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東海東海大学大学研究推進部研究推進部

田中好雄田中好雄

東海東海大学における大学における
研究推進支援体制の変遷研究推進支援体制の変遷

&&

～～大学経営を支えるURAURA人財の人財の

仕事観と教職協働の実践仕事観と教職協働の実践 ～～

【【第第44回回URAURAシンポジウムシンポジウム//第第66回回RARA研究会合同大会研究会合同大会 2014.9.182014.9.18 北海道大学】

第第66回回RARA研究会セッション：研究会セッション：

私大に研究力強化への新たな取組私大に研究力強化への新たな取組



1935 無装荷ケーブルの発明 （日本で最初の産官学共同プロジェクト！）

1942    東海大学創立

1960 FM東海開局、実験放送による通信教育開始
1966 東海大学工業所有権取扱規程制定（機関帰属）

知的財産取扱を1966年度には職務発明規程を国内の大学としてははじめて導入

1974 1974 情報技術センター情報技術センター開設（技術移転機関機能）

19761976 東海大学総合東海大学総合研究研究機構設立機構設立（（研究全体の統括研究全体の統括））

研究研究計画部計画部（事務組織）（事務組織）設置 ; 研究計画課，研究業務課（各校舎）

1997 1997 研究推進本部開設研究推進本部開設（後に研究開発本部（後に研究開発本部～～20032003））

19981998 研究推進部開設（湘南校舎）研究推進部開設（湘南校舎）

2001 2001 ｢｢学校法人学校法人東海大学知的財産憲章・知的財産権取扱規程東海大学知的財産憲章・知的財産権取扱規程｣｣制定制定

20032003 知的知的財産戦略本部財産戦略本部設置（文科省事業（文科省事業））

20082008 学内間の有機的な連携の促進、戦略的・機能的産官学連携推進していくため

研究研究支援・知的財産本部支援・知的財産本部、、産官学連携センター産官学連携センター設置

東海大学東海大学『『産学連携プロジェクト産学連携プロジェクト健康医科学研究健康医科学研究』』スタートスタート

20122012～～研究推進部研究推進部（改称）（改称）、研究計画課新設（、研究計画課新設（20132013～）～）

理学部研究施設（理学部研究施設（1818号館）号館） ＆＆ ２０１３～２０１３～ 工学部研究施設（工学部研究施設（1919号館）の建設号館）の建設 ⇒⇒地域研究拠点地域研究拠点

東海東海大学の大学の研究研究活動、研究活動、研究推進推進支援体制の変遷支援体制の変遷 rev201409

78～□エネルギー問題：太陽・風力・波浪・潮力、地熱、原子力等
□食糧問題 ：海洋・農業における食料資源の研究．開発．水産大規模養殖の研究．農牧畜資源の研究



東海大学の研究力強化に向けた

研究活動状況調査
【2013年度 第二次報告】 サマリー

「論文情報」･「科研費採択状況」･「外部研究費取得状況」

による研究活動分析と、

今後の今後の東海大学の東海大学の““研究力強化研究力強化””に向けに向けた取り組みた取り組み



ディスカッション資料としてディスカッション資料として

～研究推進・～研究推進・URAURA人財の仕事観人財の仕事観とと

多様なる教職協働～多様なる教職協働～



様々な大学ランキング・評価， 研究力評価， 世界ランキング・・・・

研究力評価 ≒ Σ（論文，公的研究費・科研費，受託研究費等）

科研費（競争的補助金） と 私立大学の基盤的補助金（経常費補助金）

科研費上位：
東京大学，京都大学，大阪大学，東北大学，
名古屋大学，九州大学，北海道大学，東京工業大学な・・
⇒国立大学が上位を独占

大学ランキング2015朝日新聞出版より



事務職員力が優れている大学（大学事務局長の評価）

事務職員力上位：
1.明治大学
2.立命館大学
3.金沢工業大学
4.早稲田大学
5.近畿大学
6.東洋大学
7.同志社学
8.国際教養大学国際教養大学
9.慶応大学
10.中京大学
11.関西大学

２０以内ほぼ私大！
国公立は，国際教養大学⑧，
東京大学⑱の２校

大学ランキング2015朝日新聞出版より

　　　　　事務職員力が優れている大学

　総合（経営戦略＋財務管理、資産運用＋入試、広報＋進路、キャリア教育）※

大学 人 大学 人

1 明治大 198 日本大 14

2 立命館大 189 広島経済大 14

3 金沢工業大 133 広島修道大 14

4 早稲田大 99 秋田大 13

5 近畿大 81 神奈川大 13

6 東洋大 72 帝京大 13

7 同志社大 60 福岡工業大 13

8 国際教養大 53 武庫川女子大 13

9 慶応義塾大 51 追手門学院大 12

10 中京大 43 関西外国語大 12

関西大 41 順天堂大 12

立教大 41 安田女子大 12

13 法政大 38 山形大 11

14 龍谷大 31 愛知大 11

芝浦工業大 30 国学院大 11

武蔵野大 30 国際基督教大 11

名城大 30 創価大 11

18 東京大 29 東海大 11

19 関西学院大 24 豊田工業大 11

上智大 22 明治学院大 11

東京理科大 22 51 岡山理科大 10

22 青山学院大 21 大阪大 9

23 九州大 20 東北大 9

24 福井大 19 横浜国立大 9

京都産業大 18 大阪経済大 9

東京電機大 18 名古屋大 8

27 金沢星陵大 17 国際医療福祉大 8

28 中央大 16 摂南大 8

京都大 15 千葉工業大 8

愛知学院大 15 明星大 8

2013年12月　全国国公私立大学事務局長（相当者）490校のアンケート
※　研究推進支援力は、職員力の対象外？
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“科研費配分総額” と “事務職員力” の上位大学

事務職員力：
①明治大学
②立命館大学
③金沢工業大学
④早稲田大学
⑤近畿大学
⑥東洋大学
⑦同志社学
⑧国際教育大学国際教育大学
⑨慶応大学
⑩中京大学⑪関西大学・立教大学

私立大学が上位私立大学が上位を占める
（20以内；国際教養大,東京大学）

科研費：
①東京大学
②京都大学
③大阪大学
④東北大学
⑤名古屋大学
⑥九州大学
⑦北海道大学
⑧東京工業大学

国立大学が上位国立大学が上位を独占

事務職員力＝（経営戦略）＋（財務管理、資産運用）
＋（入試、広報）＋（進路、キャリア教育）

この１０年間で事務職員力は
向上しているが，
不十分な業務は？

大学ランキング2014 朝日新聞出版より

事務職員力が不十分な業務
＝研究費獲得研究費獲得, , 産学連携，産学連携， 情報収集・分析情報収集・分析

⇒⇒研究推進研究推進（支援）（支援）力力は、職員力の対象外？？は、職員力の対象外？？



文部科学省Hpより >教育 >小学校、中学校、高等学校>私立学校の振興私立学校の振興

【私立学校の果たす重要な役割】
私立大学の学校数は76.7％(597/778校，国立86,公立95校（平成22年5月1日現在））、

我が国の学校教育の発展に大きく貢献しています。また、近年ますます国際
化・高度情報化する社会の中で、各私立学校には、多様化する国民のニーズ（需要）に応じた特色ある教
育研究の推進が求められており、それぞれが建学の精神に基づく個性豊かな活動を積極的に展開し、

我が国の学校教育の発展にとって、質・量両面にわたり重要な役割を果たしています。

私学を取り巻く経営環境は，私学を取り巻く経営環境は，
近年，少子化・グローバル化少子化・グローバル化等の影響
もあり大変厳しい状況にあります。
各学校法人も危機感を持ち、新しい時代の要請に応えた学部
・学科の見直しや、経費の削減など経営の効率化等を実施し
ていますが、経営状況が悪化して入学定員を満たしていない
私立大学は265校（46.5％）を占めています。
その中で，大多数の私立大学の人件費は，（消費）支出の人件費は，（消費）支出の4040％％
～～5050％以上を占めています。％以上を占めています。

18歳人口及び高等教育機関への入学者数・進学率等の推移

私立大学改革，大学経営において，私立大学改革，大学経営において，
教職員の意識改革，職員力の向上は教職員の意識改革，職員力の向上は，，
人件費の削減に繋がる重要施策の人件費の削減に繋がる重要施策の
一つです．一つです．（人件費支出比率が高い ４０％～５０数％） 私立大学の経常的経費・補助金学，補助割合の推移



□各大学の研究力強化，研究推進体制は？□各大学の研究力強化，研究推進体制は？
① 教員の研究力＋事務職員の研究推進力＋専門人材（ＵＲＡ）（ＵＲＡ）

or② 教員の研究力＋事務職員の〃＋専門人材（ＣＮ，ＰＭ，ＴＰ等※）
or③ 教員の研究力＋事務職員の研究推進力

≒ 教教職職ＲＡＲＡ協働協働ｏｒ教教職職協働協働ｏｒ教職専協働 ※専門（シニア， ,若手）

【私立（多数）大学の果たす使命・重要な役割】
教員, 職員, 『第三の職種? 』URA

多様なる多様なる協働の実践！協働の実践！ 持続可能な持続可能なURAURA職に向けて職に向けて

国立大学
（世界の上位を目指す）

東大＝
京大＝
東北大＝

琉球大＝ （参加予定者）
慶応 ２名
京大 １名+1
関大 １名
東京女子医科大学 ２名
順天堂大学 １名
同志社 ２名
早稲田 ２名
東北大学病院１名
国立極地研究所 １名
東京大学 １名
琉球大学 １名
農業生物資源研究所１名
神戸大 １名
日大 1名 ほか

私立大学
（世界の上位を目指す！）

( を目指す！)

立命＝
早大＝
慶応＝
理科大＝
関大＝
同志社＝
東海大＝教職ＲＡ協働＋専

日大＝
順天堂大＝
東京女子大＝

大＝
大＝

大学経営改革⇒（事務）職員力の向上



教員（研究者）,大学職員,URA人財の仕事観
ＵＲＡ人財が（私立）大学で 天職として活躍するために・・・
多様なる大学の使命・日本の競争力強化・国際貢献の実践に向けて多様なる大学の使命・日本の競争力強化・国際貢献の実践に向けて

ＵＲＡ人財の専門スキル・資質と仕事観

３つの仕事観 （生きがい！人生の幸福度！ ）

①Job ：自立して生計を立てる仕事

②Career：プロフェッショナルしてのスキルやキャリア知識や経験を蓄積できる仕事
③Calling：天職 ⇒ 大学の使命・日本の競争力強化・国際貢献の実践

⇒大学経営・運営の中に研究を位置づけ，戦略化する仕事・人財

※スキル標準については，｢RAを育成・確保するシステムの整備（スキル標準の作成）成果報告書｣（平成26年5月国立大学法人東京大学）参照
スキル標準は，URA業務に必要とされる実務能力，すなわち，実際の業務遂行に必要な能力の標準．
スキル標準に含まれないもの：URA組織のマネジメント・改革への関わり等．大学改革と教員の意識改革を先導するために自ら変化できる能力！

■この「J ・C ・C」のバランスが最も良い形を持つ組織が本人にとって良い職場ということになります。
大学改革提言誌「Nasic Release 社会のために役立つ人材を建学の理念で養成する大西晴樹明治学院大学学長」第22号(2011年5月1日発行)より。

ビジネスパーソンの仕事観

①内因的仕事観：やりがい，成長重視
②功利的仕事観：経済的自立，肩書重視
③規範的仕事観：社会/会社のために役立つ（社会/会社規範）


