
平成２８年９月１３日 通研教授会議事録 

教 授 会 議 事 録 

 

 

日 時：平成２８年９月１３日（火）１４時００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、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２８年７月１２日（火）開催の定例教授会、及び８月８日（月）照会の臨時教授会（メ

ール審議）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、７月１９日（火）開催の部局長連絡会議について、資料により以下のとお

り報告があった。 

① 運営体制 

② 平成２８年度部局評価結果（第１次） 

③ 教育研究組織にかかる変更等手続の見直し 

④ 平成２８年度中央枠予算 

⑤ 平成２９年度概算要求 

⑥ 研究開発力強化法に基づく労働契約法の特例対象者に係る取扱いの見直し 

⑦ 設備の共同利用 

⑧ 会計監査人の選任 

⑨ 平成２８年９月学位記授与式 

⑩ 平成２８年度オープンキャンパス 

⑪ 平成２８年度修士・博士研究教育院生の選考 

⑫ 博士課程への進学意識と経済的支援に関するアンケート調査 

⑬ 平成２９年度学術システム研究センター新規研究員候補者の推薦 

⑭ 平成２９年度科学研究費助成事業（科研費）への応募 

⑮ 本学における平成２８年度以降の電力需給契約等 

⑯ フードバンク活動への協力 

⑰ 平成２７年度東北大学基金活動報告及び「東北大学基金感謝のつどい」の開催 

⑱ 継承枠年俸制度適用状況 



平成２８年９月１３日 通研教授会議事録 

⑲ 社会にインパクトのある研究のホームページ開設 

⑳ 「平成２８年熊本地震」に関する本学の支援等の取り組み状況 

 （２）環境安全委員会 

   教職員に対するストレスチェック制度を構築中であり、運用が開始され次第通知さ

れるとの報告があった。 

 （３）学務審議会 

   下記事項について配付資料により報告があった。 

①学習支援センターの活動・利用状況について。 

   ②講演会 「授業づくり：準備と運営」 

日 時：９月１４日（水） １３：００～１５：００   

場 所：川内キャンパス 教育・学生総合支援センター東棟 ４階 大会議室 

 （４）研究教育基盤技術センター運営専門委員会 

   テクニカルサポートセンターへの共用設備の登録手続き等について、配付資料によ

り報告があった。 

  

２．運営会議等報告 

（１）研究企画委員会 

各種研究費の獲得についてのアナウンスを引き続き行っていくとの報告があった。 

 （２）安全衛生委員会及び安全衛生管理室 

下記事項について報告があった。 

①第１回有機溶剤・特定化学物質取扱学生健康診断の受診状況について 

②学生のメンタルケアに関する講習会について 

③化学物質リスクアセスメント説明会の実施状況について 

（３）建物環境委員会 

下記事項について配付資料により報告があった。 

① 平成２８年度共通研究スペースについて M236 を長研究室が使用すること 

②電気通信研究所南通用門の開門について 

③NICT に貸与している諸設備の継続貸与について 

④１号館 S 棟の共通研究スペースの利用率が上がっていないことから、学内各部局

に公募案内することとしたこと 

 （４）予算委員会 

  議長から、電力契約が競争入札から随意契約となり、電気料金負担ルールの見直しに

伴い、電気代が削減となることの報告があった。 

（５）ＩＴ２１センター長報告 

   ＩＴ２１センターの今後の活動について、産学官連携というミッションを引き続き

つつ、新しいビジョンのもとに新たな運用を模索し、関連委員会と連携し新たな方向
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を検討していきたいとの発言があった。 

（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工学部教務委員会関係 

   ②教育広報企画室関係 

  ③最終講義の実施日程 

④国際工学科 WG 報告 

  ⑤実践的情報人材育成プログラムによる学科特別講義の開講について 

 ⑥次年度の新入生オリエンテーションについて 

  ⑦ジャンル２のレベル判定試験について 

 ⑧国際工学科電気・情報コースについて 

（７）広報室 

広報に関する情報の流れ（主に Web 上の構成）について配付資料により、説明・報

告があった。 

 

 ３．部局評価結果について 

   議長から、部局評価結果（第１次）について配付資料により報告があった。 

 

 ４．平成２９年度概算要求について（速報） 

   議長から、次の報告があった。 

①人間的判断の実現に向けた新概念脳型 LSI創出事業 

                        文科省から財務省へ予算要求 

                      （前年度予算額と同額） 

  ②情報通信共同研究拠点事業         文科省から財務省へ予算要求 

                      （前年度予算額と同額） 

③２号館改修について            文科省から財務省へ予算要求 

（新規） 

 

この他、関連事項として、スピントロニクス学術連携研究教育センターも文科省から

財務省へ予算要求され、ヨッタスケールインフォマティクス研究センターについては

財務省へ予算要求されていないことの報告があった。 

 

５．ヨッタスケールインフォマティクス研究センターについて 

ヨッタスケールインフォマティクス研究センターの概算要求が財務省要求とならな

かったとの報告があり、善後策を講じていくとの発言があった。  
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６．電気通信研究機構について 

  塩崎特任教授の電気通信研究機構兼務及び同機構副機構長併任、諮問委員会への説

明事項検討、諮問委員会での主な意見等について報告があった。 

 

７．スピントロニクス学術連携研究教育センターについて 

下記事項について報告があった。 

(1) 9th International Conference on Physics and Applications of Spin-related 

Phenomena in Solids (PASPS 9) を連携ネットワーク拠点４大学（東北大・東大・

慶応大・阪大）のセンター共同で後援 

    日 時：８月８日（月）～１１日（木） 場 所：神戸国際会議場 

(2) 2016 IEEE Magnetics Society Summer Schoolを後援 

日 時：７月１０日（日）～１５日（金） 場 所：東北大学 

(3) 2016 Tohoku University – University of York Joint Seminar: Prospect of 

Future Spintronics －from physics to devices－を後援 

日 時：８月２９日（月）～３０日（火） 場 所：東北大学 

(4)１０月１日付けで教員２名、研究員１名を任用すること。 

 

８．その他 

（１）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。 

（２）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。 

（３）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、配付資料により説明があった。 

（４）受託研究員の受入について 

議長から、受託研究の受入について、配付資料により説明があった。 

（５）民間等との共同研究の受入について 

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）教員の講義担当状況について  

  教員の講義担当状況について、配付資料により説明があった。 

（７）運営協議会コメントへの対応 

運営協議会コメントへの対応状況・回答文案について前回教授会での議論を踏まえ

た資料により説明があった。このうち、科研費申請率、採択率の現状と対応等に関連し

意見があり、議長から、運営協議会に向けて更に検討していくとの発言があった。 

（８）科研費の申請について 

科研費の申請状況について配付資料により報告があり、併せて若手教員の申請につ
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いて協力願いたい旨、付言があった。 

科研費の申請にかかる種目と重複申請の可能性の変更等について説明があった。な

お、各教員の外部資金獲得状況を把握し、部局として申請の増加に努めることとした。 

（９）頭脳循環プログラムについて  

頭脳循環プログラムについて不採択となったことの報告があった。 

なお、若手教員の海外派遣に関する制度について後ほど協議願いたいことの付言が

あった。 

（１０）学生相談室について 

   学生相談室の活動状況及び下記講習会について、配付資料により報告があった。 

   ○学生のメンタルケアに関する講習会 

    「学生の理解と対応について－学生とのより良いコミュニケーションのために－」 

日 時：８月８日（月） 場 所：本館６階大会議室 

（１１）研究開発力強化法に基づく労働契約法の特例対象者について 

事務長から、研究開発力強化法に基づく労働契約法の特例対象者の見直し等につい

て、配付資料により説明があった。 

なお、事務長から、不明な点があれば事務まで問い合せ願いたいとの付言があった。 

（１２）台風（９，１０号）の被害状況について 

事務長から、台風（９，１０号）の被害状況について、大きな被害はなかったこと、

及び構内の若干の浸水等とその対応について報告があった。 

 

Ⅱ．協議事項 

１．准教授選考委員会報告 

人間情報システム研究部門実世界コンピューティング研究室准教授候補者 加納剛

史氏に関する説明があり、同氏の准教授の任用について投票の結果、これを承認した。 

 

２．教員の併任及び兼務について 

議長から、教員の併任及び兼務について説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

３．平成２８年度外国人研究員招へい候補者の追加募集について 

   平成２８年度外国人研究員招へい候補者の追加募集について配付資料により説明が

あり、来日中止の２件について世話教員から事情説明があった。次いで、平成２８年度

外国人研究員招へい候補者の追加募集について諮り、これを承認した。なお、応募受付

は第一次募集を９月３０日（金）まで、第二次募集を１０月２８日（金）までとした。 

 

 ４．平成２９年度外国人研究員招へい候補者の推薦について 

平成２９年度外国人研究員招へい候補者の推薦について、配付資料により説明があ
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った後、人件費負担等についても今年度と同じ取扱いで実施するとの付言があり、審議

の結果、これを承認した。なお、応募受付は１０月２８日（金）までとした。 

 

 ５．非常勤研究員の任用について 

   議長から、配付資料により説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ６．若手海外派遣制度について 

   外部資金による各種海外派遣制度に応募し、叶わなかった場合にサポートするよう

な制度を設置すべく設計された、若手海外派遣プログラムについて資料により説明が

あり、審議の結果、これを承認した。 

 

 ７．通研の論文評価指標について 

   議長から、論文評価指標について、国内外の他研究機関及び本学工学研究科電気・情

報系との比較した本研究所の状況について、配付資料により説明があった。 

 

 ８．指定国立大学法人について 

   議長から、国立大学法人法の一部を改正する法律が施行されたことにより指定国立

大学法人の認定を得るべく、６つの WG が設置され、それぞれの検討状況を紹介しな

がら、本学の将来像を描き実行すべきことなどを今後検討していくことについて配付

資料により報告があり、これに関連し、本学高等研究機構の活性化について現在検討中

であり、具体案がまとまった際にはこれを提示し意見を伺うこと、また、この検討の中

で本研究所がリーダーシップを示していければいいとの発言があった。 

 

９．研究データ保管・管理ルールについて 

  情報系のデータ保存及び管理に関するモデル（案）（例）について、配付資料により

説明があった後、これに沿った形で本研究所のルールを定めることとし、検討する構成

員は一任することとした。 

 

Ⅲ．その他 

１．その他  

（１）仙台フォーラム 2016について 

   配付資料（ポスター）により準備を進めており、多数の参加をお願いしたいとの

発言があった。  

（２）RIEC Awardの応募状況について 

   RIEC Award各賞の受賞候補者応募状況について説明があり、 

来年度に向けて積極的に推薦していただくよう協力方アナウンスがあった。 
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（３）研究交流会報告 

９月１日（木）に開催された研究交流会の参加人数、アンケート等について配付

資料により報告があり、併せて、関係各位に謝辞があった。  

（４）通研公開について 

２、３年生へ向けてアナウンスしたいので、授業等を通じチラシを配布していた

だきたいとの依頼があった。 

（５）オープンキャンパスについて 

７月２７日（水）、２８日（木）に開催されたオープンキャンパスの実施状況に

ついて、配付資料により報告があり、併せて、関係各位に謝辞があった。 

（６）共同プロジェクト研究（国際共同研究推進型）で招聘する研究員の客員教員室 

の利用について 

   共同プロジェクト研究（国際共同研究推進型）で招聘する研究員の客員教員室の

利用について、配付資料により説明があった。 

（７）MATLAB全学包括ライセンス共同購入について 

     MATLAB 全学包括ライセンス共同購入について配付資料により報告があり、ぜひ

今回の共同購入に参画していただきたいとのアナウンスがあった。 

次いで、鈴木教授から共同購入にかかる補足説明があった。 

（８）片平キャンパス南通用門について 

    片平キャンパス南通用門等の開放について、配付資料に基づき報告があった。 

（９）教授会懇親会について 

教授会懇親会について１０月１１日（火）の午後７時から開催予定であるとのア

ナウンスがあった。 

（１０）次回の開催について 

平成２８年１０月１１日（火）１４時から開催することとした。 

 

以  上 


