
平成２９年４月１１日 通研教授会議事録 

教 授 会 議 事 録  
 
 
日 時：平成２９年４月１１日（火）１４時００分から１５時５０分 
場 所：電気通信研究所大会議室 
  
議事に先立ち、人事異動者から挨拶があった後、議長から、人事異動について報告があっ

た。 
 

前回議事録の確認 
平成２９年３月１４日（火）開催の定例教授会議事録について承認した。 

 
Ⅰ．報告事項 
 １．学内外諸会議等報告 
 （１）部局長連絡会議・教育研究評議会【合同会議】 

３月２１日（火）開催の部局長連絡会議について、配付資料により下記事項について

報告があった。 
①教育研究評議会が推薦する総長候補者の選考における総長候補適任者の選出 
②指定国立大学法人制度   
③平成２９年度年度計画（案）  
④寄附講座及び寄附研究部門の設置  
⑤共同研究講座の設置  
⑥「社会にインパクトある研究」全体の理念  
⑦組織変更申請  
⑧規程の制定  
⑨第２期中期目標期間に係る教育研究評価の評価報告書（案）の意見申立て 
⑩第３期（平成３０年度～平成３４年度）情報基盤整備計画  
⑪平成２９年度予算  
⑫会計実地検査に係る講評  
⑬時間外労働縮減に向けた取り組み  
⑭国際共同大学院プログラム構想申請書（機械科学技術）  
⑮卓越大学院（仮称）対応検討タスク・フォースの設置  
⑯平成２９年度一般入試実施状況（報告）  
⑰平成２９年度新入生特別セミナー  
⑱学生の懲戒  
⑲世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）に係る本学の対応  
⑳東北大学における軍事関係機関からの研究公募等に関する対応プロジェクト 
㉑東北大学宇宙航空研究連携推進委員会の設置  
㉒第１４回日本学術振興会賞受賞候補者の推薦  
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㉓ＣＳＩＲＴ設置に伴う規程改正等  
㉔キャンパスの自動車入構ルールの制定  
㉕東北大学における歴史的建造物の登録有形文化財への登録  
㉖東北大学グローバルイニシアティブ構想諮問会議（国際アドバイザリーボード）実

施報告書  
㉗公共交通の利用促進  
㉘青葉山駅周辺の交通環境の改善  
㉙知のフォーラム２０１９国際公募  
㉚Falling Walls Lab Sendai 2017  

（２）総合技術部運営委員会  
   配付資料により以下のとおり報告があった。 
  ①全学施設等の組織再編について、総合技術部及び同運営委員会については従来ど

おりであること。 
  ②統括技術専門員等の選考について、本研究所で２名の昇任があったこと。 
  ③再雇用職員の配置について、本研究所で３名の配置があったこと。 
  ④「技術相談窓口」を活用いただきたいこと。 
（３）研究大学強化促進事業実施委員会 

配付資料により以下のとおり報告があった。 
   ①エルゼビア社の論文分析ツール SciVal の利用公開に関するガイドラインを作成中

であること。 
   ②２０１７年秋に発表される QS 世界大学ランキングのレピュテーション・サーベイ

メールについて対応願いたいこと。 
（４）学生生活支援審議会 

配付資料により以下のとおり報告があった。 
   ①新歓行事等における飲酒事故及び迷惑行為の防止についての周知徹底、及び事故

等の際の対応について留意されたいこと。 
   ②キャリア支援センターから、首都圏で就職活動を行う学生へのサービスとして、新

宿ラウンジで個別相談を行うこと、及び新宿ラウンジの利用を該当する学生へ周

知願いたいこと。 
（５）学務審議会 
   配付資料により以下のとおり報告があった。 

①授業収録配信システム運用基本方針について、本研究所を含めた複数部局からの

意見により、基本的に非公開とし教員が許可したもののみ公開できるとする基本

方針に変更されたこと。 
②平成２９年度学生定期健康診断実施に伴い、学部２年生に対し休講措置が取られ 
ること。 

③学習支援センターSLA サポートについて紹介があったこと。 

（６）国際交流委員会 
   配付資料により、以下のとおり報告があった。 
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①大学間学術交流協定及び部局間学術交流協定の締結及び更新について報告があっ 
たこと。  

②留学生数の推移について報告があったこと。 
 
２．運営会議等報告 
（１）将来計画委員会 

ＩＴ２１センターの見直しに伴う「新ＩＴ２１研究開発センター（仮称）」構想につ

いて、内規の改正等を引き続き検討しているとの報告があった。 
（２）研究企画委員会 

以下のとおり報告があった。 
  ①組織連携型共同研究プロジェクト研究の国際版としての区分について引き続き検討

していること。 
  ②東北経済産業局との連携及び外部資金に関する調査について引き続き検討している

こと。 
 （３）安全衛生委員会及び安全衛生管理室 

以下のとおり報告があった。 
①平成２８年度安全衛生管理室予算執行状況について了承したこと。  

②長時間労働について、前月までの３ヶ月間において連続で超過勤務が４５時間を超

えた者、及び前月に８０時間を超えた者は共に無かったが、前月１ヶ月で４５時間を

超えた者が２名いたとの報告があったこと。 
 ③通研 BCP に則り、３月２３日（木）に班長クラスでの防災訓練を行ったこと。 
（４）新棟建設検討委員会 

以下のとおり報告があった。 
①２号館改築にかかる方針として、現在１号館及びブレインウェア研究開発施設に居

住の４研究室、研究基盤技術センター、図書室、大講義室等青葉山移転計画時に予定

されていたが本館に移転していない研究室、をそれぞれ入居させる計画であること

を再確認したこと。 

②委員会構成員の変更を行い、かつその人選を進めていきたいこと。また、ＷＧを設置

し今後実際の建物計画等を進めていきたいこと。 

 （５）IT－２１センター運営委員会 
内規の改正等を引き続き検討しているとの報告があった。  

（６）学部教務委員会 
   下記事項について配付資料により報告があった。 

①出張講義・大学見学等について 

②平成２９年度専門教育科目時間割について 

  ③学生実験担当助教割当数について 

  ④平成２９年度学科特別講義「電気情報物理工学特別講義」について 
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 （７）（通研）学務委員会  

   ４月９日（日）に新入生オリエンテーションの一環として行われた、通研見学会につ

いて報告があった。 

（８）産学官連携推進室 
   平成２８年度活動報告及び平成２９年度活動計画について、配付資料により下記事

項の報告があった。  
  ①学内外の関係機関との連絡調整 
  ②プロジェクト研究等の企画・立案 
  ③競争的資金の獲得の支援 
  ④プロジェクト運営支援 
  ⑤ＩＲ活動 
 （９）広報室 
   本館１階エントランスに設置している通研紹介のインタラクティブ・デジタルサイ

ネージについて、新しく撮影した映像や人事情報などを更新してあるので、一度確認願

いたい旨発言があった。 
 
３．平成２８年度共通施設等決算報告について 

以下の施設責任者等から、平成２８年度決算報告について、配付資料により報告があ

った。 
 （１）ナノ・スピン実験施設     
 （２）ＩＴ２１センター        
 （３）やわらかい情報システムセンター 
 （４）研究基盤技術センター      
 （５）図書室          

 
４．第２期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（現況分析結果（案））への

意見申立て等について 
  第２期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書（現況分析 
結果（案））に対する意見申立てについて、前回の報告から本部とのやり取りを踏まえ、

多少表現を変えている旨発言があり、その内容について配付資料により報告があった。 
 なお、ここまでの活動をもって法人評価 WG を解散としたいとの申し出があり、こ

れを了承した。 
 
５．平成２９年度通研共同プロジェクト研究の採択について 

平成２９年度通研共同プロジェクト研究の採択について、配付資料により説明があ

り、申請のあった１１７件すべてが採択されたとの報告があった。なお、昨年度と同様

に本年度も追加募集を行うが、その募集時期について現在検討中であるとの報告があ

った。 
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６．平成２９年度共同利用・共同研究拠点実施計画について 
  平成２９年度共同利用・共同研究拠点実施計画について配付資料により報告があっ

た。 
 
７．ヨッタインフォマティクス研究センターについて 
  以下のとおり報告があった。  

（１）世界トップレベル研究拠点プログラム (ＷＰＩ)への応募について、今年度本学か

ら本センターを拠点とする申請はなくなったこと。 

（２）概算要求に向けて準備を始めていること。 

（３）「社会にインパクトある研究」に採択され、説明資料を準備中であること。 

 

８．電気通信研究機構について 
以下のとおり報告があった。 

  ①平成２８年度事業収支、及び平成２９年度事業計画について承認されたこと。 
②運営委員会委員について、現委員を再任したこと。 

③機構の名称について、これまで通り「電気通信研究機構」を使用できることとなった

こと。 

 

 ９．スピントロニクス学術連携研究教育センターについて 

   配付資料により、以下のとおり報告があった。 

①平成２９年３月２７日にシンガポール・スピントロニクス・コンソーシアム(SG-

SPIN)と部局間学術交流協定を締結したこと。  

②平成２９年４月より新たにセンター専任教員２名（准教授１名、助教１名）を採用し

たこと、及びこれにより専任教員は合計４名（准教授２名、助教２名）に増員された

こと。 

 

１０．その他 
 （１）公正な研究活動推進室及び研究倫理教育の実施について 
   公正な研究活動推進室の構成員等について配付資料により改めて説明があり、活動

内容の一環として制定した関連内規、様式等が本研究所事務部ホームページに掲載し

てあることの案内があった。 
次いで、研究倫理教育の実施について、従来までの e-Learning に加え、学生に対し

て研究指導を行う教職員はセミナーの受講が義務付けられているため、該当するセミ

ナーを今後企画するとの発言があり、必ず受講してほしい旨付言があった。。 
（２）職員及び学生の受賞について 

議長から、職員及び学生の受賞について、配付資料により説明があった。 
（３）プレスリリースについて 

プレスリリースについて、配付資料により説明があった。 
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（４）受託研究の受入について 
議長から、受託研究員の受入について、配付資料により説明があった。 

 （５）民間等との共同研究について 
議長から、民間等との共同研究の受入について、配付資料により説明があった。 

 （６）受託研究員の受入取り消しについて 
議長から、受託研究員の受入取り消しについて、配付資料により説明があった。 

 （７）研究所等研究生の退学について  
   議長から、研究所等研究生の退学について、配付資料により説明があった。 
 （８）奨学寄附金及び受託研究の受入について 
    （平成２８年度第４四半期及び平成２８年度年間分報告） 
   事務長から、平成２８年度第４四半期及び平成２８年度年間分の奨学寄附金及び受

託研究の受入について、配付資料により説明があった。 
（９）平成２８年度電気通信研究所研究教育助成金経理報告 

   事務長から、平成２８年度電気通信研究所研究教育助成金について、配付資料により

経理報告があった。 
（１０）研究費不正防止コンプライアンス教育受講等状況について 
   研究費不正防止コンプライアンス教育の受講状況について、本研究所の教職員、学振

特別研究員全ての該当者の受講が完了したことの報告があった。  
（１１）モバイル PC セキュリティ確認について  
   FIR において行われたモバイル PC セキュリティ確認の実施状況について、PC３０

台、スマートフォン・タブレット１７台（１１研究室）であるとの報告があり、未確認

の方については、速やかにセキュリティ確認を実施されたいとの付言があった。 
（１２）過半数代表者の報告 

事務長から、過半数代表者が選出されたとの報告があった。 
 
Ⅱ．協議事項 
１．教員の兼務について  

議長から、教員の兼務について配付資料により説明があり、審議の結果、これを承認

した。 
 

２．研究分野名について 
研究分野名等について配付資料により説明があり、審議の結果、これを承認した。  

 
 ３．非常勤研究員の任用について 

議長から、非常勤研究員の任用について配付資料により説明があり、審議の結果、こ

れを承認した。 
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４．総長選挙について 
議長から、総長選挙にかかる意向投票資格者名簿について配付資料により説明があ

り、審議の結果、これを承認した。なお、資料は回収された。 
 
５．内規の制定について 

議長から、東北大学電気通信研究所の研究部門における研究分野に関する内規の改

正について提案があり、配付資料により説明があった後、審議の結果、これを承認した。  
 
 ６．平成２９年度委員会等委員について 
   平成２９年度委員会等委員について配付資料により説明があり、審議の結果、これを

承認した。 
  
７．その他 
（１）兼務教員について 

   兼務教員について配付資料により説明があり、審議の結果、これを承認した。 
 
Ⅲ．その他 

１．その他  
（１）平成２９年度通研国際シンポジウム開催予定に関する調査結果について  

平成２９年度通研国際シンポジウム開催予定に関する調査結果について、配付

資料により説明があった。 

 （２）東京フォーラム２０１７について 

    本年１０月３１日（火）一橋大学 一橋講堂（学術総合センター内）において開

催される東京フォーラム２０１７について、「イノベーションを生む新しい産学連

携」を今年のテーマとし、パネルディスカッションを行いたいとの報告があった。 

 （３）RIEC Award について 

       RIEC Awardの募集開始について配付資料により説明があり、併せて応募に係る推

薦依頼があった。 

  （４）通研要覧について 

     すでに総務係から執筆依頼があった通研要覧について、原稿提出〆切が４月１

３日（木）となっているとの連絡があった。 

  （５）研究活動報告について 

研究活動報告の執筆依頼を今週中に行う予定であるが、提出〆切を５月９日（火）

とする予定であるとの連絡があった。 

  （６）オープンキャンパスについて 

     ７月２５日（火）、２６日（水）に開催されるオープンキャンパスについて、展

示に協力いただける研究室を各部門から３研究室選出していただき、４月２１日

（金）までに連絡願いたいとの発言があった。 
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（７）通研公開について 
１０月７日（土）、８日（日）に開催される通研公開（今年度は片平まつりと同

時開催）について、各部門から公開実験と工作教室を１つ以上選出いただき、４月

２１日（金）までに連絡願いたいとの発言があった。 

（８）次回の開催について 
平成２９年５月９日（火）１４時から開催することとした。 

  
以  上 


