若手人材育成拠点の設置と人事制度改革
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を拷得している。、ド成17小度には，文部科学省の知的財
産木部整備車業採択機関（全国34機関）の申から更に絞
り込まれたスーパー産学官連携本部（全国6機関）にも採

Ⅰ．概要

択された。本学の高い研究力とその成果を満用した崖学皆

テニュア・トラック制度の導入を中心とする若手研究者

の連携に対する産業界と政府からの期待の高さを示してい

育成制度を確＼1し，併せて人事制度を改革する。若手研究

る。また，科学技術振興調整費のもと，新興分野の人材育

者が自立的研究に一定期間集小できる特区として独立した

成にも積極的に取り組んでいる。

拠点を設置し，自立性の確保と支援の両立を図る。すなわ

本学の業務活動による歳入（平成16年度決算）では，

ち，研究以外の負担軽減，資源の優先配分を行う。他機関

授業料収入を上回る30億円超の研究資金（共同研究，一受

への昇格を含め，高いテニュア取得率を可能とするポスト

託研究，研究費補助金，寄附金）を受け入れており，国立

を確保する。テニュア取得後は，既存教員も含めて，サバ

大学法人の運営費交付金（60億円）との比較においても，

ティカル制度と再審査制度を導入する。採用審査と再審査

その半分を越す研究資金の受入れは，研究基軸大学として

のためには，学外委員も含めた教員審査委員会を組織し，

の強い体賃を示しているものといえる。
農工大TLO（株）設置後の過去4年間における研究成

透明性の高い人事制度を確立する。本プログラム終了まで

果の技術移転は23件に及んでおり，本学の特許出願件数

にこの制度を全学に拡大する。

は，概ね100件程度であり，平成17年度は130件を越
える出願を見込んでいる。これは欧米の主要大学に比較し

1．機関の現状

本学は，産業の基幹となる農学と工学という学問領域を

て遜色のない実績である。

小心として，その融合分野も含めて折発な研究所勤を行っ

若手研究者の育成に関する具体∩勺な取組み天福（過去3

てきたn 平成16年度の法人化と同時に研究基軸大学とし

年）としては，下言山）ような項目が代表例として挙げられ

て部局化を凶り，農学と⊥学及びその融合ポ貞域を有する単

る二．

一の教員研究糾織である大学院共生科学技術研究部（助干

a．若干研究者の本学他大学（海外も含む）への転任後の揖進

以上の研究部所属教員数：385字■）を設置した。その研究

状況
・助手から内部昇椙により講師・助教授へ昇進：18件

ポテンシャルは非常に高い評価を得ている。
研究成果発信力においては，全国第1位【平成1〔i年2

・助手から外部機関への昇進等：28件

月16日付け：日本経済新聞】となっている。また，同紙

b．外部資金による若手研究者の受入れ件数

において産学連携力が全国第5位，工学部の研究力におい

・日本学術振興会特別研究員（PD）：14件

ても全国第5位と評価されている。．さらに，平成17年6

・受託研究者（国内，国外）：8件

月に公表された経済産業省による企業から見た共同研究し

・ボスドク（助手）から講師・助教授へ昇進：7件

やすい大学の調査結果では，立命館大学に次いで全国第2

c．若手研究者の長期・短期在外研究（若手枠）派遣件数：8

位の評価を得ている。

件

朝日新聞社発行の大学ランキング（2006版）によると，

d．若手研究者への学内措置による研究支援

・学部長裁量経費（若手研究者支援部門）の設立：学

共同研究に代表される企業からの共同研究賞は国公私立大
学を通じて全国第10位であるが，教員一人当たりの外部

部長裁量経費（若手研究者支援部門）を独自に設立し，

資金獲得額は全国第4位となっている。また同資料による

競争的公募の中から優秀な若手研究者を毎年約12件採

と本学のISIによる被引用論文数は国内の全大学における

択して財政面から若手研究者を支援した。

総合ランキングで18位にランクされており，サイエンス

本学は，教育を担う3つの学府と，研究分野を現状の

ダイレクト（電子ジャーナル）に掲載された教員一人当た

教育分野に束縛されずに機動的に構成できる1つの研究

りの論文数も上位（16位）となっている。

院（共生科学技術研究院）からなり，8つの部門および2
つの拠点から構成されている。拠点は，新規分野の開拓を

本学は，二つ￠）学問飾域とその融合翫域に特化した比較

的規模の小さい人学にもかかわらず，21世紀COEプログ

積極仰こ子」二うために機動的に構成できることとし，現在は
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2つの21世紀COEを担う研究組繊になっている。このう

委員も含める。

ちのいくつかの部門では若手研究者が対象となる助手ポス

b．目標とする人材システム改革の内容

トについて任期を定めない職員としての採用をすでに廃止

1．本学の高い研究力を強化するために．若手教員が教

し．すべて任期制による採用に移行している。これらの部

授や助教授からの従属的な研究テーマを推進するのでは

門ではいわゆるテニュアを取得している研究者の職階は．

なく，個別の研究テーマを持ち，国際的価値基準の中で

講師，助教授および教授となっている。給与の年俸制につ

研究できる人材システムを構築する。

いては，平成17年4J］から施行しており，現在9名の職

2．若一人材育成拠点で採川する若f研究者に研究員や

員が対象となっている。

スペースなどの資源配分や，管理業務などの減免を人学
全休で保証する。また，拠点島が高い視野から指導する。

2．人材システム改革の内容

ただし，将来，教育者としても能力を発揮できるように，

a．若手人材育成拠」よと導入するテニュア・トラック制の具体

関連する拠点・部門の教育や研究にも参画する。

的な内容と位置づけ

3．このシステムを本学に根付かせるために，若手人
材育成拠点以外で採用する若手教員にも順次適用してい

1．本学にはほぼ全教員が所属する桝究組織として共生

き，将来的にテニュア・トラック制度に一本化する。

科学技術研究院（以下，「研究院」という）があるため，

この研究院全体にテニュア・トラック制■を導入すること

4．テニュアで採用した教員の教育・研究能力を発展さ

がすなわち全学的に同制度を導入することになる。研究

せるために，既存採用教員も含めて再審査制度を導入し

院は2拠点，8部門からなるが，テニュア・トラック制

て競争的環境を維持すると同時にサバティカル制度も導
入する。

を立ち上げるために，機動性が高く，また今後研究院全

c．東京農工大学における人事システム改革の構想

体に同制度を円滑に拡大していくことも考慮して，この
研究院のなかに，持区として若手人材育成拠点を新たに

1．若手人材育成拠点には，科学技術振興調整費で採用

設ける。

する22名の若手研究者を採用する予定である。本学の
全教員数が417名であることから，全体の5％程度を

2．テニュア・トラック制の採用者としては，博士号取

得後1〜2回程度のボスドク経験者，企業経厳暑，ま

占める大きな組織になる。5年後においては，これらの

たはこれに相当する者（およそ30〜37歳程度）とし，

若手教員のうち多数が助教授または教授として採用きれ

国際公募により選考する。

ることになるので，必然的に本学の教員人事システム制

度の人きな改革につながる。

3．魅力∩勺な研究ポストにするため，スタートアップ貴

2．若一人材育成拠点は持区という位置づけのため，木

命，研究員の優遇と人事制度改革を行う。．また，研究ス
ペースは，研究センターの整備・拡充や関連する拠点・

若手人材育成制度が終」′した時点で，全学の若手教員採

部門からの提供により確保する。

用にこの制度を某幹としたテニュア・トラック制度を導
入する。

4．若手人材育成拠点の拠点長は研究院副院長とL，他
数名のシニアの教員が拠点運営のために 拠点長を補佐

3．本システムの全学への導入の問題となるのは，若手

人材への様々な優遇策を維持できるかどうかである。特

する。また，若手研究支援室を設け，運営や採用などに

関する事務的支援を行う。

に，研究以外の負押軽減については，他の教員の負拍の
増加につながるという問題がある。そのため，高い評価

5．若手研究者には独自の研究テーマを持って研究活動

を行うことを保証し，拠点長などが高い視野から指導

を得た一部の若手教員の選考を進めて，この制度の導入

を行う。

を広げる予定である。

6．ただし，研究設備，材料及び大学院学生などの協力

4．外部委員の評価も含めた新しい採用，再審査制度を

導入する。

が不可欠なので，協力拠点・部門と連携を行えるシステ

ムにする。

5．高い研究・教育能力を維持するために，全教員を対

象としたサバティカル制度などの導入を行う。

7．他機関への昇格を含め十分高いテニュア取得率を実
現するために，学内でのポストを確保しておく。

3．3年日における具体的な目標

8．当該若手研究者に対しては，毎年度適切な時期に業

績評価を行う。特に，3年目には中間評価を行うことと

1．テニュア・トラックの中間評価までの期間は2年

するが，この段階では，成．果による評価は難しいので，

余りと短いため研究成児が上がっていない可能性も高

研究計画と実施状況などを評価する。特に優秀なものに

く，成果というよりも，研究の方向，方法，戦略を評価

ついては，この時点でテニュアとして採用する。任期の

するための基準を確立する。
2．研究テ←マの自立性を保証しながら，研究運行や避

終了後には，明確な基準による評価を行い，テニュア任

常を指導できるテニュア・トラック教員の指導体制を確

用の叶歪を決する。評価委員会には，海外も含めた外部
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立する。また，既存拠点・部門からの支援体制も確立す

り，科学技術振興調整費による支援終了後も本システムを

る。

継続する基盤を確立する。5年後には適正な教員人員構成
を確立して，若手の採用は基本的にテニュア・トラック制

3．一部の非常に成果の高い（トップジャーナルへの論
文掲載，社会的にインパクトの高い研究成果の発表をし

に移行する。組織的な若返りを図ることで．人件費を抑え

た）教員については，テニュアへの移行を図る。また．

ながら，テニュア・トラック制度を白l■′運常することはl▲

研究ノノ法や戦略で問題が認識された場合は，外部機関で

分可能であると試算している。また，今後の課題として，

活躍できるようにリクルート方法なども検討する1＝

教育に重点を置く教員の採m制度（あるいは既存教員から

4．既存教員を含めて，5隼程度毎の桝究能力・教育能

移了f）なども檜副■し，中堅・若手を中心とした桝究力とベ

ノノの再審査制度を試行する。

テランを小心にした教育力・菅坤力のバランスを保ちつつ，

5．テニュア・トラックだけでなく，外部資金による特

自11的かつ活力ある人事制度に移行していく。

任教邑，ボスドゥ，RA，知財や庭草連携の専門職など
6．期待きれる波及効果

に，活動しやすい雇用制度と能ノ」に見合った賃金体系を

確立する。

本学は，中小規模の人学でありながら，外部資金による

6．5年後の完成を見据えて軌道修正の必要性を検討

研究や産官学連携などにおいては有力総合大学と伍して崩

し，すみやかに適正な制度として確立できるような制度

争できる活力を維持発展してきている。これは，先を見越

に向けて改革する。

したビジョン形成と迅速な意志決定機構を確立してきたか
らであり，この能力は人事制度改革でも発揮できる。した

7．大学の制度としてサバティカル制度（20名．5年

がって，本学は人事制度改革において先導的な実験台とし

間に半期程度）の実施を始める。

て十分に機能することを確信している。
4．実施期間終了後における具体的な目標
1．テニュア・トラック教員の最終評価を行い，審査に

7．実施体制

パスした教員をテニュアとして採用する。

1．本学にはほぼ全教員が所属する研究組織として共生

2．テニュア・トラック教員の研究成果を評価し，その

科学技術研究院（以下，「研究院」という）があるため，

優位性を示す。

この研究院今体にテニュア・トラック制を導入すること
がすなわち全学的に同制度を導入することになる。研究

3．研究テーマの白l■′件を保許しながら，研究運営など

院は2拠点，8部門からなるが，テニニtア・トラッウ制

を高い見地から指導・支援できる体制を確立する。
4．既存教員を含めて，5年ごと程度の研究離ノ」・教育

を立ち上げるために，機動性が高く，また今後研究院全

能力の再審査制度を定着させる。

体にl司制度を円滑に拡人していくことも考慮して，この

5．テニュア・トラックだけでなく，外部資企による特

研究院のなかに，特区として若干人材育成拠点を新たに

仕教員，ボスドク，RA，知財や産学連携の専門職など

設ける。

に，活動しやすい雇用制度と能力に見合った賃金体系を

2．若手人材育成拠点の拠点長は研究院副院長とし，

定着させる。

他数名のシニアの教員が拠点運営のために拠点長を補佐

6．大学の制度としてサバティカル制度を定着させる。

する。また，若手研究支援室を設け，運営や採用などに

関する事務的支援を行う。
3．本計画は，テニュア・トラック制度の導入に基づい

5．実施期間終了後の取組

若手人材育成拠点には，科学技術振興調整費で採用す

た人事システムの全学的な見直しを含んでいる。中でも，

る22名の若手研究者を採用する予定である。本学の全教

若手教員のテニュア・トラック制度への全学的な導入や

員数が417名であることから，全体の5％程度を占める

既存教員を含めた再審査制度などが導入されるため，従

大きな組織になる。5年後においては，これらの若手教員

来の採用と昇任人事のみならず，新たに教員の審査を高

のうち多数が助教授または教授として採用されることにな

い見地から透明性のある環境のもとに実施する必要があ

るので，必然的に本学の教員人事システム制度の大きな改

る。このため，教員人事に関する事項を審議する機関で

革につながる。また，科学技術振興調整費で立ち上げる若

ある教育研究評議会のもとに教員審査委員会を新たに設

手人朗育成拠点の他に，従来の拠点・部門において採用す

置し，学外委員を含めたピア・レビュー方式で審査を行

る若干教員についても同様なシステムを適用することによ

う新体制を確立する。
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選考委員会の設置・調査
若手人材育成拠点の設置・第▲次
選考要員会の設置・第二次選考委
員会の設置・指導体制の確立
若手人材育成拠点の設置・・第二
次選考委員会の設置担当責任者・
指導体制の確立担当責任者
若手人材育成拠点の設置担当責任
者・第一次選考委員会の設置・調
査担当責任者
若手人材育成拠点の設置
若手人材育成拠点の設置・第一次
選考委員会の設置の担当責任者・
調査
若手人材育成拠点の設置
若手人材育成拠点の設置
若手人材育成拠点の設置
若手人材育成拠点の設置・調査
若手人材育成拠点の設置・第一次
選考委員会の設置
若干人材育成拠点の設置
若手人材育成拠点の設置
若手人材育成拠点の設置・岩手研
究支援室の設遣シンポジウムの聞

催
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氏 名
武田
米澤
神谷
新井
三沢
清水

猛
宣行
秀博
紀夫
和彦
昭伸

北嶋
矢口
高橋
夏目
岡山
片山

止寛
方生
信弘
雅裕
隆之
菓子

共生科学技術研究院・教授

千賀裕太郎
久保 成降
荻野 賢司
越田 信義
堀尾 正靭

共生科学技術研究院・教授

植木 理

共生科学技術研究院・教授

渡邁 兼五

共生科学技術研究院・教授

三森 国敏

共生科学技術研究院・教授

松岡 英明

共生科学技術研究院・教授

長岐 滋

共生科学技術研究院・教授

関口 次郎

共生科学技術研究院・敦j受

松永 是

共生科学技術研究院・教授

有馬 泰紘

共生科学技術研究院・教授

岡崎 正規

共生科学才女術研究院・教授

国見 裕久

共生科学技術研究院・教授

古川 勇二

共生科学技術研究院・教授

○柴田治呂

小野隆彦
萩原 洋一
渡遽 廉
山本 卓哉
藷藤 徳彦

第一次選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置
第 一次選考要員会の設置
第一次選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置・第「次
選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置
第一次選考委且会の設置
第一次選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置
第一次選考委員会の設置
第・次選考委貝会の設置
第一次選考委員会の設置
第二次選考委員会の設置・指導体
制の確立
第二次選考委員会の設置・指導体
制の確立
第二次選考委員会の設置・指導体
制の確立
第二次選考委員会の設置・指導体
制の確立
第二次選考委員会の設置・指導体
制の確立
第二次選考委員会の設置・指導体
制の確立
第二次選考委員会の設置・指導体
制の確立
第二次選考委員会の設置・指導体
制の確立
シンポジウムの開催・総合評価委
員会の開催
シンポジウムの開催・総合評価委
員会の開催
シンポジウムの開催・総合評価香
員会の開催
シンポジウムの開催・総合評価妻
貞会の開催
シンポジウムの開催・総合評価妻
員会の開催
若手研究支援室の設置担当責任者
・指導体制の確立・広報担当責任
者シンポジウムの開催・総合評価
委員会の開催
調査・広報
若手人材育成拠点の設置・広報
若手人材育成拠点の設置
若手人材育成拠点の設置
若手人材育成拠点の設置

共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共牛科学技術研究院・助教腰
共生科学技術研究院・助教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技循研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
共生科学技術研究院・教授
八生科学技術桝究院・教授

梶 光一

当該構想における役割

所 属 部 局・職 名

特任教授

理事（広報・国際担当副学長）

総合情報メディアセンター・助教授
本部・総括チームリーダー〔財務担当〕
本部・人事副チームリーダー
本部・財務企画チーム副リーダー

（注：◎は総括責任者、○はサブテーマ責任者）
8．各年度の計画と実績

b．平成19年度

a．平成18年度

（1）計画

管理運営・教育業務負荷軽減。

（1）計画

若手人材育成拠点の設置，第1次選考委員会及び第2

テニュア・トラック制度の他拠点への導入検討。
全教貞再審査制度の導人検討（学外審査委員によるピ

次選考委員会の設置，若手研究支援室の設置，指導体制の
確立，調査・広報，シンポジウムの開催，総合評価委員会

ア・レビュー，サバティカル制度）。

の開催。スタートアップ資金，面積配分，協力専攻からの

c．平成20年度

院生配属。管理運営・教育業務負荷畦i威。全教員再審査制

（1）計両

巾間評価：研究展開状況の評価一部テニュア審査へ（一

度￠）導入検討（学外審査垂削こよるピア・レビュー，サバ

部はこのl時点でテニこ1ア取得）。

ティカル制度）。
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サバティカル制度の運用開始，全教員再審査制度の一部

管理運営・教育業務負荷軽減。
テニュア・トラック制度の他拠点への導入検討。

拠点での試行。

テニュア・トラック制度の 増β拠点での試行。

e．平成22年慶

サバティカル制度の運用開始，全教邑再審査制度の一部

（1）計画

若手人相育成拠点存続を他拠点・部門での試行状況勘案

拠点での試行（こ，
（】．平成21牛虎

し検討（任期終了）。

管理道営・教育業務負荷畢減‖

（1）計画

テニュア・トラック制度の 一部拠点での書式行。

若手人材育成拠点存続を他拠点・部門での書式子」：状況勘案

サバティカル制度の運用開始，全教員再審査制度の一部

し検討（テニュア最終審査）。

管理運常・教育業務員荷軽減。

拠点での試子」：。

テニュア・トラック制度の一部拠点での試行。
9．年次計画

取 組 内 容

1年度目

2年度目

3年度目

4年度目

5年度目 6年度目以降

a．調整費の取組
（1）若手人材育成拠点の設置

若手人材育成
拠点・部門で
勘案し検討
・−−−−−−−一斗ー

中 問評価：研究

一部テニュ
時点でテニ
ユア取得

（2）若手研究環境整備

管押運営・教肯 ▲業務負荷車軸戎

若手人材育
成拠点の部
門・拠点へ
の完全融合
と全学テニ
ユア・トラ
ツタ制度へ
統合
高い研究成
果の創巾と
高いテニュ
ア取得率を
日標．ただ
し，転出・

昇格も奨励

b．自主的取組
（1）テニュア・トラック制度への移行検討

・−−−−−−−一斗

アニュア・
トラック制
度への段階
的移行

ラッ
他拠一．

入検言
（2）全教員再審査制度の検討

・−−−−−−−−ぅー

再審査制度の
導入検
委員に
ビュー
ル制度

サバティカル制度の運用開始

全教員再審
入
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