

セ�タ��の��プ�セスを��します���が����や�の��リソ�スを���享

�し��る��を��ます� 

 

�ポスドクキ�リア��� 

� ��のポスドク・キ�リア・ディベ�ップメ�ト���は����、今���ポスドクのキ

�リア�上�取り��で��ます���を�るポスドクの�口��、������た���

する���を��として、��カウ�セリ�グやオリエ�テ�シ���実�して�ます�さ

ら�「����ガ�ドラ���の����取り��でおり、����の�����てる予�

です���な��やミ�ティ�グの��を�じて、ポスドク�キ�リア��の����って

�ます� 

 

� ����を実�した��ユ�ット�

���や����との�同シ�ポジウムや��クシ�ップの��、��タ��の�け���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��
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�な���の�上を��します� 

 

� ��が��する���との�同��を��します���の�����つ�て、����を�

�します�また、各セクシ���よる����の�を�上さ�るため�、����、�内�

の���や����との��を�げます�

また、�た���さ�る����ディ��は、ネット��ク�化のための�������

取り�みます� 

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

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

�ップを��します�また、����の����クシ�ップを�����し、��の���

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

���の�上�ふさ�し�����モデルを導�し、������師��する����の低

�、�の��との���よる��分�や、���������の��を����化し、各�

�クシ�ップ�係る��を�らすよ��めます� 

� �内�のトップレベルの����や����を��とした���の�����コ�ス、リサ

����タ��シッププ�グラムの�なる��を�ります�リサ����タ��シップを�

�の����で�功する可��の�る��な��を��する��とし、����への��へ

のパ�プづくりを��ます� 

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

ユ�ット�お�て実��なトレ���グを��します� 

 

� ����クシ�ップ��コ�スの� 

� ����クシ�ップ��コ�スの���� 

� �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�スを��するため���な��を��ます�こ

���し、�事�・��は、事���の実��つ�てリ�ダ�シップを��し、�事�����
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����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�スを実�します�また、��の�事は����

の���・���が��さ�るよ���な��を��ます� 

 

����な��� 

� 平� 31�は��が��さ�て�� 8����たります���の�事�を 5�、9/10�、2

��、��の����を 5�、2����します�5�の�事��お�ては、平� 30��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�る

ため、5�と 10�の��では、2��の������ 1���の事���を�けます��事

���������事�と����の分��は事���の����な事��つ�て�し�

�、また�事������は���������と��を�つよ��します� 

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

シップを��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、�����を�じて、�の��や����との���なコミュ�ケ�シ

��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�、�������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�スがと�た 100の��した��

ユ�ット�����の����の���を��すと������への��が��さ�まし

た� 

�の�の�なる��の����を�てる�く、����の��を��しました�この��

は、平� 31� 5�の�事����て��さ�る予�です�また、11��は������な

���を��として��、����を実�する予�です� 

「OIST�おける��������の���より�化さ�た������キ�グ・グル�プ

のガ�ダ�ス��って、�たな��の����けて��ます�� 4���は、平� 31��

���予�です�����、� 5���の��を�め、��を��します���キュベ�

タ����つ�ては、平� 30�����さ�た��の����を�ま�今�の���を�

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

パス�の���つ�て��を��ます� 
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����、����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��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、プ�ボ�ストの 4�で� 1�の����を��ま

す�

� 内��との������を�じて��なコミュ�ケ�シ��を�るとと��、事���の実

�����つ�て����します�また、平� 32��事����������つ�て、�

�かつ������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��プ�グラムが��

かつ��で�ることを、�����実�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

トプラクティスの��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

るよ�なシステムを��します�

� ��カル��グ��バルで���て�る IT��の�し�取�みの����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��



17 

 

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�

�������、����、����、�事��/������、OIST�おける����の

��プ�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�����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・����

��のプ�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� 

� ����が��なラボの��上げをで�るよ�、スタ�トアップ���なリソ�スの��を

��します���ユ�ットの���お�ては、リソ�ス�分の���を��するため、��

����リソ�ス��する��を���������し、助�を�めます� 

� 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� 

� ���を��る��の���つ�て、コ�プラ�ア�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� 
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� ��・����して��な実�を��するため、������よる����お�て、��が

��する���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��のセクシ��・リ�ダ�はユ�ザ�グル�プミ�ティ�グを��、コ

アファシリティの��������の�上�つ�て��を��ます� 

 

 

�����おける��化を�るための取�を��して��ます� 

 

� ����、����や���の����や����、������の取�を��すること�

より、��事�を������します� 

� システム・���の�守�は、�守内�の��し��より、コストの��を�ります� 

� ��事�を���・������するため、�内サプラ�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、こ�まで�取りまとめた����や���の�内�の���

�デ�タを�ま�、���な�������つ�て�内への����を��ます� 

� ����の����けて、��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�� 

� �内サプラ�ストアの���の増� 

� ����や�の���な���よる��の���������� 
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����、��の��・��を��������します� 

 

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

ットへのヒアリ�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�ドハウスの��と、��のスペ�ス����化の取�を��します� 

 

 

�����かで�������の�る��た��の��のため、���������の�る��

��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��プ�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 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、��の���

�め��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�ダ�バラ�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
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る平�を��します�またベストプラクティスを��し、����を��します�OISTジ

ェ�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�トや、差���する��を��、OISTホットラ��や�の�のコミュ�ケ�シ

����から��で�る���つ�て���します� ����ディビジ��と��し、

OIST��内の�����への��を��ます�����、������しネット��キ�

グの��を��します������の����する��を�めるため、�内��と��し、

プ�ジェクトを��します�また、��の実�を��より��の�るプ�グラムを��しま

す� 

� ����������づ�て、����セクシ���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�タ�の������を��します�

��セ�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��プラ�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� 

��セ�タ�は、�������する����の�����つ�て、���令を�守しつ

つ、��化を�ります�また、OISTクリ�ックを��します� 

 

���・����� 

� ����、�����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�ピテ�シ���づ�た��プ�グラムやマネジメ�ト�けの��ルを��し、マネジメ

�トの�������や����を��します�  

� オ�ラ��������のメ�ュ�を��し、��さ�た���のコ�ピテ�シ��化のた

めの����を��し各��プ�グラムの��を��します 

� PRP��づ�、�������し、��のオリエ�テ�シ��を��します�����、�

���、��の����する���なオリエ�テ�シ�����、事���が����上�



21 

 

�なシステムの������ル�ル��する実�オリエ�テ�シ��を実�します� 

� ����平� 31���お�て�、��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

����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�ピテ�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�

るプ�セスを��します�また、�し�マネ�ジ���������プ�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�プラ�ア�スが��さ�る��を��します� 

 

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

て、コ�プラ�ア�スの��から��を��こととします� 

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

� �������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
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�����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�プラ�ア�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� 

� �����不�������の��など、��������の������の��な��を

������します�また、���の不�����のため、�た� OIST��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��� 

� ���の��や���の���の��デ�タの���つ�て、����������めま

す� 

� 平� 29� 11����した���平������を�じて、����や��トレ���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�����、����マ�ュアルの

������を�めるとと��、��さ�たダ�ビ�グ������よる������の�

�を�じて����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��を�ります� 

 



23 

 

 

� ��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� 

� ��ディビジ�����するデジタル・サ�ビス・セクシ��は、OISTの���け・内�

�けのウェブをより�の���の�する����化します�セクシ��は��� 3���と

す�く�めます� 

� ����して�������な��がさ�るよ�、����、�内�で�����や���

��の��を�����つよ��めます�内�の�����サ�エ�スコミュ�ケ�シ�

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

����と、����������JACST�や Japan Science Forum (JSF)の��を�じて

�係�と��します��して��の���やジ��ナリストの�で OISTの���・���

をたかめて��ます� 

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

�スセ�タ�を�じて、����プ�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��

�つながる可��の�る OISTファ�や OISTフォ���を増やすことや、���との���

化や��への���つながり�る���との�係���化��めます� 

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

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

ク���した、����の����を��ます� 

 

 

平� 30�����した��������を�ま�、����、��の�������けて、�

������、����の�������の増�を�り、����の�化�����取り�みま

す� 

 

�������  

� (a) ������セクシ��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�ト・ファシリテ�

タ��よる����が増すよ�、ファシリテ�タ�の��増��めます� 
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� (c) ����し、�内の�����との��が��の���助事��つ�て、����ディ

��のリ�ダ�シップの�、����取り�みます� 

� ������セクシ��は、�内・��のグラ�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��セ�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�平� 31��からは���内の���を��、�内での��を

�化する予�� 

 

� �����の����

� �����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��セ�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��を��さ�ることです�TDICでは���おける�

ノベ�シ��の��のため� POC(��実�)��、��と��、�同��、スタ�トアップや�

����の��、����との��など�お�て���な��を��ます� 

平� 31���お�て、TDICでは������の���取�みを��ます� 

 

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

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

を�� 
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c)   ���おける�ノベ�シ��・エコシステム����け�������スタ�トアップの

���� 

d)��  ���の��や����の��のため���との�同��を�� 

e)��  ��の�ノベ�シ��・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��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��パス�ア�

やサ�エ�ス・フェスティバル、����ベ�トを�して����との��つ�を�めて��ま

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

 

【取�� 

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

� ������や������かけ����のミッシ��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� 

� ������プラットフォ�ムを��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���グコ�スや、セミナ�、��クシ�ップの���よ

り、������や��������する����の��の�上��めます� 

� アジア�おける����と�ノベ�シ��の��としての OISTの���を�めるため、�

���を��します� 

 

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

を�� 

� ����、������分�、プ�ジェクト��、��コ�ス���ベ�ト、���のエキ

スパ�トへのアクセスなどを��し�けることで、���の POCプ�ジェクトをモ�タ�し

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

��します� 

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

�バ�を��、�化するため��の��な��やネット��キ�グ�ベ�ト����る�は

��し、POCプ�ジェクトの��ム���さ�ます� 
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c) ���おける�ノベ�シ��・エコシステム����け�������スタ�トアップの�

��� 

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

プ・アクセラレ�タ�・プ�グラムを�じて���やスタ�トアップ��の��を��ま

す�スタ�トアップをサポ�トする��、��事��、������と��します� 

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

������クシ�ップを実�します����内の�����を�むため�、���の��

や������クシ�ップへの��を�します����で�コ�スが��で�るよ���師

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� 

� OISTを��としたコラボレ�シ��と�ノベ�シ��・エコシステムの��を��するた

め、スタ�トアップの����パッド、また OISTの���や��パ�トナ�のためのコラ

ボレ�シ��スペ�スとなる��キュベ�タ���を��しマ�ケティ�グを��ます��

�キュベ�タ�は、���やスタ�トアップ��、OISTと�同��を����、POCプ�ジ

ェクト、メ�タ��を��します� 

 

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� 

� ���の������ドマップ��った���から助�を�けた�し�プ�ジェクトを��

します�また、����と����を��するための��やシ�ポジウムの��を�じて、

�����から助�を�けて�るプ�ジェクトを��します� 

� �内�の���や��クシ�ップ、�����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、��プ�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�グの

内���を�化し、事�����を�化します� 

� ������、��������、�同�������、ラ�セ�ス、コ�サルティ�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��・エコシステム�R&Dクラスタ����を��し��、�内、��の

���な����との���化 

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

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

��プ�グラムが、OISTを��とする���ノベ�シ��・エコシステム���どのよ�
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���するかと����から���な����を��します������の������を

��、��のスタ�トアップ��を��さ�る��アドバ�スを取り��ます� 

� ���おける�ノベ�シ��・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��、ア�トレプレナ�シップ、R&Dクラスタ���などをテ�マ�した��セ

ミナ�、��クシ�ップ、シ�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��の�功��と��を��し、��らの����への��を

�� 

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

��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�� 

� ���内の���、��と�同し����のための������セミナ�、���を��し

ます� 

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

� ��キ��パスで 10��となるサ�エ�ス�フェスタ�オ�プ�・キ��パス�を実�す

るとと��、��の�・���や����の�ベ�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��パス��を����

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

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

�����します� 

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

�ス・ハ�スク�ルの��への��を����実�・�化します� 

� キ��パス����������ての��の��・����して、��の��や��の��

な����よる���を��します� 

� ���と��して、� 10����・OISTこど�����を��します� 

� ��の�����を��して�ら�ため�、��の��や�の��を��し、コ�サ�ト、

�����化�な�ベ�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�����をします� 

また、����コミュ�ティ����と��小�������よる���な����の実�

を�め、��して��小��と�同し、��������の��を���した���な��

��を��します� 
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��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�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�ト

「SCORE�を����実�します� 

� OISTファ�クラブの��を���し、��を��スタ�トし、��への OIST����、�

ベ�ト���する��を��します� 

� ���������の�の�内����タ���を���、��ディビジ��内の��を�

�さ�るとと�������との�����します� 

� ����での����を�������の��を�て��実�します� 

� ���������コ�ベ�シ��ビュ���との�����、�������の MICE�

�ア�バサダ�の���よる��などを������して、��な����の����を�

�します�こ��より��の���や��が���と��する��を増�さ�、��の��

��位�上や���の�������するとと��、MICE���よる��への���な�

�����������の��������します� 

 

� ��の����ラ�セ�シ�グを���だ��との��なコ�タクト� 

� ���との��事��(����、�同����、�������) 

� �������の���、������取���� 

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

��したシ�ポジウム、��、��クシ�ップの� 

� �ノベ�シ��、����、R&Dクラスタ�����トピック�おける�ベ�ト、コ�ス、

シ�ポジウム、��、��クシ�ップ、セミナ�の���の� 

� POC実�化フェ�ズ 1、2、ITRを�めた POCのプ�ジェクト�� 

� スタ�トアップ・アクセラレ�タ�・プ�グラム、��キュベ�タ���、����けプ�

グラム�よって��さ�た��プ�ジェクト�� 

� ��や���の��オ�プ�・キ��パスへの����を�む� 

� キ��パスを��た�内��・��� 

� �内��・��を��とした��や�ベ�トの� 

� ����の�������、事������ 

� ��で��さ�た����の��������クシ�ップの�、���の���� 
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����、��は、���り、キ��パスの��を�めます� 

 

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

������ます� 

� � 5���の��を�了し、��の������の��を��ます� 

� � 5��������な��フラ��の��を��し、��フラ�事の��を��ます� 

� ����、��の R&Dゾ����オ�キ��パスハウジ�グの���つ�て、��フラ��

���事のコスト分���実��を��します� 

� ������の��、��の��キュベ�タ���のプ�グラミ�グ����フラ�事の�

�を��ます� 

��の��キュベ�タ���のプ�グラミ�グは、今����した 500�の��キュベ�

タ���の������づ�て��ます� 

� ��のキ��パスビルディ�グ����の������を��ます� 

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

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

します� 

 

������と�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、レクリエ�シ��や

スポ����、��なハウジ�グの��・��を�ります� 

- ��た��の��と�のリテ�シ��のため、OISTは�らの����する������め

ら�る����の���つ�て���を����が�ります� 

- ��は、�内�のレクリエ�シ����スポ�����つ�ての��を実�します� 

- ��は、増�が��ま�る���、�����の��のため、キ��パス内�での�たなハ

ウジ�グの���つ�て��と��を�めます� 

 

���コミュ�ティの���  

� -リソ�スセ�タ�でのデ�タ��プ�セスの��を��し、OIST�係�への��サ�ビス

の�上を�ります� 
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-�係��けの����を��のため、リソ�スセ�タ��よるプ�グラムを増やして��

ます� 

-OIST����への������として、メディカルセ�タ�とが�じ��セ�タ�の��

と�����同をします� 

-���で��た��の��を��とし、���な���ルド・ディベ�ップメ�ト・セ�

タ��CDC�の�事モデルを������し、実�します� 

-��プ�セスの��化と����のため、CDCの予�と����の��しを�けて��ま

す� 

-OIST����の��������の��へ、��の����プ�グラムを��、��、�

�します� 

-リソ�スセ�タ�と�事セクシ���の��を�化し、��、����、����、��

サ�ビス、�して�����おける����し、��な��の��を�じて OIST����

と��を���つ��������るよ����します� 

� OIST内のクラブと��の����を��し、�内��や���反を��します�レクリエ

�シ��サ�ビスのディレクタ�が OISTコミュ�ティ�よる��を��・��します� 

� リソ�スセ�タ�では、���������、��ゲストの�口として、���の����

�の��を��とと��、���の��をデ�タベ�ス���・��します� 

� ��の PPP事����� PFI事��よる������のための��、��フラ��を��し

ます�また、���������のオフキ��パス������して���との��を��

����ます� 

 

���の��・����� 

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

������と��・��し、���よる��を�ける��の����めます� 

� CDC��や���クラスを��し、�����の��、��なバ�リ�ガルの�����・

����、��������������/�����プ�グラム/��を CDCを�じて�

�・��して��ます�CDC�����は、������������を�くとと��、

CDC�������を����こと�より、�の予��つ�て�������を�って��

ます�こ�らプ�グラム���する��の�は�実�増�して�ます�����プ�グラム

の CDC��への���つ�て��な��を�了します� 

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

��を��して��ます�OIST���・��の��のため、�����������する

���な����の�り��つ�て��します����おける����の��と���おけ

る��タ�ナシ�ナルスク�ル�つ�ての��と������つ�て��します� 

� 平� 31���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����は�

�の�功の��です�����2.4��� 
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������ 

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

����を��します� 

� ���� OISTコミュ�ティ���、���、���を��としたスポ��、レクリエ�シ

��、�����つ�て、��の��を�って��ます�レクリエ�シ��サ�ビスのディ

レクタ�が OISTコミュ�ティ�よる��を��・��します� 

 

������、事�����の実����を�めるため実���を��ます������つ�て

�内�の��しと実���の�化�取り�みます� 

 

� ������、事�����の実���を�めます� 

� ����の内�を��し、実���の�化�取り�みます� 

� ���と���しながら、�����キ��パス�りを�め、��の��はキ��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����事�お�ては、��プラ�ト��を��するなど、������

を�分���ます� 

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

 

 

 



研究ユニット一��平成31年2月1日現在� 別紙1-1



別紙 1-2 

沖縄科学技�大学�大学における研究分�の概� 

 

 

本学では、生命科学、物理科学、数学など、�数の科学分�が�なり合う学

�的な分�において、先端的な研究教育活動を�っています。これまでに下

�の7分�に大別される65の研究ユニット�平成31年2月現在�が発�してい

ます。 

 

� 物理学 

� 化学 

� 数学・�算科学 

� 神経科学 

� 分子・細胞・発生生物科学 

� 環境・生態学 

� 海洋科学 

 



�単位�千円�

��������目 予�� ��������目 予��

学園�助� 17,507,331 人件� 6,916,262

施�整備��助� 2,114,757 学務�� 1,414,624

その他の収入 1,723,482 教�研��� 4,561,970

共��� 5,357,741

�理�� 980,216

施�整備� 2,114,757

21,345,570 21,345,570

����の�������、�����������からの��（��������て�な���、������り�る�

   　

収�入 支�出
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