平成２６年３月１１日 通研教授会議事録
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日 時：平成２６年３月１１日（火）１４時１０分から１７時１５分
場 所：電気通信研究所大会議室
議事に先立ち、新任者の紹介があった。
平成 26 年 2 月 12 日（水）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
議長から、2 月 18 日開催の部局長連絡会議・教育研究評議会合同会議について、配付資料に基づき以
下のとおり報告があった。
①国立大学協会理事会
②平成２５年度総長教育賞
③平成２６年３月学位記授与式実施要項の変更
④東日本大震災によりり災した東北大学入学志願者等の入学検定料の免除について
⑤平成２６年度新入生歓迎会の日程
⑥平成２６年度ＡＯ入試・特別入試出願及び実施状況（報告）
⑦平成２６年度一般入試出願状況等（報告）
⑧エネルギー研究連携推進委員会の設置（報告）
⑨電子ジャーナル購入の見直し
➉「改正労働契約法を踏まえた対応方針案」に対する主な意見等
⑪平成２５年度業務達成基準適用業務
⑫「教職員グループウェアの全学利用」及び「新統合電子認証システムの運用」開始
⑬ミッションの再定義（途中経過）
⑭東北大学災害復興新生研究機構シンポジウム
（２）研究所長会議
議長から、2 月 18 日に開催された研究所長会議について、説明があった。共同利用共同研究拠点の評価
について説明があった。
（３）全学情報化戦略会議
3 月 4 日に開催された全学情報化戦略会議について、資料に基づき説明があった。
（４）応急仮設校舎専門委員会
3 月 10 日に開催された応急仮設校舎専門委員会について、東日本大震災後に建てられた学内プレハブ棟
の、平成 27 年度以降の利用計画について議論したとの報告があり、一部は取り壊すこととし、また一部
は平成 28 年度までは改修工事等のバックアップ施設とし、それ以降は本設として使用する等の一覧表が
出され、取り敢えず提案通りに進める予定であるとの報告があった。
（５）学生生活協議会
3 月 10 日に開催された学生生活協議会について、来年度のオリエンテーション等について報告があった
との説明があった。
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２．運営会議等報告
（１）将来計画委員会
将来計画委員会について説明があった。各部門において将来計画委員会が提示した案について議論した
との報告があり、その結果を元に報告書を作成する予定であるとの説明があった。
その後、各部門からの意見についての説明があった。
（２）研究企画委員会
研究企画委員会について、資料に基づき説明があった。予算を国際と若手に割り振ることとしたとの報
告があり、応募件数、使用方法等について説明があった。
（３）安全衛生委員会
2 月 25 日に開催された安全衛生委員会について説明があった。爆発事故、留学生が事故にあって帰国後
訴訟になった例などについて報告があった。
（４）建物環境委員会
建物環境委員会について説明があった。ブレインウェア棟のスペースを NICT に貸与している件につい
て、3 月末にすべてを返却するのは設備等の関係で難しいとの連絡があったとの報告があった。
新棟移転後の 1 号館・2 号館の管理運営について、早急に議論を実施する予定であるとの報告があった。
（５）学部教務委員会
学部教務委員会について、卒業判定を行ったとの報告があった。
（６）電気・情報系進路指導委員会
電気・情報系進路指導委員会について、推薦学生についてはほぼ推薦が決定したとの報告があり、4 月
以降に速やかに面接等が実施されるよう指導願いたいとの説明があった。
３．COI STREAM について
COI STREAM について、来年度計画書の提出スケジュールについて説明があり、併せて協力への謝辞が
あった。
４．電気通信研究機構について
電気通信研究機構について下記のとおり報告があった。
（１）ROEC NEWS を発行したこと。
（２）3 月 8 日に角田市において今までの研究成果を社会に還元するための実証実験・シンポジウムを開
催したこと。
（３）3 月 9 日に災害復興新生研究機構のシンポジウムが開催されたこと。
５．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資料に基づき説明があった。
（２）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れについて資料に基づき説明があった。
（３）受託研究員の受入について
議長から、受託研究員の受入について資料に基づき説明があった。
2 / 5

平成２６年３月１１日 通研教授会議事録

（４）受託研修員の受入について
議長から、受託研修員の受入について資料に基づき説明があった。
（５）研究所等研究生の受入期間変更について
議長から、研究所等研究生の受入期間変更について資料に基づき説明があった。
（６）頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業について
頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業について、資料に基づき説明があった。本事
業の背景等について説明があり、部局においてワーキンググループを作成し、募集資格のある教員をリス
トアップした後、本人及び指導教員へ案内をする等の手順について説明があった。通研からは、2 名を予
定しているとの説明があった。
（７）ハラスメント防止対策講習会について
ハラスメント防止対策講習会について、資料に基づき説明があった。
（８）過半数代表者の報告
事務長から、平成 26 年度過半数代表者が選出された旨の報告があった。
Ⅱ．協議事項
１．副所長の指名について
議長から、現在の総務担当副所長の辞任に伴い、新しい総務担当副所長を充てることとし、また新し
い研究担当副所長について提案があり、審議の結果承認した。
２．助教の任用について
議長から、４名の助教の任用について、説明があった。その後、担当教授からそれぞれ説明があり、
審議の結果承認した。
３．教員の辞職について
議長から、辞職の申出があった件について説明があり、審議の結果承認した。
４．助教の昇任について
昇任のための選考委員会を設置することについて提案があり、審議の結果承認した。
５．助教の特別昇任について
特別昇任のための選考委員会を設置することについて提案があり、審議の結果承認した。
６．教員の兼務について
議長から、工学部前期学生実験助教の依頼について、資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。
また、
省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンターへの教員の兼務について説明があった。
教員を兼務させることについて説明があり、審議の結果承認した。
７．職員の併任及び兼務について
議長から、兼務並びに併任について説明があり、審議の結果承認した。
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８．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資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。
９．平成 26 年度客員研究室教員について
平成 26 年度客員研究室教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。
１０．平成 27 年度概算要求について
議長から、平成 27 年度概算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。
１１．平成 26 年度総長裁量経費について
議長から、平成 26 年度総長裁量経費について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。
１２．来年度予算の見通しについて
議長から、来年度予算の見通しについて資料に基づき説明があった。
１３．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について資料に基づき説明があった。今後通研としての対応を決定す
る予定であるとの報告があり、今後継続的に議論していくこととした。
１４．研究分野名等について
研究分野名等について資料に基づき説明があり、審議の結果一部修正の上承認した。
１５．平成 26 年度委員会委員等について
議長から、平成 26 年度運営体制について資料に基づき説明があった。また平成 26 年度委員会委員等に
ついて説明があり、一部修正を行った。次回以降の通研教授会においても審議することとした。
１６．大学間学術交流協定について
大学間学術交流協定の継続について資料に基づき説明があり、審議の結果承認した。
１７．内規の一部改正について
議長から、内規の一部改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。
１８．その他
（１）助教の再任について
前回の通研教授会において審議した助教の再任について、資料に基づき略歴書を訂正の上再掲したと
の報告があった。また、今後は学歴については大学学部卒業から記入願いたいとの要望があった。
（２）助教の特別昇任について
本日の通研教授会で審議した助教の特別昇任について、学生実験との絡み等問題はないかとの質問が
あり、問題はないとの回答があった。
Ⅲ．その他
（１）平成２６年度諸会議開催予定について
議長から、平成 26 年度諸会議開催予定について資料に基づき説明があった
（２）共同プロジェクト研究発表会の報告
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共同プロジェクト研究発表会について 2 月 27 日（木）に開催された旨の説明があり、160 名参加があ
り、併せて参加者への謝辞があった。
（３）平成２６年度通研国際シンポジウム開催予定に関する調査集計結果について
平成 26 年度通研国際シンポジウム開催予定に関する調査集計結果について、資料に基づき説明があっ
た。財団から援助がある会議については、使用使途を明瞭にして報告してもらう予定であるとの説明があ
った。また、配分予算は別途連絡するとの報告があった。
（４）The 1st International Symposium on Brainware LSI について
The 1st International Symposium on Brainware LSI について、資料に基づき説明があり、併せて参加
依頼があった。
（５）英文 RIEC News letter 創刊について
英文 RIEC News letter 創刊について資料に基づき説明があった。
（６）事務部 HP について
事務長から、事務部 HP について作成したとの報告があった。
（７）電子ジャーナルについて
エルゼビアについては平成 26 年度まで一括購入し、
それ以降は個別購入と決定したとの報告があった。
また、雑誌の継続についてはアンケートを実施しているので、そちらで要望してもらいたいとの報告があ
った。
（８）退職者からの挨拶について
退職者から辞職にあたり挨拶があった。また、副所長から退任の挨拶があった。
（９）次回の開催について
平成 26 年 4 月 8 日（火）14:00 から開催することとした。
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