
第４回URAシンポジウム・第６回RA研究会　
合同大会を振り返って…	

合同大会事務局長	  
北海道大学　URAステーション	  

江端　新吾	



URAシンポジウム・RA研究会の歴史	
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2009年　第１回RA研究会	  
2010年　第２回RA研究会	  
2011年　第３回RA研究会	  
2012年　第４回RA研究会	  

URAシンポジウム	   RA研究会	  

	  
	  
2011年　第１回（東京大学）	  
2012年　第２回（名古屋大学）	  

2013年　第３回URAシンポジウム・第５回RA研究会　合同大会	  
　　　　　　（大阪大学・京都大学）	  

2011年文部科学省「リサー
チ・アドミニストレーターを育
成・確保するシステムの整備
事業」	  

2013年文部科学省「研究大
学強化促進事業」	  

2014年　第４回URAシンポジウム・第６回RA研究会　合同大会　（北海道大学）	  

URAと言われる人材は全国に1,000人ほどいる！（というウワサ）	



URAを取り囲む現状	 2	

大学名	 URA事業採択校	 RA協議会設立準備委員会	研究力強化事業	 自然科学機構NW	 RU11	

北海道大学	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	

東北大学	 　	 　	 ◯	 　	 ◯	

東京大学	 ◯	 ◯	 ◯	 　	 ◯	

名古屋大学	 ◯	 　	 ◯	 ◯	 ◯	

京都大学	 ◯	 ◯	 ◯	 　	 ◯	

大阪大学	 ◯	 ◯	 ◯	 　	 ◯	

九州大学	 ◯	 ◯	 ◯	 　	 ◯	

東京農工大	 ◯	 ◯	 　	 ◯	 　	

金沢大学	 ◯	 ◯	 　	 ◯	 　	

筑波大学	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	

新潟大学	 ◯	 　	 　	 ◯	 　	

山口大学	 ◯	 ◯	 　	 ◯	 　	

東京女子医科大学	 ◯	 　	 　	 　	 　	

福井大学	 ◯	 ◯	 　	 ◯	 　	

信州大学	 ◯	 ◯	 　	 ◯	 　	

九州工業大学	 ◯	 　	 　	 ◯	 　	

早稲田大学	 　	 △	 ◯	 　	 ◯	

慶応大学	 　	 　	 ◯	 　	 ◯	

東京工業大学	 　	 　	 ◯	 　	 ◯	

東京医科歯科大学	 　	 　	 ◯	 ◯	 　	

電気通信大学	 　	 　	 ◯	 ◯	 　	

豊橋技術科学大学	 　	 　	 ◯	 ◯	 　	

神戸大学	 　	 　	 ◯	 ◯	 　	

岡山大学	 　	 　	 ◯	 ◯	 　	

広島大学	 　	 　	 ◯	 ◯	 　	

熊本大学	 　	 　	 ◯	 ◯	 　	

奈良先端科学技術大学院大学	 　	 ◯	 ◯	 ◯	 　	

自然科学研究機構	 　	 ◯	 ◯	 ◯	 　	

高エネルギー加速器研究機構	 　	 　	 ◯	 ◯	 　	

情報・システム研究機構	 　	 ◯	 ◯	 ◯	 　	

宇都宮大学	 　	 ◯	 　	 　	 　	

関西大学	 　	 ◯	 　	 　	 　	

首都大学東京	 　	 ◯	 　	 ◯	 　	

東海大学	 　	 ◯	 　	 　	 　	

同志社大学	 　	 ◯	 　	 　	 　	

理化学研究所	 　	 ◯	 　	 　	 　	

名古屋工業大学	 　	 　	 　	 ◯	 　	

36機関	 15機関	 21機関	 22機関	 24機関	 11機関	



URAシンポジウムの位置づけ	
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第４回URAシンポジウム	  
＠北海道大学	  

	  
主催URA事業採択校（15機関）	  

第６回RA研究会	  
	  

合同開催RA協議会
（21機関）	  

	  
	  

	  
セッション参加	  

	  
研究力強化	  
ネットワーク	  
（自然科学研究
機構）	  
	

全てのRAステークホルダーを繋げる	
「場」を提供	

企業・学会
等	  

外部機関	



第４回URAシンポジウム・第６回RA研究会合同大会のコンセプト	

文部科学省URA整備事業採択校の成果報告（過去）、各大学の組織的な位置付けを報告
（現在）、全国のURAのネットワークを使って今後何ができるか（未来）を明らかにし、残り半
年間のURA事業を成功に導く。	
また、事業採択校だけでなく、研究大学強化促進事業採択校、自然科学研究機構を中心
とした大学力強化ネットワーク参加校など、実務者が中心に集まり情報交換、ディスカッ
ションする機会を設ける。そのほか、URAに興味を持つ企業等のセッション参加も奨励し、
多様な活躍を期待されるURAとの今後の連携を多角的に議論していく。	
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（第４回URAシン
ポジウム・第６回
RA研究会合同大
会Webサイトトッ
プページより）	



参加者について　（雇用形態と年代）　　　　　【実績値】	
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参加者数・・・510名　（参加者におけるアンケート回答数・・・463）	  

雇用形態	

今回の参加者の傾向	

年代	
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参加者について　（性別と年代）　　　　　　　　【実績値】　　　	
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参加者数・・・510名　（参加者におけるアンケート回答数・・・463）	  
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【年代別男女比】	  
20代：0.62，30代：1.26，40代：1.58	  
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参加者について　（参加機関）　　　　　　　　　【実績値】　　　　　	
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機関別参加者数	  
	  
１． 北海道大学・・・                            51名	  
２． 京都大学・・・　    　　　　　  　　　	  	  	  	  	  	  	  40名	  
３． 東京大学・・・　　　　　　　　　　 　      25名	  
４． 九州大学・・・　　　　 　　　　　　　      23名	  
５． 大阪大学・・・　　　　　　　　　　 　      22名	  
６． 慶應義塾大学・・・　 　　　　　　　      16名	  
７． 東北大学・・・　　　　　　　　　　　       14名	  
８． 金沢大学・・・　　　　　　　　　　 　      10名	  
８．信州大学・・・ 　　　　　　　　　　　　　 	  10名	  
８．奈良先端科学技術大学院大学・・・	  	  10名	  
８．名古屋大学・・・ 　　　　　　　　　　　   10名	  

法人別参加機関数・参加者数	  
	  
大学（国立）・・・     	  	  	  50機関　　 337名	  
大学（公立）・・・       	  	  	  2機関　　　	  5名	  
大学（私立）・・・     	  	  	  15機関 	  	  	  	  	  	  	  	  60名	  
共同利用機関・・・　	  	  10機関　　	  	  27名	
企業等・・・              19機関　　	  	  	  35名	
海外機関・・・            	  5機関　　　	  	  9名	
その他・・・               24機関　　　37名	  

参加機関数・・・125機関	  



口頭セッションについて	
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セッション数・・・20	

「国際的な研究ネットワーク構築に必要な支援とは」	
「既存職からみたURAとの協働のあり方」	
「URAの将来と産業サイドの役割」	
「英国URA視察訪問の成果報告」	
「研究戦略立案・評価のための研究力分析の総まとめ」	
「URA制度導入による産学官連携の新たな展開」	

URA事業採択校セッション・・・5	  
	  
v  URA教育プログラム①	  

「中・上級者向け研究マネジメント人材養成プログラムの開発」　　　　　　　　　　 東京農工大学	  
v  URA教育プログラム②	  

「大型プロジェクト（COI）におけるURAの役割とは？」　　　　　　　　　　　　　　　　  金沢大学	
v  COI(産学連携)とURA	  

「大型プロジェクト（COI）におけるURAの役割とは？」　　　　　　　　　　　　　　　　  九州大学・信州大学 		
v  地域連携とURA	  

「地域イノベーションとURAの機能　～ポストアワードのその先からの提言～」　 九州工業大学 		
v  研究戦略とURA	  

「研究戦略推進支援におけるURAの役割」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大阪大学・筑波大学	
	  
URAシンポジウムセッション・・・6	  
	  
v  エルゼビア・ジャパン株式会社	  
v  日本知財学会 産学連携・イノベーション分科会	  
v  URAサポートフォーラム（仮称）	  
v  ブリティッシュ・カウンシル	  
v  トムソン・ロイター	  
v  産学連携学会	



口頭セッションについて	
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大学研究力強化ネットワークセッション・・・4	  
	  
v  「大学の競争力強化のための利益相反マネジメント」	
v  「大学ランキングと研究大学の評価指標を考える」	  
v  「研究戦略としての国際情報発信」	
v  「研究力強化のための国際連携の あり方、進め方」	  
	  
	  
RA研究会セッション・・・5	  
	  
v  「人社系分野への研究支援と研究評価」	  
v  「Horizon	  2020への参加他を通じた日欧連携促進に向けての国内
情報ネットワーク構築の提案と意見交換」	  

v  「URAと海外広報世界は広いよ～研究成果を海外のメディアへ！」	  
v  「「研究支援学」は可能か」	  
v  「私大の研究力強化への新たな取組	  
　　～国公立との違い、私大だからできるユニークな取組～」	  

セッション数・・・20	

自然科学研究機構・東京大学	

自然科学研究機構・科学技術振興機構	

自然科学研究機構・岡山大学	  
自然科学研究機構・熊本大学	  
・奈良先端科学技術大学院大学・名古屋工業大学	

筑波大学・京都大学	  
日欧産業協力センター	  
	  
京都大学・大阪大学	  
小樽商科大学・岐阜大学	  
関西大学・東海大学	  



ポスターセッションについて	
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URA事業採択校ポスター・・・15	  
	  
v  京都大学 	　　　　　　　「京都大学におけるURAシステムの現状 2014」	  
v  信州大学 	　　　　　　　「信州大学　リサーチ・アドミニストレーションセンター 	」	

v  東京農工大学	　　　　　　　「URA整備事業４年目の活動について」	
v  新潟大学 	　　　　　　　「新潟大学におけるリサーチ・アドミニストレーションシステムの整備」	

v  九州工業大学	　　　　　　　「九州工業大学におけるURA事業の取り組み」	
v  東京女子医科大学 	　　　「医学研究の支援・推進のための実務に特化したURA体制の実現とキャリアパス」	
v  東京大学 	　　　　　　　「東京大学のURA育成に向けた取り組み」	
v  大阪大学 	　　　　　　　「「世界的研究拠点」のためのリサーチ・アドミニストレーションシステムの整備」	

v  名古屋大学 	　　　　　　　「新体制でより強固な研究支援の実現へ」	

v  福井大学 	　　　　　　　「福井大学URAの特色と研究支援活動」	
v  金沢大学 	　　　　　　　「金沢大学URA組織の現状と未来」	
v  山口大学 	　　　　　　　「研究力IRとしての、研究力指標と財務指標との関係についての分析と考察	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-‐中規模国立大学群を中心とした考察-‐」	  
v  九州大学 	　　　　　　　「大学を支えるプロ集団を目指して」	

v  筑波大学 	　　　　　　　「筑波大学URA組織の定着に向けた活動について」 		

v  北海道大学 	　　　　　　　「北海道大学 URAステーションの取り組み –	  約2年を振り返って」 		

ポスター数・・・81	



ポスターセッションについて	
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合同大会ポスター・・・66	  
	  
v  URA組織の紹介　　　　　　・・・13	  
v  研究力の調査分析　　　　・・・6	  
v  教育プロジェクト支援　　　・・・1	  
v  国際連携支援	　　　　　　　・・・11	  
v  産学連携支援	　　　　　　　・・・7	  
v  地域連携支援	　　　　　　　・・・3	  
v  研究広報関連	　　　　　　　・・・7	  
v  安全管理関連	　　　　　　　・・・1	  
v  研究基盤の共用　　　　　　・・・4	  
v  人文社会学系支援　　　　・・・2	  
v  若手研究者支援　　　　　　・・・3	  
v  他部門との連携　　　　　　・・・4	  
v  URA育成・キャリアパス　　・・・6	  

ポスター数・・・81	

機関別 件数
京都大学 15
北海道大学 11
情報・システム研究機構 5
東北大学 5
大阪大学 4
筑波大学 3
奈良先端科学技術大学院大学 3
首都大学東京 2
東京農工大学 2
広島大学 2
愛媛大学、香川大学、金沢大学、岐阜大学、
神戸大学、自然科学研究機構、順天堂大学、
電気通信大学、東京医科歯科大学、東京海洋
大学、東京大学、長崎大学、明石工業高等専
門学校、(株)早稲田大学アカデミックソリュー
ション、M acm illan	 Science	 Com m unication、
Sm ips・研究現場の知財分科会

1

総計 68

研究大学強化促進事業 件数
採択機関 53
それ以外 15
総計 68

URA事業 件数
採択機関 37
それ以外 31
総計 68

法人種別 件数
国立 55
公立 2
私立 1
大共 6
その他 4
総計 68

（データ集計：RAネットワーク設立準備会）	



北大企画セッションについて	
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クローズドセッション　「リサーチ・アドミニストレーターを大学にどう根付かせるか」	  

9/18	  	  10:15~14:00	  @	  北海道大学百年記念会館大会議室	  
参加者：URA事業採択校15校のURA担当理事あるいはそれに準ずる方	  
内容：平成23年度事業採択校（5校）、世界的研究拠点整備（4校）、専門分野強化及び
地域貢献・産学官連携強化（6校）の事業グループに分かれてディスカッションを行った。	

ランチピクニック~URAシンポジウム全体討論	  

【ランチピクニック】	  
9/18	  	  11:45~12:45	  @	  北海道大学中央ローン（雨天の場合は学術交流会館）	  
【URAシンポジウム全体討論】	  
9/18	  	  14:30~16:15	  @	  北海道大学学術交流会館大講堂ほか）	  
参加者　URAに興味がある方ならどなたでも可（参加登録が別途必要）	  
内容：URAのお一人お一人に深くURA制度の持続的発展について考えてもらうことを目
的として、１．事務系の機能を重視型，２．研究戦略・プレアワード特化型 　	
３．オールラウンド型，４．産学連携・知的財産管理特化型，５．学内・地元企業密着型，
６．その他のグループに分かれてディスカッションを行った。 		



大会を振り返っていただいて	  
どのような感想をお持ちでしょうか？	  

	  
ふと思い出せることがあれば、	  
大成功だったと思います。	  

	  
ご清聴ありがとうございました！	



スポンサーのみなさま	

エルゼビア・ジャパン株式会社	  

日本知財学会 産学連携・イノベーション分科会	  

URAサポートフォーラム（仮称）	  

ブリティッシュ・カウンシル	  

トムソン・ロイター	  

産学連携学会	


