2021

3月1日（月）

12:30〜16:45

リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けた調査・検証
成果報告会

大学の役割，大学における研究
大学の財務 大学の構成 国立研究開

発法人 我が国の科学技術政策の中でのURA
URAの業務とスキル URA以外の職種とURAの関係

科学技術政策 科学技術基本計画 総合科学技術・イノベーシ
ョン会議 計量書誌学 科学計量学 研究ライフサイクル サイエンスマッ
プ（科学技術基本計画 統合イノベーション戦略 文科省戦略目標 戦略プロ

オンライン開催（zoom webinar）
術基本計画 国の研究開発評価に関する大綱的指針 ロジックモデル 成果 外部資金（寄付金
事前申し込み制（定員 クラウ
450
名）
ドファ
ンディン等を含む）科学技術政策・機関における研究費 資金配分機関・団体 補助金と
ポーザル 経済財政運営と改革の基本方針等政策文書）評価 研究開発評価 科学技

委託費 直接経費と間接経費 機関内規則 競争的資金 研究費のライフサイクル 申請書・報告 研究プロジェ
クトマネジメント タスク管理 研究類型 プレアワード ポストアワード 競争的資金 外部資金類型 技術ロードマップ

産学官連携 外部資金 共同研究 受託研究 技術指導 マッチング 研究成果の取扱い 知的財産 各種契約手続 技術移転

大学発ベンチャー 地域連携 社会貢献 地域課題の解決 地方創生 自治体との連携 金融機関との連携 連携協定 プロジェクト組成

URA の質保証制度の実施に向けて

チーム組成 特許性・新規性・進歩性・特許法・著作権・意匠・商標 研究コンプライアンス リスク管理 研究倫理 研究費不正 研究不正 個人

情報取扱い 生命倫理 動物実験 遺伝子組換え実験 人を対象とした研究 臨床研究 インフォームドコンセント データ・情報管理 個人情報保護 研

究コンプライアンス リスク管理 研究倫理 産学連携活動 共同研究 利益相反 安全保障輸出管理 生物多様性条約 ABS対応 秘密保持 技術流出 広報管
理 広報戦略 マスメディア プレスリリース 制作物・出版物 WEB・SNS ロジックモデル 大学の国際化 大学の国際戦略・基本コンセプト 国際系業務 国際交流

対 象

・URA 等の研究マネージメント人材を配置している大学の経営者層
（担当理事，URA 所属部署の長，担当事務部長・課長等）
・URA 業務あるいは類似業務に従事している実務者
・大学，研究機関等の教職員等
・その他，研究開発支援業務に興味のある方

学術・学生交流 国際共同研究 外国人研究者 国際系ファンド

プログラム

挨拶
来賓挨拶（文部科学省）
第1部 事業の概要と成果報告
認定制度の概要と試行の結果概要
認定制度のモデルに対する改善案の提案

第2部 試行協力者による意見交換〜試行を終えて〜
（１）審査試行
する評価 社会と科学 URAのキャリア URAの認定制
（２）研修試行
度 海外のURA 科学技術政策 科学技術基本計画 統合イノ
政府等の政策 文部科学省等の施策 大学に対

ベーション戦略 総合科学技術・イノベーション会議 科学技術関係予
第3部 徹底的にお答えします！

質問コーナー

算 競争的資金と基盤的経費 計量書誌学 科学計量学 大学ランキング 大学
ベンチマーキング 評価 研究開発評価 科学技術基本計画 国の研究開発評価に関す
る大綱的指針 ロジックモデル 成果 様々なタイプの外部資金（海外グラント含む）情報の収集

定員に達し次第申し込みを締め切ります。
研究者情報の収集 機関として応募する外部資金
研究費不正防止
申請書 報告書 政策誘導型外部
お申し込み

希望される方には資料を送付します。資料送付を希望される
場合は2月22日までにお申し込みください
（先着300名まで）。

資金 経費積算・執行 関連法令 研究プロジェクトマネジメント 企画 評価 トラブル対処 事例分析，
グループ

ワーク 産学官連携 競争的資金 共同研究 受託研究 大型プロジェクト コンソーシアム マーケティング マッチング 契
参加を希望される方は QR コードあるいは
約交渉 技術移転 リスクマネジメント 事例研究 地域連携 社会貢献 地域課題の解決 地方創生 自治体との連携 連携協定
URL から webinar 登録をお願いいたします。
プロジェクト組成 知的財産権・特許・著作権・データベース・バックグランドIP・フォアグランドIP・ベンチャー起業支援 研究コンプライ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/
アンス リスク管理 研究倫理 研究費不正 研究不正 個人情報取扱い 生命倫理
動物実験 遺伝子組換え実験 人を対象とした研究 臨床研
WN̲0umqR2MESvubo13rIq6gMQ

究 インフォームドコンセント データ・情報管理 個人情報保護 研究コンプライアンス リスク管理 研究倫理 産学連携活動 共同研究 利益相反 安全

保障輸出管理 生物多様性条約 ABS対応 秘密保持 技術流出 広報管理 広報戦略 マスメディア プレスリリース 制作物・出版物 WEB・SNS ロジックモデ
ル 研究の国際化 国際共同研究 国際系ファンド 外国人研究者支援 研究者派遣 大学間国際ネットワーク・コンソーシアム 国際シンポジウム 学術交流協定
海外拠点・オフィス等

成果報告会
リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けた調査・検証

認定制度の検討状況の報告と，試行の結果を踏まえた改善点等を共有するとともに，URA自身やURAを雇
用する機関においてこの質保証制度をどのように活用していくのか，制度の活用方策について各人・各機関で
検討する機会とする。

第1部

事業の概要と成果報告

文部科学省委託事業「リサーチ・アドミニストレーターの認定制度の実施に向けた調査・検証」の概要と試行結果報告，
さらに試行を踏まえた改善案について提案する。

・認定制度の概要と試行結果報告
・認定制度のモデルに対する改善案の提案
研修について

（研修 WG 座長

審査について

（認定 WG 座長

第2部

佐治

英郎氏

京都大学 学術研究支援室長）

池田

雅夫氏

大阪大学名誉教授）

試行協力者による意見交換〜試行を終えて〜

本事業で実施した研修と審査の試行にご協力いただいた方による，試行を通して感じたメリットや活用方策につ
いて意見交換を行う。

（2）研修試行

（1）審査試行

（登壇者・五十音順）

一之瀬

（登壇者・五十音順）

貴氏

早稲田大学研究戦略センター

伊藤

伸氏

木越

英夫 氏

東京農工大学大学院工学府産業技術専攻

筑波大学

泰司 氏

光石

衛氏

三宅

雅人 氏

大阪市立大学 URA センター

教授

第3部

石田

貴美子 氏

田中

源文 氏

山田

綾子 氏

米澤

恵一朗 氏

同志社大学研究開発推進機構

リサーチ・アドミニストレーター

大学執行役・副学長

奈良先端科学技術大学院大学

茉莉子 氏

札幌市立大学地域連携課

副学長・理事（研究担当）/ 協力者会議議長

関山

東京大学

五十嵐

准教授

リサーチ・アドミニストレーター

山陽小野田市立山口東京理科大学地域連携研究推進課
大阪大学大学院法学研究科

助教 /URA

九州工業大学オープンイノベーション推進機構

研究推進機構

准教授（専門職）

准教授

徹底的にお答えします！質問コーナー（最大 60 分）

第 1 部，第 2 部をお聞きになって不明な点やご意見を伺います。質問には可能な限り応対いたします。
皆様の色々な観点からのご質問をお待ちしております。

質問方法

zoom チャットからご質問ください。進行役がピックアップして回答いたします。
（詳細は当日改めてご案内いたします。
）

時間内に対応できなかったご質問については，後日事業 web サイトで回答いたします。
また，報告会中で出た質問についても，後日 web サイト上で回答を公開します。

お問い合わせ ( メールでお願いいたします）
金沢大学
先端科学・社会共創推進機構
URA 質保証事業事務局
ura̲cert@adm.kanazawa-u.ac.jp

事業サイト

https://ura-cert.w3.kanazawa-u.ac.jp

