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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：先端学際プロジェクトによる若手人材の育成
■機関名：国立大学法人 横浜国立大学
■代表者名（役職）：鈴木 邦雄（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年目までの総額 ６５５．１百万円（間接経費込み）
１．人材養成システム改革の概要
機関の現状
本学では「実践性」、「先進性」、「開放性」、「国際性」の精神のもとに、密度の高い教育と研究
を行い、「実践的学術の拠点」構築を目標として改革努力を続けている。
中でも若手人材の育成は改革の基盤と位置づけ、平成１９年４月に実施された大学教員組織の
法改正に関しては、テニュア・トラック制に基づき競争的環境の下で自立を促す独自の助教制度
（年俸制）を導入した。若手研究者の自立促進のために、独自の海外への派遣制度や研究費支援
制度を実施し、教員採用に際しては公募制により、外部機関からの採用などを通して流動性増大
に資する取り組みを行っている。また定期的に教員業績評価や、優れた成果のある教員に対する
顕彰などを実施している。今後は更なる飛躍のために、これらの取り組みを有機的に組み合わせ
たシステム構築により本学全体の研究活性化と大学院教育の充実を図る計画である。

人材システム改革・若手研究者育成の構想
平成１９年７月に設置した学際プロジェクト研究センターに戦略的研究領域を設定して、人事
協議会による透明性の高い人事システムを構築し、国際公募によって特任教員(助教)を採用した。
助教は独立した研究者として予算とスペースの配分を受け、教授・准教授と共に取り組む学際プ
ロジェクト研究へ参加して研究を行い、同時に大学院生への指導の機会も与えることによって教
育の研鑽を積み、5 年以内にテニュア審査を受けて、本学または他機関のテニュア職に就く。こ
の取り組みによって広い視野を持つとともに教育資質も十分に備え、また社会に繋がる独創的研
究を遂行できる新しいタイプの若手研究者・教員を育成するシステムのモデル構築を目指す。
本事業を契機として、同時に自主的取り組みでも助教の採用を進め、若手研究者の自立的環境
整備のためのテニュア・トラック制度を全学に定着させる。一方、テニュア職の教員には分野ご
との方針に則った方式で、教員業績評価に基づく博士課程後期指導資格再審制を導入する。

1

ミッションステートメントの概要
本事業により、国際公募による若手研究者をテニュア・トラック制の特任教員(助教)として採用
した。これと並行して、自主的取り組みとしての助教の採用も同様に推進する。本事業と自主的
取り組みを合わせて、平成 23 年度までに、テニュア・トラック制の助教を定着する。
本事業採用の特任教員(助教)の育成システムとして、学際プロジェクト研究を通した自立的な研
究環境と、大学院学生指導への積極的関与を担保する制度により、組織的な育成プログラムを構
築する。全員が 3 年目までに博士課程前期学生の指導、5 年目までに博士課程後期学生の指導の
経験を持てるように運用する。この取り組みにより、学際プロジェクト研究参加による研究面で
の自立と教育面における自立を促し、広い視野と教育資質を十分に備え、世界に通用する研究を
遂行できる新しいタイプの若手研究者・教員を育成して、
「実践的学術の拠点」形成の一翼を担う。

先端学際ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる若手人材の育成の実施体制
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ミッションステートメント
（１）人材システム改革構想の概要
若手人材を育成するために、平成19 年度より自立的な教育研究主体であるテニュア・トラック制の職階･助
教を導入し競争的な環境の下で自立を促す体制への移行を進めている。このなかで、閉鎖的な人事採用を改
め、透明性のある戦略的な人事を組織として行うために部局長、評議員、学外委員等で構成される人事協議会
にて国際的な公募による採用活動を行い、若手研究者を採用する。この若手人材を組織的に教育するシステム
を構築すべく、調整費にて「先端学際プロジェクトによる若手人材の育成」を提案し、学際プロジェクト研究セン
ターにて11 名の若手研究者を助教として採用する。助教は教育訓練と同時に、多数の教員が共同で取り組む
学際プロジェクト研究への参加により研究の研鑽を積み、5 年の任期中にテニュア審査を受ける。学際プロジェ
クト研究センターの取り組みをモデルにして、自主的取り組みでも助教の採用を進め、若手研究者の自立的環
境整備のためのテニュア・トラック制度を全学に定着させる。
（２）３年目における具体的な目標
科学技術振興調整費による取り組みの一環として雇用する若手研究者と並行して、自主的取り組みでもテ
ニュア・トラック制の助教の採用を図る。調整費による取り組みと自主的取り組みを合わせて、3 年目までに助手
の約1/4 を任期制の助教に移行させる。助教が大学院学生の指導に積極的に関与できる制度を確立する。博
士課程前期学生については主指導教員として、博士課程後期学生については指導教員グループの一員とし
て指導に当たる。すべての助教が3 年目までに博士課程前期学生の指導経験を持てるように運用する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
科学技術振興調整費による取り組みの一環として雇用する取り組みと自主的取り組みを合わせて、5 年後
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までに助手の約1/3 をテニュア・トラック制の助教に移行させる。助教が大学院学生の指導に積極的に関与で
きる制度を確立する。博士課程前期学生については主指導教員として、博士課程後期学生については指導教
員グループの一員として指導に当たる。すべての若手研究者が5 年目までに博士課程後期学生の指導補助
経験を持てるように運用する。5 年目までに分野ごとの方針に則った方式で、研究や教育の教員業績評価に基
づいた全教員に対する博士課程後期指導資格再審制の導入を行う。
（４）実施期間終了後の取組
本事業及び自主的取り組みによる若手人材育成システム及び助教制の成果・問題点等を5 年後に評価し、
必要に応じて制度の整備をした上で、改善したテニュア・トラック制度を定着させる。テニュア・トラック制とテニュ
ア職にある教員の定期的な教員業績評価を組み合わせ、教育研究で活気に満ちた大学作りを実行する
（５）期待される波及効果
本学では助教制度を次のように先進的に運用することとしている。
・ 助教は若手がテニュア・ポスト（准教授、教授）に昇任するためのテニュア・トラックポストと位置づけ、
任期制とする。
・ 今後採用される博士の学位を有する助手相当職（本学で独自に定める研究教員）は、本学では助
教を経ずに准教授、教授に昇任することはできない。
このことにより、全国的に若手研究者の流動性が高まることが期待される。なお、中規模大学である横浜国立
大学は人的資源を確保する必要性が高いが故に人材の流動性を高める必要があると認識しており、テニュア・ト
ラック制を積極導入することにより、若手研究者の自立と大学の活性化を図る。この若手人材育成と流動化は同
規模の他の大学にも有効と考えられ、本学のモデルが他大学にも採用されることにより、若手人材の流動化は
促進されると考えられる。

２．採択時コメント
学際プロジェクト研究センターを設立し、若手研究者に独立した研究スペースと研究費を提供する計画であり、
若手研究者同士の相互作用を考慮した構想である。また、独立組織である全学人事協議会が主体となって若
手研究者の審査を行うことで、透明性の確保、バランスの取れた人材の確保が期待される。
ただし、プロジェクト終了後の継続性を考慮し、部局と連携した具体的方策を立てることが望まれる。
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Ⅱ．所要経費
表１ 所要経費

（単位：百万円）
年

経費の内容
19 年度

20 年度

度

21 年度

総 額

22 年度

23 年度

24 年度

科学技術
振興調整費
34.1
(11 名）
34.1

93.4
(11 名）
93.4

94.4
(11 名）
94.4

91.7
(11 名）
91.7

91.7
(11 名）
91.7

405.3

２．備品及び
試作品費
【備品】
【試作品】

81.4
81.4
0

57.7
55.1
2.6

16.3
16.3
0

8.0
5.0
3.0

6.0
3.0
3.0

169.4

３．消耗品

44.8

21.7

17.9

13.0

15.0

112.4

４．旅費
【外国】
【国内】

3.8
2.6
1.2

13.1
10.7
2.4

16.6
13.1
3.5

16.0
13.0
3.0

15.0
12.0
3.0

64.5

５．その他

2.3

2.7

3.9

3.8

3.7

16.4

６．間接経費

49.9

56.6

44.7

39.8

39.4

230.4

調整費計

216.3

245.2

193.8

172.3

170.8

998.4

28.0
4.7

62.0
9.9

80.9
10.2

91.0
10.6

107.0
13.5

368.9
48.9

32.7

71.9

91.1

101.6

120.5

417.8

１．人件費
（1）特任教員(助教)

（自主的取組）
・運営費交付金
（1）人件費
（2）研究費
※スタートアップ
資金含む
・競争的資金の
間接経費
自主経費計

注１）人件費は、職階（教授、准教授、主任研究員、研究補助員など）に分けて、年度毎に従事人数ととも
に記載
２）自主的な取組に係る経費があれば、それも含めて全体像を示して下さい。
３）１万円単位で四捨五入し、１０万円単位（小数点一桁）まで記載してください。
４）Ｈ１９年度は決算額、Ｈ２０年度は執行額、Ｈ２１年度は予算額、Ｈ２２年度、Ｈ２３年度は計画を記入し
てください。（提案書の計画を変更している場合は、その旨明記してください。）
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Ⅲ．これまでの取組状況（実施内容・実績）
１． 総括
若手研究者の自立的研究環境の整備を目的に、本学では、平成19年度より、人事システム改革として、自主的
取組みによるテニュア・トラックポストの助教（テニュアポストは有る）と、任期付き研究教員の職階（テニュアポスト
は無い）を新設し、採用を開始している。本システムを全学的に定着するために応募した「若手研究者の自立的
研究環境整備促進事業」の申請が平成19年度に採択された。 6月に本事業実施の準備会で国際公募、事業
計画書などセンター開設の準備を行い、7月12日に全学組織の「学際プロジェクト研究センター」を設置し、運営
を開始した。これまで取組んだ主な事業は、(1)テニュア・トラックポストの特任教員（助教）11名の国際公募による
採用、(2)助教のテニュア審査基準の作成と提示、(3)独立した研究スペース提供の建物改修（事業終了後には
新採用の助教が使用し継続的に有効利用する）である。また、平成19年度より自主的取組みによる助教の国際
公募による採用も並行して行い、平成２１年度初頭までに10名を採用している。その結果、旧職階の助手ポスト
の29％を任期付きテニュア・トラックポストの助教として採用している。なお本学では、改革後、旧職階の助手は、
テニュア・トラックではない任期付きの研究教員としている。こうして本事業終了後にも、国際公募による採用、研
究スペース、予算の面から若手人材の育成を継続的に行える体制を整えている。
国際公募による応募者数は214名で、内54名が外国人であった。採用審査組織は、副学長、部局長、外部審
査委員から構成される「人事協議会」の下に、11の分科会（公募分野の専門教員と外部有識者数名から成る）を
おき、ここでまず候補者を絞り、3回にわたり人事協議会に提案し、票決した。平成20年1月には11名全員が確
定した。確定した助教一人ひとりに対してメンターを務める教員を選び、兼務教員として配置した。センターの研
究スペースは、建物の耐震工事中は各助教のメンターを務める兼務教員の所属する部局に30～40m2 程度を確
保した。2年度目には、耐震工事も完了し、全員が学際プロジェクト研究センターの2階の居室に入り、実験等は
本建物の１階で実施する独立した研究環境を整えた。なお特殊な実験は部局のスペースを共用できるよう連携
して行える体制とした。
助教のテニュア審査基準は、2年度目に整備し、学内ｗｅｂにも公表し、達成度を具体的に掌握できるようにし
た。 年次評価と指導は、年度末に提出される成果報告に対して、メンターの兼務教員とセンター長が精査し、
テニュア審査基準（主に研究業績をポイントとして定量化した基準で、学内教員専用URLに公表）に対する達成
度より行った。学際プロジェクト研究センターの特任教員（助教）は、５年以内にテニュア審査され、合格すれば、
本センターの兼務教員の所属する部局のテニュア・ポストに就任する。テニュア・ポストはすべての助教が審査
後、就任できるように人数分確保される体制が整えられている。
取組全体の進捗状況の年次計画を図１に、時系列表示を表２に示す。

図１ 若手研究者の自立的環境整備の年次計画（調整費と自主的取組みによる助教の採用と育成）
表 2 実施状況表
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実施日
平成１９年６月８日

取組内容
若手人材育成全学ＴＦ（タスクフォース）を設置し、学際プロジェクト研究センタ
ーの設立準備を開始した。

平成１９年７月１２日

学際プロジェクト研究センター設置した。
（人事協議会規則、センター規則、運営委員会規則の制定と、センター長就
任）

平成１９年７月１４日

特任教員（助教）、11分野（Ａ：地球惑星科学、Ｂ：分子生物学、Ｃ：情報学、Ｄ：

～９月１日

機能材料化学、Ｅ：物質工学、Ｆ：機械システム工学、Ｇ：電子情報工学、Ｈ：光・
量子物理工学、Ｉ：建築学、Ｊ：航空学、Ｋ：金融工学・ファイナンス）国際公募。公
募先は、JRECIN, Natureの他、各分野毎に、それぞれの国際的な学会等に掲
載した。

平成１９年９月１８日

人事協議会にて分科会審査結果による提案人事の審議した分野（Ｂ、Ｊ）。

１０月２日

同上（Ｆ，Ｇ，Ｈ，Ｉ，Ｋ）

１１月２日

同上（Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ）

平成１９年１０月１日

人事協議会にて採用審査合格した研究者から着任し、研究を開始した

平成１９年６月２９日

学際プロジェクト研究センター運営委員会ＷＧ（８回）

～平成２０年１月８

（ＷＧの組織は運営委員＋特任教員 11 名）、研究棟設計委員会ＷＧ（5 回）

日

エフォート管理規定の周知、建物改修工事、研究スペースの各部局との連携、
什器類の整備、研究設備導入の調整、予算執行、教育担当などを協議した。

平成２０年１月２９日

東京農工大主催 若手自立的環境整備シンポジウムにて、本学の取組状況を
説明した。

平 成 ２０ 年 ２月 ５ 日

学際プロジェクト研究センター・セミナーを実施した（6 回、Ａ～Ｋ分野）。

～３月４日
平成２０年３月３１日

若手研究者の平成 19 年度業績評価を行った。

平成２０年４月～６

助教のテニュア審査基準を作成した。

月
平成２０年７月

助教のテニュア審査基準を各部局毎に作成し、全員に提示した。
工学研究院では、平成 21 年 3 月学内専用の web に公開した。

平成２０年１１月１４

アウトリーチを目的として、第１回学際プロジェクト研究センター公開セミナーを

日

開催した。研究内容を本学URL:
（http://www.ynu-irc.ynu.ac.jp/research.html）に公開した。

平成２０年４月～10

平成 20 年度運営委員会ＷＧ（２回）を開催し、大学院担当資格の審査提案、外

月

部資金への応募規定などを確認、協議した。

平成２０年１２月１０

学際プロジェクト研究センター建屋改修工事完了により 11 名全員入室した。

日
平成２１年３月３１日

平成 20 年度業績評価を実施した。
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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
（１） 自主的取り組みによるテニュア・トラック制の助教注）を採用する。
達成度：10 名採用した。
平成 19 年度 4 名（工学研究院２名、環境情報研究院 2 名(内助手の配置換え１名)、国際公募、内女性 2）
平成 20 年度 4 名（工学研究院 4 名(内特別研究教員の配置換え１名)、国際公募、内外国人 1 名（フィン
ランド））
平成 21 年度 2 名（工学研究院、国際公募 2 名、平成 21 年 7 月１日採用）
注）本学では、制度改革前の職階の助手に代わるものとして、任期付き「研究教員」の職階（テニュア・ポ
ストは無い職階）を新設し、「助教」は改革前の講師に近い職階としている。なお、改革前から在職してい
た学位をもった助手は、任期のつかない「特別研究教員」の職階で処遇している。特別研究教員は、公募
による競争なしには准教授などのテニュア職にはつけない。
（２） 3 年目までに旧職階の助手の 1/4 を任期制のテニュア・トラックポストの助教に移行する。
達成度：改革前の職階の助手の配置数 72 名のうち，調整費による取組み 11 名と自主的取組み 10 名（平
成 21 年 7 月 1 日）を合わせ、21 名がテニュア・トラックポストの助教に採用され、1/4 の目標を達成している。
（３） 調整費で採用された助教が博士課程前期学生の主指導教員、後期学生の指導教員グループの一員と
なる。
達成度：平成 20 年度の大学院担当資格審査により、11 名の内、経験、業績から 7 名が博士課程前期学生
の「研究指導」の資格、2 名は「研究指導補助」の資格を取得している。博士課程後期学生の研究指導補助
の資格は 9 名が取得している。博士号取得後の経験年数が少ない１名と社会科学系（１名）は部局の規定
により大学院指導資格をもってないが、平成２１年度中には再審査を行う予定である。前期学生の研究指導
資格を取得している助教は、修士の学生を 1～4 名指導している。
（４） すべての助教が５年度までに博士課程前期学生指導経験をもてるように運用する。
達成度：兼務教員の博士課程前期学生に対する指導補助を含めると、全員が指導経験を達成する見込で
ある。
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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
表 3 国際公募の状況
１）教育人間科学部：地球惑星科学（分野Ａ）、
２）環境情報研究院：分子生物学（Ｂ）、情報学（Ｃ）、航空学（Ｊ）、
公募分野・部局

３）工学研究院：機能材料化学（Ｄ）、物質工学（Ｅ）、機械システム工学（Ｆ）、
電子情報工学（Ｇ）、光・量子物理工学（Ｈ）、建築学（Ｉ）、
４）国際社会科学研究科：金融工学・ファイナンス（Ｋ）

公募期間

日本時間で平成 19 年 7 月 14 日から平成 19 年９月１日１６時まで

公募媒体

Nature、ＪＲＥＣ－ＩＮ、国内外の学会誌、本学ホームページ

公募費用総額

1,280 千円

国際公募は、Ｎａｔｕｒｅ誌と、JREC-IN、本学ＨＰにすべての分野(英語版)を掲載した。また、各分野の海外
学会等の掲載例を表４に示す。

表４ 専門分野の海外学会等の掲載先例
分野

国際公募先

分野

Ｂ

SSR(Society for the Study of Reproduction); C

国際公募先
(1) ACM(http://jobcentre.acm.org/post.cf
m)

http://www.ssr.org/index.html

E

RNA Society;

(2) IACR( http://www.iacr.org/jobs/)

http://www.rnasociety.org/employment.html

(3) IEEE(http://careers.ieee.org/index.php)

AcerS (American Ceramics Society)

G

IEEE (http://careers.ieee.org/index.php)

http://www.ceramics.org/
Ｊ

AIAA (American Institute of Aeronautics and Ｈ
Astronautics, http://www.aiaa.org/)

http://careers.aps.org/search.cfm

Ｋ

AEA

(American

Economic

Association) ,http://www.aeaweb.org/j
oe/
Ｉ

(1)SBSE（Society of Building Science Educators, http://www.sbse.org/about_sbse.htm）, (2)AIA（The American
Institute

of

Architects

http://www.aia.org/,

(3)ASCE （ American

Society

of

Civil

Engineers,

http://www.asce.org/asce.cfm）, (4)CIB（International Council For Research And Innovation in Building And
Construction,

http://www.cibworld.nl/website/ ） ,

(5)AIJ （ Architectural

Institute

of

Japan,

http://www.aij.or.jp/aijhomej.htm: 日本の学会であるが、アジア各国からの留学生に周知させるため）。
A,D,F

Nature と JREC-IN のみで海外学会誌への掲載はない。

Nature 誌に掲載した、公募広告を図 2 に、ＪＲＥＣ－ＩＮおよび本学ホームページに掲載した国際公募を図 3
に示す。
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図 2 Nature 国際版の公募広告

図 3 ＪＲＥＣ－ＩＮおよび本学ホームページに掲載した国際公募
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(2)採用審査と結果
(2)-1 採用審査基準、審査方法、審査委員の構成
透明性の高い採用を行うため、人事協議会の下に 11 の分科会を構成し、分科会で提案された候補者
を、人事協議会で最終審査した。人事協議会の構成員は、議長：副学長、構成員：学部長（教育人間科
学部、経済学部）、研究院長（工学、環境情報）、学際プロジェクト研究センター長、および外部有識者
（２名）からなる。11 分野の分科会の採用審査基準、方法、審査委員の構成を表５に示す。
表５ 11 分野の採用審査基準、方法、審査委員の構成
分

審査基準

野

審査方法

審査委員の構成

(平成 19 年)

学内：学外の比、
学外者の所属

Ａ

Ｂ

書類審査：下記項目で評価

書類審査（9 月 12 日）

4：2

1．研究内容、2．研究業績、3．教育歴、4．研究計画

面接審査（10 月 20 日）

（独） 海洋研究開

面接審査：研究実績、研究計画、質疑応答で評価

人事協議会投票 11 月 2 日）

発機構、 北海道大

認可

学

書類審査：下記項目で評価

書類審査（9 月 4 日）

4：1

1．ＲＮＡバイオロジ、生殖工学、神経・生殖、生物医学

面接審査（9 月 12 日）

理研筑波研究所

に関する研究内容と業績、２．教育への抱負

人事協議会投票（9 月 18 日）

（バイオ部門特別顧

面接審査：1．プレゼンテーション力、2．研究内容、3．

認可

問）

書類審査：下記項目で評価

書類審査（10 月 9 日）

5：3

1．研究内容(国際的レベル)、2．研究業績、3．教育

面接審査（10 月 14 日）

東京大学情報基盤

歴、4．研究計画

人事協議会投票（11 月 2 日）

センター,国立情報

面接審査：研究実績、研究計画、質疑応答で評価

認可

学研究所、(株)東芝

書類審査：ゼオライト、グリ－ンケミストリに関する研究内

書類審査（9 月 7 日）

3：1

容、業績と、物質工学系の教育歴で評価

面接審査（10 月 2 日）

東京工業大学資源

面接審査：研究実績、計画、の質疑応答で評価

人事協議会投票（11 月 2 日）

化学研究所

研究計画、4．質疑応答で評価

Ｃ

Ｄ

認可

Ｅ

書類審査：物質工学科の規定７項目で評価

書類審査(10 月 5 日～9 日)

5：1

1．査読論文数、2．第１著者査読論文数、3．英語論文

面接審査(10 月 16 日)

（財）電力中央研究

数、4．国際会議論文数、5．特許数、6．解説・著書、

人事協議会投票(11 月 2 日)

所材料科学研究所

7．代表者として競争的資金申請数

認可

面接審査：研究計画、独創性、募集内容への適合度で
評価

Ｆ

Ｇ

書類審査：研究業績、教育実績、機械工学系の適合性

書類審査（9 月 10 日）

6：2

で評価

面接審査（9 月 18 日）

日立製作所（株）機

面接審査： 研究計画、独創性、外部資金、共同研究

人事協議会投票（10 月 2 日）

械研究所、

で評価

認可

（株）よこはまＴＬＯ

書類審査：研究論文数で評価

書類審査(9 月 10 日)

5：0
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1．査読論文数、2．筆頭著者数、3．国際会議論文数

面接審査(10 月 1 日)

1 名は本学名誉教

面接審査：書類審査で上位 5 名を面接。研究実績、研

人事協議会提案(10 月 2 日)

授

究計画、教育への抱負をプレゼンし、2 名の適任投票

認可

枠で最多数取得者を採用。

Ｈ

書類審査：項目で点数化

書類審査(9 月 7 日、10 日)

6：1

1．研究成果（国際的水準、自主性、独創性、実績）、

面接審査(9 月 19 日)

防衛大学校応用物

2．研究計画（構想、設備適合性、インパクト性）、3．教

人事協議会(10 月 2 日)認可

理学科

書面審査：次の細目で評価

書類審査（9 月 11 日）

3：2

１． 研究力（①新規性、②独創性、③完成度、④成長

面接審査（9 月 29 日）

（財）日本建築防災

人事協議会投票（10 月 2 日）

協会副センター長・

認可

東大

育への抱負、4．将来性
面接審査：研究業績、研究計画を 4 段階で評価
Ｉ

性、⑤資金獲得能力、⑥表彰歴）
２． 学会活動・国際性（①学会活動、②国際論文）
３． 教育力（①教育経験、 ②創意工夫）

大阪大学工学研究

４． 研究環境（①本学の設備での研究実施可能度）

科

面接審査：研究業績、研究計画で評価
Ｊ

書類審査：下記 4 項目を優、良、可、不可の４段階評価

書類審査（9 月 3 日）

5：1

１． 専門分野、2．業績、3．将来性、4．総合評価

面接審査（9 月 13 日）

東京大学教工学研

面接審査 ；研究業績、研究計画で評価

人事協議会投票（9 月 18 日）

究科

認可
Ｋ

書類審査： 研究業績（国際学術誌への投稿数、単著

書類審査(9 月 2 日)

4：1

論文を評価、公募分野の適合度、研究の質）で評価

面接審査（9 月 21 日）

京都大学経済研究

面接審査：研究業績、研究計画で評価

人事協議会投票（10 月 2 日）

所

認可

(2)-2 採用者の人数
各部局で採用した人数と出身大学を表 6 に示す。
表 6 採用者の人数
採用部局

人数

出身地

出身大学

性別

前職

教育人間科学部

１

国内

早稲田大学

男

日本学術振興会海外特別研究員
(University of South Florida)

環境情報研究院

工学研究院

３

６

国内

国内

東京工業大学

男

国立遺伝学研究所発生工学研究室 ポスドク

横浜国立大学

男

独立行政法人情報通信研究機構 研究員

横浜国立大学

男

山口大学大学院理工学研究科 助教

早稲田大学

男

東京工業大学資源化学研究所 助教

東京工業大学

男

横浜国立大学 特別研究教員

京都大学

男

大阪大学大学院基礎工学研究科 特任助教

筑波大学

男

電気通信大学電気通信学部

横浜国立大学

男

無し（横浜国立大学 博士課程 学生）

北海道大学

女

横浜国立大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ
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助教

講師
国際社会科学研

１

国内

京都大学

男

京都大学大学院経済学研究科 寄付講座准教授

究科

(3)若手研究者の研究環境整備
研究環境の整備状況を表７に示す。
表７ 研究環境の整備状況
状況
研究環境

11 名の特任教員（助教）は学際プロジェクト研究センターに所属し、研究環
境（研究費と場所）の独立性を確保するとともに、各部局との連携を保つ兼務
教員を 1～2 名配置し、研究遂行上の研究設備の共用や研究討論を行い易
くするとともに、一つの建物に全員が入り、若手教員の個人の研究分野にとら
われることなく、学際的研究を行える環境を整備した。これによるシナジー効
果として、マイクロマシン分野（Ｆ）とバイオ分野（Ｂ）とで高速細胞操作マシン
の開発による卵細胞培養研究；オーム貝の研究（Ａ）とセラミクスの自己治癒
（Ｅ）の研究；情報セキュリテイ分野（Ｃ）と、金融工学分野（Ｋ）および航空安全
分野（Ｊ）の研究の開始があげられる。

メンターの配置

各部局との連携を保つため、兼務教員をメンターとして配置し、研究遂行、
予算執行、学生指導法、健康管理の相談にのるとともに、部局で規定された
テニュア審査基準に対して、中立的に、研究成果の達成度を年度毎に評価
する体制を整えた。なお、本学では、講座制を数十年前に廃止しており、若
手研究者は独立して自由に研究を行えるように予算、研究室を運営してお
り、メンターの研究等への直接関与は無い。これも、若手の良い人材が集まる
方策の一つと考えている。

人的支援

助教は、全員が博士号取得後の年数が比較的少なく、個人で道を切り開く
能力をまずつけることが重要と考え、ポスドクは付けないこととした。研究遂行
と教育能力の育成を兼ね、学部生（卒論指導）、大学院生（修論指導）を１～
２名（大学院生は担当資格審査で認可された助教のみ）を配置している。な
お、予算執行にかかわる、事務的な人的支援は、全員に対して、工学研究院
の事務局が全面的に支援している。

研究資金

スタートアップ資金は、設備と事業費を合算して、実験系の 10 名は 700～
1600 万円（研究内容により異なり一律ではない）、社会科学系１名は 450 万円
を調整費より配分した。２年度は提案書に従い、実験系は平均約 600 万円、
社会科学系は 400 万円の事業費と、全員に毎年 60 万円の間接経費を配分し
た。

研究スペース

工学研究院の基礎工学研究棟を改装し、学際プロジェクト研究センタ
ーを設置し、１階、250ｍ２を実験室（共用、学生はここに入る）と50名
程度の入るプレゼンテーションスペースの設置と、２階200ｍ２を11名全
員が入る研究スペース（机、本箱）を設けた。２階は、フリーアクセス
床、低高位のパーテションによる個人仕切、机、本箱、輪講場所、談話
場所、キッチン、シャワー室を整備した。なお、本建物のほか、特別の
設備（例、遺伝子試験設備、機器分析設備等）の共用や、兼務教員の実
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験棟スペースも活用し、60ｍ２／人を一つの基準となるように調整して
いる。
共通設備・施設

機器分析設備、機械工作設備、クリーンルーム（デバイス作製）、遺伝子試験
設備、をもつ研究棟を共用している。

(4)若手研究者の育成施策
１） 教育（講義）能力の育成： 本学は助教職でしかも研究能力育成を主眼としているので、負担の多い講義
等は原則として実施せず、採用 2 年度目から、学部では実習・演習科目の担当と、学部生の研究指導、
大学院生の研究指導ないし指導補助を行なっている。3 年度目から、大学院担当資格の再審査を部局
毎の教授会で行い、博士課程前期の研究指導と、博士課程後期学生の研究指導補助の資格を付与し、
学生指導力教育力の育成施策を行っている。
２） 共同研究：内外の外部機関との共同研究を、エフォート管理規定に従い、条件に適合する研究について
は認めている。
３） 知財・倫理教育： 産学連携推進本部において、全教員に知財規定（学会等の発表前に申請審議）・倫
理規定を周知し、実施体制が整っているので、これに準拠して初年度より実施している、
４） 学外派遣： 国際的な研究を推進するため、国際会議の発表と、欧米の大学、研究機関に数週間から 3 ヶ
月未満滞在して研究を実施すること、および、海外でのフィールド調査の必要な研究者もおり、2 年度、3
年度目に学外派遣を実施している。この他、本学独自の教員の海外派遣制度を、自立的研究環境整備
の観点から平成 17 年度に取り入れている。本学独自の教員派遣制度として、横浜国立大学国際交流基
金、及び(財)横浜工業会による支援制度があり、前者により毎年 1 名の派遣、後者により毎年 2 名の派遣
を実施している。
５） 異分野間の交流： 学際プロジェクト研究センターを設置し、11 の全く異なる分野の研究者が一つのオー
プン・フロアで研究を遂行しており、研究者間の異分野交流が行えるように建物を改修した。バイオ研究者
と卵子注入用高精度マイクロマシンの研究者、情報と建築、地球惑星科学と自己治癒セラミクス、そのほか、
学際プロジェクト研究センターのセミナ（初年度より月２回開催、兼務教員も参加）で情報交換と交流を行
い、新たな研究テーマを創出している。
(5)年次評価（業績評価）体制
助教の成果に対する年次評価は、11 分野ごとに学際プロジェクト研究センターの兼務教員（部局の専門分
野の教授）とセンター長に提出される成果報告書（ＪＳＴ書式）をもとに、テニュア審査基準の達成度を兼務教
員とセンター長で評価する方法とした。職階が助教であるので、その評価には、特に外部の審査委員をおくこ
とはしていない。
成果に対する年次評価と、兼務教員の指導内容例を表 8 に示す。
表 8 成果に対する年次評価と兼務教員による指導内容例

分野
（Ａ～Ｋ）

研究成果に対する年次評価と学際プロジェクト研究センター兼務教員（メンター）の
指導内容例。
分野の記号（Ａ：地球惑星科学、Ｂ：分子生物学、Ｃ：情報学、Ｄ：機能材料化学、Ｅ：物
質工学、Ｆ：機械システム工学、Ｇ：電子情報工学、Ｈ：光・量子物理工学、Ｉ：建築学、
Ｊ：航空学、Ｋ：金融工学・ファイナンス）

Ａ

2 編の筆頭著者の論文を英文誌に公表し，国際会議で２件の論文を発表しており、着
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実に成果を上げている。

Ｂ

Impact Factor の高い一流誌に１件掲載され、さらに１件受理見通しで、着実に成果を
あげている。

Ｃ

査読論文（英文）3 件、国際会議論文 5 件を発表し、うち１件は Best Paper Award を受
賞し、さらに平成 21 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞し、優れ
た成果を上げている。
査読つき論文 3 報、国際会議 2 件、国内会議 2 件、国内招待講演 1 件、解説記事 2
件の発表を行っており、成果を上げている。

Ｄ
Ｅ

本人および指導する大学院生の受賞を合わせて 3 件取得した。賞には、平成 21 年度
科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞もあり、外部からも評価されている。新た
な外部資金の獲得にも成功しており、順調である。

Ｆ

IEEE の ICRA2008 や IROS2008 の国際会議に採択され、研究の独創性が評価されて
いる。スイス EPFL の研究員として短期間滞在し、招待講演も行っており世界に通用する
成果をあげつつある。研究の方向性および研究環境に関して相談にのっている。

G

研究成果に対する学会賞受賞や UC Berkeley との国際共同研究、科研費の獲得な
ど、着任後の研究成果が着実に出ており、現状の方針で引き続き努力する様指導してい
る。また、長期的には全く新しい研究分野への進出なども考える様、指導している。
週 1 回程度のディスカッションを行う他は自由に研究を行える環境作りに配慮してい
る。平成 20 年度までに、8 報の査読論文、3 件の国際会議発表、1 件の特許出願、1 件の
著書（分担）などが公表されている。掲載論文のうち Applied Physics Letters と Physical
Review B、New Journal of Physics は、インパクトファクターが 4.07、3.172、3.524 と非常に
高い。外部資金も科学研究費特定領域研究、村田学術振興財団研究助成、横浜学術教
育振興財団研究助成など採択され、研究者として自立しつつある。

Ｈ

Ｉ

建築環境工学分野において、建物の省エネルギー策、自然エネルギー活用法につい
て実践的な提案をし、建築単体の技術開発のみならず、社会的展開法を示し、これまで
科学研究費（若手Ｂ）を２回獲得するとともに、大学院前期課程の学生を主指導教員とし
て３名輩出しており、研究、教育の両面から成果をあげている。

Ｊ

航空機の衝突回避問題に取組み、高精度位置計測システムの構築と、回避理論の数
値計算による実証を国際会議に公表し、順調に成果を上げている。

Ｋ

国際学術誌論文・評価が高い国際会議プロシーディングスに論文が連続して採択さ
れ、生産性は高い。定例の研究会に参加させることにより、他機関の専門家の先端的研
究成果を身につけさせ、また討論を行うことにより、研究能力の向上をはかっている。国際
社会科学研究科のファイナンス関係の特別講義の担当により、大学院レベルでの教育能
力の向上もはかっている。

(6)テニュア審査基準、テニュア枠
１） 助教のテニュア審査基準は、各部局で制定された准教授への昇任基準とする。
２） 評価の基準は研究業績を主とし、教育実績、社会貢献、外部資金などを参考にする。
３） テニュア審査基準の公開：助教のテニュア（准教授）審査基準は、各部局で２年度目に制定し、助教に周
知するとともに、工学研究院では学内教員用 URL（助教からの昇任審査基準）に公表している。
４） 人事審査体制は、部局の人事審査を上位に置き、センターの人事協議会に報告するものとしている。
５） テニュアポストは、調整費採用者、自主的取組み者ともに、すべて用意してある。
なお、本学では、旧助手の職位の教員をそのまま助教にはせず研究教員という職位で対応し、助教は全
く新しい職位として新採用しており、教員ポストのあることを部局の人事協議会（研究院長、分野長で構
成）で審議し、問題がなければ、人事開始をここで許可している。
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（7)キャリアパス支援
任期制については、助教は 5 年以下とし、期間延長を１回限定で最大 3 年とする就業規則を、平成 19 年 3
月 27 日制定している。 また、工学研究院では研究教員は最大 5 年、期間延長を最大 3 年まで１回可能とし
ている（平成 19 年 3 月 30 日に制定）。審査を合格しない助教に対しては、兼務教員の所属する各部局で、
学界、産業界、研究機関、など就職斡旋する方策をとる(図４参照)。

(8)人材の流動性への配慮
本学の若手研究者の職位には、図 4 の人事構成図で、任期付きテニュア・トラックポスト付きの助教と、任期
付きテニュア・トラックポスト無しの研究教員の２つがある。図４で、全ての助教および、研究教員に対して、人
事評価をおこない、他機関との転入・転出の流動性をあがるように配慮している。

図 4 システム改革による人事構成図

(9)組織の支援体制
統括責任者は、若手人材育成を全学体制で実施するため、図 5 に示す運営体制を整えるとともに、人事協
議会の設置、研究教育支援経費の配分、学際プロジェクト研究センターの設置とその建物改修に間接経費の
一部を配分し整備した。また、事務支援組織は、助教採用数の多い工学研究院事務部で担当する体制を指
示し、円滑な稼動を実現した。

図 5 組織の支援体制
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(10) 改革の構想・PDCA サイクル
１） Plan： 優れた研究成果をだせる、独創的研究をおこなえる若手研究者を採用する。
２） Do： 外部審査委員の加わる透明性の高い人事制度を学長直下に制定し、その傘下の人事分科会（こち
らにも外部審査委員が加わる）にて、国際公募により、本学の重点領域である「情報通信技術」、「生物・
生態環境」、「持続可能社会を担う地球環境やエネルギー」、「次世代の都市環境」、「ナノミクロ制御物質
科学」、「企業成長戦略」、「ファイナンス」に適合する若手研究者を審査採用した。さらに、研究者間の融
合と若手研究者の独立性を確保するため、学際プロジェクト研究センターを設置し、研究生活を快適に行
える環境を整備した。
３） Check: 採用された若手研究者には、2 年度目までに、テニュア審査基準を明示するとともに、年度ごとに、
兼務教員と、学際プロジェクト研究センター長に、成果報告と、それに対する評価を実施するとともに、本
プログラムの運営の中で、人材育成に支障を生じる課題の摘出（エフォート管理に関する教育上の課題、
外部資金への応募等に関する研究上の課題）と解決法を協議する運営委員会を開催し、システムチェッ
クを行った。また、アウトリーチの観点から、研究成果の有用性をチェックするため、公開セミナーを開催し、
専門家との意見交換を行った。
４） Action: 本事業を継続的に発展させる方策を構築した。具体的には、継続的に有能な若手研究者を採
用するため、調整費による助教の採用とは別に、初年度から自主的取組みで採用する助教の枠組みを
設け、１）自立的研究環境の保証（場所と研究テーマ）、２）スタートアップ資金を部局長が１００万円提供
するシステムを構築した。ポストついては、テニュアポストの中の、旧助手ポストの一部を振り替えた助教ポ
スト（自主的取組みポスト）と、今回プログラムの終了時に生じる 11 のポストを合わすことにより、定常的に
テニュア・トラックポストを提供できるシステムができ、本プログラムで体得した「若手人材の国際公募」によ
る採用法を継続できる見通しをえた。
(11)波及効果
１） アウトリーチ活動、情報発信等：2008 年 11 月 14 日に第１回公開セミナーを実施。11 分野の研究概要を各
分野 2 ページとし、冊子を作成、配布。なお、本学の学際プロジェクト研究センターのホームページに、学
際プロジェクト研究センターの組織、研究者、及び研究内容を紹介した
(http://www.ynu-irc.ynu.ac.jp/research.html)。 さらに共同研究推進のための、民間とのシンポジウム、
学会主催の特別研修会等にて研究紹介を実施した。
２） 他機関への波及効果：本学では助教制度を次のように先進的に運用しており、これにより、全国的に若手
研究者の流動性が高まることが期待される。
①助教は、若手がテニュア・ポスト（准教授、教授）に昇任するためのテニュア・トラックポストと位置づける。
② 本学で独自に定める任期付の学位をもった研究教員は、助教を経ずに准教授、教授に昇任することは
できない。

(12)資金計画
１）自主的取組み(運営交付金)による助教の公募と採用： 本学では、助教制度が開始された平成 19 年度か
ら、テニュア・トラック制の助教の国際公募と採用を自主的取組みにより開始しており、平成１９年度は 3 名を採
用している。平成 20 年度は、国際公募による人材募集を定常的に行えるようになり、3 名の採用者の内、1 名
をフィンランド国籍の助教を採用した。さらに、平成 21 年度には、2 名（この他、配置換え２名あり）を採用して
いる。これらの若手研究者には、スタートアップ資金として 100 万円を用意するとともに、自主的取組みにより
採用された若手研究者に独立した研究スペースを提供するため、全学共用スペース等を、運営費交付金等
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で整備している。
２）特任教員（助教）の競争的資金獲得状況
11 名中 7 名が科学研究費を本学採用後、採択されており、その採択率は 63％と高い。
特任教員（助教）の競争的資金獲得状況を表 9 に示す。
表 9 成果に対する年次評価と兼務教員による指導内容例
分野（A～K）

獲得資金名

獲得年度

金額

Ａ

科学研究費

若手研究（B）

平成 21 年度

1,500,000 円

Ｂ

科学研究費

若手研究（スタートアップ）

平成 20 年度

1,340,000 円

平成 21 年度

1,200,000 円

Ｅ

科学研究費

若手研究（B）

平成 21 年度

2,000,000 円

Ｇ

科学研究費

若手研究（B）

平成 21 年度

2,300,000 円

Ｈ

科学研究費 特定領域研究（公募研究）

平成 20 年度

1,900,000 円

村田学術振興財団研究助成

平成 20 年度

1,200,000 円

横浜学術教育振興財団研究助成

平成 20 年度

300,000 円

科学研究費 基盤研究 B（分担）

平成 21 年度

3,000,000 円

科学研究費

平成 19 年度

1,300,000 円

平成 20 年度

1,000,000 円

平成 19 年度

2,400,000 円

平成 20 年度

900,000 円

Ｉ

Ｊ

科学研究費

若手研究（B）

若手研究（B）
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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
１）5 年後までに旧職階の助手の約 1/3 をテニュア・トラック制の助教に移行させる。
達成見込：3 年度までに、旧職階の助手の配置数 72 名のうち，調整費による取組み 11 名と自主的取組
10 名を合わせて 21 名を任期制の助教に採用し(平成 21 年 7 月 1 日)，29.2%を達成しており、5 年度ま
でには、目標値（33.3%）を十分達成できる見通しをもっている。
2) 助教が大学院学生の指導に積極的に関与できる制度を確立する。
達成見込：各部局の規定に従った大学院担当資格審査で、70％の助教が、博士課程前期学生につい
ては研究指導の資格（修士論文の主査資格）を、残りは指導補助の資格を有している。また、博士課程
後期学生については研究指導補助の資格（博士論文の審査委員資格）を 90％の助教が有しており、す
でに、博士課程前期学生の指導を 2～3 名実質的におこなっており、5 年度目までには、全員が大学院
学生の指導（前期課程）を行える見込みをもっている。後期課程の指導資格については、5 年度目に、研
究と教育の教員業績評価に基づき「後期課程 研究指導」資格を再審査する。

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
１）
提案時のシステム改革と資金計画の見直しの必要性は無い。
２）

4，5 年目の調整費による採用計画は無い。

（２）人材養成システム改革及び資金計画の概要
１）自主的取組みによる助教の自己資金採用実績： 自己資金で、国際公募による助教を、平成 19 年度 3
名、平成 20 年度 3 名、平成 21 年度 2 名（7 月 1 日段階）採用した。これに伴う資金は、運営交付金から、
（人件費、研究費）を、平成 19 年度（2,800 万、470 万）、平成 20 年度（6,200 万、990 万）、平成 21 年度
（8,090 万、1,020 万）、充当した。また、平成 22 年度は（9,100 万、1,060 万）、平成 23 年度（1,070 万、
1,350 万）を想定している。
２）平成 21 年度の給与改定に従い、人件費申請予算額を変更する予定。他の理由による変更は無い。

３．実施期間終了後の人材養成システム改革
テニュア・トラック制の助教の人材育成システムの特徴は、国際公募による有能な若手人材の発掘、スタ
ートアップ資金の提供と独立した研究環境（スペース、研究テーマの独自性）の保証、5 年後の審査、大学
院生の指導力の育成、があげられる。本学では、自主的取組みによりこのシステムを、平成 19 年度よりスタ
ートさせており、平成 21 年度までに 8 名を内外から新採用し、全学的な定着化を推進している。実施期間終
了後は、毎年、工学系で 4.8 名、環境情報系とその他で 0.2 名（合計 5 名）を継続的に採用していくことにな
っている。このための方策として、①国際公募は、本プログラムにより英文書式も整い、審査方法も外部委員
を加えることにより、透明性の高い審査法が確立したのでこれを継続する。②スタートアップ資金は、部局長
経費により、100 万円を新採用若手に適用することが部局規定により平成 20 年度より実施しており、これも
継続できる。③独立した研究スペースは、常に最低１１名が同一フロアに入れるスペースを、全学共用面積
として、工学基礎棟内で継続的に使用できるようにするとともに、耐震工事のある建物の 20％を学長裁量ス
ペースとしたので、これも含めて一人あたり 60ｍ２の研究スペースを在任期間中は使用できるようにした。本
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スペースは、本プログラム終了後にも新たに採用される若手研究者に独立したスペースとして使用できる。
④大学院生の指導は、部局の担当資格審査により、5 年以内に前期課程主指導教員の経験と、課程の研
究指導補助を経験できるようにした。⑤テニュア審査基準も平成 20 年度に作成でき、教員専用のＨＰに公
開しており、研究成果の達成度を本人も確認でき、審査の透明性も確保できている。⑥若手の競争的資金
の獲得の支援策として、3 年ごとに設定されるプロジェクト研究に若手に積極的に加わってもらい、学長裁量
経費からの支援、科学研究費応募で上位で非採択となった若手への支援（８名程度）、産学連携推進本部
から、国の施策による公募事業の個別案内と、産学連携による共同研究の斡旋（教員シーズ集の公表資料
をもとに、相談にこられた企業の研究支援を斡旋）により研究のアウトリーチを重視する支援策を講じてい
る。
以上のように、テニュア・トラック制の助教の採用、育成、研究資金支援、テニュア審査を、継続的におこ
なっていく。
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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
１）国際公募による若手研究者をテニュア・トラック制の助教として採用： 国際公募を、平成19年7月14日～9
月1日の期間に、JREC-IN, Nature、各分野の専門国際的学会に掲載し、11名の採用枠に対して、応募者
総数は214名（内外国人は54名）の応募があり、外部審査委員を含む分科会でまず候補者を絞りこみ、部
局長と、外部審査委員から構成される、「人事協議会」にて、3回にわたる最終審査を行い、特任教員（助
教）を決定した。各助教は、平成19年10月から平成20年1月にかけて着任した。これにより、採用計画は目
標どおり達成した。
２）自立的環境整備： 研究環境を整備するため、「学際プロジェクト研究センター」を立ち上げ、11名全員をこ
こに所属させ、工学基礎研究棟の耐震工事後に、2階に全員の居室と、１階に、実験室とプレゼンテーショ
ンルームを整備した。なお、バイオの研究など特別な研究設備の必要な研究は、兼務教員の所属する実
験場所を使用させて頂くことを、運営会議ではかり調整した。これにより、独立した研究環境として、原則と
して60ｍ２のスペースを提供することができ、当初困難と思われたスペース確保において、計画以上の整備
ができた。
３）自主的取組みによるテニュア・トラック制の助教 1/4 を 3 年度目までに採用: 平成 19 年度 4 名（工学研究
院２名、環境情報研究院 2 名(内助手の配置換え１名)、国際公募、内女性 2）、 平成 20 年度 4 名（工学研
究院 4 名(内特別研究教員の配置換え１名)、国際公募、内外国人 1 名（フィンランド））、 平成 21 年度 2 名
（工学研究院、国際公募 2 名、平成 21 年 7 月 1 日）、合計 10 名を採用したので、旧職階の助手の配置数
72 名のうち，調整費による取組み 11 名と自主的取組み 10 名（平成 21 年 7 月 1 日現在）を合わせ、21 名
が任期制の助教に採用され、1/4 の目標を計画以上に達成した。
４）大学院教育への参画：70％の助教が、博士課程前期学生については研究指導の資格（修士論文の主
査資格）を、残りは指導補助の資格を有し大学院教育に参画している。また、博士課程後期学生について
は研究指導補助の資格（博士論文の審査委員資格）を 90％の助教が有しており、すでに、博士課程前期
学生の指導を 2～3 名実質的におこなっており、計画どおりに進んでいる。
５） 3 年までの中間評価とテニュア審査基準の作成と提示： 採用された若手研究者には、2 年度目までに、
テニュア審査基準を明示するとともに、年度ごとに兼務教員と、学際プロジェクト研究センター長に、提出
された成果報告書をもとに評価と指導を行い、予定どおり実施した。

２． 国際公募･審査・業績評価
上記１）のとおり、国際公募を実施し、予定通り採用計画を達成した。テニュア審査基準は 2 年度目の 7
月までに作成し、年度末に学内専用の web に公示し、教員全員に周知し、助教は研究達成目標を認識
できるようにし、予定以上に目標を達成した。年度ごとの業績評価も、兼務教員の評価と指導を、個別に
行い、その結果をセンター長に報告する方式とし、予定どおり実施した。
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）
本学では、若手研究者の育成に、旧制度の職階である助手職に代わるものとして、「研究教員」（任期付
き、テニュア・トラックポスト無しの職階）を新設し、内外から研究者をフレキシブルに採用し、斬新・独創的な
研究を行える体制を整えた。これにより、本学の助教は従来の講師の職階と同格で運用しており、大学院生
の教育資格も審査対象となり、テニュア・トラックポストの教員として研究・教育に携われるようになっている。
本制度改革は、平成 19 年度に行い、そのシステムがうまく運用できていることを、現在、実証しつつある。な
お、制度改革以前から在職していた学位をもった助手には、「特別研究教員」の職位を設け処遇している。
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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）
採用のマネジメントは、学長を議長とする部局長会議の審議、各部局の人事協議会の審議、各分野の発
議により提案され、部局の教授会投票で決定するシステムとしている。また、若手人材の養成システムとして、
学長経費による、毎年 10 名程度の１年以内の海外派遣制度があり、研究教員および助教は、本制度で海
外経験をつめるようにしている。また、自主的取組みにより採用された若手研究者には、部局長からスタート
アップ資金を提供できるようにした。

５． 今後の計画（実施期間終了後の継続性）
テニュア・トラック制の助教のシステムの特徴は、国際公募による有能な若手人材の発掘、スタートアップ
資金の提供と独立した研究環境（スペース、研究テーマの独自性）の保証、5 年後の審査、大学院生の指
導力の育成、があげられる。本学では、自主的取組みによりこのシステムを、平成 19 年度よりスタートさせて
おり、平成 21 年度までに 8 名の助教を内外から採用し（この外、2 名の特別研究教員からの配置換えがあり
平成 21 年度 7 月現在で合計 10 名）、全学的な定着化を推進している。調整費により平成 19 年度に採用
した特任教員（助教）は、学際プロジェクト研究センターという独立したセンターで研究をおこなったが、その
メンターとなる兼務教員は、各部局の研究分野の複数のテニュア教員からなるため、各部局との連携は密
にとることができた。本プログラムに携わった教員は、副学長、全部局長を始めとし、凡そ、テニュア教員 16
名、事務官 10 名が経験を積むことができ、また不具合も生ぜず運用できたので、今後、自主的取組みによ
るテニュア・トラック制の助教の採用、育成、テニュア審査は、継続的に実施できるものと確信している。
なお、調整費により採用された 2 名の助教が 3 年度目で、研究成果に対して文部科学省大臣賞を受賞
できたこと、及び全員がそれぞれの分野で国際会議において成果を発表し、その中から講演に対する受賞
者もでたことは、世界に目を向けた一級の研究を行っている証拠であり、本事業による若手研究者の育成
は予想以上の成果をあげており、実施期間終了後も本路線を継続的に運用していく方針である。
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