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The Technical Center of Nagoya University is a Technological Organization consisting of 164
technical staff. The technical staff carries out technical assistance work in support of Information
and Communication, Equipment Development, Measurement and Control, Environmental Safety,
Analysis and Materials, and Biotech and Biomedical, thus contributing to Nagoya University's
education and research operations.
As the number of international students and researchers has been increasing recently, we
have determined that there is a need to internationalize the Technical Center's organization in
order to support world-leading research. In addition, as the budget for the maintenance of
research facilities that require a large number of technical staff has been reduced,
inter-university sharing of research facilities must be implemented due to the increasing
necessity of operational efficiency. Considering this challenge that we currently face, we believe
that technical exchange with the technical staff of foreign universities will be of significant
importance in order to share much information. Therefore, we will hold a Symposium that we
invite technical staff from the foreign universities that have signed an academic exchange
agreement with our university to give an approximately 20-minute presentation on the content of
their work, employment system, organization, and joint use research facilities. It is our hope that
this symposium will be the first step in an enduring technological exchange.
*******************************************************************************************************
Symposium Schedule
December 2, 2015 (Wednesday)
10:00 to 17:00

Facility Tour of Nagoya University

December 3, 2015 (Thursday)
13:30 to 17:15

Symposium (VBL3F Venture Hall)

17:30 to 19:30

Social gathering

The default languages used in the symposium will be Japanese and English basically
(We will have translators)

Executive Committee Chairman
Technical Center, Engineering Technical Office
Analysis and Materials Support Area
Noriharu Takada

「国際化」および「設備・機器共用化」に関するシンポジウムの開催案内
名古屋大学全学技術センター
全学技術センター センター長 竹下典行
全学技術センター 技術部長

松村年郎

名古屋大学全学技術センターは、164 名の技術職員で構成された技術部組織です。技術職
員は、通信情報、装置開発、計測・制御、環境安全、分析・物質、生物・生体の分野で技
術支援業務を行い、名古屋大学の教育・研究に貢献しています。
近年、大学内に外国人学生や研究者が増えたことから、世界をリードする研究プロジェ
クトを支えるために、技術部組織の国際化を進めていく必要があると考え、
「国際化」をキ
ーワードにした取り組みを今年から行っています。また、多くの技術職員が携わる研究設
備について、設備整備予算が減少する中で効率的運用が求められており、研究設備の共用
化は、大学間を超えて進める必要があります。これらの課題において、海外の大学の技術
職員との技術的交流は、極めて重要な意味を持つと考えています。そこで、この度名古屋
大学が学術交流協定を結ぶ海外の大学から技術職員および技術部組織と関連のある教員を
名古屋大学に招聘して、技術職員の業務内容、採用システム、組織化、及び研究設備の共
用化などについて講演して頂き(約 20 分間)、継続的な技術交流の第一歩にしたいと考え、
下記のようなシンポジウムを計画しました。また、東海北陸地区の国立大学より技術職員
を招へいして、本シンポジウムに参加して頂き、技術交流を深めたいと考えています。

シンポジウムスケジュール
2015 年 12 月 2 日(水) 10:00～17:00 施設見学 (集合：IB 電子情報館北棟１F ロビー)
2015 年 12 月 3 日(木) 13:30～17:15 シンポジウム
（ベンチャービジネスラボラトリー３F ベンチャーホール）
17:30~19:30 意見交換会
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

実行委員長 全学技術センター 工学系技術支援室
分析・物質技術系
連絡先

高田昇治

Email: tech2016@tech.nagoya-u.ac.jp

