平成２６年１１月１１日 通研教授会議事録
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日 時：平成２６年１１月１１日（火）１４時０５分から１７時００分
場 所：電気通信研究所大会議室
議事に先立ち、新任教員及び新任技術職員の紹介があった。
平成 26 年 10 月 14 日（火）開催の定例教授会議事録及びホームページ公開用議事録について、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
議長から、10 月 21 日開催の部局長連絡会議について、配付資料に基づき以下のとおり報告があった。
①国立大学協会政策会議・理事会
②学校教育法及び国立大学法人法の一部改正について
③第３期中期目標・中期計画の策定
④スーパーグローバル大学創成支援プログラム（プロジェクト・チームの変更申請）
⑤東北大学学士課程におけるＧＰＡ制度に関する申し合わせ
⑥特任教員の全学教育科目の授業担当に関する申し合わせ
⑦学務審議会博士論文の不正防止に関する全学的チェック体制検討ＷＧ報告
⑧公正な研究活動推進委員会の設置
⑨１２月期勤勉手当及び１月１日昇給の勤務成績優秀者の推薦
⑩平成２６年人事院勧告等に伴う本学役職員の給与の取扱方針（案）
⑪早期退職募集制度の運用
⑫事務機能の英語対応力強化ＷＧ報告書
⑬平成２５年度財務諸表の承認
⑭平成２８年度概算要求及び平成２７年度総長裁量経費に係る学内審議スケジュールの変更
⑮地下鉄東西線開業に向けた学内整備等
⑯本学職員宿舎使用料の改正
⑰電子ジャーナル契約の見直し
⑱学生用電子メールのリニューアル
⑲その他
１）総長特別補佐（研究倫理担当）
２）国連防災世界会議の準備状況
３）東北大学研究シーズ集（2014～2015）
４）その他
（２）研究所長会議
議長から、10 月 21 日に開催された研究所長会議において、第５期研究所連携プロジェクトは学際科学
フロンティア研究所長、多元物質科学研究所長、流体科学研究所長により若手研究者の異分野融合研究等
の仕組みについて案を作成することとなったことについて、報告があった。
２．運営会議等報告
（１）将来計画委員会
部門・グループについて資料に基づき説明があった。なお、人間性豊かなコミュニケーションの実現
を表すためにふさわしい各研究部門等のキャッチフレーズ及び新研究室について、意見募集をすること
とした。
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（２）研究企画委員会
研究業績評価 WG の分析結果について議論を行っており、12 月の教授会での報告を目標としているこ
と、概算要求のトピックス、共プロのイベントについて継続して議論している旨説明があった。
（３）人事委員会
若手教員の積極的な任用、外国人研究員、改正労働契約法の施行に伴う教員任期、定年後の研究継続
について検討中である旨報告があった。
（４）安全衛生委員会及び安全衛生管理室
以下の通り報告があった。
・学生相談室の活動報告について、資料に基づき説明があり、今後も半年もしくは１年毎に報告をする
予定であること及び当該資料の取り扱いに注意願いたい旨報告があった。
・適正なゴミの搬出について、資料に基づき説明があり、搬出ルールを厳守し適正に処理するよう報告
があった。
・10/17 に実施した防災訓練について、参加者数は 323 名（教職員：185 名、学生 138 名）であり、反省
すべき点をまとめて安全衛生委員会で議論することとしている。本部からの安否確認システムなどの
報告も含めて次年度以降への対応など来月以降に報告したいと考えており、お気づきの点があればお
知らせ願いたいことの報告があった。
・自転車の盗難について、ナノスピン実験棟隣の駐輪場で盗難があったことから注意喚起があった。
（５）建物環境委員会
ＮＩＣＴに貸与していたブレインウエア実験室のスペースについて、予定通り９月末日をもって現状
復帰のうえ返還された旨報告があった。
（６）新棟建設検討委員会
新棟の工事が順調に進んでおり予定通り今月末に引渡予定であるとの報告があった。11/28 仙台フォ
ーラムの前の見学会に向けて、建物のコンセプト及び特徴をまとめたパンフレットを作成する予定とし
ており、配付資料をもとに取りまとめて事前にお知らせしたいとの報告があった。また、建物新営設備
等の契約状況について報告があった。
（７）学部教務委員会
10 月 28 日に開催された学部教務委員会について、資料に基づき報告があった。
（８）国際化推進室会議
留学生施策充実経費事業に採択されたとの報告があった。留学生施策充実経費の事業内容として英語
版ＨＰ及び英文ニュースレターの充実を図る旨の説明があった。
（７）産学官連携推進室
平成 26 年度上半期の活動報告について、資料に基づき報告があった。
（８）博士学位論文提出のための指針（案）について
博士学位論文提出のための指針(案)について説明があり、明日(11/12)15 時まで意見を寄せてもらう
こととした。
（９）共同プロジェクト研究発表会について
共同プロジェクト研究発表会を来年 2 月 23 日(月)さくらホールにて開催する旨報告があった。
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３．電気通信研究機構について
以下の通り報告があった。
・10 月 30 日(木)に第 2 回の共同研究推進会議を開催したこと。
・11 月 17 日(月)に電気通信研究機構諮問委員会が開催されること。
・12 月 11 日(木)東北大学と NICT との連絡会議が開催されること。
・来年 3 月 14 日～18 日に国連防災世界会議があり、災害復興新生研究機構の８プロジェクトの１つと
して電気通信研究機構がパネル展示、シンポジウム等に参加し、3 月 16 日には東北大学主催のスタデ
ィーツアーに協力することとなっていること。
４．その他
（１）部局評価ヒアリングについて
議長から、10 月 23 日(木)に部局評価ヒアリングが実施され、科研費の採択率と若手研究者の育成、
国際共著論文、広報の観点から「ＲＩＥＣ」の略称についてなど質疑応答があり、加えて総長より研究
倫理に関する e-learning についてはとてもいい取り組みであるとのコメントを頂いた報告があった。
（２）研究倫理に関する e-learning の受講について
現在の受講状況（11/10 現在 15 名(教員 10 名、事務 5 名)）についての報告及び 11 月中に全員受講す
るよう要請があった。
（３）機動的研究グループ体制について
機動的研究グループ体制について、
資料に基づき説明があった。
ご意見等があればお寄せ頂くと共に、
次回は機動的研究グループに関する内規を協議事項として諮りたいとの説明があった。
（４）80 周年記念式典・本館開所式(仮)について
電気通信研究所 80 周年記念事業として記念式典・本館開所式を来年 6 月 23 日(火)に開催する方向で
検討中であることを資料に基づき説明があった。
（５）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、資料に基づき報告があった。
（６）プレスリリースについて
プレスリリースについて、資料に基づき報告があった。
（７）受託研究の受入について
議長から、受託研究の受入について、資料に基づき説明があった。
（８）外部評価及び運営協議会への対応について
外部評価及び運営協議会への対応状況について、資料に基づき説明があった。

Ⅱ．協議事項
１．教員の兼務について
議長から、兼務について説明があり、審議の結果承認した。
２．平成２６・２７年度外国人研究員(客員部門)候補者の追加募集について
平成２６年度について、後日総務係よりメールにて案内するが２名の追加募集を行うことし、１回目
の〆切を 11/25、２名に達しない場合は２回目として 12/19 まで募集を行うこと、平成２７年度につい
ても予定人員に達しなかったため 12/19 を〆切として追加募集を行うことについて、審議の結果承認し
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た。
３．大学間学術交流協定について
学術交流協定の更新について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。
４．平成２６年度総長裁量経費(第２回)について
議長から、新棟及びＩＴ２１センターの建物新営設備、移転費の要求について、資料に基づき説明が
あり、審議の結果承認した。
５．第３０回運営協議会について
議長から、12 月 12 日に開催予定の第３０回運営協議会について、議事次第、委員について資料に基
づき説明があり、審議の結果承認した。続いて、研究活動の紹介資料の作成について、協力要請があっ
た。
６．議事録の訂正について
議長から、
平成 26 年 9 月 9 日及び平成 26 年 4 月 8 日開催の通研教授会の議事録の一部訂正について、
資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。
７．その他
（１）広報室について
広報室の設置について、プレスリリースの英語化など研究所の情報発信を効率的に行えるような体制
を充実するため設置したいとの説明があり、審議の結果承認した。
（２）平成 27 年度大学入試センター試験監督者割り当てについて
議長から、平成 27 年度大学入試センター試験監督者割り当てについて、資料に基づき説明があり、審
議の結果承認した。
Ⅲ その他
１．その他
（１）瑞宝小綬章受賞
議長から、受賞について報告があった。
（２）RIEC Award について
RIEC Award について、受賞者が決定した旨資料に基づき説明があり、併せて来年度の推薦の協力依
頼があった。
（３）仙台フォーラム 2014 について
仙台フォーラム 2014 が 11 月 28 日に開催される旨案内があり、参加要請があった。
（４）NICT 耐災害 ICT 研究センターのテストベッド施設のご利用について
耐災害 ICT 研究センターのテストベッド施設のご利用について、資料に基づき説明があった。
（５）ＩＴ２１センター改修工事について
ＩＴ２１センターの改修工事が 10 月末に完了した旨説明があった。
（６）学務委員会からの報告について
11 月 5 日、6 日に行われた学部 3 年生の研究室見学に 2 日間で 157 名が通研を訪問したことについ
ての報告と協力への御礼があり、併せて訪問票の提出について依頼があった。
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（７）饋還会忘年会について
饋還会忘年会について 12 月 9 日に開催予定であるとの報告があった。
（８）次回の開催について
平成 26 年 12 月 9 日（火）14：00 から開催することとした。
以
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