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Ⅰ．人材養成システム改革の内容
■プログラム名：若手研究者の自立的研究環境整備促進（中間評価）
■課題名：名大高等研究院研究者育成特別プログラム
■機関名：名古屋大学
■代表者名（役職）：平野 眞一（総長）
■実施期間：5 年間
■実施経費：3 年目までの総額８６３百万円（間接経費込み）
１．人材養成システム改革の概要
（1）構想・概要
機関の現状
名古屋大学は教員数約１７７０名の中規模大学であるが、野依博士のノーベル化学賞受賞、
赤崎博士の青色発光ダイオード開発、等の傑出した研究と共に、科学技術分野では、大型科学
研究費補助金（特別推進研究や特定領域研究）の約５－１０％、２１世紀 COE 採択数でも約
１０％を占めている。タイムズ紙が発表した大学ランキングでは日本の大学としては５位、世
界では１２９位に位置している。
名古屋大学高等研究院は２００２年より若手研究者対象の研究プロジェクト支援を実施し、
好結果を得つつある。理学研究科生命理学専攻では２１世紀 COE において、テニュア・トラ
ック制度の試行として若手独立研究チームを創設。他の生命系研究科（医学、農学、工学）と
共同して本制度の拡充を計画している。
２１世紀 COE を中心に特任教授・助教授として、任期制・年俸制を導入している。
人材システム改革構想
高等研究院に研究者育成特別プログラム（テニュア・トラック制度）を導入する。高等研
究院が候補者を国際公募・選考する。採用された若手研究者へは、本プログラムにより人件費、
研究費、研究員雇用費等を支給し、高等研究院が管理・運営する「高等総合研究館」に研究室
および実験室を貸与し、独立した研究室運営を支援する。教育者としての育成は、対応する推
薦部局が支援する。任期終了時には高等研究院が評価し、推薦部局に対してテニュア付与の推
薦を行う。
充実した研究評価体制を有する高等研究院は、優れたテニュア候補者を客観的に選考すると
共に、個々の研究活動の支援および高等研究院での活動を通して高度で広い視野と高い研究者
倫理を有する若手研究者を育成する。
本プログラムの効果が認められれば、各部局で採用する教員の一部を常にこのプログラムで
運用することになる。そのための経過措置として全学からの定員移動・資金の手当て、等を計
画している。
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人材システム改革における達成目標（ミッションステートメント）
本プログラムでは、自然科学系全分野を対象に若手研究者を採用する。本プログラムの達成
目標は、全員が卓越した研究成果をあげてテニュアを得ることである。
研究者の任期は５年とし、３年目と最終年に中間審査および最終審査（テニュア審査）を行
う。３年目の中間審査では、残り２年間テニュア・トラックとして継続するか否かの審査を行
う。継続の場合は２年後にテニュア審査を行う。継続不可であれば、高等研究院は推薦部局に
対して、テニュア・トラックではない任期付き教員として別の職種への移動を推奨する。５年
目のテニュア審査では、可となれば推薦部局のテニュア教員となる。
テニュアを有する若手研究者についてであるが、高等研究院がこれまで支援した若手研究者
の大部分は、３〜４年以内に同一部局内で昇格ないし他大学へ転出している。高等研究院の若
手研究者選考基準を満たすテニュア候補者であれば、当初採用の半数は最終年度を待たずに推
薦部局、学内他部局、学外のテニュア教員職を得るものと予想される。その際は新たな公募を
行う。

（2）名大高等研究院研究者育成特別プログラム実施体制
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（3）名大高等研究院研究者育成特別プログラム実施内容
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（4）ミッションステートメント
＜人材システム改革構想の概要＞
高等研究院に研究者育成特別プログラム（テニュア・トラック制度）を導入する。高等研究院
が候補者を国際公募・選考する。採用された若手研究者へは、本プログラムにより人件費、研究
費、研究員雇用費等を支給し、高等研究院が管理・運営する「高等総合研究館」に研究室および
実験室を貸与し、独立した研究室運営を支援する。教育者としての育成は、対応する推薦部局が
支援する。任期終了時には高等研究院が評価し、推薦部局に対してテニュア付与の推薦を行う。
充実した研究評価体制を有する高等研究院は、優れたテニュア候補者を客観的に選考すると共に、
個々の研究活動の支援および高等研究院での活動を通して高度で広い視野と高い研究者倫理を有
する若手研究者を育成する。
＜３年目における具体的な目標＞
初年度に採用した若手研究者全員が５年以内に卓越した研究成果を上げて、テニュアを得るこ
とが、本プログラムの達成目標である。これに向けて、３年目に中間審査を行う。継続可の場合
は２年後に最終審査を行う。例外的に継続不可の判断となった場合は、一般の任期付教員として
位置づける。
＜実施期間終了後における具体的な目標＞
５年目の最終審査で、テニュア教員としての雇用に変更するかどうかを判断する。可の場合は
推薦部局の教員となり教育研究を担う。この際、准教授から教授、講師から准教授への昇進を基
本とする。不可の場合は一般の任期付教員として位置づけるが、ほとんどの研究者はテニュアを
取得できることが期待される。
＜実施期間終了後の取組＞
高等研究院における若手育成は、まだ３年しか経過していないが、実績は顕著であり、インタ
ーナショナル・アドバイリーボードでも高い評価を得ている。今回の新しいプログラムが極めて
有効に機能することが期待され、その結果、プログラム終了後も、全学的に採用者の一定割合を
このシステムで運用するなど、全学的な取り組みに発展すると予想される。
＜期待される波及効果＞
本プログラムで育成した若手研究者が、各部局に異動し、力を発揮して成果が得られれば、全
学にテニュア・トラック制度による高度研究の雰囲気が浸透していくと期待される。これこそが
本プログラムで目的とするものである。
本プログラムで育成した優れた若手研究者は、名古屋大学以外の異動も期待される。その結果、
高度な自立研究能力と研究者倫理を備えた研究者がひろがることで、全国の人材システムの改善
に資すると期待される。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年

経費の内容

度

総 額

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

18 年度
科学技術
振興調整費
１．人件費
（1）特任准教授

12.4
（3 名）
29.4
(10 名)
1.9
(４名）

40.1
（4 名)
86.9
（11 名）
5.1
（5 名）

40.1
（4 名）
72.6
（9 名）
20.8
（8 名）

40.1
（4 名）
72.6
（9 名）
26.0
（10 名）

40.1
（4 名）
72.6
（9 名）
26.0
（10 名）

172.8

119.0

33.2

35.2

20.0

5.0

212.4

46.5

31.1

33.3

40.0

48.4

199.3

４．旅費

4.0

11.1

11.1

14.4

18.0

58.6

５．その他

5.7

12.5

12.0

12.0

15.0

57.2

65.7

66.0

67.5

67.5

67.5

334.2

284.6

286.0

292.6

292.6

292.6

1448.4

0

14.0

14.0

14.0

14.0

56.0

0.9

7.3

15.8

15.8

15.8

55.6

285.5

307.3

322.4

322.4

322.4

1,560.0

（2）特任講師
（3）研究補助

２．備品及び
試作品費
３．消耗品

６．間接経費
調整費計

334.1
79.8

（自主的取組）
・運営費交付金
（1）高等研究院
・競争的資金の
間接経費
総 計
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Ⅲ．これまでの取組状況（実施内容・実績）
高等研究院は、自立して高度な研究を推進できる若手研究者を育成するために、テニュア候補者を国
際公募・選考し、自由な研究環境を与え、予め部局と合意した審査基準に沿って評価し、部局にテニュ
ア付与について推薦するシステムを構築した。優れたテニュア候補者を客観的に選考すると共に、個々
の研究活動の支援および高等研究院での活動を通して高度で広い視野と高い研究者倫理を有する若
手研究者を育成することを目指している。本プログラムでの若手研究者の任期は 5 年とし、3 年目と最終
年に中間審査および最終審査（テニュア審査）を行い、可となれば推薦部局のテニュア教員となる。
国際公募により、若手研究者 15 名を高等研究院特任准教授・同特任講師として採用した。採用された
若手研究者１人に対して、スタートアップ資金（500 万円）や研究費（平成 18 年度年間総額 720 万円、平
成 19 年度年間総額 830 万円）などを支給し、また高等研究院が管理・運営する「高等総合研究館」に研
究室および実験室を貸与し、独立した研究室運営を積極的に支援している。さらに、若手研究者の相互
交流の場として、「高等総合研究館」には、本プログラム採用者専用のコモン・ルームを設置した。また、
高等研究院会議メンバーを中心に、以下の運営を行った。
・ 中間時（3 年目）および終了時（5 年目）に行う若手研究者の評価の基準を、推薦委員会を中心に作
成した。また、各教員の中間評価報告書の書式および、中間成果発表会の日程を決定した。
・ テニュアトラック教員に対して、事務連絡、情報交換および倫理教育を実施するためのテニュアトラッ
ク教員会議を開催した。
・ 匿名アンケートの実施や個別のヒアリングにより、採用された研究者の研究の進捗状況等を常にフォ
ローし、発生した問題を迅速に対応できる体制を整備した。
・ 若手研究者が開かれた研究環境の中で実際に社会と向き合いながら研究活動を行える仕組みを整
えることを重視し、高い研究者倫理を有する研究者の育成を実行している。平成 18 年度には、業績
評価と研究倫理のあり方について考えるフォーラムを開催し、若手研究者に出席してもらい、レポート
を提出してもらった。平成 19 年度には、高等研究院セミナーの一環として、研究倫理問題を専門とし
ている研究者の講演を行った。
・ 名古屋大学を代表する最も優れた研究者である高等研究院教員による定例のレクチャー、フォーラ
ム、セミナーなどには、自分の専門分野と関わりなく参加してもらった。
・ テニュアトラック制度に関連して大学人事改革について考えるフォーラムを開催し、情報交換や意見
交換を行い、事業の推進に当たっての参考としている。また、本プログラムの継続事業の導入につい
て検討している。
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実施状況

実施日
平成 18 年 7 月 1 日
～
平成 18 年 8 月 17 日

取組内容
・平成 18 年 7 月 1 日 公募開始（応募期限：平成 18 年 8 月 17 日）
・平成 18 年 7 月 6 日、7 月 20 日、7 月 27 日の 3 回 Nature 誌に公募広
告掲載（1/4 ページ）
・平成 18 年 7 月 14 日、7 月 28 日、8 月 4 日の 3 回 Science 誌に公募広
告掲載（1/3 ページ）
・平成 18 年 8 月 17 日 応募期限（総応募者 386 名、国籍別：日本国籍
241 名、外国籍 145 名、男女別：男性 356 名、女性 30 名）

平成 18 年 8 月 17 日
～
平成 18 年 10 月 11 日

・平成 18 年 8 月 17 日～9 月 15 日 審査過程(1) 応募部局による書面
審査・面接 (31 名の候補者を選出)
・平成 18 年 9 月 8 日～10 月 6 日 審査過程(2) 推薦委員会による書面
審査
・平成 18 年 10 月 11 日 審査過程(3) 選考委員会による書面審査（特任
准教授 5 名、特任講師 10 名を選考）

平成 18 年 10 月 13 日

・平成 18 年 10 月 13 日 採用予定者に内定通知

平成 18 年 11 月 1 日

・平成 18 年 11 月 1 日 特任准教授 3 名、特任講師 7 名を採用

～
現在

・平成 18 年 12 月 1 日 特任講師 2 名を採用
・平成 19 年 1 月 30 日 特任准教授として採用予定者 1 名が採用辞退
（補欠候補者から特任講師として採用予定者 1 名決定）
・平成 19 年 2 月 1 日 特任講師 1 名採用
・平成 19 年 3 月 9 日 特任講師 1 名が退職
（補欠候補者から特任講師として採用予定者 1 名決定）
・平成 19 年 4 月 1 日 特任准教授 1 名、特任講師 1 名を採用
・平成 19 年 5 月 1 日 特任講師 1 名を採用
・平成 20 年 2 月 29 日 特任講師 1 名が退職
・平成 20 年 3 月 31 日 特任講師 1 名が退職

平成 18 年 12 月 5 日

名古屋大学高等研究院研究者育成特別プログラム発足記念
名古屋大学高等研究院フォーラム 2006「公正な科学研究に向けて―業績
評価と研究倫理―」開催

平成 18 年 12 月 25 日

第 1 回テニュアトラック教員会議開催

平成 19 年 6 月 20 日

第 2 回テニュアトラック教員会議開催

平成 19 年 9 月 18 日

第 3 回テニュアトラック教員会議開催

平成 19 年 11 月 30 日

名古屋大学高等研究院フォーラム 2007「若手研究者の育成とテニュアトラ
ック制度―これからの大学人事改革を考える―」開催

平成 20 年 1 月 10 日

第 4 回テニュアトラック教員会議開催
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平成 20 年 1 月 22 日

第 18 回高等研究院セミナー開催
科学者の不正行為－その背景と防止策（講師：愛知淑徳大学文学部図書
館情報学科・教授 山崎茂明氏）

平成 20 年 5 月 27 日

第 5 回テニュアトラック教員会議開催

２．ミッションステートメントの３年目における具体的な目標に対する達成度
平成 18 年度には 15 名程度の若手研究員を国際公募より採用し、「初年度に 15 名程度の若手研究員
を採用する」との目標を達成した。また、3 年目に実施する予定の中間審査に向けて、平成 19 年度には、
中間時（3 年目）および終了時（5 年目）に行う若手研究者の評価の基準を、推薦委員会を中心に作成し
た。また、平成 20 年度には、各教員の中間評価報告書の書式および、中間成果発表会の日程が決定し
た。なお、現時点では、2 名の特任講師が、平成 19 年度に他の基幹大学に准教授として栄転した。これ
は本プログラムにおけるテニュアトラック教員の質の高さを示すものである。

３．テニュア・トラック制の構築の進捗状況・問題点とその解決に向けて
(1)国際公募の状況
本プログラムにおける公募は、博士号取得後 10 年以内の研究者であることを応募資格とし、Nature 誌、
Science 誌、研究者人材データベース「JREC-IN」、本学ホームページ、高等研究院ホームページ等に公
募広告を掲載し、応募専用ウェブサイトよりオンラインで応募を受け付けた。
公募分野：自然科学系全分野
部局：理学研究科、医学系研究科、医学部保健学科、工学研究科、生命農
学研究科、多元数理科学研究科、環境学研究科、情報科学研究科、環境医
公募分野・部局

学研究所、太陽地球環境研究所、エコトピア科学研究所、アイソトープ総合
センター、遺伝子実験施設、物質科学国際研究センター、年代測定総合研
究センター、生物機能開発利用研究センター、先端技術共同研究センター、
情報メディア教育センター、地球水循環研究センター、情報連携基盤センタ
ー

公募期間

平成 18 年 7 月 1 日～平成 18 年 8 月 17 日

公募媒体

・Nature 誌、Science 誌の紙面およびウェブサイトに国際公募広告を掲載。
（図-1、図-2）
・JREC-IN に求人公募情報を掲載。
・名古屋大学ホームページに公募広告を掲載。
・高等研究院の応募専用ウェブサイトを開設。

公募費用総額

1,897,320 円
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図-1
・Nature 誌 公募広告（1/4 ページ）
平成 18 年 7 月 6 日、7 月 20 日、7 月 27 日（第 442 巻第 7098
号、第 7100 号、第 7101 号）に掲載

図-2
・Science 誌 公募広告（1/3 ページ）
平成 18 年 7 月 14 日、7 月 28 日、8 月 4 日（第
313 巻第 5784 号、第 5786 号、第 5787 号）に掲載

(2)採用審査と結果
応募専用ウェブサイトのアクセス数は 18,500 件に上り、40 以上の国・地域から 386 件の応募があった。
応募者のうち、外国籍は 37.6％（合計 145 名。そのうち、バングラデシュは 22 名、中国は 14 名、インドは
9 名、エジプトは 8 名、ドイツとイギリスはそれぞれ 7 名、カナダとイランはそれぞれ 6 名、アメリカ、ロシア、
韓国、パキスタン、スリランカはそれぞれ 5 名、その他の国は 41 名であった）、女性は 7.8％（30 名）、自学
出身者は 9.8％（38 名）であった。また、推薦部局別では、理学研究科は 43.3%(137 名)、工学研究科は
17.9%（69 名）、生命農学研究科は 10.9%（43 名）、環境学研究科は 9.8%（38 名）、医学研究科は 5.7%(22
名)、物質科学国際研究センターは 4.1%(16 名)、地球水循環研究センターは 3.9%(15 名)、情報学研究科
は 3.3%(13 名)、その他は 8.3%(32 名)であった。
(2)-1 採用審査基準、審査方法、審査委員の構成
応募者よりテニュアポストを希望された部局は、書面審査及び必要に応じて行う面接などによる一
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次審査を実施した。部局長は、審査を経た優秀な応募者を高等研究院事務局に対して推薦した。
各部局長から推薦された候補者は合計３１名であり、各候補者それぞれを対象とした推薦委員会が
高等研究院に設置され、推薦委員会による書面審査が行われた。また各候補者に対して、推薦部
局からの外部評価員リストに基づき 3 名の外部評価員を選抜し（1 名は日本以外の国籍）、ピア・レビ
ュー方式の書面審査が実施された。
選考委員会による最終選考は、応募書類、外部評価員によるピア・レビュー方式の書面審査、当
該部局からの推薦、推薦委員会による推薦、を選考材料として討議を行い、卓越した研究・教育者と
なる可能性が高い優れた 5 名の特任准教授と 10 名の特任講師を選考した。また補欠候補者につい
ても順位をつけて選考した。
・当該部局での審査に携わった審査委員の人数は候補者によって異なる。部局での審査に携わっ
た人数は以下のとおり。
理学研究科 のべ 90 名、医学系研究科 のべ 44 名、生命農学研究科 のべ 16 名、環境学研究
科 16 名、太陽地球環境研究所 11 名。
・外部評価員選定委員会：高等研究院基幹教員会議（5 名）をもって充てる。外部評価員とは名古屋
大学以外の者であり、かつ候補者の所属組織外の者である。
・推薦委員会（平成 19 年度から評価委員会に改名）：部局長から推薦された者 1 名につきひとつの
推薦委員会を設置。推薦部局（学科）からの委員（1 名）、高等研究院運営推進委員（1 名）、応募者
の専門分野に詳しい教員（1 名）（高等研究院教員や院友など）、高等研究院長あるいは副院長（1
名）の計 4 名で構成し、推薦部局が示したテニュア審査基準、採用予定職階を検討したうえ、選考委
員会に推薦するかどうかを判断した。本プログラムでは総数 31 の推薦委員会が組織された。
・選考委員会：高等研究院基幹教員（5 名）、運営推進委員（6 名）で構成。高等研究院会議をもって
充てる。
(2)-2 採用者の人数
特任准教授 4 名、特任講師 12 名の計 16 名を採用。（退職者、採用補充者を含む）
平成 18 年 10 月上旬に、公正かつ厳格な選考を経て、各自の分野をリードしている卓越した若手
研究者１５名を高等研究院特任准教授、同特任講師として採用した。また、採用者の 1 名の退職（平
成 19 年 3 月）に伴い、補欠で 1 名を追加で採用した。総採用者 16 名のうち、外国籍者は 12.5％（2
名）、自学出身者は 50％（8 名）であった。
・採用予定部局 理学研究科 6 名、医学系研究科 4 名、工学研究科 2 名、生命農学研究科 1 名、
多元数理科学研究科 1 名、環境学研究科 1 名、太陽地球環境研究科 1 名。
・出身地 国内 14 名、国外 2 名
・出身大学 東京大学 1 名、京都大学 3 名、名古屋大学 7 名、筑波大学 1 名、大阪大学 1 名、総合
研究大学院大学 1 名、ウィーン大学 1 名、パリ第 11 大学 1 名。
・男女の別 男性 16 名、女性 0 名
・平成 20－22 年度は２名採用する方向で検討中。
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(3)若手研究者の研究環境整備
状況
高等研究院内に独立した研究スペースおよび居室を確保。推薦部局で研
研究環境

究を遂行することが適切な若手研究者については、推薦部局において研究
スペース及び独立した居室を確保している。なかには高等研究院と推薦部局
の両方にスペースを確保している若手研究者もいる。

メンターの配置
人的支援
研究資金

メンターとして若手研究者一人に対し推薦部局の委員を 1 名配置。
若手研究者が、自分の研究資金を用いて雇用している。大学からの支援
は特に行っていない。
採用時にスタートアップ資金（500 万円）や研究費（平成 18 年度年間総額
720 万円、平成 19 年度年間総額 830 万円）を支給。
高等研究院および推薦部局において、独立した研究環境を確保している。
居室スペース：最大 64 ㎡、最小 22 ㎡、平均 34.5 ㎡

研究スペース

研究スペース：最大 150 ㎡、最小 49 ㎡、平均 103.7 ㎡
（各最大・最小値は共同利用を除く）

共通設備・施設

高等研究院内に、高等研究院で研究に従事する若手研究者と、推薦部局
で研究に従事する若手研究者との交流の場としてコモン・ルームを設置。

(4)若手研究者の育成施策
若手研究者が開かれた研究環境の中で実際に社会と向き合いながら研究活動を行える仕組みを整え
ることを重視し、高い研究者倫理を有する研究者の育成を実行している。平成 18 年度には、業績評価と
研究倫理のあり方について考えるフォーラム（名古屋大学高等研究院フォーラム 2006「公正な科学研究
に向けて―業績評価と研究倫理―」）を開催し、若手研究者に出席してもらい、レポートを提出してもらっ
た。平成 19 年度には、高等研究院セミナーの一環として、研究倫理問題を専門としている研究者の講演
（第 18 回高等研究院セミナー「科学者の不正行為－その背景と防止策（講師：愛知淑徳大学文学部図
書館情報学科・教授 山崎茂明氏）」）を行った。平成 20 年度にも、高等研究院セミナーにおいて、研究
倫理問題を専門としている研究者による講演を予定している。また、名古屋大学を代表する最も優れた研
究者である高等研究院教員による定例のレクチャー、フォーラム、セミナーなどを通じて高いレベルの異
分野間研究交流の機会を設けている。さらに、テニュアトラック教員間の相互理解を深めるために研究発
表会や懇親会を開催した。高等研究院は、こうした活動を通じて、幅広い視野と高い研究者倫理を有す
る若手研究者の育成を組織的かつ継続的に実行している。

(5)年次評価（業績評価）体制
高等研究院は、若手研究者に対して、テニュアトラック教員成果報告会（年 1 回程度）における発表お
よび年次報告書の提出を義務付けている。平成 20 年の 4 月に決定した各テニュアトラック教員に対する
評価委員会（高等研究院院長ないしは副院長（1 名）、推薦部局の委員、高等研究院教員や院友で組織
される。このうち推薦部局の委員は、若手研究者のメンターとなる）は、若手研究者の発表および提出し
た年次報告書に基づいて、採用時に提出された中間目標および最終目標と比較しながら、研究の推進
状況の点検・助言を行う体制を構築した。
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(6)テニュア審査基準、テニュア枠
本学のテニュアトラック制度は、研究・教育の即戦力である准教授・講師を対象としている。採用者は、
将来の本学中枢を担う人材として位置づけられている。このため、テニュアトラック教員一人当たり一つの
正教員ポストを用意している。
テニュア審査基準について高等研究院は、年次評価、中間評価および最終評価との一連の評価体制
を構築した。採用者に、中間目標および最終目標を提出してもらい、その妥当性について推薦委員会が
検討・修正したうえで、高等研究院会議の審議・了承を経て、業績評価の基準としている。テニュアトラッ
ク教員には、年度末には成果報告書の提出を義務付け、年度毎に研究の進捗状況を検証している。平
成 20 年の 4 月に決定した各テニュアトラック教員に対する評価委員会（高等研究院院長ないしは副院長
（1 名）、推薦部局の委員、高等研究院教員や院友で組織される。このうち推薦部局の委員は、若手研究
者のメンターとなる）は、若手研究者の発表および提出した年次報告書に基づいて、研究の推進状況の
点検・助言を行う。さらに、採用者に対して、3 年目と最終年に中間審査および最終審査（テニュア審査）
を行う予定である。中間時（3 年目）および終了時（5 年目）に行う若手研究者の評価の基準および評価の
方法を、推薦委員会を中心に作成し、テニュアトラック教員に開示した。また、各教員の中間評価報告書
の書式および、中間成果発表会の日程を決定した。中間評価については、各テニュアトラック教員から中
間成果報告書（未公開成果を含む）を提出させ、評価委員会委員および外部評価委員が、採用時に提
出されている中間目標を参考にして書面審査を行う。一方、学内公開の中間成果発表会を本年 12 月 1
日に開催して質疑応答を行う。これら全ての結果を総合して、中間評価書を作成し、各テニュアトラック教
員に開示し、必要ならば指導や、最終目標の再設定を行う予定である。なお、中間評価の時点で、目標
の達成が不可能（Ｄ評価）となったテニュアトラック教員については、最長 1 年間は給与を支給し他の就職
先を探させることとする。

(7)キャリアパス支援
テニュアトラック教員一人当たり一つの正教員ポストを用意しているが、テニュアを獲得できなかった若
手研究者に対して、任期付職員として、一定期間の雇用を保証すると共に、別の職への異動を奨励する。
このため、本学に新たに設置した「社会貢献人材育成本部」と連絡を密にし、必要に応じて名古屋大学
の「社会貢献創出若手人材育成プログラム」を活用する予定である。

(8)人材の流動性への配慮
本学では教員の採用にあたっては、公募制が推奨されており、多くの部局が公募により教員を採用する
ようになってきている。また全学的にも、２１世紀 COE プログラム・グローバル COE プログラムを中心に、
特任教授・特任准教授を中心として、任期制・年俸制を導入している。さらに本学が決定した「教員の個
人評価に関する基本事項」に基づき、各部局が「教員の個人評価」の実施方針を定め、全教員に対する
業績評価の制度を導入した。

(9)組織の支援体制
高等研究院は推薦部局と相談を重ね、テニュアトラック教員の研究環境が適正となるように要請すると
共に、事務支援体制を強化した。本制度の導入に伴い、専任の事務職員 4 名を新規に配置し、高等研
究院の事務体制を充実した。個々の研究者を財政面および研究スペースの面で支援すると共に、教員
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の研究費獲得のための推薦も行った。教育能力向上のため、テニュアトラック教員を推薦部局において
協力教員として位置づけることにより、大学院生等に対する教育経験を積めるようにしている。また、推薦
部局からの管理運営業務や入試業務の依頼については、テニュアトラック教員の研究を阻害しないよう
個々の場合に応じて高等研究院が指導している。

(10)改革の構想・PDCA サイクル
本制度を施行するにあたっては、全学レベルで公募を行い各部局からの推薦に従って選考採用を進
めたが、各部局に採用教員枠を比例配分することなく真に優れた候補者を高等研究院が中心になって
選考した。本制度を継承する制度についてはすでに検討済みであり、教員選考にあたっては高等研究
院が中心となって行っていく方針である。また次期制度では、文系部局のテニュアトラック教員を採用する
予定であり、理系だけでなく文系部局にテニュアトラック制度を拡大していく予定である。
(11)波及効果
平成 19 年度には、テニュアトラック制度に関連して大学人事改革について考えるフォーラム「若手研究
者の育成とテニュアトラック制度―これからの大学人事改革を考える―」を開催し、情報交換や意見交換
を行い、テニュアトラック制度の浸透を図った。また、平成 19 年度、平成 20 年度の採択校に対して、国際
公募や業績評価のノウハウ等について、情報提供やアドバイスしている。本制度は理系の研究者を対象
としているが、フォーラムなどを通して文系部局においてもテニュアトラック制度に対する関心が高まって
きている。また、すでに 2 名の特任講師が他大学に准教授として栄転した。これは本プログラムにおける
テニュアトラック教員の質の高さを示すものであると共に、全国の人材システムの改善に資したと考えられ
る。

(12)資金計画
総長裁量経費として毎年度 3,300 万円の運営費交付金がテニュアトラック教員経費として高等研究院
に支給されている。高等研究院はこれを各テニュアトラック教員に配分している。また高等研究院に配分
されている運営費交付金の一部（平成 19 年度は 1,400 万円）をテニュアトラック教員に配分した。間接経
費については、事務費など共通経費を除いて各自に均等に分配している。
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Ⅳ．今後の計画
１．人材養成システム改革終了時の達成目標
（１）当初の「人材養成システム改革終了時の具体的目標」の達成見込み
テニュアトラック教員は、高等研究院・部局の支援のもと、各自の研究活動を積極的に推進している。
多くの教員が活発な研究を行い、Science 誌等に掲載されるレベルの高い研究成果をあげている（平成
18 年度: 学会発表 120 件、レフリー付き雑誌掲載 63 件、平成 19 年度: 学会発表 180 件、レフリー付き
雑誌掲載 98 件）。また、多くの教員が競争的資金を獲得している（平成 18 年度は 29 件、平成 19 年度は
33 件、平成 20 年度は 30 件（平成 20 年 5 月 16 日現在。いずれも研究分担者の場合も含む）。また、平
成 20 年度の科学研究費補助金の獲得率は本学全教員平均の 1.75 倍。）。一部の研究成果は新聞等マ
スメディアにも紹介された（平成 18 年度は 4 件、平成 19 年度は 8 件）。この状況から、当初の「人材養成
システム改革終了時の具体的目標」として取り上げられていた目標「ほとんどの研究者はこの時点でテニ
ュアを取得できることを期待される。不可の判断がでるのは 10-20％程度以下と予想される。」が達成され
る可能性が極めて高いと考えられる。

２．４，５年目の人材養成システム改革及び資金計画
（１）人材養成システム改革及び資金計画の見直しの必要性の有無
改革構想や資金計画全体の変更は予定していない。現時点で、定員 15 名に対し 2 名の欠員が生じて
いて、4 年目にこの欠員の補充を検討している。資金計画については、変更する予定はなく、総長裁量経
費（年間約 3,300 万円）高等研究院経費からの補助（年間約 1,400 万円）も継続する予定である。しかし
平成 20 年度からは、直接経費は均等に各教員に配分するが、総長裁量経費、高等研究院補助につい
ては、中間評価などに基づき傾斜配分する予定である。

（２）人材養成システム改革及び資金計画の概要
今後、メンターからの支援を強化すると共に、関連分野の研究者からの支援・助言等を強化することな
どを予定している。また、これまでと同様に 4，5 年目についても直接経費以外に、総長裁量経費、高等研
究院運営費から本制度へ補助を続ける予定である。

３．実施期間終了後の人材養成システム改革
実施期間終了後は、テニュアトラックを中心とする若手研究者の人材養成制度を高等研究院が継続す
る予定である。テニュアトラック教員のアンケート、高等研究院フォーラムにおける意見等を参考にして、
今後の計画を作成した。概略としては、高等研究院が主体となり、各部局と連携を取りながら、高等研究
院に高等研究院アカデミーの助言に基づく若手教員の発掘・育成プログラム（テニュアトラック制度）を導
入し、テニュアトラック制度による研究者採用方式を学内に定着させる。採用される特任教員の人件費お
よびテニュア取得後のポストは当該部局が用意し、高等研究院は、テニュアトラック教員の選考、指導、評
価を担当する。自然科学（2 名程度／年、3 年間で 4～6 名）および人文・社会科学（1 名程度／年、3 年
間で 2～3 名）の全学問分野を対象に、公正な評価・審査の実施により、国際公募で必要な人材を採用
する。採用者に対して、自立研究のためのスタートアップ資金、研究スペースおよび研究費を支給する。
今後、この計画が実現できるよう努めていく。
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Ⅴ．自己評価
１．ミッションステートメントに対する達成度
テニュアトラック教員は、高等研究院・部局の支援のもと、各自の研究活動を積極的に推進している。
多くの教員が活発な研究を行い、Science誌等レベルの高い研究成果をあげている（平成18年度: 学会
発表120件、レフリー付き雑誌掲載63件、平成19年度: 学会発表180件、レフリー付き雑誌掲載98件）。ま
た、多くの教員が競争的資金を獲得している（平成18年度は29件、平成19年度は33件、平成20年度は30
件。平成20年5月16日現在。いずれも研究分担者の場合も含む）。また、平成20年度の科学研究費補助
金の獲得率は本学全教員平均の1.75倍。）。この状況から、ミッションステートメントにある「全員が卓越し
た研究成果をあげてテニュアを得ること」との本プログラムの目標が達成される可能性が極めて高いと考
えられ本プログラム全体としては優れていると判断する。
また、本プログラムで育成を受けた若手研究者の2名はすでに他大学に准教授として栄転した。これは
本学におけるテニュアトラック教員の質の高さを示すものである共に、本プログラムが全国の人材システム
の改善に資するものであることを示したものであり、本プログラムの取組みが優れていると判断する。
また、その他の13名についても、部局においてすでに高い評価を得ている。「これらの若手研究者がそ
れぞれの推薦部局に異動し、力を発揮して成果をあげることで高い評価が得られれば、広い範囲に、テ
ニュアトラック制度、研究者倫理を備えた高度な若手研究者の育成が浸透していくと期待されている」との
目標も達成される可能性が非常に高いと思われる。

2． 国際公募･審査・業績評価
本プログラムにおける公募は、博士号取得後 10 年以内の研究者であることを応募資格とし、Nature 誌、
Science 誌等に公募広告を掲載し、応募専用ウェブサイトより応募を受け付けた。その結果、40 以上の国・
地域から 386 件の応募があった。
審査においては、外部評価員（3 名、うち 1 名は日本以外の国籍）によるピア・レビュー方式の書面審査
や、候補者毎に設けられた推薦委員会の審査など、公正かつ厳格な選考を経て、各自の分野をリードし
ている卓越した若手研究者１５名を高等研究院特任准教授、同特任講師として採用した。
また、本プログラムは中間評価を設定しており、採用時にテニュアトラック教員から提出してもらい、推
薦委員会が検討・修正し、高等研究院会議で審議・了承した中間目標（具体的な研究成果であり、論文
何本というものではない）の達成度について、４段階の評価を行い、今後も目標を達成できる見通しがな
いと評価された教員については、テニュアトラックポジションの資格を失うこととしている。
なお、目標の達成が不可能と評価されたテニュアトラック教員については、最長 1 年間まで給与を支給
し、他の就職先を探させることとしている。
これらの国際公募・審査・業績評価という一連のプロセスにおいて、研究業績の厳正な審査を課してお
り、公正かつ合理的であり、本プログラムの国際公募・審査・業績評価の制度は、優れていると判断する。
また、国際公募により、本学として考えられる限り最優秀の人材を国内外から得ることができた。この結
果からも、全国の人材システムの改善に資するものであると共に、本学の研究を活発化させる人材を獲得
するという成果を得たことから、優れていると判断する。
今後も、高等研究院を核としてこの制度を全学レベルでの運用を拡大していく予定である。
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３．人材養成システム改革（上記２．以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
若手研究者が開かれた研究環境の中で実際に社会と向き合いながら研究活動を行える仕組みを整え
ることを重視し、高い研究者倫理を有する研究者の育成を実行している。平成 18 年度には、業績評価と
研究倫理のあり方について考えるフォーラム「公正な科学研究に向けて―業績評価と研究倫理―」を開
催し、若手研究者に出席してもらい、レポートを提出してもらった。平成 19 年度には、高等研究院セミナ
ーの一環として、研究倫理問題を専門としている研究者による講演を実施した。平成 20 年度にも、研究
倫理問題を専門としている研究者の講演を高等研究院セミナーの一環として実施する予定である。若手
研究者の相互交流の場として、「高等総合研究館」には、本プログラム採用者専用のコモン・ルームを設
置した。さらに、名古屋大学を代表する最も優れた研究者である高等研究院教員による定例のレクチャ
ー、フォーラム、セミナーなどには、自分の専門分野と関わりなく参加してもらい、また研究推進委員会と
テニュアトラック教員会議等を通じて、異分野研究者間の交流の機会を多数設けている。幅広い視野と高
い研究者倫理を有する若手研究者の育成制度の実施は、本プログラムの特徴として優れていると判断す
る。

４．人材養成システム改革（上記２．以外の制度設計に対するマネジメント）
高等研究院は、テニュアトラック教員会議の開催、教員の生の声を聞くことができる匿名アンケートの実
施や個別のヒアリングおよび研究環境の実地調査等により、採用された研究者の研究の進捗状況等を常
にフォローし、発生した問題を迅速に対応できる体制を整備しており、これらきめ細やかな取り組みは優
れていると判断する。
また、テニュアトラック教員は、テニュアトラック教員成果報告会（年 1 回程度）における発表および年次
報告書の提出を義務付けられている。平成 20 年の 4 月に決定した各テニュアトラック教員に対する評価
委員会（高等研究院院長ないしは副院長（1 名）、推薦部局の委員、高等研究院教員や院友で組織され
る。このうち推薦部局の委員は、若手研究者のメンターとなる）は、若手研究者の発表および提出した年
次報告書に基づいて、研究の推進状況の点検・助言を行う。
テニュアトラック教員に対して、きめ細かい指導を行っていることは優れていると判断する。

５．今後の計画（実施期間終了後の継続性）
実施期間終了後は、テニュアトラックを中心とする若手研究者の人材養成制度を継続する予定である。
テニュアトラック教員のアンケート、高等研究院フォーラムにおける意見等を参考にして、今後の計画を作
成した。概略としては、高等研究院が主体となり、各部局と連携を取りながら、高等研究院に高等研究院
アカデミーの助言に基づく若手教員の発掘・育成プログラム（テニュアトラック制度）を導入し、テニュアトラ
ック制度による研究者採用方式を学内に定着させる。採用される特任教員の人件費およびテニュア取得
後のポストは当該部局が用意する。自然科学（2 名程度／年、3 年間で 4～6 名）および人文・社会科学（1
名程度／年、3 年間で 2～3 名）の全学問分野を対象に、公正な評価・審査の実施により、国際公募で必
要な人材を採用する。採用者に対して、自立研究のためのスタートアップ資金、研究スペースおよび研究
費を支給する。この構想は、着実にテニュアトラック制度を組織に定着させるものとして優れていると判断
できる。また、本学では、平成 20 年 10 月に次期総長が選考され、平成 21 年 4 月から就任する予定であ
る。この新総長の下で、次期中期計画が策定されることになっているが、テニュアトラック制度を高等研究
院の重要な活動とし、本学にこの制度を定着させるよう努めていく。
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高等研究院フォーラム２００６ポスター
第 18 回高等研究院セミナー
科学者の不正行為―その背景と防止策
講師:

山崎茂明（愛知淑徳大学教授）

要旨
科学界に現れた不正行為事件を考えると、成果主
義や市場化に席巻された大学を中心としたアカ
デミックリサーチの苦痛が示されている。不正行
為は疾病であり、誰でもが罹患する可能性がある。
治療は、研究環境の改善を第一とした公衆衛生学
的なアプローチにあり、研究倫理教育からメンタ
ー制度など教育機能の強化がポイントである。い
くつかの事例を提示し、公正な科学研究を発展さ
せるための方策を討議したい。
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高等研究院フォーラム 2007 ポスター

第 3 回高等研究院スーパーレクチャーポスター

高等研究院論壇『エクセドラ』第 1 号
「研究業績のあり方と研究倫理を考える」
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高等研究院研究者育成特別プログラムパンフレット
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