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ホスト機関のコミットメント 
                                    令和４年6⽉１⽇ 

 ⽂部科学省 宛 

 

広島⼤学学⻑ 

越智 光夫  

 
 
 「世界トップレベル研究拠点プログラム」に申請した「持続可能性に寄与するキラルノット超物質

拠点」に関し、同申請が採択された際は、以下の事項について責任をもって以下のとおり具体的に措置

していくことを確認する。 

 
＜具体的措置＞ 
※ 以下のそれぞれの事項について、具体的措置を記載すること。 
1) 当該拠点が真に「世界トップレベル研究拠点」となり、⽀援終了後に⾃⽴化するよう、当該拠点が

ホスト機関のミッション等の実現に資することを⽰すとともに、当該拠点をホスト機関の中⻑期的
な計画に明確に位置づけた上で、補助期間中から機関を挙げて全⾯的な⽀援を⾏うこと。 

※当該拠点が、ホスト機関におけるミッション、建学の精神・理念、業務運営に関する⽬標等の実現に資することを⽰すこと。 
また、ホスト機関の中⻑期的な計画における当該拠点の位置づけについて記載すること。 

 

「新たなる知の創造」「地域社会・国際社会との共存」「絶えざる自己変革」などを理念とする本学は、第4
期中期目標（２０２２〜２０２８年度）において、世界トップクラスに比肩する研究大学を目指し、最先端の教育

研究設備や国際的なネットワーク・ハブ機能等の知的資産が集積する世界最高水準の研究拠点を構築す

ることを目標としている。これにより、我が国の国際競争力を強化することを約束した。今回申請する持続可

能性に寄与するキラルノット超物質拠点の構築は、まさに本学の最重要課題に合致する。そのため、WPIプ

ログラムからの支援額と同程度以上を確保して、全学を挙げて世界の優秀な研究者、学生が集まり躍動す

る本拠点の自立化を支援することを決定した。  

 
2) ホスト機関は、当該拠点をホスト機関内の恒久的な組織として位置付け、⾃⽴的に運営していくた

めに必要となる既存組織の再編等を含むホスト機関の中⻑期的な組織運営の⽅向性に係る基本⽅針
の表明及び今後の具体的な計画・スケジュールの策定を⾏い、それを着実に実⾏すること。 

※ホスト機関の中⻑期的な組織運営の⽅向性に係る基本⽅針と今後の具体的な計画・スケジュールの両⽅について記載すること。 
 

基本方針 

本学では、第3期中にインキュベーション研究拠点や自立して活動する研究拠点を24拠点創出し、本学

の特色ある研究分野として成長させてきた。本拠点設立にあたり、これらの研究拠点群を見直し、整理・統

合・再編し、5つの異分野融合拠点として発展させ、恒久的な研究組織としてスタートさせる。本拠点を5つの

異分野融合拠点の1つの象徴と位置付けており、予算、人的資源や施設・設備等の整備など長期間にわた

り拠点を支えるようリソースを重点配分し、全学が一体となり世界的拠点構築を推進する。 

計画・スケジュール 

資料５ 
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学長の直下に、本学の研究力強化の戦略と推進を担う司令塔として、2022年度に未来共創科学研究本

部を新たに設置した。この研究本部は、第3期中に本学が独自に創出してきた研究拠点などを統廃合・再編

し、持続可能な社会の構築を先導する異分野融合研究拠点を創出することをミッションとしている。本拠点

は、まさしく本学の異分野融合拠点の象徴であり、既存組織の統廃合と学内再配分をその研究本部で議

論して、本拠点に、予算、人的資源や施設・設備等の整備など長期間にリソースを重点配分する。また、本

拠点を恒久的な教育研究組織とするための学則改正を2022年度中に実行し、これにより、全学が一体とな

り本拠点の構築と自立的運営への支援を行うことを表明する。本拠点発足後の2022年度中に、大学院教育

研究プログラムの改革のために必要な手続きを開始するとともに、2023年からの本格始動に向けて、外部か

らのPIを迎えるための研究室整備と研究支援体制を整える。異分野融合を加速するために、世界トップクラ

スの研究環境整備を有する新研究棟を2025年度に建設するが、自己資金で設営する準備を2022年度から

開始するとともに、国立大学法人等施設整備概算要求も行う。 
 

 
3) ホスト機関の基盤的経費等の配分の考え⽅を⽰した上で、当該拠点の運営及び研究活動の実施に必

要な⼈的、財政的及び制度的⽀援を⾏うこと。また、ホスト機関のミッション等の実現に向けて、
当該拠点の運営及び研究活動にWPI以外の外部資⾦等を活⽤する場合、当該拠点と他の外部資⾦と
の関係性を⽰すこと。 

※当該拠点の運営及び研究活動にWPI以外の外部資⾦等を活⽤する⾒込みがある場合、該当する外部資⾦等の申請・獲得状況及び当
該拠点との関係性を⽰すこと（該当する外部資⾦等に以下を含む場合は必ず記載すること。関係性は必要に応じて図⽰も可。） 
・卓越⼤学院プログラム、・地域活性化⼈材育成事業（SPARC）、・共創の場形成⽀援プログラム（COI-NEXT）、 
・センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム、・地（知）の拠点⼤学による地⽅創⽣推進事業（COC+） 

 

人的、財政的、制度的支援 

恒久的に本拠点を形成し維持していくため、全学人事委員会において策定する第4期中期目標・中期計

画期間中の長期人事配置計画に本拠点への優先的な人員配置を決定している。また、人的、財政的及び

制度的支援として、事務職員を含む学内の人事配置を調整し、本事業開始時から、本拠点の運営を支援

する英語対応可能な事務員を5人程度配置する。拠点活動6年目以降は、本拠点の自立に向けて、本拠

点で新規に雇用する5人程度のPIの雇用経費確保のため、本学拠出分人件費を増額させる。本学は2024

年の創立75周年を迎えるにあたり「本学が躍動し広島の地を活性化させる基金」を立ち上げており、

学内外から100億円を目標とする寄付金を募っている。既に株式会社サタケからは２０億円の寄付を

受けている。拠点長特命ファンドマネージャーを雇用し、本拠点の持続的運営のための様々な寄付

金獲得活動を展開する。 
本プログラムの支援額に加え、大学からは同程度以上のリソースを確保し、以下の措置を行う。この措

置は、プログラム期間終了後も継続する。 

① 本学所属の PI が使用しているスペース（約 1,800 m2）に加え、VBL 棟（1,510 m2）改修と 5,000 m2 程

度の研究棟を新築し、研究スペース、オフィス、及び国内外の研究者との研究交流スペースを提供す

る。新たな分野融合と頭脳循環を加速するウェブ会議システムを配置し世界と繋がる空間を創出する。 
② 優秀な研究者が世界から集まるように、年間 1 億円程度の拠点長裁量経費を配分して、拠点運営の

独立性を担保し、成果に応じた報酬などで研究者の業績を認定する。 
③ 毎年 2 億円の人件費及び 1 億円の施設維持費（建物維持費・水光熱料等）を措置する。 
④ 本拠点専属の URA を配置し、大型研究プロジェクト獲得のための全面支援を行う。また、英語能力

に優れた支援職員を配置し、多様性が生むトラブルに対応できる体制を整える。 
⑤ クロスアポイントメント等の柔軟な人事制度を活用し、優れた国内外の研究者を配置する。 
⑥ 拠点で採用する教員は、特に優れた研究を行う教授職または若手教員に認定し、希望により WPI 事

業期間中の教務・学務・管理運営業務等を免除し、研究に専念できる環境を提供するが、その間、当
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該教育研究プログラムに人員を補填する。 
⑦ 海外からでも決裁、決済できるウェブ認証システムを導入する。 

 

外部資金獲得計画 

本学は、学長が先頭に立って近隣地域の企業や自治体との連携を推進し、これまでに、（株）サタケから

の20億円を超える寄付や東広島市からの寄付5億円などによって、国際会議が行えるホールや国際交流拠

点を建設してきた。今年度は、広島市からの10億円、（株）サタケから５億円の寄付を受けており、さらに教育

研究力を強める取組を行う。本拠点設置後も外部資金の獲得に大学を挙げて積極的に取り組む。また、既

に、学内施設にネーミングライツ制度や、企業との共同研究間接経費を30％に増額する制度を導入してい

る。これらの取組で得た外部資金の増額分を本拠点に重点補充していき、本拠点が恒久的に活動できる基

盤を構築する。各PIは、「結び目（ノット）のある構成要素からなるキラル超物質（KCM2）」をテーマとする新し

い研究領域に寄与し、国内の大型研究費に積極的に応募する。海外ファンドでは、欧州Horizon Europe、

米国NIH、 NSF、 NASAなどを、獲得実績のある外国人PIとの共同申請に努める。政府機関からの従来の

資金に加えて、私立財団（米国のサイモンズ財団、テンプルトン財団、ムーア財団など）と共同で、寄付講座

の設置やフェローシップ制度を立ち上げる。本拠点へのJSPSからの支援がなくなる10年後に向けて、それら

の追加資金が獲得できるように鋭意に活動し、本拠点が自立できるようにする。 
また、URAの池上と島原は、学長や安倍事務部門長の協力を仰ぎつつ、広島県や東広島市、主要な産

業界パートナーとの緊密な関係を維持するための支援も行う。一方、知財管理・企業との共同研究に関して

は、本学のオープンイノベーション事業本部が支援する。 

 
 

4) ⽀援期間終了後も、当該拠点が⾃⽴的な運営を⾏い「世界トップレベル研究拠点」であり続けるた
め、拠点に対して⼈的・財政的な資源や施設・設備等の整備などの⻑期間にわたる資源配分などの
必要な⽀援を⾏うこと。また、拠点の活動に必要となるインフラ（⼟地、研究施設・設備、研究ス
ペース等）は、⽀援期間終了後も継続した確保を前提として、拠点形成の早期から確保、提供する
こと。 

 

施設・設備等の整備 

本拠点は、研究の生産性を上げられる環境を提供するため、採択時～2023年度は本学所属の9人のPI
が保有している研究スペース（1,800 m2）及びベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL、 1,510 m2)で実施す

る。2024年度以降はVBL棟に加えて新研究棟（5,000 m2、2025年度竣工予定）を確保し、総勢150人程度が

アンダーワンルーフで研究できる物理的な環境を実現する。新たに建設する本拠点の中核となる新研究棟

には、交流ラウンジを設け、ミーティングやざっくばらんな議論を行える環境を整備し、異分野融合及び頭

脳循環の推進を図る。このような研究環境は、本プログラムの支援終了後も継続して確保する。 
また、本学は中国地方5大学と共同利用できる設備ネットワークを構築しているほか、周辺には全国共同

利用施設である放射光科学研究センターをはじめ、理研、酒総研、産総研があり、共用で利用可能な設備

が充実している。スマリュク拠点長を含む海外メンバーは、東広島市の寄付5億円を得て建てた広島大学・

国際交流拠点施設（家具家電完備）に中長期に滞在する。当該施設は、科学的な議論を行える会議室や

家族同伴者滞在用居室も完備している。海外PIとその家族の長期滞在を容易にするため、広島大学は拠

点長と協力して、広島大学での長期滞在中により良い暮らしが提供できるよう努める。 

 
5) 拠点運営に⼀定の独⽴性を確保するため、「拠点構想」実施にあたって必要な⼈事や予算執⾏等に

関し、拠点⻑が実質的に判断できる体制を整えること。 
 

拠点における意思決定機構 

本拠点は、学則に定める独立した教育研究組織として設置することから、教育研究活動や予算執

行等において拠点長が最終判断・決定を行う体制を担保している。人事については、第4期中期計画
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において、研究力を自律的に強化できる柔軟な人事計画が可能となっており、拠点長が決定する人

事計画に基づく人員配置を行う。  

拠点長は、研究の進捗状況、資金獲得状況、メンバーの状況を把握し、設備費や人件費の配分を

決定するとともに、各メンバーに対して適時アドバイスを行う。拠点長は、PIとの定期的な面談や

プロジェクト管理用のウェブツールを通じてこれらの情報を入手し、拠点全体の研究力を継続的に

向上させる仕組みを導入する予定である。 研究力向上のために有効であった施策は、各研究科にフ

ィードバックされ、大学全体の研究力を向上させる組織改革につながる。 

安倍は、WPIを利用した意欲的な改革を全学展開するため、採択当初、理事・副学長と事務部門長

を兼任する。その後できるだけすみやかに、理事・副学長は交代し、安倍は事務部門長専従となる。 

また、拠点の運営を助ける「キラルノット運営委員会」を設置し、事務部門長と副拠点長がファシ

リテートする。 

この委員会は、研究・教育に関することだけでなく、海外のPI・共同PIの広島大学での長期滞在、広島大

学と海外機関の若手研究者の研究に関する相互交流、外国人PIの子供の広島市内の英語で学べる学校

への入学、住居・交通に関する支援など、その他の業務についても効率よく実施できるよう、事務面で拠点

長を補佐する。事務部門長と副拠点長3名（図5.1）の助けを借りて、拠点長は、研究、教育、アウトリーチ、成

果の広報、資金管理、研究資金申請の支援、PIや若手研究者の採用などに関する主たる方針を、この委員

会を用いて実施する。例えば、人事/ダイバーシティを担当する相田は、ジェンダーバランスや国際化の必要

性を考慮しながら、新しいPIや若手研究者の採用について拠点長を支援する。薮田副拠点長は、学際的な

共同研究を指導・推進するため拠点長を助け、井上副拠点長は、拠点長と協力して新しい教育課程を開発

し、広島大学と海外機関のPIによる学生の共同指導の仕組みを確立する。小鳥居副拠点長は、拠点長やス

タッフと共に、様々なアウトリーチのためのフォーラムや公開講座を企画・実施し、本拠点の研究およびその

他の活動が、高度な基礎研究を通じて持続可能な未来の実現に貢献するものであることを国内外の人々に

伝え、発信する。安倍事務部門長が率いる事務部門スタッフは、資金管理、各種報告書の作成、研究者の

支援を担当するスタッフの統括を行う。本委員会とスタッフは、例えば、共同利用実験機器の購入、設備の

改修計画、建設予定の新棟の共同研究スペースの計画・設計などに関して、外国人PIを支援する。サイエ

ンスライター/イラストレーターやその他のスタッフとともに、運営委員会と担当スタッフは、アウトリーチと広報

を担当する小鳥居副拠点長を補佐し、アウトリーチ活動や公開講座の企画、必要なVR機器の購入を行う。

拠点構想の書類にあるように、運営委員会の活動は、拠点の研究、教育、その他のミッションを含め、費用

対効果の高い効率的な運営を保証するために、拠点長、副拠点長、事務部門長、事務担当者の努力を結

集するものである。一方、4名の研究推進担当者は、拠点スタッフの助けを借りながら、共同指導や研究交

流を含むPI間の協働を支援する（図5.1）。大規模なセンター、部局、その他の機関の運営経験を持つ外部

の専門家やアドバイザーが、拠点長や運営委員会全体に対し、大規模な研究拠点運営のベストプラクティ

スを助言する。委員会を組織したり改組したりする際には、ジェンダーバランスを確保する（図5.2）。 

拠点は大学全体の運営と並列した、独立した人事・資金で運営する。WPIの事業費を補い、研究資

金、国内外の寄付金等による資金源を最大限にするため、その支援を担当するURAを拠点支援グルー

プ内に配置する。  
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6) 機関内研究者を集結させ、必要な環境整備を実現するにあたり、ホスト機関内の他の部局における

教育研究活動にも配慮しつつ、調整を積極的に⾏い、拠点⻑を⽀援すること。 
 

大学院改革 

広島大学において、研究分野の融合と大学院教育の国際化を推進するため、大学院の組織を改編する。 

広島大学初の学際的な「未来共創科学国際プログラム」を設置し、現在の4研究科のいずれからでも博士

課程の学生を受け入れる（図5.3）。 

具体的には、現状では、数学、物理、化学、生物など分野別に大学院プログラムが設置され、教育と研究

が行われているが、それらの分野の垣根を打破してサステイナブルな社会を先導する人材育成に正面から

向き合う大学院教育改革を実施する。 

これまで本学が実施してきた大学院組織再編に加えて、MITやケンブリッジ大学などのグローバル拠点と

の新たなパートナーシップも活用して、大学院教育の国際化と分野融合を推進する。 

拠点長の強力なリーダーシップのもと、博士課程学生の教育改革、数学・物理学・化学・生物学の融合研
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究、国際共同研究を推進する。広島

大学は、学問の融合から生まれる科

学と技術によって、持続可能な社会を

先導する科学者を育成する教育を推

進する。これにより、拠点長が開拓し

てきた新しい学術分野の創出を強力

にサポートする。 

若手研究者支援、国際交流・共同

研究の推進を効果的に行うため、拠

点の予算の50％以上を若手研究者

支援に充てる。 共同研究先での滞

在費など、必要な経済的支援は拠点

長が決定する。これらの取り組みは、

拠点長、拠点の中心メンバー（安倍、

井上、小鳥居、薮田、セニュック）、越

智学長の強力なサポートにより計画・

実施される。拠点長は、学長と月1回

以上の頻度で定期的に意見交換を

行い、拠点の現状や運営に必要な資

源について議論する。 

拠点長、副拠点長、事務部門長は、広島大学の各部局の長や事務部門のリーダーと定期的に打ち合わ

せをし、効果的で生産的な拠点運営を確実に行う。拠点長のリーダーシップのもと、拠点と広島大学のリー

ダーおよび事務担当者による運営会議を定期的に開催し、拠点長、副拠点長、事務部門長、PIの代表者が

参加して、人事、予算、運営方針に関する重要事項を議論する。さらに、拠点長は、定期的に5名程度の外

部アドバイザー、著名な研究者、他拠点の拠点長から助言と提案を求め、広い視野で拠点を運営し、なお

かつ独自の拠点評価を行うための支援を受ける。 

 

 
7) 機関内の従来の運営⽅法にとらわれない⼿法（英語環境、能⼒に応じた俸給システム、トップダウ

ン的な意志決定システム、⼤学院教育との連携等）を導⼊できるように機関内の制度の柔軟な運
⽤、改正、整備等に協⼒すること。 

 

既存制度の改善や慣習の撤廃について 

本学は、2016年に、独自のKPIを設定し、人事配置から選考まで全て学長が決定できる「全学人事委員

会」を発足させている。研究者の評価基準を独自で開発したKPIの下で一元化し年俸制の業績に反映させ

るための、研究成果に関する厳格な人事評価制度を整備している。本拠点が立ち上がると、拠点内で研究・

教育活動を迅速に評価し、拠点長がリーダーシップを発揮して、「能力主義」のコンセプトを導入する。ト

ップクラスの国際誌に掲載されるような画期的な研究を推進するため、PIの個々の全論文の年間累積引用

数などを算出し、拠点長がリソースと給与補助を配分する際の評価基準とする（材料科学と純粋数学間の分

野特有の差異を考慮する）。同様に、広島大学と海外機関のPIによる、民間財団を含む国際的な研究資金

の申請を促進するために、資金獲得に成功した場合、拠点長による能力主義に基づく評価を行い、報酬を

与える。広島大学や海外PIによる、国際的な賞の受賞、拠点ミッションへの優れた貢献、その他様々な優れ

た業績も、拠点長主導の能力主義に基づく評価が行われ、それに応じたボーナスが支給される。  
 

WPIプロジェクト実施期間の初期段階において、PI、アドミニストレーター、スタッフの評価に対し、新しい

能力主義の評価制度を導入し、拠点長裁量の予算（1億円）から、ボーナスとして反映させる。国際的なPIへ
の広島大学滞在中の支援額は、欧米の優秀な研究者に与えられるものと同等とする。新たに採用したPIと
ポスドクには、十分な給与、機器・施設の割り当て、研究スタートアップ資金を提供する。 

図5.3 
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 このシステムは、教員の採用や教育環境の改善に資する新しい取り組みの可能性を示すものである。 こ

のシステムは、組織面、運用面ともに、最終的には全学に適用できるよう整えていく。また、海外参画機関の

事務運営の好事例を収集し、広島大学の事務関連業務を改善する。 

 
8) その他、当該拠点が「拠点構想」を着実に実施し、名実ともに「世界トップレベル研究拠点」とな

るために最⼤限の⽀援をすること。 
 

本拠点が「拠点構想」を着実に実施し、自立した世界トップレベル研究拠点となるために、学長直下の学

術・社会連携推進機構が全学的な組織体制、産学連携部門が企業からの研究資金の獲得、知的財産部が

知財関係、URA部門が研究者サポートと競争的資金獲得、技術センターによる研究設備サポート、その他

にも基金室、国際部、人事部、広報部など、法人本部の各部門が最大限支援を行うことを確約する。 

新規採用された研究者に支給されるスタートアップ研究費は、米国などの競争相手となる機関に比較して

劣ることが多いため、プロジェクト開始時または実施期間中に新たに本拠点に加わる海外研究者は、機器購

入や施設利用について優先的に取り扱う。これは、新しい研究グループを迅速かつ効果的に立ち上げるた

めである。能力あるスタッフが、海外からのPIの迅速な備品購入、研究活動や日本での生活を支援する。広

島大学と本拠点は、広島大学専任で雇用する外国人PIや若手研究者（新規採用のPIのように）、あるいは、

海外PIや共同PIで2ヶ月から1年の長期滞在となる研究者の家族のために、英語で学べる学校、保育所、現

地での交通手段、その他の必要なものへのアクセスを確保する予定である。英語で教える学校や保育所の

設置、広島市や近郊に既にある私立学校や保育所にPIの子供を通わせる費用の負担の、いずれかまたは

両方を、資金やその他の資源の中から確保する予定である。来日中のPIの配偶者及び広島大学に採用さ

れた外国人PIに対し、近隣での仕事の斡旋や就職の支援に努める。ビザの申請、日本での銀行口座の開

設、旅費やその他の経費の払い戻しなど、外国人PIのニーズに迅速に対応するために、事務手続きを合理

化する。ピクニック、レセプション、ハイキングなど、本拠点と広島大学、広島市や広島県の指導者、地元の

産業界の指導者が一堂に会する機会を設ける。これらの会合を通じて、本拠点のサステイナビリティを目指

した研究への寄付、優れたPIのための寄付講座の教授職の設置、若手研究者のための奨学金や賞の創設

などの可能性を議論することができる。 

 

アウトリーチや成果の広報のため、公開講座やアウトリーチ・フォーラム、拠点の一般公開などを実施する

が、それに必要な講義室やその他の施設を広島大学が提供する。また、情報技術（IT）およびその他のニー

ズについても、広島大学が拠点を支援する。拠点の研究・教育ミッションを広島大学が支援し、反対に、拠

点のベストプラクティスや改革の成果を広島大学の運営に取り入れることを支援するため、拠点長と事務部

門長は、毎月、学長および大学運営のリーダーと面談する。 

 

9) ホスト機関は、当該拠点が達成した成果を⾃⼰評価し、ホスト機関⾃らが優れた取組として評価し
たものについて、ホスト機関全体への展開・波及を図ること。 

 

広島大学所属のPIは、学内の複数の部署を兼任しており、WPI実施期間中・後も、それを継続する。

さらに、本拠点に新規採用されたPIは、その経歴に応じて、学部等の所属を選択したり、割り当てら

れたりする予定である。さらに、プロジェクト実施期間中または終了後すぐに、新規採用されたPI

のうち、広島大学が主な所属先となる者には、そこでのテニュアトラックまたはテニュアポジショ

ンを与える。 

 

海外からの研究者や学生が研究に専念できる環境を整えるため、英語で完結する教育・研究支援

体制を構築する。この取り組みは、広く広島大学内に展開する予定である。さらに、本拠点SKCM2で

は、能力主義、ジェンダーバランスと多様性の向上、アウトリーチの強化に関する新しい取り組み

が確立する予定で、これらは大学における同様の取り組みの指針となる。これらは、研究環境の改

善、国際化の推進、ひいては日本の国際競争力強化に貢献するものである。 
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10) WPI拠点やWPIアカデミー拠点を持つホスト機関については、既存の拠点を世界トップレベル研

究拠点として維持・発展させるための⼗分な⽀援を⾏い、また、新たな拠点への⼗分な⽀援と、既
存の拠点への⽀援の継続を両⽴させること。 
※WPI拠点やWPIアカデミー拠点を有するホスト機関のみ記載すること。 

 
11) WPI拠点やWPIアカデミー拠点を持つホスト機関については、既存の拠点の優れた成果を、⾃主

的かつ積極的にホスト機関全体に波及させ、機関⾃らの改⾰につなげること。 
※WPI拠点やWPIアカデミー拠点を有するホスト機関のみ記載すること。 


