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Abstract:
This talk will present the development of the research administration services at the Nanyang
Technological University, Singapore during a period of intense research funding income
growth. As a result of the ambitious government driven research schemes, research funding at
the universities in Singapore has grown by several folds in the past decade. This growth has
placed significant urgency to quickly develop essential skills and manpower at the research
support office as well as the schools to cope with the growth in research grant proposals. Key
lessons learned during this growth phase include team building; networking; communication
skills especially towards researchers and funding agencies and analysis of data as well as the
reviewers' comments. In addition, a set of research administration metrics has been developed
in the Nanyang Technological University, Singapore to measure performance in research
administration. These metrics help to identify process inefficiencies, inaccuracies in
compliance to fund guidelines; process effectiveness and financial management in the
departments. Based on the metrics that covered pre-award, post-award and financial objectives,
a Research Administration Scorecard (ReAdS) was developed to help in the assessment of
research administration performance of the departments.
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本行事は文部科学省スーパーグローバル大学創成事業タイプA「Hokkaido ユニバー
サルキャンパス・イニシアチブ」に基づき開催しています。

潤沢な研究資金を背景に、海外からの研究者誘致、徹底した成果重視型の研究マネジメント
等ドラスティックな研究戦略を用い、2014-15THEランキング総合61位、2014QSランキング総
合39位と、1991年の設立以来、大学ランキングを急上昇させている南洋理工大学（シンガポ

ール）。ドラスティックな研究戦略を編み出す研究推進体制とは？研究推進室ディレクター
Khor教授をお招きしてお伺いします。

日 時: 
平成27年3月19日（木）10:00-11:40

会 場:
北海道大学附属図書館 本館4F 大会議室

講演者:
Khor Khiam Aik 教授
研究推進室ディレクター / 総長室
南洋理工大学（シンガポール）

演 題:
研究力強化に向けた研究推進機能と体制の構築

概 要:
この講演では、研究費の大幅な増加を背景として、南洋理工大学（シンガポール）において研
究推進機能が構築された過程について紹介する。政府主導による野心的な研究施策の結果
シンガポールの大学では過去10年間に研究費が数倍にも増加した。研究費の増加は、本部
の研究推進担当部署及び部局において、増加する研究費申請に対応するために必須とされ
る研究推進機能の迅速な構築や担当職員数の急増をもたらした。この過程で得られた教訓と
して、チーム・ビルディング、ネットワーキング、コミュニケーション・スキル等の重要性があげら
れる。併せて、研究推進機能を評価するため複数の指標の開発が行われた。これらの指標は
プロセス非効率性、助成ガイドラインとの非適合性、プロセス有効性、財務管理の項目につい
て部局における状況を特定化するのに役立つものである。プレ・アワード、ポスト・アワード、財
政目標の観点を含んだこれらの指標に基づき、部局における研究推進機能を総合評価する一
つの指標（ReAdS）が作成される。

言 語:
英語

国際本部・URAステーション主催

教職員のための国際化研修セミナー

お問合せ・申し込み先
URAステーション高木（内：9578） takagi@cris.hokudai.ac.jp
事前の参加人数把握にご協力いただけますと幸甚です。当日会場へ直接お越しいただいても結構です。


