北大基礎融合科学領域リーダー育成システム
実 施 予 定 期 間：平成 19 年度～平成 23 年度

テニュア職への着任を予定したテニュアトラックを提供す

総 括 責 任 者：佐伯

る。同時に研究スペース、研究費、共通機器等自立した研

浩（北海道大学総長）

究環境を提供する。

Ｉ．概要

b.テニュアトラック期間にリーダーとしての素養を育成する
リーダー育成プログラムの設置及び推進を行う。

本学では、第二期中期目標・中期計画策定大綱に「世界水

c.これらの若手研究者育成事業を特定の部局から離れて実施

準の人材育成システムの確立」を掲げ、次世代を担うリーダ

するため、北大が独自に設置した創成研究機構におけるリ

ーを育成するため、融合科学領域を担う若手研究者にテニュ

ーダー育成ステーションを充実させ事業を推進する。

ア・ポストを用意した「リーダー育成型制度」のもとで、研
究人材を育成するため、
「テニュアトラック制度」を導入する

3.3 年目における具体的な目標

とともに、テニュアトラック期間中に自立した研究環境(研究

a.テニュアトラックポスト期間の人材育成プログラムの構築

費、研究スペース、研究機器等)と若手リーダー育成プログラ
ム(大学運営企画、国際シンポジウム企画、外部資金獲得、留
学経験等)を提供し、次世代のリーダーとしての資質の養成を

と実施体制の確立
b.テニュアトラックポスト採用総件数 13 件以上（女性採用 3
名以上）

行う。
4.実施期間終了後における具体的な目標
1.機関の現状
北海道大学は、7 研究科、10 研究院、10 学院（大学院の教

a.テニュアトラックポスト採用総件数 19 件以上（女性採用 5
名以上）

育部）
、12 学部、3 附置研究所、3 全国共同利用施設及び 20

b.テニュア審査：4 件以上

学内共同教育研究施設等を有し、自然、人文、社会の諸科学

c.テニュア職着任：3 件以上

を総合した学際的なプロジェクト研究を積極的に推進してい

d.本事業終了後の大学経費への移行制度の具体策の確立

る。
本学では若手研究者の育成を最重要課題の一つとしてとら

5.実施期間終了後の取組

え、21 年 4 月、運営組織「人材育成本部」を設置し、若手研

本事業終了後は、創成研究機構の若手研究者の人材育成制

究者への適切な研究・教育環境の提供、研究マネジメントを

度である流動研究員制度をさらに発展した形で、テニュア

はじめとした研究者として必要なスキルの向上、若手研究員

トラック及び若手リーダー育成プログラムを継続する。モ

のキャリアパスの多様化、また女性研究者支援室を設置し、

デルケースとした基礎融合領域を全領域に拡大し，毎年 3

若手研究者を含む女性研究者が活躍できる環境を整備する等、

名程度を継続して採用する予定である。これに伴う経費（人

若手研究者の育成ならびに女性研究者支援に多角的・積極的

件費、研究費、育成プログラム等）は、大学独自経費とし

に取り組んでいる。

て措置する予定である。

また、本学では時代の変化に対応し、次世代の研究者を育
成し確保するという観点から多様な研究者の流動化の促進や
優秀な外国人・若手研究者等の確保等をより一層戦略的に推
進できる新たな人事制度を構築している。

6.期待される波及効果
このモデル事業は、テニュアポストとつながる若手研究者
育成モデルを提示するものであり、本学の各部局によるテニ
ュアトラック制度導入を促す効果を持つ。また、他大学にお

2.人材システム改革の内容

いても同様の効果を持つモデルであると確信している。

本事業は、大学・学界等アカデミアを取り巻く環境の急激
な変化に対応し、次世代の日本の科学技術を担う人材の育成

7.実施体制

が急務となっている。このような人材の育成には、単に若手

本システムは部局横断組織である創成研究機構が担うこ

に自立した研究環境を提供するだけでは不十分である。現在

とにより、テニュアトラックポストは全学的にオープンなも

の日本の科学技術や大学・学界が持つ状況を理解し、それに

のとする。すなわち、学内の部局・研究所等に対し、本シス

対する問題意識と行動力・企画力・組織力というリーダーと

テムの活用意向を毎年度聴取し、トラックポストを割り振る。

しての素養を持つことが必要である。本事業では、以下の 3

どの部局等に割り振るかは全学組織のリーダー育成推進委

つの特徴を持つ。

員会（担当副学長、関係部局長、外部委員等から構成）が決

a.国際的にも認められた研究能力をもつ若手研究者に将来の

定する。その際、3～5 年以内に当該部局等が使用可能なテ

ニュアポストを有していることを条件とする（3～5 年後に

バイザーを選定し、若手研究者の個別の研究計画推進指

評価をパスした若手研究者は確実にテニュアポストを獲得

導・助言を行うとともに人材育成支援に当たる。

できる環境を整備する）
。
(2)若手リーダー育成プログラムの提供
本機構は本学の若手研究者を育成する流動研究員制度（独

同時に、この期間に、以下の人材育成プログラムへの参加

自経費により実施）を運用しており、本システムは同制度

を義務付ける。プログラムの内容は、リーダーの資質とし

を発展させるものとして位置づけた上で、これまでの若手

て求められる、企画力、推進力、組織力、解析力、国際性

育成ノウハウを活用しつつ、本システムを運用して行くこ

の 5 つを柱とする。具体的内容を以下に示す。

ととしている。採用に当たっては、研究実績に加えリーダ
ー育成プログラムでの実績も考慮する。
・原則としてテニュア審査に合格した特任助教はホスト部局
の准教授等となる。
・業績評価、中間評価およびテニュア審査において一定の評
価を得た研究者は 100％テニュア職に移行できる制度を構

(a)大学を取り巻く環境に関する講演会を開催し、それをもと
にいくつかのテーマに関して各自で掘り下げ、その将来展
望を役員懇談会等に提言する。課題例：若手研究者や博士
研究員の抱える課題、女性研究者支援、大学のあるべき将
来像の策定、産学連携の課題、入試のあり方、大学院教育
など。

築する（高い評価を得た特任助教がテニュアポストがない

(b)学生の教育および研究室運営経験。
（12 時間以上/年）

ことをもってテニュア職に移行できないということがない

(c)知的財産講習会。

ようにする）
。

(d)外部資金申請。

テニュア職を得た准教授は、テニュア取得後も定期的に本

(e)海外経験のない研究者には国際経験を積み、国際的な科学

事業参加者の交流会に参加するとともに、本事業に対する
評価・修正等の意見を提供する。
a.若手研究者のための研究環境整備、育成のための取組
(1)最適な研究環境の提供
(a)研究資金の提供

技術の人的ネットワークの形成のために留学を行わせる。
(f)国際研究シンポジウムの企画開催。
b.機関全体としての将来的な構想
本事業開始 5 年目に採用する若手研究者に係る経費につい
ては本学の独自経費で措置する予定である。

500 万円（スタートアップ経費を含む）
、2 年目 300 万円、3

また、本事業終了後は、本機構の若手研究者人材育成制度

年目 200 万円（留学経費含む）
、4 年目以降 100 万円を提供

である流動研究員制度をさらに発展した形で、テニュアトラ

する。自立した研究者となるためには、自らの研究成果を

ックおよびリーダー育成プログラムを継続する。モデルケー

もとに競争的外部資金を獲得することは必須条件であるこ

スとした基礎融合科学領域を全領域に拡大し，毎年 3 名程度

とから、3 年目以降は資金を減額することとする。

を継続して採用する予定である。これに伴う経費（人件費、

(b)研究スペースの提供
本機構内に、研究のための 1 人約 50 ㎡のスペース専有スペ
ースを提供する。
(c)研究機器の利用環境の提供
本機構が実施している研究機器の共有システム（オープン
ファシリティ、80 台の研究機器を管理）を活用し、若手研
究者に利用環境を提供する。
(d)アドバイザリー制度
人材選考委員会において当該研究者のテニュアトラック期
間における研究計画推進等についての助言をおこなうアド

研究費、育成プログラム等）は、大学の独自経費として措置
する予定である。
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8.各年度の計画と実績
a.平成 19 年度計画

リーダー育成推進委員会は、テニュアトラック教員の給与
号俸の改定を行い、処遇改善を図るなど機動的な事業推進を

基礎融合科学領域リーダー育成推進委員会並びにリーダー

行った。また、10 月には、テニュアトラック教員とのキック・

育成システム実行委員会、リーダー育成ステーショ

オフ・ミィーティングを実施。学長との懇談会では、
「北大テ

ン”L-Station”を設置。ホスト部局よりポスト数の提出を受

ニュアトラック制度」について国際的な調査・提言を行った。

け、若手研究者 6 名の国際公募、
・選考採用者決定、
「育成プ

21 年度テニュアトラック国際公募（7 月 10 日－8 月 29 日）

ログラム」による育成開始ならびに自立的研究環境を整備。

を実施。ホスト部局 6 ポストに対し、応募者総数 78 名（男性
63 名、女性 15 名、内、外国籍研究者 7 名）
。10 月 21 日、リ

・平成 19 年度実績

ーダー育成推進委員会は、21 年度テニュアトラック教員採用

リーダー育成ステーション、リーダー育成推進委員会、リ

審査を実施。第一次審査 3 名の合格者に対し、ショートプレ

ーダー育成システム実行委員会を設置し、事業推進を開始。

ゼン、課題レポート提出、個別面談を実施、厳正なる審査の

国際公募は、ホスト部局 12 ポストに対し、Nature+Web 版、

もと合格者 1 名を決定。1 月 30 日、若手人材育成シンポジウ

JST:JREC-IN 掲載、
米国 6 大学へのポスター掲示などの結果、

ム”SynFOSTER2009”北海道大学企画への参画。3 月 12 日学

応募者総数 265 名（男性 233 名、女性 15 名、外国籍研究者

内幹部セミナー（部局長およびリーダー育成推進委員会委員

17 名）
。11 月 21 日、リーダー育成推進委員会は、19 年度テ

等）
：科学技術関係人材の養成確保について企画開催。リーダ

ニュアトラック教員採用総合審査を実施、第一次審査 10 名の

ー育成ステーションは、国際化に呼応すべく、各種様式の英

合格者に対し、ショートプレゼン、課題レポート提出、個別

文化、外部資金獲得案内、札幌の生活案内などの英文化を積

面談を実施、厳正なる審査のもと合格者 6 名を決定、女性研

極的に行い、HP を通した情報の発信を行った。

究者 1 名、外国人研究者 1 名、日本人研究者 4 名の若手研究
者を採用。ホスト部局人材選考説明会の実施。自立的研究環

c.平成 21 年度計画

境セットアップは、300 ㎡で 6 名とした考え方を取り入れ、

3 名の若手研究者の国際公募選考。ホスト部局よりポスト

院生・学生等とのミーティングを図るための共同コミュニケ

数の提出を受け、若手研究者の国際公募・選考採用者決定、

ーションエリアを確保。(育成研究者 3 名が実験室の共同利用

「若手リーダー育成プログラム」による育成開始ならびに自

を計画実施)。教育プログラムの一環として、テニュアトラッ

立的研究環境の整備。平成 19 年度若手研究者 6 名の中間評価

ク若手研究者と創成流動研究者との合同シンポの企画開催。

並びに評価（審査）基準の若手研究者への提示ならびに業績
評価の実施。

b.平成 20 年度計画
リーダー育成ステーション”L-Station”を充実させ事業

・平成 21 年度実績

を推進。ホスト部局よりポスト数提出を受け、4 名の若手研

4 月 17 日、リーダー育成システム実行委員会において、業

究者の国際公募選考・選考採用者決定、
「若手リーダー育成プ

績評価の実施およびリーダー育成プログラムの実施、研究成

ログラム」による育成開始ならびに自立的研究環境の整備。

果の報告を行った。6 月 24 日、リーダー育成推進委員会は、

若手研究者の中間評価並びにテニュア審査基準の作成、評価

21 年度追加国際公募 2 ポストのテニュアトラック教員第二次

（審査）基準の若手研究者への提示ならびに業績評価の実施。

総合審査を実施し、2 名の採用を決定。1 人当たり約 50 ㎡と
した自立的研究環境を200 ㎡で4名とした考え方を取り入れ、

・平成 20 年度実績
4 月 1 日、第 1 回北大テニュアトラックシンポジウム ～
基礎融合科学領域次世代リーダーの声～ を企画開催。

院生・学生等とのミーティングを図るための共同コミュニケ
ーションエリアを確保した。7 月 30 日、リーダー育成システ
ム実行委員会は、20 年度採用テニュアトラック教員への中間

20年度テニュアトラック国際公募においては、ホスト部局

評価の方法について説明会を実施。9 月 30 日、19 年度採用テ

8ポストに対し、応募者総数132名。応募審査は、ホスト部局

ニュアトラック教員の中間評価審査回を実施し、6 名の合格

で実施する第一次審査と全学総合審査の二段階で行い、第二

者を決定。11 月 25 日、リーダー育成システム実行委員会は、

次総合審査はリーダー育成推進委員において、第一次審査5名の

19 年度採用テニュアトラック教員とのキックオフミーティン

合格者に対し、ショートプレゼン、課題レポート提出、個別面

グを開催し、意見交換を行った。12 月 10 日、東京・都市セ

談を実施、厳正なる審査のもと合格者4名を決定。

ンターホテルにおいて、一般市民を対象に九大・北大とのテ

研究室セットアップは、テニュアトラック育成プログラム

ニュアトラック教員による合同報告会を開催。12 月 24 日、

の一環として策定しているが、当初、1 人当たり約 50 ㎡とし

文部科学省による本事業の中間評価において「評価 A」を取

た自立的研究環境を200㎡で4名とした考え方を取り入れ、院

得。1 月 26 日、リーダー育成システム実行委員会は、本学「若

生・学生等とのミーティングを図るための共同コミュニケーシ

手リーダー育成プログラム」の改定を行い、課題である「教

ョンエリアを確保した。

育」について、関係部局において認定された「学位審査」な

どについて改定を行った。2 月 1 日、本学「若手人材育成シ

た。10 月 6 日、リーダー育成推進委員会は、20 年度採用テニ

ンポジウム”SynFOSTER2010”を企画開催し、
「北大テニュア

ュアトラック教員4 名の中間評価並びに19 年度採用 1 のテニ

トラック制度」の理解・浸透を図った。

ュア総合審査を行い、合格を決定。中間評価審査合格者の内、
20 年度採用の 1 名は、
他大学テニュア准教授として採用され、

d.平成 22 年度計画

テニュア総合審査に合格した 1 名は、1 月 1 日付けで、本学

3 名の若手研究者の国際公募選考。ホスト部局よりポスト

大学院地球環境科学研究院テニュア准教授として採用が決定。

数の提出を受け、若手研究者の国際公募・選考採用者決定、

22 年度国際公募を実施、12 月 16 日、52 名の応募者に対し、

「若手リーダー育成プログラム」による育成開始ならびに自

第一次審査および第二次総合審査の結果、2 名の採用を決定

立的研究環境整備の実施。平成 20 年度若手研究者 4 名の中間

し、1 人当たり約 50 ㎡とした自立的研究環境を 200 ㎡で 4 名

評価並びに評価（審査）基準の提示。若手研究者に対する業

とした考え方を取り入れ、院生・学生等とのミーティングを

績評価の実施ならびにテニュアトラック「中間審査」基準の

図るための共同コミュニケーションエリアを確保するととも

策定。創成研究機構における本学独自の「流動研究員制度」

にリーダー育成プログラムの実施を開始。23 年度は、4 名の

を見直し、
「北大テニュアトラック制度」をさらに発展させる

採用計画を実施することとした。2 月 15 日、19 年度採用のテ

ため、若手研究者育成プログラムとして検討を開始する。こ

ニュアトラック教員 1 名のテニュア総合審査を実施、合格を

れにより部局・研究所等が広く参加できる体制を構築する。

決定し、23 年 4 月 1 日付けで、大学院理学研究院テニュア准
教授として採用を決定。リーダー育成ステーションは、テニ

・平成 22 年度実績

ュアトラック教員の研究活動支援ならびにテニュア総合審査

4 月 28 日、リーダー育成システム実行委員会において、業

基準の英文化を実施。

績評価およびリーダー育成プログラムの実施、研究成果の報
告を行った。また、中間評価審査における評価以外の視点を

e.平成 23 年度計画

加味した評価を実施することとした。テニュアトラック教員

4 名の若手研究者の国際公募選考。
ホスト部局よりポスト数

の職名呼称について、審議。中間評価前:テニュアトラック助

の提出を受け、若手研究者の国際公募・選考採用者決定、
「若

教とし、中間評価後は、テニュアトラック准教授とすること

手リーダー育成プログラム」による育成開始ならびに自立的

で、了承された。7 月 12 日、リーダー育成システム実行委員

研究環境整備の実施。平成 21 年度若手研究者 3 名の中間評価

会とテニュアトラック教員 13 名とのオープンミーティング

ならびに評価(審査)基準の提示。平成 19 年度テニュアトラッ

を開催し、本学テニュアトラック制に関する意見交換を行っ

ク採用若手研究者 4 名のテニュア総合審査の実施および業積
評価の実施を行う。

9．年次計画
取組内容

1 年度目(H19)

2 年度目(H20)

3 年度目(H21)

4 年度目(H22)

5 年度目(H23)

6 年度目以降

若手研究者の育成

第一期

第二期

第三期

第四期

第五期

第六期

国際公募・審査

国際公募・審査

国際公募・審査

国際公募・審査

国際公募・審査

国際公募・審査

（第一期中間評価） （第二期中間評価） （第三期中間評価） (第四期中間評価）
（テニュア審査）

（テニュア審査）

（テニュア審査）

研究環境整備
リーダー育成プログ

設置

実施

ラム

若手研究者

6人

4人

3人

3人

3人

新規採用数

調整費 6 人

調整費 4 人

調整費 3 人

調整費 3 人

調整費 0 人

自主費 17 人

自主費 11 人

自主費 24 人

自主費 0 人

自主費 3 人

自主費 3 人

制度の移行検討

新制度の実施

人事制度の検討

流動研究員制度

3人

