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学校法人沖縄科学技術大学院大学学園の設立及び 

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の解散について 

 

 

平成 23 年 

 3 月 31 日 文部科学大臣に学校法人寄附行為及び大学設置の認可を申請 

 

 8 月 22 日 文部科学省大学設置・学校法人審議会大学設置分科会による実地審査 

 

 8 月 30 日 文部科学省大学設置・学校法人審議会学校法人分科会による実地調査 

 

10 月 24 日 文部科学大臣による学校法人寄附行為及び大学設置の認可 

        内閣総理大臣に設立準備完了を届出 

 

10 月 31 日 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行期日を定める政令公布 

沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び

経過措置に関する政令公布 

 

11 月 1 日 沖縄科学技術大学院大学学園法施行により学校法人沖縄科学技術大

学院大学学園設立 

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の解散 

 

 

以降、学生募集・選抜を行い、平成 24 年９月に開学（学生受入れの開始）予定

（初年度は 20 名の学生の受入れを予定。）。
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学校法人の概要 

 

法人名 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

目的 沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴い設立した学校法人であり、沖縄において科

学技術に関する世界最高水準の教育研究を行う沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営

を目的としている。 

 

学園の主な業務は以下のとおりである。（学園法 第 3 条） 

① 沖縄科学技術大学院大学の設置とその運営 
② 学生に対する、修学、進路選択及び心身の健康に関する相談その他の援助 
③ 委託又は共同研究の実施、その他の学園以外の者との連携による教育研究活動 
④ 研究成果の普及、及びその活用の促進 
⑤ 科学技術に関する研究集会の開催、その他の研究者の交流促進 
 

運営体制 

組織図：別

紙 1 

学園の業務に関する最終決定権と最終的な責任は理事会にある。 

理事会は、大学院大学の学長（学園の理事長を兼務）を選任し、学長の業務執行を監督す

る。 

学長は、理事会と協議しつつ、大学院大学のマネジメント体制を構築する。 

 

 理事長：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） 

 副理事長：ロバート・バックマン（元米国立衛生研究所・国立神経疾患・脳卒中研究所副所

長） 

 監事：久保田治（元内閣府北方対策本部参事官） 

松田浩二（元沖縄振興開発金融公庫理事長） 

 

理事会（別紙 2 理事名簿） 

議長：トーステン・ヴィーゼル博士、副議長：有馬朗人博士 

評議員会（別紙 3 評議員名簿） 

 評議員議長：ジョナサン・ドーファン学園理事長 

 

大 学 院 大

学 に つ い

て 

経緯 2001 年 6 月、沖縄科学技術大学院大学構想が内閣府特命担当大臣

（沖縄・北方対策、科学技術政策担当）（当時）によって提唱され、翌

年、沖縄振興特別措置法にて大学院大学の整備が規定された。 

2005 年 9 月に沖縄科学技術研究基盤整備機構が発足し、沖縄におけ

る世界水準の研究及び大学院大学の設置準備が進められた。2009 年

に沖縄科学技術大学院大学学園法が成立し、公布された。2011 年、

学校法人寄付行為及び大学設置の認可申請を行い、10 月 24 日付で

文部科学大臣より認可を得て、11 月 1 日、沖縄科学技術大学院大学

学園が設立された（機構は解散）。 

運営指針 

（基本理念） 
世界最高水準、柔軟性、国際性、世界的連携、産学連携 

 

大学院大学の概要 ・学際的な１つの研究科（科学技術研究科）、１つの専攻（科学技術専

攻） 

・5 年一貫制の博士課程のみ 

・50 名規模の教授陣で毎年約 20 名の学生を受け入れる 
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・教育研究は英語で行う 

・学生、教員の半数以上は外国人となることを想定 

・教員：46 （2011 年 11 月） 

研究者数 178 名（外国人約 30 ヶ国、80 名） 

事務及び研究支援スタッフ およそ 170 名 

 

研究活動 大学院大学の教育研究活動は、生命科学、物資科学、数学を含む学

際的で先端的なものとする。将来の大学院大学の研究基盤を構築す

るため、これまでに神経科学、分子科学、数学・計算科学、環境・生態

学、物理科学の五分野に大別される、44 の研究ユニット（別紙４）が発

足した。 

 

研究論文発表等：349 （平成 22 事業年度） 

特許申請：19（うち 8 件特許登録）（平成 23 年 10 月末までの累計） 

共同研究：41 の共同研究を実施（平成 23 事業年度） 

 

キャンパス 沖縄県恩納村に位置するメインキャンパス（約 64 万㎡）は、2007 年 3 月に造成工事が始ま

り、2008 年 3 月に着工した第１研究棟・センター棟は、2009 年度末に供用が始まった。 

研究棟の特徴は、実験機器やスペースを可能な限り共有化する「オープンラボ」であること

で、分野を超えた研究者間の交流が生まれることで、学際的な研究が促進されることが期待

される。 

第２研究棟及び講堂（収容人数 500 名）の建設は 2010 年秋に着工し、現在、整備を進めてい

る。 

予算 

（千円） 
平成 23 年度 平成 24 年度（概算要求額） 

 運営費補助金 5,073,924 10,374,157

 施設整備費補助金 5,719,354 3,070,070

合 計 10,793,278 13,444,227
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沖縄科学技術大学院大学学園役員 

理事  

氏名 職業 

有馬 朗人 ※２ 
財団法人日本科学技術振興財団会長、学校法人根津育英会武蔵学園学

園長、公立大学法人静岡文化芸術大学理事長 

ロバート・バックマン ※４ 
沖縄科学技術大学院大学プロボースト、元米国立衛生研究所・国立神

経疾患・脳卒中研究所副所長 

リタ・コルウェル キャノンＵＳライフサイエンス会長 

ジョナサン･ドーファン ※３ 沖縄科学技術大学院大学学長、米国SLAC国立加速器研究所名誉所長 

ジェローム・フリードマン マサチューセッツ工科大学教授 

ティム・ハント 英国癌研究基金クレアホール研究所主任研究者 

金澤 一郎 政策研究大学院大学教授、前日本学術会議会長 

小宮山 宏 前国立大学法人東京大学総長、株式会社三菱総合研究所理事長 

黒川 清 
政策研究大学院大学教授、前内閣特別顧問（科学、技術、イノベーシ

ョン担当）、元日本学術会議会長 

李 遠哲 台湾中央研究院名誉会長 

チェリー・マレイ  米国物理学会会長、ハーバード大学大学院 工学・応用科学研究科長 

マーティン・リース 前英国王立協会会長 

尚 弘子 財団法人現沖縄科学技術振興センター理事、沖縄国際大学理事 

利根川 進 
マサチューセッツ工科大学教授、独立行政法人理化学研究所脳科学総

合研究センター長 

ヴィジェイ・ラガバン タタ基礎科学研究所インド国立生命科学研究センター所長 

トーステン・ヴィーゼル ※１ 
ロックフェラー大学名誉学長、ヒューマン・フロンティア・サイエン

ス・プログラム前事務局長 

安元 健 東北大学名誉教授 

※１ 議長 

※２ 副議長 

※３ 理事長（常勤） 

※４ 副理事長（常勤） 

 

監事 

氏名 職業 

久保田 治（常勤） 元内閣府北方対策本部参事官 

松田 浩二（非常勤） 元沖縄振興開発金融公庫理事長 
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沖縄科学技術大学院大学学園評議員 

氏名 職業 

明石 康 財団法人国際文化会館理事長、元国連事務次長 

*有馬 朗人 

財団法人日本科学技術振興財団会長、学校法人根津育英会武蔵学園学園長、公

立大学法人静岡文化芸術大学理事長 

ニール・コールダー 沖縄科学技術大学院大学 副学長 

モンテ・カセム 学校法人立命館副総長 

ジョン・ディキソン 沖縄科学技術大学院大学副学長 

土肥 義治 独立行政法人理化学研究所 社会知創成事業本部長 

フレデリック・ギルマン カーネギー・メロン大学理学研究科長 

平澤 泠 

財団法人未来工学研究所理事長、東京大学名誉教授、北陸先端科学技術大学院

大学 経営協議会委員 

スティーブン・ハイマン 
前ハーバード大学プロボースト、米国ブロード研究所・スタンリー精神医学研

究センター 招聘研究者 

梶山 千里 福岡女子大学学長・理事長、前九州大学総長 

北澤 宏一 独立行政法人科学技術振興機構 顧問 

小林 誠 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 特別栄誉教授 

久保 真季 沖縄科学技術大学院大学 副学長 

松本 良 東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻教授 

アン・ミウラ・コー Floodgate共同設立パートナー 

ケン・ピーチ オックスフォード大学（英国）量子治療癌研究所所長 

志喜屋 文康 恩納村長 

白井 克彦 放送大学学園理事長、前早稲田大学総長、前沖縄振興審議会会長 

* 尚 弘子 財団法人現沖縄科学技術振興センター理事、沖縄国際大学理事 

諸喜田 茂充 財団法人沖縄科学技術振興センター理事長 

菅原 寛孝 沖縄科学技術大学院大学 学長特別顧問 

デイヴィッド・スウィンバンクス 
ネイチャーパブリッシンググループ パブリッシングディレクター、ネイチャー

アジア・パシフィック 代表取締役 

平 啓介 琉球大学顧問、前琉球大学理事・副学長（研究・国際交流担当・社会連携担当）

高良 倉吉 琉球大学法文学部教授 

高安 藤 元在沖米国総領事館 広報・文化担当補佐官 

竹内 新也 沖縄科学技術大学院大学学園 理事長補佐 

當眞 嗣吉 沖縄経済同友会代表幹事、沖縄電力株式会社代表取締役会長 

ゲイル・トリップ 沖縄科学技術大学院大 学教授会議長 

上原 良幸 沖縄県副知事 

パトリック・ヴィンセント 沖縄科学技術大学院大学 副学長 

アルブレヒト・ワグナー ドイツ電子シンクロトロン名誉所長 

ジェフリー・ウィッケンス 沖縄科学技術大学院大学 科学技術研究科長 

山内 彰 沖縄アミークスインターナショナル校長 

*安元 健 東北大学名誉教授 

フィリップ・ヨー シンガポール中小企業育成標準政策庁（SPRING）長官 

*理事兼任者 




