沖縄科学技術大学院大学
基本方針・ルール・手続
理事長・学長及びプロボスト決定

第 4 章 研究活動
4.1 基本方針
沖縄科学技術大学院大学（以下「本学」という。）は、「1.1.1 沖縄科学技術大学院
大学の目的」に記されている 5 つの中心理念（世界最高水準、国際性、柔軟性、世界
的連携、産学連携）を具現化する研究活動を推進します。本学はまた、教員、研究ス
タッフ（本学において研究活動に従事する者（研究職のうち教員を除く者、特別研
究員（フェロー）、サイエンス・アンド・テクノロジー・アソシエイト。）をい
う。以下同じ）及び学生の効果的な協力体制を通した学際的な研究を奨励します。
本学は学問の自由を尊び、そして本学の全ての研究者（教員及び研究スタッフをい
う。以下同じ）は研究の開放性を遵守しなければなりません [link: 1.3.1] 。プロ
ボスト[link:2.4.6.1]が、研究ユニットに対する技術的及び事務的支援の責任を負
います。
最先端の技術を駆使して重大な問題に挑戦することを可能にする内部的な資金
供給が、本学における研究のユニークな特徴のひとつです。内部的研究資金を、
それぞれの研究計画に従って共用資源と研究ユニットに配分する職権は、プロボ
ストを通じて学長が担います。研究資源を効果的かつ公正に使用できる体制を提
供する責任は、プロボストが担います。本学は数年にわたって政府補助金への依
存度を軽減し、競争的研究資金や企業からの財政的支援を獲得出来るようになる
ことが求められています。全ての研究者は外部資金に応募することが奨励されて
おり、研究担当ディーン[link: 2.4.5.7]は、外部資金による研究に応募するため
の支援と同外部資金の実施を監視します。
全ての研究者は、最高レベルの研究倫理を保持し、法令を遵守しなければなりませ
ん。全ての研究者は、研究データ及び関連するコンピュータプログラム、ログブック等の
記録、取扱い、保存について適切な措置を講じていることを確保する責任があります。また、
研究グループにおいて、ねつ造、改ざん、盗用等研究活動における不正行為が発生
しないよう細心の注意を払わなければなりません。教員は、自らが監督する研究
ユニット内における適切な研究行為を推進し、監督する責任を有します。
外部資金による研究及び企業との共同研究は奨励されますが、研究結果を開示し
ない極秘研究は認められません。委託者が 6 か月以上の公開遅延を要求するよう
な委託研究は極秘研究に当たります。本学において遂行される研究は、公開・普
及が意図されたものでなければなりません。
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本学での研究は、いかなる特定の会社又はその他の商業団体の経済的利益に与して
はなりません。商用委託研究は、重大な利益相反を生じる可能性があり[link:
22]、 開示され綿密に審査されなければなりません。
学術研究機関（アカデミア）間での共同研究を実施する場合は、OIST 共同研究規
程に従うものとします。[link:
https://office365oist.sharepoint.com/admin/odr/rss/srs/Shared%20Documents
/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fadmin%2Fodr%2Frss%2Fsrs%2FShared%20Documents%2
F3%5FIntrenal%20Doc%2F311%20PRP%20Revi%2FJRA%E3%80%80Regulations%2FOIST%5
FGraduate%5FUniversity%5FJoint%5FResearch%5FRegulations%5FEn%5FJa%5F20170
417%5Fcl%2Epdf&parent=%2Fadmin%2Fodr%2Frss%2Fsrs%2FShared%20Documents%2F3
%5FIntrenal%20Doc%2F311%20PRP%20Revi%2FJRA%E3%80%80Regulations&p=true&slr
id=b7847c9e-4062-6000-33ee-38cf8bdc6801]]
また、本学の運営費補助金を、本学の業務以外の用途に使用することは、法律に
より固く禁じられています。
4.2

研究職
4.2.1 教員
教員の任用について必要な事項は第 3 章「教員ハンドブック」に定めます。
4.2.2 グループリーダー
グループリーダーの定義は「役職及び職位に関するガイドライン」で定めま
す。グループリーダーの任用は、任期制です。グループリーダーの任期は、
例えば出産又は病気等の例外による場合、後述の更新任期制による任用が認
められた場合を除き、最長 3 年間に制限されます。3 年を超える任期につい
ては、教員担当学監が認める場合にのみ例外的に可能です。グループリーダ
ーのうち、国際的に幅広く認知されている研究成果をあげている証拠が認め
られる者に対しては、更新任期制による任用がまれに認められることがあり
ます。更新任期制として任用されるグループリーダーは、更新任期制職員任
用委員会による承認を受けなければなりません。さらに、昇進及び給与調整
について、少なくとも 5 年に 1 回、更新任期制職員任用委員会による審査を
受けます。
4.2.3 リサーチスペシャリスト
リサーチスペシャリストの定義は「役職及び職位に関するガイドライン」で定
めます。リサーチスペシャリストとしての任用又はリサーチスペシャリストへ
の昇進は、スタッフサイエンティスト同等クラス に期待される業績を上回
る、科学的又は技術的な著しい業績の説得力を有 する証拠が求められます。
スタッフサイエンティストからリサーチスペシャリストへの昇進は、例外的な
場合に可能となります。リサーチスペシャリストの任期は、例えば出産又は病
気等の例外による場合、後述の更新任期制による任用が認められた場合を除
き、最長 3 年間に制限されます。3 年を超える任期については、特別の事情が
あり、教員担当学監が認める場合にのみ例外的に可能です。リサーチスペシャ
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リストのうち、国際的に幅広く認知されている研究成果をあげている証拠が認
められる者に対しては、更新任期制による任用がまれに認められることがあり
ます。更新任期制として任用されるリサーチスペシャリストは、更新任期制職
員任用委員会による承認を受けなければなりません。さらに、昇進及び給与調
整について、少なくとも 5 年に 1 回、更新任期制職員任用委員会による審査を
受けます。
4.2.4 スタッフサイエンティスト
スタッフサイエンティストの定義は「役職及び職位に関するガイドライン」
で定めます。スタッフサイエンティストの任用は、単任期制、又は更新を前
提とする任期制（以下「更新任期制」という。）のいずれかとすることができ
ます。単任期制スタッフサイエンティストの任用は、例えば出産又は病気等
の例外による場合を除き、最長 3 年間に制限されます。3 年を超える任期につ
いては、特別の事情があり、教員担当学監が認める場合にのみ例外的に可能
です。教員の裁量により、最初の任用は 1 年間又は 2 年間とすることができ、
合計最長 3 年まで延長することができます。更新任期制スタッフサイエンテ
ィストの任用は、雇用契約期間終了の少なくとも 1 か月前にどちらかの当事
者が雇用契約の終了を申し出ない限り、満 65 歳となるまで同期間同条件で雇
用契約を更新することができる任用です。更新任期制としての任用又はより
高い職位への昇進は、本学での任期中に達成された科学論文、又は本学で勤
務する前に他機関で行った研究及び専門的業務に基づいて行われます。業績
は、科学的生産性、他の科学者との相互作用、その他の成果、及び当該職員
が略述し、紹介状で確認された、科学的、技術的な最新の証拠により評価さ
れます。業績の評価には、発表、共同研究、表彰、講演歴、専門的組織への
参画等を含みます。更新任期制として任用されるスタッフサイエンティスト
は、昇進及び給与調整について、少なくとも 5 年に 1 回、更新任期制職員任
用委員会による審査を受けます。
4.2.5 ポストドクトラルスカラー
ポストドクトラルスカラーの定義は「役職及び職位に関するガイドライン」
で定めます。最初の任用は、最長 3 年間で行うことができ、4 年又は特別な例
外の場合のみ 5 年まで延長可能とします。任用は、更新を前提としない任期
制（以下「単任期制」という。）で、通常 3 年間とし、5 年を超過することは
できません。
4.2.6 技術員
技術員の定義は「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。通常、
最初の任用は単任期制として行われ、それらは単任期制としての再任や、又
は更新任期制への変更が可能です。更新任期制としての任用は、更新任期制
職員任用委員会による承認を受けなければなりません。研究助成金又は他の
外部資金により支援された任用は、任期制の任用でなければならないものと
し、外部資金による支援の期間を超過することはできません。
4.2.7 ディーンズリサーチグループ
ディーンズリサーチグループは、教員担当学監の指導の下で研究を遂行しま
す。このグループは、研究スタッフの管理者である教員が（長期の休暇等に
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より）当該スタッフを指導することができなくなった場合かつ他に当該スタ
ッフを受け入れることができるユニット又はサポートサービスがない等、例
外的な状況で用いられます。ディーンズリサーチグループの任命は、プロボ
ストの支持及び学長の承認を経て、教員担当学監により行われます。
4.3

研究支援職
4.3.1 リサーチサポートリーダー
リサーチサポートリーダーの定義は「役職及び職位に関するガイドライン」
で定めます。
4.3.2 リサーチサポートスペシャリスト
リサーチサポートスペシャリストの定義は「役職及び職位に関するガイドライ
ン」で定めます。
4.3.3 リサーチサポートテクニシャン
リサーチサポートテクニシャンの定義は「役職及び職位に関するガイドライン」
で定めます。

4.4

特別研究員（フェロー）
4.4.1 特別研究員（フェロー）
特別研究員（フェロー）は、本学を主たる研究拠点とし、本学との雇用関係を
有さないものの、本学において指導を受けながら研究や学術的教育に一時的に
従事する者であって、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員（SPD、PD 又
は RPD）に採用された者、その他我が国又は諸外国の学術研究助成機関により
研究奨励費、滞在費や研究費等の助成を受けている優秀な研究者（学生の身分
を有する者を除く。）をいいます。
4.4.2 特別研究員（フェロー）の受入
特別研究員として本学において研究に従事することを希望する者は、指導を受
けようとする教員の承諾を経て、研究担当ディーンに受入を申請します。本学
の教育研究に支障がないと考えられる場合は、学長は当該特別研究員の受入を
許可します。
4.4.3 特別研究員（フェロー）の受入期間
特別研究員の受入期間は、原則として、当該特別研究員が研究奨励費、滞在費
や研究費等の助成を受けている学術研究助成機関が定める採用期間とします。
また、特別研究員が、当該学術研究助成機関の助成の採用決定を取り消され、
又は資格を喪失した場合は、学長は当該特別研究員の受け入れを取消すことが
あります。
4.4.4 特別研究員（フェロー）の活動
特別研究員は、本学において、以下の活動を行い、又は行うことが期待されま
す。
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a) 教員の指導の下、研究を行います。
b) 受入期間中、自己の研究の結果を発表することが期待され、かつ発表す
るための支援を受けることができます。
c) 指導教員の研究ユニットで研究を行う学生の博士論文又はその予備論文
に関与することがあります。
4.4.5 特別研究員（フェロー）の待遇
本学が特別研究員に対し提供する待遇は、各特別研究員が助成を受けている学
術研究助成機関が定める規則により提供可能な内容が異なるため、各特別研究
員により異なりますが、次のような待遇が提供される可能性があります。（詳
細は別途研究担当ディーン及び各担当ディビジョンの長が定めることとしま
す。）
a) 本学に赴任する際に利用する、特別研究員の直近の居住先の最寄の空港
から本学の最寄の空港までの航空券（片道。本人・1 回のみ）。
b) 本学に赴任する際の引越費用（ただし、本学が指定する業者を利用する
場合に限る。）
c) ハウジングの貸与（ただし、本学が指定する住居に入居する場合に限
る。詳細は、副学長(施設管理担当）が別途定める。）
d) 人事採用サポートセクションが提供する赴任支援
e) 研究を遂行するために必要な本学の施設、設備等の利用（ただし、特別
研究員の故意又は過失により、施設、設備等を滅失し、又は毀損したとき
は、本学は当該特別研究員に対し、現状への回復又は損害の賠償を命ずる
ことがある。）
f) 科学研究費助成事業（科研費）の応募資格
g) ＯＩＳＴ保健センターが実施する健康診断の受診
h) ＯＩＳＴクリニックを受診した際の職員用料金[link:]の適用（本人の
み）
i) 本学内においてティーチング・アシスタントとして従事した際の謝金
j) 本学の福利厚生施設の利用（ただし、日本私立学校振興・共済事業団が
提供するものを除く。）
k) その他、研究担当ディーンが必要と認めるもの。
4.4.6 特別研究員（フェロー）の研究助成金の管理
特別研究員が学術研究助成機関から研究費の助成を受けている場合は、本学
は本学の規程に基づきその研究費を管理することとします。特別研究員がそ
の研究費により物品等の購入や国内外に旅行しようとするときは、本学の基
本方針・ルール・手続き（PRP）第 28 章及び第 29 章の規程に基づく手続によ
りそれを請求しなければなりません。
4.4.7 特別研究員（フェロー）が創出した知的財産の取り扱い
特別研究員として従事した研究活動において創出した発明等の知的財産権の
取扱については、本学の基本方針・ルール・手続き（PRP）第 14 章の規程を
適用します。
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4.4.8 特別研究員（フェロー）の保険適用範囲
本学は、研究者の通常の研究活動中に生じた事故等に対し、相当の補償を行
う保険に加入しています。しかしながら、特別研究員には、不慮の事故・健
康管理に備え、本人の負担により賠償責任保険や傷害保険に加入することが
推奨されます。
4.4.9 コンプライアンス
特別研究員は、本学職員と同様、法令や本学の方針・ルールを遵守しなけれ
ばなりません。特別研究員が、本学が職員に対し定める懲戒の理由[link:
38.1]に該当する行為を行ったときは、学長は当該特別研究員の受入を取り消
すことがあります。
4.4.10 その他
その他の詳細については、研究担当ディーンが別途定めることとします。

4.5

OIST 研究者コミュニティ (OIST Researcher Community, ORC)
4.5.1 OIST 研究者コミュニティの役割
OIST 研究者コミュニティ（以下「ORC」という。）は、本学の全てのポス
トドクトラルスカラー、スタッフサイエンティスト、リサーチスペシャリ
スト、技術員、及び特別研究員を代表する組織です。 O R C は 、 O R C に
所属する者に本学に関する情報を提供し、かつ ORC 所属者の意
見や提案をまとめ、本学にフィードバックします。ORC は、多
様性を支持し、その運営オフィス 、諮問グループ及び各委員会
において、様々なジェンダー・アイデンティティ、文化、宗教、
雇用形態、科学的専門分野等を持つメンバーの参加を歓迎・奨
励します。
4.5.2 メンバーシップ及び役員
ORC のメンバーには、本学を第一の所属先とする全てのポストドクトラル
スカラー、スタッフサイエンティスト、リサーチスペシャリスト、技術員、
及び特別研究員が含まれます。ORC は 2 名の研究者代表、1 名の研究者代
表代理、1 名の議長及び 1 名の事務局長を選出します。選挙は、議長と事
務局長が必要と判断した場合及び少なくとも 2 年に一回、無記名投票で行
われます。役員職の解任は、ORC の過半数のメンバーによる署名入りの嘆
願書を提出することにより成立します。

4.5.3 ミーティング
ORC は、必要に応じ、少なくとも年に 4 回ミーティングを招集します。各
研究ユニットから少なくとも 1 名がミーティングに出席し、学内での交流、
コミュニケーション及び相互協力を推進することが奨励されます。ORC に
おける決定は、出席者 1 名につき 1 票の投票による過半数の票により決定
されます。議長が必要とみなす場合、本学の役員または教員がアジェンダ
の中の特定の議題について出席を求められ、ミーティングの終了まで同席
6
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を求められることがあります。
4.5.4 議長及び事務局長
議長は ORC を率い、ORC ミーティングにおける議論を円滑に進めます。議
長と事務局長は、ORC ミーティングのスケジュールを決定します。事務局
長は、アジェンダと議事録を作成します。議長又は事務局長が欠席の場合
は、研究者代表がその代理を務めます。
4.5.5 研究者代表及び研究代表者代理
研究者代表及び研究者代表代理は、必要に応じて教授会及び本学役員にフ
ィードバックを提供し、また、彼らとの協議を発議します。研究者代表及
び研究者代表代理は、ORC での議論に基づき、教授会議長に対して、検討
のための議題を提出することができます。
4.5.6 諮問グループ及びアシスタント
議長は、ORC にとって重要な特定の議題について研究者代表をサポートす
るために、臨時または常設の諮問グループを組織することができます。議
長は ORC の事務を管理するために必要に応じてアシスタントを任命するこ
とができます。
4.6 サイエンス・テクノロジー・グループ (STG)
沖縄科学技術大学院大学は、本学の目標を実現するため、研究ポートフォリオを拡
大、補完し、沖縄のより広範な発展を支援する活動を追求するための機会に柔軟に
対応する必要性があります。サイエンス・テクノロジー・グループはこれらの活動
に焦点を合わせ、様々な方法で本学の研究活動に貢献しています。これにより、完
全な研究ユニットとしての活動は保証されないが、新しい科学的又は技術的な方向
性が支援され、技術的支援をするための熟練した指導力を提供し、あるいは国内外
の機関との科学的、技術的、産業的、教育的、もしくは文化的連携を発展させるこ
とが可能になります。
4.6.1 サイエンス・アンド・テクノロジー・アソシエイト(STA)
STA は、STG において、本学の研究ポートフォリオを拡大、補完し、沖縄のより
広範な発展を支援するプロジェクトに従事します。この職位は、より広範な技術
を対象とし、本学の能力向上のために柔軟に用いられます。
STA には、関連する科学的、技術的、産業的、教育的又は文化的分野における
特別な研究スキル及び主題知識が求められます。資格及び経験により、STA には
3 つの職位階層があり、各階層で、専門的成果を高めることが求められます。
STA の定義は「役職及び職位に関するガイドライン」に記載されています。
STA は通常、自分自身の研究を行うことを期待され、又は研究ユニットに属す
ることができ、資源の配分を受けます。STA は、教員担当学監の同意を得た上で
代表研究者として外部の研究助成金に応募することができます。
ユニットに所属する STA の研究評価は通常、所属するユニットのユニット審
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査、又はユニットを率いる教員のテニュア審査（外部評価者による現地審査に基
づいて行われる）に含まれます。当該 STA の場合、4.6.1.1 に規定されている外
部評価者による個別のピアレビューは実施されず、1 回目と 2 回目のレビュー
は、前述したユニット審査またはテニュア審査に置き換えられます。ただし、
4.6.1.3 及び 4.6.1.4 に規定される推薦は、当該 STA の雇用契約または／およ
び昇進（該当する場合）に関する内容を含みますが、当該 STA の予算はユニッ
ト予算に組み込まれるため、研究資金に関する内容は含みません。
4.6.1.1 外部専門家によるピアレビューの審査基準
STA の任用及び研究評価は、外部専門家によるピアレビューに基づいて行われ
ます。通常、1 回目の審査は雇用 4 年目の終わりまでに行われます。1 回目の
審査の結果、単任期制雇用契約が継続された場合、2 回目の審査は雇用 8 年目
の終わりまでに行われます。ピアレビューの手続きの詳細は、教員担当学監が
別途定めます[リンク：サイエンス・テクノロジー・アソシエイトのレビュ
ー・ハンドブック]。ピアレビューの基準は、以下のとおりです。
1．研究又は研究に相当する活動の質及び重要性。
2．科学的、技術的、産業的、教育的又は文化的観点から見た、研究の重要性
及び影響力。
3．研究資源を有効に活用していることが証明されていること。
4．学術機関、企業、又はその他の国内外の機関との、学外パートナーシップ
の発展に貢献していること。
5．今後の研究計画
4.6.1.2 サイエンス・テクノロジー・アソシエイト（STA）のための「ストッ
プ・ザ・クロック」ポリシー
出産、養子縁組、子育てに関する親としての責任を遂行することを目的とし
て、STA は、審査の開始を遅らせ、契約の延長を申請することができます。
「ストップ・ザ・クロック」は 2 回まで申請することができます。多子出産
（双子など）の場合でも、「ストップ・ザ・クロック」を一度に 2 回申請する
ことはできません。
このポリシーは、産前・産後休業や育児休業とは別に申請が必要です。当該休
業を取得することは自動的に「ストップ・ザ・クロック」の申請とはなりませ
ん。審査の開始の延期は、STA の通常の責務を免除するものではありません。
申請を希望する場合は、審査のプロセス開始前（つまり、審査の必要書類の提
出期限）までに、教員担当学監に「ストップ・ザ・クロック」申請フォームを
提出しなければなりません。申請フォームが教員担当学監及び学長により承認
された場合、以下の手続きが行われます。
1. 審査の開始が最長 1 年延期されます。
2. 雇用契約書の任期満了日が最長 1 年継続されます。ただし、4.6.1.5 に記載
された条件を満たすことが前提です。
3. 研究予算が最長 1 年継続して確保されます。
酌量の余地がある場合（例：多子出産、困難な妊娠、未熟児、出産に関する病
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状など）、教員担当学監の裁量により、更に 3-6 か月の延長が許可されること
がありますが、延長を申請するには、教員担当学監に関係書類（診断書等）を
提出しなければなりません。
4.6.1.3 1 回目の審査後のプロセス：
a) STA の最初の任用は通常、単任期制で、最長 5 年間です。4.6.1.1 に記載さ
れている外部専門家によるピアレビューの結果及び本学への今後の貢献を考慮
しながら、教員担当学監、研究担当ディーン、教授会議長又はその指名する者
は、STA の契約と研究資金の更新について、学長に推薦を行います。推薦は、
下記のいずれかが含まれます。
1．単任期制雇用契約の継続、及び最長 5 年の研究資金の継続、又は／及び昇
進（該当する場合）。
2．単任期制雇用契約を任期満了日、又は、結果を通知した日から 1 年後のど
ちらか遅い期日に終了する。ただし、4.6.1.5 に記載された条件を満たすこと
が前提です。
b) 特別な事情がある場合、上記 4.6.1.3 (a)の推薦が行われる前に、4.6.1.1
に記載されている外部専門家による 1 回目のピアレビューの結果及び本学への
今後の貢献を考慮しながら、教員担当学監は、単任期制から更新任期制への変
更について、更新任期制職員任用委員会（CSAC）に推薦を行うかを決定するこ
とができます。CSAC への推薦の手順は、4.6.1.4 (b)に記載されています。
学長は、上記の推薦をもとに最終決定を行い、当該 STA に結果を通知します。
4.6.1.4 2 回目の審査後のプロセス（更新任期制への変更）
4.6.1.1 に記載されている外部専門家による 2 回目ピアレビューの結果及び本
学への今後の貢献を考慮しながら、教員担当学監は、単任期制から更新任期制
への変更について、更新任期制職員任用委員会（CSAC）に推薦を行うかどうか
について決定します。
a) 教員担当学監が更新任期制への変更を推薦しない場合、教員担当学監は学
長に、当該 STA の単任期制雇用契約の終了を推薦します。終了日は、任期満了
日もしくは、結果を通知した日から 1 年後のどちらか遅い期日で、かつ
4.6.1.5 に記載された条件を満たすものとします。学長が契約終了の推薦に同
意しない場合、学長は当該 STA とその他の結果について話し合います。
b) 教員担当学監が更新任期制への変更を推薦する場合、CSAC に書類が提出さ
れます。書類には、外部専門家によるピアレビューで使用された書類一式、及
び更新任期制の任用条件を満たす旨を記載した教員担当学監からの書簡が含ま
れます。CSAC は、以下の基準を用いて、更新任期制への変更、研究資金、又は
／及び昇進（該当する場合）について学長へ推薦を行います。
外部専門家によるピアレビューの結果、研究成果の評価が「Outstanding」又
は「Excellent」である
今後の研究計画が卓越しており、今後 10～15 年間、当該分野において重大な
影響を与える可能性が大きい
本学の学術的評価に明確な利益を与えることが証明されている
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CSAC は、首席副学長（技術開発イノベーション担当）、研究担当ディーン、教
員担当学監、教授会議長又はその指名する者で構成されます。教員担当学監
は、CSAC のメンバーであると同時に STA の更新任期制の任用を推薦する立場に
あることから、推薦を説明した後、当該 STA に関する CSAC による審議には参
加しません。
CSAC が更新任期制への変更を推薦し、学長がこれを承認した場合、STA は単任
期制から更新任期制へ契約を変更することができます。また、更新任期制の
STA の任用は、大学の雇用契約に基づきます。同契約は適用される就業規則に
従い、どちらかの当事者が雇用契約の終了を申し出ない限り、満 65 歳となる
まで同期間同条件で雇用契約を更新することができます。
CSAC で更新任期制への変更を推薦しない場合、STA の雇用契約は終了します。
終了日は、任期満了日もしくは、結果を通知した日から 1 年後のどちらか遅い
期日で、かつ 4.6.1.5 に記載された条件を満たすものとします。
4.6.1.5 単任期制雇用の合計期間について
いかなる場合でも、単任期制雇用は、2013 年 4 月 1 日以降における最初の契約
締結（又は更新）から 10 年目の終わりまでに終了しなければなりません。
4.6.1.6 更新任期制の STA について
更新任期制の STA は、少なくとも 5 年に 1 回、外部専門家によるピアレビュー
を受け、研究資金、昇進、給与調整（該当する場合）について CSAC による審
査を受けます。CSAC が昇進について推薦を行う場合、教員担当学監はその推薦
内容を学長へ報告し、学長が最終決定を行います。
更新任期制の STA は、本学が提供する研究資金の他に、外部資金を獲得するこ
とができます。更に外部専門家によるピアレビューの結果が良好でないために
本学からの研究資金が非継続となった場合でも、外部資金を獲得することがで
きます。本学の研究資金が非継続となった後、研究成果が認められ、教員担当
学監の承認が得られた場合、STA は、適時、外部専門家によるピアレビューを
受け、本学からの研究資金を再び申請することができます。外部専門家による
ピアレビューの結果をもとに、学長は下記のいずれかの判断を行います。
1．本学からの研究資金の再開を承認する（最長 5 年間）。
2．本学からの研究資金の再開を承認しない。
4.6.2

サイエンス・テクノロジー・グループ（STG）フォーラム

4.6.2.1
STG フォーラムの役割
STG フォーラムは、STG の発展について議論する機会や本学に関する情報をメ
ンバーに提供します。また、同フォーラムはメンバーの意見や提案を収集し、
本学にフィードバックするとともに、共通問題の特定・検討や研究成果の共有
を促します。
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4.6.2.2
メンバーシップ及び役員
全ての STA は、STG フォーラムのメンバーです。そのうち、1 名がフォーラム
の議長として選出されます。STG フォーラムは、教授会におけるＳＴＧの代表
を選出します。
4.6.2.3
ミーティング
STG フォーラムは、各年度につき少なくとも 2 回開催されます。ミーティング
は、教員担当学監、研究担当ディーン、STG リサーチ・ユニット・アドミニス
トレーター （議事録担当）、また、必要に応じて、教員担当学監エグゼクテ
ィブアシスタント、同ＨＲアシスタントが同席し、学長は任意で同席できま
す。教員担当学監は、STG フォーラムについてファカルティ・カウンシルに報
告し、教授会に STG のアニュアルレポートを提出します。

4.7 外部研究員
共同研究や交流を通して本学における研究活動の質を向上させるため、本学は他大
学や他研究機関より研究員を招聘します。外部研究員の招聘は通常、本学教員が要
請し、教員担当学監が承認します。共同研究には本学内の施設やリソースへのアク
セスが伴うため、アクセス権限が適切に申請され、承認される必要があります。リ
ソースセンターが管理する申請や承認手順、関連する施設担当マネージャーによる
追加承認に関する情報とともに、外部研究員の分類を以下に示します。外部研究員
に関する申請や承認手続きの詳細はリソースセンターのウェブサイトに記載されて
います。
4.7.1 客員研究員
客員研究員による研究は、本学教員が身元引受人（スポンサー）となり、外部研
究員用同意書の規定に沿って行われます。同意書の契約期間は 1 年以下とし、当
初規定の 1 年を超える延長を行う場合は、当初の同意書が失効する前に、受け入
れ申請手続きを再度行う必要があります。客員研究員の定義は「役職及び職位に
関するガイドライン」で定めます。

4.7.2 特任客員研究員
特任客員研究員による研究は、本学教員が身元引受人（スポンサー）となり、外
部研究員用同意書の規定に沿って行われます。同意書の契約期間は 1 年以下とし、
当初規定の 1 年を超える延長を行う場合は、当初の同意書が失効する前に、受け
入れ申請手続きを再度行う必要があります。本学による公的な研究助成金により
雇用される客員研究員は「フェロー」に分類され、特任客員研究員とは別に管理
されます。特任客員研究員の定義は「役職及び職位に関するガイドライン」で定
めます。
4.7.3 共同研究員
共同研究員による研究は、本学教員が身元引受人（スポンサー）となり、外部研
究員用同意書、また、包括的な機関間同意書の両規定に沿って行われます。契約
期間は 1 年以下で、当初規定の 1 年を超える延長を行う場合は、当初の同意書が
失効する前に、受け入れ申請手続きを再度行う必要があります。共同研究員の定
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義は「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。
4.7.4 研究コンサルタント
研究コンサルタントによる研究は、本学教員が身元引受人（スポンサー）となり、
外部研究員用同意書の規定の範囲内で行われます。同意書の契約期間は一年以下
で、当初規定の 1 年を超える延長を行う場合は、当初の同意書が失効する前に、
受け入れ申請手続きを再度行う必要があります。研究コンサルタントの定義は
「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。
4.7.5 ゲスト研究員
ゲスト研究員は本学のポリシー、その他法律や同意書の要件を遵守するよう、基
本的なゲスト研究員用同意書に署名する必要があります。ゲスト研究員の定義は
「役職及び職位に関するガイドライン」で定めます。
4.8 メンター
本学は、若手研究者が自立した研究活動を遂行できるように適切な支援や助言を行
うメンターを配置します。研究ユニットに所属する研究者（特別研究員を含む）及
びサイエンス・テクノロジー・グループのメンバーには、原則として、ユニットを
主宰する教員及び教員担当学監がそれぞれメンターとしての責務を担います。若手
教員には、シニア教員がメンターとして配置され、その任命は研究担当ディーンが
行います。学生には、アカデミック・メンター[link: 5.3.10]が配置されます。
4.9 研究スタッフと学生に対する教員の責任
教員は、単に研究スタッフ及び学生にとっての科学における指導者であるだけでな
く、職場における統率者でもあります。教員は、「互いに尊重しあう職場の実現に
向けた基本方針」が自らの研究ユニットで確実に守られるようにしなければなりま
せん。各教員は、この方針の内容を研究ユニットのメンバーが明確に理解できるよ
うな機会を与えなければなりません。各研究ユニットのメンバーに対する年間業績
評価の一環として、この基本方針に関する知識を確認するとともに、この基本方針
についての建設的な意見を求めなければなりません。

4.10

研究支援組織
4.10.1 諮問委員会
プロボストの担当部局は、次の委員会の組織を支援します。これらは研究に
関連する事項についてプロボストに勧告します。
4.10.1.1 安全衛生委員会
安全衛生委員会規程参照 [link: 13.2.1]
4.10.1.2 放射線安全委員会
放射線障害予防規程参照 [link: 13.3.10]
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4.10.1.3 バイオセーフティ委員会
バイオセーフティ委員会規程参照 [link: 13.3.7/8]
4.10.1.4 動物実験委員会
動物実験委員会規程参照 [link: 13.3.9]
4.10.1.5 人対象研究審査委員会
人対象研究審査委員会規程参照 [link: 13.3.11]
4.10.1.6 レーザー安全諮問委員会
レーザー安全管理規程参照 [link: 13.3.3]
4.10.1.7 野外活動安全委員会
野外活動に関する規程参照 [link:13.3.13]
4.10.2 リサーチサポートディビジョン
リサーチサポートディビジョンは、共有の研究資源を活用した支援により、
研究ユニットが行う研究の支援を行います。また、全学の労働安全衛生・研究安全
を担います。研究支援、労働安全衛生・研究安全の担当部局は次のセクションで構
成されます。
<研究支援>
4.10.2.1 実験動物セクション
4.10.2.2 DNA シーケンシングセクション
4.10.2.3 イメージングセクション
4.10.2.4 機器分析セクション
4.10.2.5 エンジニアリングサポートセクション
4.10.2.6 沖縄環境研究支援セクション
4.10.2.7 沖縄マリンサイエンスサポートセクション
4.10.2.8 科学計算及びデータ解析セクション
<労働安全衛生・研究安全＞
4.10.2.9 安全衛生セクション
4.10.2.10 クリニック
4.10.2.11 保健センター
4.11 研究倫理、法令遵守及び利益相反の防止
研究活動は社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを認識し、研究者は、常
に正直かつ誠実に判断、行動し、責任ある研究行為を実施しなければなりません。本
学は、科学者の行動規範（平成 25 年 日本学術会議）及び研究活動における不正行
為への対応等に関するガイドライン（平成 26 年 文部科学大臣決定）、その他関連
する指針等に沿って、責任ある研究行為を推進するとともに研究活動における不正行
為に適切に対応するための仕組みを整備します。
特定の実験は、事前に関連諮問委員会審査され、事前にプロボストの承認を得ること
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が必要です。また、研究活動で利用する試料・機器の中には、法令やガイドラインで
入手、取扱い、保管、記録、廃棄等が規制されているものがあります。これらは、関
連する法令やガイドラインに沿って適切に処理されなければなりません。第 22 章
「利益及び責務の相反の防止」に規定された本学の方針を前提に、研究者はコンサル
ティングやその他の外部のパートナーとの活動に携わる権利を有しますが、利益及び
責務の相反を防止しなければなりません。
4.11.1 責任体制
4.11.1.1 研究倫理最高管理責任者
理事長・学長は、最高管理責任者として、本学におけて責任ある研
究行為が実践される最終責任を負います。研究倫理最高管理責任者
は、不正な研究行為を発生させる要因を除去し、十分な抑止機能を
備えた環境及び体制の構築を図るとともに、不正行為が生じた場合
には、必要な措置を厳正かつ適切に講じなければなりません。
4.11.1.2 研究倫理教育責任者
プロボストは、研究倫理教育責任者として本学における研究倫理教
育の推進を統括します。
4.11.2 研究倫理教育
本学に属するすべての研究者（教員、ポストドクトラルスカラー、スタッ
フサイエンティスト、リサーチスペシャリスト、技術員、特別研究員、サ
イエンス・アンド・テクノロジー・アソシエイト）、職員及び学生は、研
究
倫
理
教
育
[link:
https://groups.oist.jp/ja/rs/%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%82%E3%82%8B%E
7%A0%94%E7%A9%B6%E8%A1%8C%E7%82%BA-0]を受講しなければなりません。
研究倫理教育は、少なくとも 5 年に 1 回以上受講する必要があります。そ
れ以外の部署の職員も研究倫理教育を受講することが強く奨励されます。
共同研究等のため外部の研究者や学生が一時的に本学で研究活動を行う場
合、受け入れ研究ユニットや関係セクションは、当該研究者及び学生等が
研究倫理教育を受講していることを確認しなければなりません。安全衛生
セクションは、研究倫理教育のための教材作成や受講記録についてプロボ
ストを支援します。
4.11.3 研究データの管理及びラボノート
研究データ及びラボノートはそれを得た研究者にとってのみならずらず科
学界全体にとっても貴重な資産です。全ての研究者には、適切なバックア
ップと共に、安全かつ識別可能な方法でデータを保存し、必要な場合は開
示することが求められています。ラボノートや電子的なデータファイルを含
む、本学におけるいかなる研究の結果も、概して本学の資産とみなされま
す。各研究者は、各々の研究結果が当該研究分野における最高の管理基準
に沿って適切に記録されていることを確保しなければなければなりませ
ん。これは、将来の検証のための、研究データとラボノートブックの確実
な保管を伴います。教員は、各々のユニットに所属する全ての研究者に対
し、研究データの記録と保管に関して明確に指導しなければなりません。
データのねつ造や改ざん及び盗用は容認されません。公開データベースで
の研究データの普及は奨励されますが、人を対象とする研究に関するデー
タの扱いには、プライバシー保護のため最善の配慮がなされなければなり
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ません。研究者が所属研究ユニットを去る場合、どのような研究データを
持ち出して良いかどうかについて、 担当教員と合意を得る必要がありま
す。教員又は研究スタッフが本学を去る場合、研究データの所有権は本学
にとどまりますが、教員担当学監は当該教員等の他所での研究の継続を妨
げないように研究記録の移管について適切に調整を行います。
4.11.4 研究試料の管理 遺伝子サンプルや遺伝子組換え生物のような研究
試料は、科学界全体にとって 貴重な資源です。多くの学術雑誌や研究資金
助成機関は、研究成果が公にされた後、当該研究試料を公に利用可能とす
ることを求めています。研究試料を保存する場合は、その性質に応じて極
低温等の適切な措置を施さなければなりません。また、他の研究者から配
布請求があった場合は、適切な手段を経る必要があります。研究試料は、
当該論文や学会発表から、原則として少なくとも 5 年間保管しなければな
りません。研究試料を提供又は受領する際には、多くの場 合、当事者間の
試料提供合意（ＭＴＡ）が必要です。研究者が別の機関に異動するにあた
っては、研究試料の分配に関し、前もって合意がなされていなければなり
ません。
4.11.5 研究計画
教員は、特定の研究計画（放射性同位元素、遺伝子組換え生物、病原体
等、動物、人又はヒト由来試料を伴う研究計画）は、研究開始前に関連す
る諮問委員会に承認を受け、さらに、その研究計画に沿って研究ユニッ
ト・メンバーが研究を実施していることを確認する必要があります。承認
が必要な研究計画については、第 13 章安全衛生及び環境保護を参照してく
ださい。
4.11.6 研究成果の発表
本学で行われた研究の成果は、学術雑誌論文、学会発表、及び同様の適切な
場において、迅速に公表されなければなりません[link: 1.3.1]。時として、
否定的な結果が重要な知見をもたらすこともあります。研究成果を発表する
にあたって、全ての研究者は、ねつ造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切な
オーサーシップ、著作権保護された資料の承諾又は出典明示無しの使用と
いった違反が無いことを保証しなければなりません。
沖縄科学技術大学院大学機関リポジトリ（以下「OISTIR」という。）は、
本学の知的成果物へのパブリックアクセスを可能とするプラットフォーム
です。図書館長の承認がある場合を除き、出版物及びその他研究結果は
OISTIR に登録されなければなりません。OISTIR への登録者は、沖縄科学技
術大学院大学機関リポジトリ運用指針に従い、オープンアクセスの環境を
保つことが求められます。
無料閲覧可能な学術雑誌への発表は奨励され、発表にあたっては中央予算
から支援を受けることができます。
4.11.7 輸出入法令の遵守
大多数の国々と同様に、日本国は、多くの物品の輸出入に関し、規制、条件付
け、関税を課しており、これには、本学で行われるような基礎研究において
使用される試料や機器設備も含まれます。ソフトウェア、 製品のノウハ
ウ、また、使用マニュアルにまで及ぶような知的財産も、輸出入に関する法
令によって規制・管理されています。大学における研究活動に使用される物
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品は、課税が免除されることもありますが、関税や定期的な官公庁への報
告が課せられる対象となることがありますので注意が必要です。輸出入管
理法令を遵守するために、細心の注意が払われ、必要に応じて安全保障輸出
管理責任者に助言を求めなければなりません。詳細参照：
政府の安全
保障貿易管理ウェブサイト[link: http://www.meti.go.jp/policy/anpo]及
び、外国為替及び外国貿易法 [link:
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3066&vm=04&r
e=01&new=1 ]
4.11.8 利益及び責務の相反の防止
教員は、第 22 章「利益及び責務の相反の防止」に詳述されているような、
真の利益相反につながる、あるいは利益相反と受け取られるおそれのある状
況は、全て開示する必要があります。
4.12 安全衛生と環境保護
全ての研究者は安全衛生及び環境保護に留意して研究活動を実施しなければなりま
せん。安全衛生及び環境保護については、第 13 章 安全衛生及び環境保護を熟知
し、遵守しなければなりません。
各教員は、それぞれの特定の研究分野において適切な安全衛生手順でチームのメン
バーを教育し、自身の研究室や他の仕事場内においてそれらの手順を管理する責任
を負います。教員は、研究室設備と機器の安全を保証する責任も負い、本学職員又
は外部の業者による査察や検査に協力しなければなりません。
4.13 知的財産
知的財産は、本学の教育及び研究の任務を支援する収入源となる可能性があります
[link: 14]。本学はそれを認め、本学における研究活動から派生した 情報や技術開
発が、より広い利益をもたらすものになるか、商業的な価値があるか、そのいずれか
又は両方の場合、それを本学に対して開示することを求めます。技術移転セクション
が、潜在的知的財産の特定及び評価を支援し、特許申請の準備を行い、そういった財
産の効果的な活用を確保します。機密保持契約は著しい懸念を引き起こすものです。
そういった契約条項は本学の「オープンな研究環境」の基本方針に抵触するおそれが
あります。情報を機密とする契約による責務は、本学教員が自ら選択する方法で研究
を遂行する資格を厳しく制限したり、本学が本学の教員及び研究員の仕事から生まれ
たアイデアや発明を保護すること困難にする可能性があります。本学の統括弁護士
から文書による承認をあらかじめ得ることなく本学に機密保持義務を負わせる契約を
締結することは、禁止されます。本学の活動に関連するこの主題の詳細については、
第 14 章「知的財産及び技術移転」を御覧ください。
4.14 会計上の義務
教員及び外部からの研究助成金を獲得した者は、その資金を適切かつ効率的に管理
する責任を負います。（第 26 章「財務及び会計」参照）
4.15 公的研究費の運営及び管理
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4.15.1 責任体制
4.15.1.1 公的研究費最高管理責任者
理事長・学長は、最高管理責任者として、本学における公的研究費の運営
及び管理に関し最終責任を負います。最高管理責任者は、公的研究費の運
営及び管理に関し、不正行為を発生させる要因を除去し、十分な抑止機能
を備えた環境及び体制の構築を図るとともに、不正行為が生じた場合に
は、必要な措置を厳正かつ適切に講じなければなりません。
4.15.1.2 公的研究費統括管理責任者
プロボストは、統括管理責任者として、最高管理責任者を補佐し、本学に
おける公的研究費の運営及び管理に関し本学全体を統括する実質的な権限
と責任を有します。統括管理責任者は、不正防止計画を策定し、職員等に
対して教育・研修を計画的かつ継続的に行います。
4.15.1.3 公的研究費コンプライアンス推進責任者
プロボストオフィスに置く研究財務マネジャー、外部研究資金セクション
リーダー及び事業開発セクションリーダーは、コンプライアンス推進責任
者として、次の役割を担います。
(1)不正防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに、統括管理責任者
に定期的に報告します。
(2）不正防止を図るため、公的研究費の使用・管理に関わる全ての構成員
に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況の管理監督及び理解度
の把握を行います。
(3）構成員が、適切に公的研究費の使用・管理を行っているか等をモニタ
リングし、必要に応じて改善を指導します。
4.15.2 学内の研究資金
研究ユニットに対する学内からの研究資金は、5 年間の研究計画に基づき、予算
年度ごとに配分されます。この研究計画は、採用時には理事長・学長によって
承認され、契約更新時には更新を評価するための委員会によって推薦されます。
5 年間の研究計画で承認されたどのような研究設備についても、共通・共用設備
として運用できる可能性が検討されなければなりません。500 万円を超える研
究機器の購入に当たっては 全て、プロボストが研究支援担当部局とともに、
共通・共用設備としての可能性を調査します。
4.15.2.1 共通研究資源 プロボストが所管するリサーチサポートディ
ビジョンは、共通・共用の研究設備と備品を管理し、研究ユニットにサ
ー ビ ス を 提 供 し ま す 。リ ソ ー ス ア ロ ケ ー シ ョ ン 委 員 会 [link:
https://groups.oist.jp/rac]は、新規備品及びサービスの導入とその
運用の改良を検討し、プロボストに勧告を行います。
4.15.2.2 経費の組織内課金 研究支援担当部局は、共通研究備品及びサー
ビスの公平で効率的な利用の促進のために、それらの利用に際して研究ユ
ニットに課金をする場合があります。
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4.15.3 外部からの研究資金 教員にとって学内の研究資金は非常に魅力的で
すが、本学全体としては徐々に政府の補助金への依存度を減らし、競争的な
政府助成金や民間資金をより多く獲得していくことが望まれています。これ
は、本学の研究や教育、コミュニティ形成に対して柔軟な支援を行う際の財
政的な自由度という側面からも重要です。研究担当ディーンの所管する外部
研究資金セクションは、研究者が競争的研究資金へ応募すること、及び、資
金提供機関の規則に従い予算を有効に執行することを支援します。助成金応
募の研究計画を提出する際には、追加スペースの必要性、設備の維持管理費、
また所要の事務サポートの増加について、適切に考慮されなければなりま
せん。
4.15.3.1 公的助成金申請
政府、県及び海外の研究助成金に対して、全ての該当する研究員による応
募が奨励されます。教員以外の研究員は、助成金申請により研究ユニット
の全体的な目標が妨げられないように、申請する前に教員に相談しなけれ
ばなりません。追加の研究室又は事務スペースを要求したり、間接経費を
含まなかったり、又は学内の研究資金とのマッチングを要するような助成
金の申請は、追加的な精査が必要です。全ての助成金申請には、応募前に
研究担当ディーンの承認が必要です。
4.15.3.2 民間企業からの助成金と共同研究
民間企業からの助成金を受ける、あるいは民間企業との共同研究を行う際
に は、適切な書式で契約や合意を締結するために、教員は事業開発セクシ
ョンに相談しなければなりません。本学における民間企業からの助成金に
よる研究は、アカデミックな性質のものでなければならず、結果が出版物
や学会発表等で公表されなければなりません。（1.3.1「オープンな研究環
境」参照）民間の助成金による研究又は企業との共同研究を行う際には、
「知的財産及び技術移転」並びに「利益及び責務の相反の防止」に関する
基本方針及び要件が遵守されなければなりません。
4.15.3.3 外部資金の管理
外部からの助成金の使用についても、学内の研究資金と同様に、基本方
針・ルール・手続きに記されている要件に従って行われます。資金供給
機関が追加したいずれの要件についても遵守されなければなりません。
故意又は過失に係らず、これらの規則に違反することは、本学の名誉を
傷つけるおそれがあり、違反した教職員等への重い処罰につながり得る
ということを、助成金受給者の全員が心得ていなければなりません。
4.16 研究設備及びサービスの学外への提供
本学の研究設備及びサービスは一義的には本学の研究及び教育のためのものですが、これら
研究設備及びサービスの余剰能力を外部の学術又は商用利用者が有効活用することにより、
沖縄における科学技術の進歩及び本学を取り巻く活発な研究コミュニティの発展に貢献する
ことができます。加えて、これらの学外利用者へ利用料金を適切に課金することは本学が運
用する資金にも寄与します。プロボストオフィスは、本学の研究設備及びサービスが継続的
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に学内利用者に供されること、直接及び間接経費について適切に学外利用者に課金するこ
と、安全及び本学内の法令遵守を確保することに配慮するとともに、学外利用者による本学
の研究設備及びサービスの利用を所管します。学外利用者による利用に関する詳細について
は、プロボストが別途定めます。[link: https://groups.oist.jp/ja/externaluse/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%
93%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%AD%A6%E5%A4%96%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E8%A6%8F%E5%89%87
]

4.17 通報窓口、調査手続き
研究活動又は研究費における不正行為又はその疑惑が生じた場合の通報窓口及び調
査手続きについては、第 23 章を参照してださい。
4.18 連絡先
4.18.1 本章の所管: プロボスト
4.18.2 その他連絡先: 教員担当学監
研究担当ディーン
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