
The 10th meeting of Board of Governors 

第10回OIST運営委員会について  
 

Okinawa Institute of Science and Technology Promotion Corporation 

独立行政法人 沖縄科学技術研究基盤整備機構  
 

(1) Date: July 9, 2010, 9:30 – 12:30 

   日 時： 平成２２年７月９日（日） 9:30～12:30 

 
(2) Venue: Yu, Arcade Floor, Hotel New Otani, Tokyo 

   場 所： ホテルニューオータニ東京、アーケード階、悠の間 

 
(3) Participants: (Board of Governors) Drs. Akito Arima, Jerome Friedman, Tim Hunt, Yuan Tshe Lee, 

Hiroko Sho, and Torsten Wiesel 
(Observer) Dr. Jonathan Dorfan (President Emeritus, SLAC National Accelerator 
Laboratory) 

 (OIST PC) President Sydney Brenner, and Vice President Robert Baughman 
 (CAO) Mr. Osamu Shimizu 

   出席者：（運営委員） トーステン・ヴィーゼル、有馬 朗人、ジェローム・フリードマン、 
 ティム・ハント、李 遠哲、尚 弘子、 

（オブザーバー）   ジョナサン・ドーファン（米国SLAC国立加速器研究所名誉所長） 
（OIST） シドニー・ブレナー理事長、ロバート･バックマン理事 
（内閣府） 清水治 沖縄振興局長 

 

(4) Summary 結果概要 

1. OIST reported that recognizing the through search in the past year and confirming the ability 
and competency to lead OIST, it was approved that Dr. Jonathan Dorfan become the president 
elect of OIST University and agreed that he was appointed as Establishing Member. 

機構より、これまでの綿密な調査及び、候補者の意向と能力を確認した結果、ジョナサン・ド

ーファン博士を沖縄科学技術大学院大学の学長予定者とすることが承認され、また、新たな設

立委員に任命されることが合意された旨報告された。 

2. In transiting to become a graduate university, it was recognized the responsibility and 
importance the Establishing Member to involve in the principal investigator hiring process. It 
was agreed that the hiring process be reported to the Establishing Members. 

大学院大学への移行があるため、機構の主任研究者採用に係る設立委員の関与と責任の重要性

が認識され、主任研究者の採用プロセスは設立委員に報告することが合意された。 

3. OIST reported the collaboration with the Prefecture and other institutions, and its plan to hold a 
symposium on knowledge cluster in Okinawa. 

沖縄県や外部研究機関との連携や、沖縄における知的クラスター形成構想に向けたシンポジウム開

催について説明された。 

4. CAO reported the result of the Project Screening for OIST, which includes re-examining the 
entire activity and strengthening of administrative governance. Recognizing that OIST has 
begun making such efforts, their continuation is important. 

内閣府より、事業仕分けにおいて事業全体の見直しやガバナンスの強化が指摘された旨報告され、

機構のガバナンス強化策はそれに沿った方向であり、引き続き継続されるべき旨が述べられた。 



5. OIST reported the new appointment of Chief Administrative Officer, Director of Facility and 
Construction, and Senior Manager of Common Resource Group. Strengthening of OIST 
management and efforts towards efficiency was recognized. 

機構より、事務局長、施設・建設部長、コモンリソースグループ統括の着任が報告され、管理体制及

び効率化に向けた活動が確認された。 

6. It was agreed that the next BOG meeting be held in Okinawa. 

次回会合は沖縄で開催される旨合意された。 

 


