
平成３０年４月１０日 通研教授会議事録 

教 授 会 議 事 録  
 
日 時：平成３０年４月１０日（火）１４時００分から１６時２０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。 

次いで、所長から就任の挨拶があった。 
 

前回議事録の確認 
平成３０年３月１３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 

議長から、３月２０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

事項の報告があった。 
   ①平成３０年度年度計画（案）  

②宮城県教育委員会との包括連携協力に関する協定 

③寄附研究部門の設置  

④共同研究部門の設置  

⑤規程の制定 

⑥平成３０年４月国立大学法人東北大学運営体制 

⑦平成３０年度政府予算案 

⑧平成３０年度予算 

⑨平成３０年度外国人教員雇用促進経費 

⑩平成２９年度東北大学ＭＯＯＣ実施状況報告及び平成３０年度以降開講予定 

⑪平成３０年度新入生特別セミナー 

⑫平成３０年度一般入試実施状況 

⑬留学生に関する調査対応委員会報告 

⑭若手研究者のための研究環境改善に関する計画の策定 

⑮平成３０年度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 

⑯平成２９年度科学研究費助成事業（国際共同研究加速基金（国際共同研究強化））

の交付内定状況  

⑰第１５回（平成３０年度）日本学術振興会賞受賞候補者の推薦  

⑱文部科学省・次世代放射光施設整備のパートナー公募への対応 

⑲２０１７年度東北大学ＩＲデータ集  

⑳オープンアクセス方針  

㉑平成２９年度「情報セキュリティ教育」の受講状況及び標的型攻撃メール対応訓練

状況  
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㉒「社会にインパクトある研究拠点」の進捗  

㉓承継枠年俸制度における年俸制導入促進加算分の減額  

 ㉔平成３０年度各種会議開催予定（案） 

 （２）学位プログラム推進機構リーディングプログラム部門教務委員会 
    下記事項について配付資料により説明があった。 

①選抜学生の認定について 
(1)グローバル安全学トップリーダー育成プログラム              ８名合格 

    (2)マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラム         ５名合格 
②プログラムオフィサーの現地訪問について 
 (1)グローバル安全学トップリーダー育成プログラム    １月１８日（木）訪問 
 (2)マルチディメンジョン物質理工学リーダー育成プログラム ３月２日（金）訪問 

   ③平成３０年度学生認定式が４月２日（月）に実施されたこと   
 （３）学生生活支援審議会 
   首都圏で就職活動をする東北大生のための「個別相談 in 東京」、及び「新宿ラウン

ジ」について配付資料により報告があった。  
（４）安全保障輸出管理委員会  
  安全保障輸出管理にかかる事務手続きについて、新たに技術データの提供につい

ても安全保障輸出管理シートを提出することなったこと、及びこれに係るチェック

フロー（検討中の案）について配付資料により報告があった。   

 （５）附属図書館商議会 

  下記事項について配付資料により報告があった 
①平成３１年度の雑誌購入希望調査について、締切が４月１１日（水）となっている

ので、協力願いたいこと 
②オープンアクセス方針及び実施要領について 

 
２．運営会議等報告 
（１）人事委員会 
   平成３０年度の人事委員会構成員について報告があった。    
（２）安全衛生委員会及び安全衛生管理室 

 下記事項について配付資料により報告があった。 
①本年２月に行われた環境安全推進センターの水質検査において、基準値を超える

物質が検出されたことの報告があり、これに伴い各研究室には流し台から飲食物

等の廃棄を行わないよう注意されたいこと。 
②安全衛生講習会の実施について 
 日 時：４月１２日（木）午前の部１０：３０～１１：３０ 
             午後の部１５：３０～１６：３０（午前の部と同一内容） 
 場 所：ナノ・スピン棟４階 カンファレンスルーム  

   ③高圧ガス保安講習会について 

 日 時：４月２６日（木）１５：３０～１６：３０ 
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 場 所：ナノ・スピン棟４階 カンファレンスルーム  
   ④職員休養室の利用について 

   ⑤機械等の設置の届出・定期点検・作業主任者・健康診断にかかる規制について 

（３）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・大学見学等の対応状況について 

②学生支援室の平成２９年度実績報告及び平成３０年度実施予定について 

③平成２９年度卒業認定について 

④平成３０年度学部・大学院ガイダンスについて 

⑤新入生オリエンテーションについて 

⑥修学指導・相談会について 

⑦２０１８年度学術講演会（工学セミナー）について 

⑧平成３０年度学科特別講義実施案について 

⑨平成３０年度再試験実施要領について 

⑩平成３０年度学年暦について 

⑪研究室配属説明会日程案について 

（４）（通研）学務委員会 

 下記事項について配付資料により報告があった。 

①平成３０年度新入生オリエンテーションの通研見学について 
  ②平成３０年度仙台高等専門学校学生のインターンシップの受入れについて 
（５）国際化推進室会議  
   国際化推進室会議について報告する旨発言の後、塩崎特任教授から、 
  下記事項について配付資料により説明があった。 

①通研ウェブサイトへのアクセス状況について 
  ②平成２９年度国際化推進事業の執行状況及び執行残の使途について 
（６）広報室 
   資料展示室の年表に数ヶ所誤りがあり、これを訂正したことの報告があった。 
３．平成２９年度共通施設等決算報告 

   議長から、共通施設等の平成２９年度決算報告を願いたい旨発言があり、次の施設に

ついて各施設の長から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．平成３０年度科学研究費助成事業交付内定状況について 

   平成３０年度科学研究費助成事業応募件数、採択件数について、配付資料により報告

があった。 
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５．共同利用・共同研究拠点の中間評価について 
  共同利用・共同研究拠点の中間評価について、中間評価を踏まえた共同利用・共同研

究拠点の認定経費再配分の仕組み、及び同評価用調書作成の要領、及び調書作成にかか

る進め方等について配付資料により説明があり、調書作成の依頼があった場合には協

力願いたい旨報告があった。 
 
６．平成３０年度通研共同プロジェクト研究の採択について 
  平成３０年度共同プロジェクト研究の採択について、配付資料により以下のとおり

報告があった。 
  区分 A    １１０件 
  区分 B     ７２件 
  区分 S      ３件 
  区分 S・国際   １件 
 
７．平成３０年度共同利用・共同研究拠点実施計画について 
  平成３０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。 
 
８．電気通信研究機構について 
  運営委員会における下記事項について報告があった。  
①平成３０年度事業計画案について 
②運営委員会構成員について 
③非常勤研究員の任用について 
④兼業申請について 
⑤平成２９年度事業収支について 
⑥３月１４日（水）に開催された東北大学と NICT の連絡会について 

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 
議長から、報告内容は配付資料に記載のとおりであるとの発言があった。 

   
１０．その他 
（１）産学連携先端材料研究開発センター(MaSC)への参画について 
   産学連携先端材料研究開発センター(MaSC)への参画について配付資料により報

告があった。 
（２）「平成３１年度採用分日本学術振興会特別研究員募集に関する説明会」に係る東北

大学インターネットスクール（ISTU）による動画配信について 
    「平成３１年度採用分日本学術振興会特別研究員募集に関する説明会」に係る東北

大学インターネットスクール（ISTU）による動画配信について、配付資料により報

告があった。 
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（３）研究データ等の保存及び管理に関する手引きの改正について 
    研究データ等の保存及び管理に関する手引きの改正について、配付資料により報

告があった。 
 （４）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担当組織の変更、及び研究倫理教育の実施について、配付資料

により報告があった。 
 （５）ナノ・スピン実験施設／研究基盤技術センター利用説明会について 
    ナノ・スピン実験施設及び研究基盤技術センターのそれぞれの利用説明会につい

て配付資料により報告があった。 
    ◯ナノ・スピン実験施設 平成３０年度利用・安全説明会 
     日 時：４月１８日（水）１６：３０～１７：３０ 
     場 所：ナノ・スピン棟４階 カンファレンスルーム  
    ◯研究基盤技術センター 平成３０年度利用説明会 
     日 時：４月１９日（木）１５：３０～ 
     場 所：ナノ・スピン棟４階 カンファレンスルーム  
 （６）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、配付資料により報告があった。 
（８）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、配付資料により報告があった。 
 （９）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、配付資料により報告があった。   
（１０）研究所等研究生の受入期間の変更 

   議長から、研究所等研究生の受入期間の変更について、配付資料により報告があっ

た。 
（１１）プレスリリース等について  

 プレスリリース等について、配付資料により報告があった。 
（１２）奨学寄附金及び受託研究の受入について 
    （平成２９年度第４四半期及び平成２９年度年間分報告） 
    事務長から、平成２９年度第４四半期及び平成２９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。 
（１３）平成２９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２９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。 
（１４）研究費不正使用防止コンプライアンス教育について 
    研究費不正使用防止コンプライアンス教育について、該当者は必ず受講するよう

アナウンスがあった。  
（１５）過半数代表者の報告 
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事務長から、平成３０年度電気通信研究所等事業場過半数代表者として、研究基盤

技術センターの 技術一般職員が選出されたとの報告があった。 
（１６）新旅費システムの稼働について 
    事務長から、新旅費システムの導入について配付資料により説明があった。 
   
Ⅱ．協議事項  

１．准教授再任評価委員会報告 
議長から、准教授の再任評価結果について提案があった後、ブロードバンド工学研究

部門先端ワイヤレス通信技術研究室准教授の再任にかかる評価委員会報告書について

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、同准教授の再任の任期は平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日であ

ることを確認した。  
  ※ 議事は特任教授・助教会・技術職員代表が退席後、本会議の最後に行われた。 
 
２．助教の配置換について 

議長から、システム・ソフトウェア研究部門コンピューティング情報理論研究室 

助教について、本年４月１日に遡り同研究部門ソフトウェア構成研究室へ配置換す

ることについて提案・説明があり、審議の結果、これを承認した。 

  
３．助教の任用について 

   助教の略歴・研究業績について配付資料により説明があった後、同人について補足説

明があり、審議の結果、これを承認した。 
   次いで、ブロードバンド工学研究部門超高速光通信研究室助教（プロジェクト特任）

の略歴・研究業績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、本年５月１日付け採用であることを確認した。 
 

 ４．非常勤研究員の任用について 
   非常勤研究員の任用（継続１名、新規１名）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。 
 
５．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。 
    
６．研究分野について 

研究分野について配付資料により提案・説明があり、審議の結果、一部訂正のうえこ

れを承認した。  
  
７．平成３０年度外国人研究員（客員部門）の任用について 
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平成３０年度外国人研究員（客員部門）の任用について資料に基づき説明があり、鈴

木教授から補足説明があった後、審議の結果、これを承認した。 
 
８．その他 

 （１）平成３０年度委員会等委員について  
平成３０年度委員会等委員について配付資料により報告があり、最終確認いただ

き、修正等があれば総務係まで連絡願いたい旨発言があった。 
    なお、研究基盤技術センター長について、同運営委員会で審議の結果、報告があり、

これについて審議の結果、これを承認した。 
 
Ⅲ．その他 
１．その他 
（１）要覧について 

   要覧の作成についてアナウンスがあり、原稿提出に協力願いたい旨、発言があった。 

（２）仙台フォーラムについて 

   仙台フォーラムについて配付資料により説明があり、積極的に参加願いたい旨付

言があった。 

日 時：１１月２９日（木）午後  
   場 所：仙台国際ホテル 

 （３）RIEC Award について 
第８回 RIEC Award について、後ほど募集要領、申請書等を Web に掲載し案内を

行い、申請書の提出締切を７月２０日（金）頃に予定していること、また、RIEC Award
について広く周知いただき、相応しい方を推薦いただきたい旨、案内があった。 

（４）研究活動報告について  
   研究活動報告の作成についてアナウンスがあり、原稿提出に協力願いたい旨発言

があった後、原稿提出締め切りを５月８日（火）に予定しているとの付言があった。 
（５）オープンキャンパスについて 

    ７月３１日（火）、８月１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研究室選出いただき、４月２３日（月）ま

でに連絡願いたいとの発言があった。 

（６）通研公開について 

１０月６日（土）、７日（日）に開催される通研公開について、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２３日（月）までに連絡願いたいとの発

言があった。 

（７）次回開催日について 

平成３０年５月８日（火）１４時から開催することとした。 

  
以  上 


