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「TT 若手」とは本プログラムによるテニュアトラック制に基づいて採用した（自主的取組を含む）若手研究者を指す。

【成果報告書本文】

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（事後評価）
■プロジェクト名：挑戦する研究力と組織力を備えた若手育成
■機関名：国立大学法人お茶の水女子大学
■総括責任者名（役職）：羽入 佐和子（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：５ヵ年度の総額： １１５３．６百万円（間接経費及び環境整備費を含む）
■人材養成システム改革の概要
機関の現状
研究ポテンシャルの現状、欧米との比較等
お茶の水女子大学大学院人間文化研究科は、3 学部を擁する 1 研究科として領域横断的な教育研究
機関である。教員数 250 名程度の大学でありながら、21 世紀 COE の 2 拠点を有し、世界的拠点を
形成してきた。平成 19 年度 4 月に人間文化創成科学研究科を発足させ、教員の組織である研究院に
先端融合部門を設置し、
「情報」
「量子」
「心理」の分野で、本学の優れた業績をさらに発展させ世界
的拠点を形成する体制を整えた。
これまでの若手研究者の育成に関する取組の実績
平成 17,18 年には文部科学省「魅力ある大学院教育イニシアティブ」に 3 プログラムが採択され、
「生命情報学」、
「日本文化の発信」、
「人間発達」をキーワードに、次世代女性リーダーの育成を強
化している。19 年度に向けて、学長裁量でポスドク研究者 9 名をリサーチフェロー（RF）として採
用するための人事選考も終了している。
人材システム（任期制、年俸制の導入等）の概要
21 世紀 COE、特別教育研究経費、外部資金による人事はすべて任期制で、学長のリーダーシップ
の下で採用する全学的体制にある。平成 19 年に新設する先端融合部門には学長の戦略的人事により、
優れた教員 3 名の人事選考を行った。
人材システム改革・若手研究者育成の構想
目指すべき人材システム改革の要点
学長、役員を中心に「お茶大アカデミック・プロダクション」を組織し、メンター制によって新
分野に挑戦する自立的若手研究者を育成する。
テニュア・トラック制の具体的な内容とその位置付け
国際公募によって 6 名程度の特任助教を採用する。本プログラムの中期（3 年後）と終了時に研究
能力、教育能力、マネジメント能力の評価結果を基に審査し、テニュア・ポストとして 2 名の准教
授採用を予定している。本事業進行中にテニュアのポストを得る可能性も視野に入れる。
若手研究者育成のための研究環境整備、育成のための取組み
スタートアップのための研究費、スペースを大学執行部が提供する。独自の研究を奨励する他に、
先端融合部門の教員との共同研究の機会を与える。学長、役員会が中心となり、学外ポストへの挑
戦のノウハウや競争的資金獲得の手だてを伝授する。
将来的な構想（実施期間終了後の取組内容）
「お茶大アカデミック・プロダクション」において育成プログラムを継続実施する。
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ミッションステートメントの概要
新分野の研究に挑戦する若手研究者が、リーダーとしての素養と、生活者の視点を合わせもって
）
研究する能力を備え、自立することが基本的目標である。
中間時には、①公募で採用した特任助教の研究業績の評価、②大学院専門科目の英語による講義の
実施、③マネジメントの訓練を目標とする。
終了時には、①インパクトファクターが上位の専門誌への論文掲載、②学部専門科目の教育トレー
ニング、③学会シンポジウムの企画、④学内外の専任ポストへの就職が目標である。また、構築した
自立的若手人材育成のシステムモデルを外部に発信する。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

度（平成）

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

23 年度 24 年度

総 額

科学技術振興調整費等

１．人件費
（1）職階：助教

6.7
(9 名)
0
(0 名)

75.4
(9 名)
13.9
(8 名)

75.5
(9 名)
48.8
(11 名)

75.8
(9 名)
48.1
(11 名)

76.2
(9 名)
47.5
(11 名)

309.6
(45 名)
158.3
(41 名)

142.2

46.2

2.1

1.6

0

192.1

21.7

40.8

35.6

41.7

22.3

162.1

４．旅費

2.4

7.4

9.1

12.3

13.6

44.8

５．その他

0.8

8.7

9.8

8.5

19.3

47.1

173.8

192.4

180.9

188.0

178.9

914.0

52.1

57.7

54.3

56.4

19.1

239.6

225.9

250.1

235.2 ○○244.4
(△△名）
××
(▲▲名）

198.0

1153.6

0

121.3

（2）職階：研究補助員等

２．備品及び
試作品費
３．消耗品

直接経費(1.～5.)計
６．間接経費 7)
（人材育成システム改革促進費）

科学技術振興調整費等計
自主経費

若手研究者
研究費

運営費交付金
（1）教育研究経費

0.6
若手研究者
用研究棟建
設費

（2）学長裁量経費及び
教育研究環境整備費

120.7

自主経費計

0

121.3

0

0

注１）平成 23 年度の科学技術人材育成費補助金は「科学技術振興調整費等」に含めてください。
２）平成 21 年度以降の「科学技術振興調整費等」は補助金交付額を記入してください。
３）人件費は職階（准教授、講師、助教、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従事人
数とともに記載してください(年度途中転出・辞職等による補充者は人数に追加しないでください)。
４）自主的な取組に係る経費（自主経費）があれば、それも含めて全体像を示してください。
５）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。
６）平成19～22年度は決算額、平成23年度は執行額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。）。
７）平成23年度については、人材育成システム改革促進費を記載してください。
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Ⅲ．プロジェクト実施の内容
１．テニュアトラック制導入の背景
１-１ 機関の中期目標・中期計画などにおける若手研究者育成の取組
〔参考４「中期目標・中期計画」などにおける“若手研究者の採用・育 成”、“テニュアトラック制の導入”、
“機関の人材養成システム改革（人事システム改革など）”などに関連する記載状況 参照〕

(１) 最新の「中期目標」における記述の概要
本学の第２期中期目標では、若手研究者育成の取組に関する目標として、「国際的に活躍できる若手
研究者や優れた女性研究者を育成する」（I-2-(1)）及び「大学全体の中・長期的な人員計画のもとで、研
究者の重点的・機動的な人員配置を行う」（I-2-(2))を掲げている。
(２) 最新の「中期計画」における記述の概要
本学の第２期中期計画では、若手研究者育成の取組に関する目標を達成する計画として、「研究の活
性化のため、学外との連携を含めて広く学内外に人材を求め、任期付き研究者を重点的に配置する。」
（I-2-(2)）
「若手女性研究者個々人に対してカスタマイズした研究支援体制を構築する。」（I-2-(2)）を掲げている。
さらに、「広く学内外に人材を求め、研究活性化のために任期付き研究者を重点的に配置する。」（Ⅹ-2）
としている。
本学の平成２４年度計画として、女性の活躍が期待される研究領域を推進、開拓するとともに若手研究
者を育成するために「お茶大アカデミック・プロダクションのプロジェクトを継承し、テニュアトラック制による
若手研究者の人材育成を行う。」（2-(1)-2）を掲げている。
１-２ 機関の「テニュア像」
お茶大アカデミック・プロダクションは、ＴＴ若手の「研究力」、「教育力」、「マネジメント力」を向上させて、
本学および他大学の准教授としてふさわしい人材に育成することを目的としている。すなわち、高度な研
究力、実践的な教育力、実質的なマネジメント力を備えた自立的人材が本学のテニュア像であり、本プロ
ジェクトの TT 若手の育成方針でもある。なお、これらのテニュア像は多くの大学でも共通しているものと考
える。
研究力に関しては論文数と質に着目し、後者に対しては掲載論文誌のインパクトファクターや論文の
被引用回数が重要な要素になるが、その論文の先進性や先端性をも重視している。また、国際学会にお
ける発表実績も重要であるとともに、学会やシンポジウムの企画、実施実績も研究力とみなしている。
教育力に関しては、講義、実習・演習、論文作成に対する助言を通して、学生に基礎学力のみならず、
本学が目指す女性リーダーとしての資質を向上させる人材が本学において望まれるテニュア教員である。
また、英語による講義や広い視野に立ったリベラルアーツ教育ができることも教育力に関する重要な要素
である。
マネジメント力に関しては、テニュア教員は研究室の運営を円滑に行っていく必要があるため、人格が
優れているとともに、外部資金の獲得力もあることが重要な要素になる。これら各要素は本学が公表して
いるＴＴ若手のテニュア審査基準及び評価項目にもなっている。
さらに、テニュア教員には大学、学部、学科等における各種委員としての役割も期待されるため、これら
大学運営に対して熱意のある人材が、本学が望むテニュア像である。また、女性教員に対しては、本学
学生のロールモデルとなりうる人材を望んでいる。
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２．プロジェクトの実施体制と実施状況
２-１ プロジェクトの運営・実施体制
〔「表Ⅲ-２-１プロジェクトの運営・実施体制」参照〕

本プロジェクトを実施するにあたり、役員会直属の組織「お茶大アカデミック・プロダクション」を設置し
た。国際公募により採用されたＴＴ若手を本プロダクションに所属させ、大学院人間文化創成科学研究
科先端融合系及び自然・応用科学系の教員をメンターとして配置し、さらに共同研究を行うポスドク研
究員を配置した。役員会直属としたことで、特定の教員のもとで働くのではなく、自立的な環境で各自
の能力を向上させることができる。一方、孤立を防ぐためにメンター教員を配置し、月に１度、役員を含
む会議で研究などの進捗状況や大学に対する要望事項、改善事項を話す機会を設けた。
２-２ プロジェクトの実施状況
（１）プロジェクト運営
本プロジェクトの実施に係る重要事項を決定するため、お茶大アカデミック・プロダクション運営会議
を設置した。さらに、ＴＴ若手（特任助教）及びポスドク研究員（特任リサーチフェロー）をはじめ、実施責
任者（理事（副学長））やメンター、事務スタッフが参加する会議を毎月開催することにより、機動的な運
営を図った。
（２）国際公募・採用
平成 19 年度に国際公募を実施した際には 6 つの専門分野に分け、応募者が申請分野を選ぶ形式
とした。公募期間を 2 ケ月程度確保し、また公募情報を国際著名誌に掲載するなど国際的な周知にも
努めた。その結果、187 名からの応募があり、うち 31 名が外国籍、58 名が女性（応募者全体の 31%）、
応募時点で外国在住者が日本人を含めて 43 名となった。最終的には学長を含む選考委員会で 9 名
の採用候補者を決定した。
（３）年次評価
ＴＴ若手から提出された評価書類に基づき、理事（副学長）及びメンター教員 2 名の計 3 名により行
われた。評価は、主に「当該年度の研究実績」、「女子大学としての本学への寄与」、「次年度の計画」
という 3 つの基準により行われた。
（４）中間評価
平成 21 年 9 月～平成 22 年 1 月にかけてＴＴ若手の中間評価を実施した。評価は、書面審査及び
プレゼンテーションと質疑応答からなるヒアリング審査により行われた。評価委員は、学内教員の中から
選出するとともに、審査の透明性・公平性にも配慮し、学外の有識者にも委嘱した。また、評価委員に
は外国籍研究者も含んでおり、プレゼンテーション後の質疑応答の一部は英語で行われた。
評価結果については、定量的な判定に加え、評価委員からのコメントをＴＴ若手に伝え、今後の研究
教育活動の進め方、方向性等についても助言した。
（５）テニュア審査
平成 23 年 6 月～平成 23 年 7 月にかけてＴＴ若手のテニュア審査を実施した。
最初に、テニュアトラック期間全体の業績を評価するため、書面審査及びプレゼンテーションと質疑
応答からなるヒアリング審査を実施した。評価委員は、学内教員の中から選出するとともに、審査の透
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明性・公平性にも配慮し、学外の有識者にも委嘱した。評価委員には外国籍研究者も含んでおり、プ
レゼンテーション後の質疑応答の一部は英語で行われた。
この評価結果に加え、中間評価の結果も参考にしてテニュア審査を行った結果、9 名のＴＴ若手の
のうち 3 名に対してテニュアを付与することが決定した。
（６）TT 若手育成
国際公募により 9 名程度の TT 若手を採用し、自立的な研究を行う環境を整備した。TT 若手には十
分な研究費を配分するとともに、それぞれ 1～2 名の研究支援者（ポストドクター）を配置した。大学院先
端融合部門の教員との共同研究、学部・大学院での英語による教育訓練を実施し、役員やメンター教
員が学外ポストへの挑戦のノウハウや競争的資金獲得の方策を伝授した。研究力、教育力、組織力を
強化し、テニュアポストに適した人材を育成した。
（７）その他
大学の自主経費でお茶大アカデミック・プロダクション研究棟を建設し、TT 若手の自立的研究環境を
確保した。

３．ＴＴ若手の国際公募と選考・審査結果
３-１ 国際公募の状況
（１）国際公募の実施状況と国際公募要領の概要
〔「表Ⅲ-３-１-1 平成 19 年度第１回目（通算第１回目）国際公募の実施状況」参照〕

本プロジェクトにおけるＴＴ若手の国際公募は、平成 19 年度に 1 度のみ行った。
国際公募の際には、6 つの専門（生命情報学、量子情報科学、シミュレーション科学、ソフトマターサ
イエンス、超分子化学、ユビキタス・コンピューティングおよび関連する基礎科学・応用科学）に分け、
応募者が申請分野を選ぶ形式とした。公募期間を 2 ケ月程度（平成 19 年 8 月 10 日～10 月 1 日）確
保した。国際公募要領には、１．職名と職位、２．任用期間と昇進、３．目的と職務内容、４．研究分野、
５．給与、６．研究費、７．勤務形態、８．応募・採用条件等について記載し、本学 HP をはじめ、公募情
報を国際著名誌に掲載するなど国際的な周知にも努めた。
（２）国際公募への応募状況
〔「表Ⅲ-３-２国際公募への若手研究者応募状況」参照〕

平成 19 年度に行われた本プロジェクトにおけるＴＴ若手の国際公募では、9 名の採用予定枠に対し、
187 名からの応募があった。応募者のうち 31 名が外国籍で、58 名が女性だった。
３-２ 選考・採用審査とその結果
（１）選考・採用審査基準、審査方法、審査委員の構成
〔「表Ⅲ-３-３ TT 若手の選考体制」参照〕

平成 19 年度に行われた本プロジェクトにおけるＴＴ若手の国際公募は、書面審査及び面接審査に
より審査を行った。
第一次審査の書面審査では、上記の 6 つの専門分野について、応募者と専門が合致する審査委員
を学内教員の中から選出した。審査委員は、学長及び理事（副学長）を含む学内教員により構成した。
審査は、1.研究の先端性、2.自立性、3.研究資金獲得のポテンシャル、4.外部発信力、5.協調性、6.総
合評価という 6 つの審査基準について絶対評価で行い、最終的には学長を含む選考委員会で書面審
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査通過者を決定した。評価に当たっては、審査委員は応募者と専門分野が同じであることから、研究
の先端性を含め、応募者がその専門分野においてどのような位置にあるかを判断して採点した。審査
委員には、応募者集団の中での点数分布を考慮せず、絶対的な基準で評価するように指示した。した
がって、分野によっては満点がいない、あるいは満点が多数いることもあり得る評価法になっており、そ
のような観点から絶対評価としての要素を含んでいた。
第二次審査の面接審査では、学長及び総括責任者である理事（副学長）が必ず出席することとした。
審査は、書面審査と同様、6 つの審査基準について絶対評価で行い、最終的には学長を含む選考委
員会で 9 名の採用候補者を決定した。なお、第 1 次審査及び第 2 次審査ともに、審査委員は学内教
員のみで構成した。
平成 21 年度からは本プロジェクトとは別に新規の採用人事において新たなテニュアトラック制を開始
した。このテニュアトラック制は本プロジェクトで設計した理系のテニュアトラック制を活かしつつ、全学
に拡張したものである。具体的には助教を 5 年任期つきのテニュア候補者として採用し、3 年目の中間
評価、5 年目のテニュア審査を経て 6 年後にテニュア准教授に昇任させるものである。ただし、テニュア
トラック期間に特に業績等が優れていれば中間評価とテニュア審査を 1 年早めて 5 年後に昇進可能に
している。中間評価方法やテニュア審査方法は本プロジェクトに準じたものにする。公募にあたっても
理系は国際公募を原則とし、またスタートアップ経費も配分する。またお茶大アカデミック・プロダクショ
ンに所属することもできる。所属することのメリットのひとつに自立的な研究環境が保障されることがあげ
られる。また、テニュアトラック期間中にも業績に応じてテニュア教員と同様、学部・大学院の講義や学
部等の運営に係る業務にも積極的に参画する。なお、テニュアトラックポストはテニュアポストに空きが
できたとき作られるため、テニュアトラック終了後のポストは確保されている。
（２） TT 若手の選考・審査に当たっての国内外の機関外第三者の役割など
本プロジェクトにおけるＴＴ若手採用に当たっての選考・審査においては、本学の今までの慣例に従
って、国内外の機関外第三者の関与はなかった。
（３） TT 若手公募への応募者の選考過程
〔「表Ⅲ-３-４年度別・公募分野別の選考状況」参照〕

平成 19 年度に行われた本プロジェクトにおけるＴＴ若手の国際公募においては、187 名の応募者が
あった。187 名に対し第１次選考として書類選考を行い、22 名が書類審査を通過した。この 22 名を対
象に第２次選考として面接審査を実施し、採用候補者の 9 名が決定した。
（４）採用者の状況
〔「表Ⅲ-３-５年度別・採用部局（予定を含む）別ＴＴ若手採用者数」参照〕

平成 19 年度に行われた本プロジェクトにおける国際公募においては、9 名の TT 若手を採用した。
採用者のうち、1 名が外国籍、4 名が女性となった。また、海外ポスドクの経験者が 7 名であった。採用
直前職が自機関の者はなく、自校学位授与数は 1 名であった。

４．ＴＴ若手の研究環境整備、支援体制及び育成施策
４-１ ＴＴ若手の研究環境の整備内容
（１） TT 若手の所属・研究室など
平成 19 年度に行われた本プロジェクトの国際公募により採用されたＴＴ若手については、自立的研
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究環境を確保するため、役員会直属の組織「お茶大アカデミック・プロダクション」に所属させた。研究
室の 1 人当たり占有面積は、平均で 10 ㎡程度となった。実験室については、50 ㎡～80 ㎡程度のスペ
ースを確保し、ＴＴ若手はポスドク研究員や大学院生とともに研究室を運営した。立地状況については、
人間文化創成科学研究科・全学共用研究棟に研究スペースを用意するとともに、大学の自己負担に
よりお茶大アカデミック・プロダクション研究棟（3 階建て、総床面積 600 ㎡、平成 21 年 3 月竣工）を建
設し、さらにユビキタス関連の TT 若手には実験住宅の使用を許可した。研究独立性を確保しつつ、孤
立しないよう、メンターを通じて大学院との連携を図った。
（２） TT 若手へのメンターなどの配置状況
メンターとなる教員には、研究力・教育力・マネジメント力などについて TT 若手の規範になるような資
質を備えていることが求められる。
メンターは、1.ＴＴ若手の研究分野に近いこと、2.研究・教育両面において顕著な実績をあげている
こと、３．外部資金の獲得実績が豊富であることが主な選出基準となっている。本プロジェクトの総括責
任者及び実施責任者が候補者を選出し、メンターへの就任を依頼した。メンターには、ＴＴ若手の研究
内容についてディスカッションし、講義方法、研究室の運営などについてアドバイスするとともに、ＴＴ若
手と共同でセミナーを開催するなど共同研究者としての一面も期待された。ＴＴ若手の年次評価はメン
ターが中心となり、中間評価のうち書面審査についてはメンターの評点も加味された。公平性に配慮し、
メンターはテニュア審査には加わらないこととした。
メンターなど相互の意識統一の仕組みとしては、プログラムの実施状況の共有と研究教育活動の進
捗状況の把握のために、月に 1 度の割合で会議を開き、各 TT 若手の研究進捗状況や要望などを聞く
機会を設けた。この会議には、TT 若手以外に学長、実施責任者（理事（副学長））及びメンターの教員
も出席し、随時問題の解決ができる体制に配慮した。また、メンター間の意識統一や問題点の共有を
図るため、年に１回程度、役員およびメンター教員のみが出席するメンター会議を開催するとともに、必
要に応じて実施責任者がメンターと個別に意見交換を行った。
（３）ＴＴ若手に配分した研究費
平成 19 年度に行われた本プロジェクトの国際公募により採用されたＴＴ若手については、プロジェク
トからの補助により、最低 628.1 万円、最高 6084.4 万円のスタートアップ資金を配分した。理論系と実験
系の別にも配慮しつつ、事業の実施に支障がない範囲で、可能な限り要望のあった研究環境の構築
に努めた。
年間研究費については、理論系 200 万円、実験系 500 万円を原則として配分した。この額は、学内
の一般教員に比べて、理論系ではおよそ 4 倍、実験系ではおよそ 10 倍に当たる。研究の進捗状況、
ポスドク研究員・大学院生の受入れ状況、研究分野の特性等を考慮しつつ、研究面で大きな進展が期
待できる場合などには、その根拠や計画をＴＴ若手に説明させたうえで、追加で研究費を配分した。
（４）ＴＴ若手への研究支援員（ポストドクターなど）の人的研究支援
プロジェクトからの補助により、初年度を除く平成 20 年度～平成 23 年度のテニュアトラック期間中、
ＴＴ若手には、原則として各 1 名のポストドクター（特任リサーチフェロー）を配置した。TT 若手には、マ
ネジメント力養成のため、専門は隣接しているが同一分野ではない特任リサーチフェローを配置して研
究グループを形成することにより、自身および特任リサーチフェローのスキルアップを行うという本学の
育成方針を十分に説明した。その上で特任リサーチフェローの国際公募を行い、書面審査及び面接
審査委員には TT 若手も必ず含むこととした。
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平成 20 年度以降は、これに加え、実験系のＴＴ若手をサポートするため、技術支援員を 1 名配置し
た。さらに、英語による講義の実施や論文の執筆、国際学会での発表をサポートするため、外国人教
員を非常勤講師として採用した。これらの雇用経費は、ＴＴ若手の研究費以外のプロジェクト経費で負
担した。
さらに、テニュアトラック期間中に子育てと研究教育活動を両立していたＴＴ若手に対しては、大学負
担により研究補助者を 1 名追加で配置した。
４-２ 機関としてのＴＴ若手支援体制
（１）機関としての組織的な TT 若手支援体制
本プロジェクトの実施については全学体制を取り入れ、既存の研究支援部門である研究協力・社会
連携チーム及び知的財産本部のスタッフが、プロジェクトの進捗管理、予算の管理、各種申請書・報告
書等の作成、各種委員会の企画・実施、外部資金の獲得、倫理審査、産学連携関係イベントへの出展、
企業等との受託研究・共同研究、特許申請に係る事務など、プロジェクトの実施を全面的にサポートし
た。
さらに、契約チーム及び図書・情報チームは各種研究費に係る物品等の購入・契約事務を全面的
にサポートし、契約チーム及び人事労務チームは旅費・謝金関係手続き、非常勤講師の委嘱、研究支
援者等の雇用、勤務時間管理、給与・共済に係る事務をサポートした。
若手研究者支援専属の事務部門は設置しなかったが、研究協力・社会連携チームに本プロジェクト
専任の非常勤職員を１名配置した。また、これら既存の各事務組織が日常的にコミュニケーションをとり
つつ連携し、本プロジェクトの実施に係る様々な課題に対応した。
（２） TT 若手のライフイベントに対する施策
本プロジェクトのテニュアトラック期間中に育児と研究教育活動を両立したＴＴ若手に対しては、大学
に隣接する宿舎に優先して入居できる措置をとった。この宿舎は、生活に必要な家具一式が備えられ
る仕様となっており、子育て中の研究者に配慮したつくりになっている。また、このＴＴ若手に対し、大学
負担により研究補助者を 1 名追加で配置することにより、研究教育活動をサポートした。
４-３ TT 若手の育成施策とその内容
(１) TT 若手の研究活動状況
〔「表Ⅲ-４-１ＴＴ若手の研究活動実績」参照〕

本プロジェクトにより採用されたＴＴ若手には十分なスタートアップ経費及び研究費を配分し、研究に
専念できる環境を整備した。その結果、一般のテニュア教員と比較して多くの外部資金の獲得につな
がった。
たとえば、ＴＴ若手のうち 2 名が大型の外部研究資金に採択された。また、民間財団等の研究助成
については、一般のテニュア教員と比較して明らかに採択件数が多くなった。
科学研究費補助金（新規分）の申請・採択状況については、必ずしもＴＴ若手が上回っているとは言
えない。その理由は、近年、本学全体で科学研究費補助金の採択率向上に取組んでおり、TT 若手を
含む若手研究者全体の採択率が比較的良好であることが要因である。
(２) TT 若手の優れた研究業績
ＴＴ若手のうち 1 名が、第 3 回（2009 年）日本物理学会若手奨励賞を受賞した。本賞は、将来の物理
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学を担う優秀な若手研究者の研究を奨励し、学会をより活性化するために、日本物理学会により 2006
年に設けられた。受賞対象となった研究は、2007 年に科学雑誌「Science」で発表され、また「Science」
の注目論文を選んだ「Science Express」にも掲載された。
上記のＴＴ若手が構築した新しい理論に基づくリズム現象は、我々の 24 時間の生活リズムを作り出
す脳の中枢時計組織、パーキンソン病の症状である「ふるえ」の原因となる脳神経細胞集団の異常同
期にもみられ、この理論がリズム制御に有効であることが示されたことは、メカニズムの解明や将来の治
療法の開発につながる可能性を秘めている。
（３） TT 若手の教育能力の育成施策
〔「表Ⅲ-４-２，-３ＴＴ若手の職位別研究指導認定状況など」参照〕

９名の TT 若手それぞれに対して、どのような科目が担当可能かを判断するため、大学院人間文化
創成科学研究科先端融合系長を委員長として、関連学科等の専門が近い教員３～４名程度を委員と
して加えた諮問委員会を設置し、担当可能科目を学長に答申した。学長は役員会で担当可能科目を
決定した。また、実際に教育を担当するときには担当科目について教授会（学部科目）または専攻会
議（大学院科目）で審議の上、決定した。３名の TT 若手が卒業論文や修士論文の助言を行った。
３年目から TT 若手に義務として大学院の講義を課した。具体的にはライフサイエンス系の TT 若手
にライフサイエンス論、それ以外の TT 若手には理学総論を担当させた。義務以外に自主的に講義担
当を申し出る TT 若手もおり、その場合は積極的に担当させることとした。
教育を行う場合には、メンター教員との打合せの後、いくつかの講義の全部または一部を実際に
担当することによって教授法のトレーニングを行った。その場合、メンター教員や場合によっては実施
責任者が授業参観をした上で、アドバイスを行った。
（４）実施機関が目指している「テニュア像」を TT 若手が満たすための施策の実施状況
ＴＴ若手は、機関内はもちろん、国内外の多くの研究者と共同研究を行った。研究分野の異なる研
究者と積極的な交流を図るＴＴ若手もおり、本プロジェクトが推奨するとおり、研究が特定の専門分野に
狭隘化されなることのないよう、自立的な研究環境を最大限に活かして研究活動を行ったといえる。
知財教育及び科学者倫理教育については、メンターによるアドバイスだけでなく、知的財産本部、研
究推進・社会連携室を中心とする全学的な啓蒙活動を行った。たとえば、平成 21 年 2 月に全学的に開
催した知財公開フォーラムや、知財コーディネータによる研究室の個別訪問がその一例である。他にも、
部局長が集う連絡会において発明の届け出に関する説明を行った。
また、コンプライアンス研修や公的研究費の不正使用防止に係る説明会を全学的に開催するととも
に、各種のハラスメントに対する研修も全教職員を対象に定期的に行った。

５．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）のキャリアパス支援と人材流動性への配慮
５-１ ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）などのキャリアパス支援
（１） TT 若手へのキャリアアップ施策の実施状況
競争的資金、特に科学研究費補助金を獲得するための申請に関するセミナーや、知財・特許申請
に関する説明と実践を行った。また、研究チーム内やメンターとのディスカッション、学部学生・大学院
生に対する研究指導を通じて、研究グループを運営するマネジメント能力の向上を図った。さらに、自
立したリーダーシップ向上のためのコミュニケーション能力、企画・提案能力、情報発信力等を質的に
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高める訓練を行い、ハラスメント対応能力を身につけるための研修会への参加を義務づけた。
このような資質向上のための経験やキャパシティ・ディベロップメントを通じて、アカデミック・リサーチ
ャーとしてのみならず、産業界でも活躍できる人材としてのキャリアパス支援に努めた。ＴＴ若手は、研
究教育活動の実施に支障がない限り、これら研修会等に参加した。
（２） TT 若手への救済措置（ＳａｆｅｔｙＮｅｔ）
テニュア審査により本学では採用されなかったＴＴ教員から、転出準備等のため当初の労働契約期
間を超えて契約を更新したい旨の申し出があった場合には、6 ヶ月を限度として更新することができるこ
ととした。この期間中の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程に基づいて算定した
一般の助教の労働賃金を支給することとした。研究費については、本学が年度毎に算定する研究費を
措置するが、一般の助教と同額の研究費を配分することとした。研究室については、テニュアトラック期
間中の研究環境を継続できるよう配慮した。
これらの労働条件に同意する場合、所定の申出書に加えて、今後従事する予定の研究計画を添え
て学長宛に申請した。その後、役員会で審議した後、許可することとした。
（３） TT 若手の研究支援員（ポストドクター）のキャリアアップ施策など
ＴＴ若手の研究支援員（ポストドクター：本学では特任リサーチフェロー）は、、ＴＴ若手に配分された
潤沢な研究費をベースに、TT 若手との共同研究に取組んだ。ＴＴ若手が自ら外部資金を獲得すること
が多くなっても、ポストドクターのキャリアアップとチャレンジに配慮したため、ＴＴ若手に対する研究費を
減額しないこととした。
多くのポストドクターは、ＴＴ若手のテニュアトラック期間中に、独立行政法人日本学術振興会特別研
究員や、他機関の研究職ポストに積極的に応募した。メンターやＴＴ若手による個別のサポートに加え、
全学的に開催した科学研究費補助金を獲得するための申請に関するセミナーへの出席率も高く、ＴＴ
若手と同様、研究主宰者となるための研鑽を積んだ。さらに、毎年年度末にポストドクターの研究発表
会を公開で行い、発表を義務づけた。
その結果、他大学助教 1 名、海外の大学の准教授 1 名、他大学講師 1 名を輩出し、独立行政法人
日本学術振興会日本学術振興会 PD 及び RPD5 名をはじめ、多くの者が任期中または任期終了後、
他機関のポスドク研究員となった。
また、最終年度に進路が決まっていなかったポスドクに対し、本学が平成 22 年度に採択された「組
織的な若手研究者海外派遣事業」や平成 23 年度に採択された科学技術人材育成費補助金「ポストド
クター・キャリア開発事業」のポスドクに応募するよう呼びかけた。前者の事業は、海外の研究機関に 2
ヶ月以上滞在し研究を行う研究者に対し旅費および滞在費を支給する。後者は特任リサーチフェロー
として雇用し、様々な資質を開発するセミナー等を受講した後、企業へインターンシップ派遣するもの
である。また、女性のポスドクに対し、本学独自の新たな特別研究員制度をつくり、平成 24 年度から実
施している。
（４） TT 若手の転出・辞職（テニュア審査以前）の状況
〔「表Ⅲ-５-１ＴＴ若手の転出・辞職状況」参照〕

本プロジェクト及び本学の自主的な取組みにより採用されたＴＴ若手のうち、テニュア審査以前に転
出・辞職したＴＴ若手はいなかった。
有望な TT 若手の転出・辞職を避けるための施策として、1.他機関と比較して、相対的に高い給与を
支給したこと、2.研究補助員（ポストドクター）の育成・キャリアパスにも配慮し、潤沢な研究費を配分して
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いたこと、3.研究に専念できる環境を提供していたことなどが有効であったと考えられる。
これらの施策に加えて、キャンパスが首都圏に位置しており研究活動を行ううえで利便性が良いこと、
小規模大学であるために TT 若手同士を含む異分野の研究者とのコミュニケーションが比較的容易で、
共同研究を行いやすい環境にあったことなどがメリットであったことが、実施責任者が TT 若手に行った
インタビューから明らかになった。
５-２ 機関の人材流動性への配慮
本学の人事ポストはすべて学長が管理し、助教、准教授、教授人事においては、内部昇任案をそのま
ま認めるのではなく、できるかぎり、オープンで透明な審査による国際的な公募制を採用することとし
た。
平成 16 年度以降に採用された助教および外部資金（特別教育研究経費、大学院 GP、21 世紀 COE、
グローバル COE 等を含む）により任用された特任教員は、より流動性を高めるために任期制となってい
る。

６．年次評価及び中間評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など
６-１ 年次評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など
(１) TT 若手の年次評価などの体制
〔「表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制」参照〕

本プロジェクトの実施責任者及びＴＴ若手のメンター教員により、書面審査により実施した。その後、
書面審査の結果をもとに役員会構成員により審議が行われた。
(２) TT 若手の年次評価の基準・方法及びメンターなどの関与の状況
ＴＴ若手の年次評価の基準については、中間評価及びテニュア審査基準に準じ、1.投稿論文数と質、
2.国際学会への参加実績、3.学会・シンポジウムの企画、実施実績、4.教育力、5.マネジメント能力とい
う主に 5 つの観点から、書面審査により評価を行った。
年次評価については、本プロジェクトの実施責任者及びＴＴ若手のメンター教員により行われた。
(３) TT 若手の年次評価結果
ＴＴ若手の研究教育活動に対する年次評価結果については、テニュアトラック期間全体を通じて概
ね良好であったと言える。ただし、一部実験系のＴＴ若手は、論文発表数や競争的資金の獲得実績な
どの点で厳しい評価を受けたが、メンターのフォローも得ながら、研究分野の特性等に配慮し、一側面
のみにとらわれず多面的に評価することとした。
６-２ 中間評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など
（１） TT 若手の中間評価の体制
〔「表Ⅲ-６-２ TT 若手の中間評価の体制」参照〕

中間評価基準に定めたとおり、1.外国人を含む外部有識者、2.被評価者が指名する教員、3.お茶大
アカデミック・プロダクションに所属する教員により評価委員会を構成した。
中間評価の特徴は、以下のとおりである。
①中間評価では、ＴＴ若手及び研究支援員（特任リサーチフェロー）の 2 名によって構成される 1 つの
研究室と見なし、ＴＴ若手を評価する。これは、TT 若手の評価項目にマネジメント力が含まれていること、
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特任リサーチフェローは TT 若手と広い意味で関連する研究を行っていたためである。
②書面審査については、ＴＴ若手及び研究支援員（特任リサーチフェロー）ともに評価用資料を提出す
る。
③ヒアリング審査については、ＴＴ若手とともに研究支援員（特任リサーチフェロー）も出席することとす
るが、プレゼンテーションはＴＴ若手のみが行う。なお、審査委員と TT 若手の質疑応答において、特任
リサーチフェローと TT 若手の研究活動の関連性について質問がある場合は、特任リサーチフェローが
説明を補足することを認める。
（２） TT 若手の中間評価の基準・方法の策定方法及びメンターなどの関与状況
①評価基準
1.投稿論文数と質、2.国際学会への参加実績、3.学会・シンポジウムの企画、実施実績、4.教育
力の評価、5.マネジメント能力の評価、6.特筆に値する事項の 6 つの指標と、総合評価を加えた 7 つ
の指標に基づき評価が行われた。
②評価方法
第 1 次の書面審査と第 2 次の面接審査により評価を実施した。書面審査は、主に学外者を中心と
する「被評価者が指名する教員」及びメンター・実施責任者・関連部局の長を中心とする「お茶大ア
カデミック・プロダクションに所属する教員」により行われた。
面接審査は、書面審査の結果を参考にしつつ、「外部有識者 6 名」と実施責任者・関連部局の長
からなる「お茶大アカデミック・プロダクションに所属する教員」により行われた。面接審査においては、
ＴＴ若手による本学着任後の研究教育活動の成果に係るプレゼンテーションと、審査委員による質
疑応答が行われた。外部有識者のうち 1 名を日本在住の外国人教員に委嘱し、プレゼンテーション
後の質疑応答の一部は英語で行われた。
③中間評価の実施年月日
書面審査： 平成 21 年 10 月～11 月
面接審査： 平成 21 年 12 月 24 日
④研究活動業績を評価する項目
論文数、掲載誌のクオリティー、インパクトファクター、論文の被引用数、論文の先進性、先端
性、国際学会への参加実績及び発表内容、学会やシンポジウムの企画・実施実績、共同研究や競
争的研究資金等の獲得状況、特許など知的財産の創出件数、学会・国際会議等における組織委員、
プログラム委員等になった回数など。
なお、中間評価基準の策定にあたっては、総括責任者及び実施責任者が中心となった。評価方
法については、総括責任者及び実施責任者に加え、大学院人間文化創成科学研究科長など関連
部局の長が中心となって策定した。評価の公平性・透明性に配慮し、中間評価の評価体制及び方
法については、ＴＴ若手と実施責任者らが定例の会議の場で何度も意見交換を繰り返し、見直しを
図った。
（３）中間評価の体制・基準・方法などの TT 若手への周知時期・方法
中間評価の体制については、基準とともに、平成 21 年 3 月に開催された定例の会議においてＴＴ
若手に周知した。この会議は、役員会直属の人材育成組織「お茶大アカデミック・プロダクション」に
所属するＴＴ若手・実施責任者を含む役員・メンター・事務スタッフらが出席し、原則として毎月 1 回
開催していた。
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中間評価に先立ち、平成 21 年 8 月には、総括責任者である学長がＴＴ若手と個別に面談を行い、
中間評価の位置付けやＴＴ若手の希望等について意見交換を行った。
（４） TT 若手の中間評価結果
〔「表Ⅲ-６-３ＴＴ若手の中間評価結果」参照〕

ＴＴ若手の中間評価結果の概要は、期待を大きく上回る A 評価を受けた者が 2 名、期待を上回
る B 評価を受けた者が 7 名となり、期待を下回った者はいなかった。
評価結果については、実施責任者がＴＴ若手と個別に面談して口頭及び書面で伝えた。定量的
な評価結果だけでなく、評価委員からのコメントをあわせて伝えることにより、今後の研究教育活動の
指針となるべく、ＴＴ若手をエンカレッジすることに配慮した。
また、評価結果に対する異議申し立ての仕組みについては用意しなかったが、評価結果を伝える
際に、ＴＴ若手と実施責任者が意見交換を行った。その結果、一人の TT 若手から評価委員の専門
分野に対する意見が出され、この意見はテニュア審査委員の選出に反映された。

７．テニュア審査の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など
７-１ テニュア審査の結果など
（１） TT 若手のテニュア審査の体制
〔「表Ⅲ-７-１ TT 若手のテニュア審査の体制」参照〕

テニュア審査については、4 つの段階に分けて行われた。本学ではこのうち第 1 次段階と第 2 次
段階を最終評価と呼び、第 3 次段階と第 4 次段階をテニュア審査としている。第 1 次段階として、外
部有識者 21 名及び本学の教員（専門分野）、大学院人間文化創成科学研究科の関連する系（本学
教員の所属組織を系と呼び、文化科学系、人間科学系、自然・応用科学系、先端融合系の４系があ
る）の長、実施責任者（国際・研究機構長）を含む 16 名により、書面に基づく評価が行われた。
第 2 次段階として、第 1 次段階の学内外の審査委員に大学院人間文化創成科学研究科長及び
同研究科（前）先端融合系長を加えた計 39 名により面接に基づく評価が行われた。
第 3 次段階として、役員会構成員に大学院人間文化創成科学研究科長及び同研究科自然・応
用科学系長を加えた 7 名により、第 1 次段階及び第 2 次段階の評価結果をもとに、テニュア付与候
補者が選出された。
第 4 次段階として、テニュアを付与される者の決定と、所属学科等のマッチングが行われた。
（２） TT 若手に対するテニュア審査の基準・方法の策定方法及びメンターなどの関与状況
①審査基準
1.論文数と質、2.国際学会における発表実績、3.学会・シンポジウムの企画、実施実績、4.教育
力の評価、5.マネジメント能力の評価、6.特筆に値する事項 6 つの指標と、総合評価を加えた 7 つ
の指標に基づき評価が行われた。
②審査方法
審査は、第 1 次段階として書面審査、第 2 次段階として面接審査、第 3 次段階として書面審査、
第 4 次段階として書面審査が行われた。審査の詳細については、（１） TT 若手のテニュア審査の
体制のとおりである。
③テニュア審査の実施年月日
第 1 次審査（書面審査）： 平成 23 年 5 月 6 日～平成 23 年 5 月 31 日
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第 2 次審査（面接審査）： 平成 23 年 6 月 1 日
第 3 次審査（書面審査）： 平成 23 年 6 月 24 日
第 4 次審査（書面審査）： 平成 23 年 7 月 5 日、12 日、26 日
④研究活動業績を評価する項目
掲載論文数、論文内容、掲載誌のクオリティー、インパクトファクター、論文の被引用数、論文内
容の先進性、先端性、国際学会における発表実績、学会やシンポジウム等の実施実績、共同研
究や競争的研究資金等の獲得状況、特許など知的財産の創出件数、学会・国際会議等における
組織委員、プログラム委員等になった回数など
最終評価においては、TT 若手が属する各研究分野の特性の差をできる限り公平に評価するた
め、評価委員を（１）学外委員（相対評価）、（２）学外委員（絶対評価）、（３）学内委員（相対評価）、
（４）学内委員（絶対評価）、の４つのカテゴリーに分けて評価を行った。
（１）については、経験豊かな外部有識者 3 名（女性及び外国人を含む）による相対評価、（２）
については、各専門分野につき TT 若手と専門が同じ外部有識者 4～6 名による絶対評価、（３）
については、実施責任者（国際・研究機構長）、大学院人間文化創成科学研究科長、先端融合
系長（現系長及び前系長）、自然・応用科学系長（現系長および前系長）の計 7 名による相対評価、
（４）については、TT 若手と専門分野が同じ学科の教員 2 名及び隣接学科の教員 1 名の、計 3 名
による、分野における絶対評価である。
すなわち、（１）及び（３）の評価委員は全ての TT 若手を対象に評価し、（２）及び（４）の評価委
員は同じ分野の TT 若手（物理、化学、生物、情報科学）のみを対象に、分野における位置づけを
評価した。なお、（１）～（４）はそれぞれ各評価委員の平均点を評価に用いた。結果的に、（１）～
（４）の評価の相関は非常に強かった。
なお、テニュア審査基準・方法については、総括責任者及び実施責任者をはじめ役員会構成
員が中心となり、大学院人間文化創成科学研究科長、同研究科自然・応用科学系長及び先端融
合系長により策定された。また、評価の公平性・透明性に配慮し、メンターは基準・方法の策定に
関与しないこととした。
また、テニュア審査の体制及び方法については、ＴＴ若手と実施責任者らが定例会議の場で何
度も意見交換を繰り返して見直しを図り、１年以上の歳月をかけて策定した。
（３）テニュア審査の基準・方法等及び用意した職位別テニュアポスト数の TT 若手への周知時期・方法
テニュア審査の体制・審査基準・方法・テニュアポスト数については、平成 23 年 2 月 24 日に開催さ
れた定例の会議においてＴＴ若手に周知した。なお、平成 23 年度当初より、役員会構成員を中心に審
査基準策定のための検討が行われており、実施責任者がその進捗状況を定例の会議で報告し、ＴＴ
若手の意見を反映させながら改善を図った。
TT 若手に周知したテニュアポスト数はプロジェクト開始時から 3～4 であった。これは平成 19 年度の
TT 若手採用時から TT 若手に対して繰り返し述べてきたポスト数 3 より上方に幅を持たせた数である。
平成 22 年度以降の本プログラムの公募要領には、テニュアトラック教員の募集及び選考・採用に関
する要件として、任期終了後のテニュアポストが用意されている旨の記載があるが、本学では平成 21
年度の段階で総人件費改革と運営費交付金削減の状況を考慮に入れて、第二期中期目標・中期計
画期間（平成 27 年度まで）の人事計画を策定したが、その際、理学部の新規採用テニュアポスト数とし
て最大限 4 は確保した。途中転出者があればテニュアポスト数が増やせる可能性もあったが、本プロジ
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ェクト実施期間内では途中転出者はいなかった。その一方で、本プロジェクトの目的は TT 若手を育成
することにより、本学のみならず他大学のテニュアポストを獲得できる実力をもたせることにあった。本学
におけるプロジェクト開始時のテニュアポスト数に伴う競争的環境は TT 若手の実力アップを意図したも
のでもあった（実際、本学でテニュアを獲得できなかった TT 若手 6 人のうち 4 人は現時点で他大学に
おいて上位の職を得ている）。
（４） TT 若手のテニュア審査結果
〔「表Ⅲ-７-２実施期間終了までのテニュア審査などの総括表」及び「表Ⅲ-７-３ＴＴ若手のテニュア審査結果」参照〕

テニュア審査の結果、9 名のＴＴ若手のうち 3 名に対してテニュアが付与されることとなった。ＴＴ若手
には書面にて審査結果を通知した。テニュアが付与されなかったＴＴ若手に対しては、転出準備等の
ため当初の労働契約期間の更新に係る手続き及びテニュア審査に対する異議申立てについてあわせ
て通知した。
その結果、2 名のＴＴ若手より、審査方法及び審査結果について、書面にて質問があり、実施責任者
が書面にて回答した。
前述のように本学では、テニュアトラック期間中の業績に係る最終評価とテニュア審査は別に行った。
最終評価は公開した評価項目にしたがって厳正に評価を行い、その最終評価の結果を踏まえてテニ
ュア審査を行った。テニュア審査においては、TT 若手に対して絶対評価を行うという観点から、TT 若
手の専門分野に近い評価委員（学外および学内）が行った絶対評価結果を重視し、相対評価を行っ
た委員による結果は参考に用いる方針とした。TT 若手は、評価項目に対して努力していることを鑑み、
公平を期すため、評価項目が優れていれば大学の事情とは無関係に採用するという方針をとった。
テニュア審査では本学における研究分野の人員構成も考慮の対象になるが、結果として、分野に偏
りがあり将来的に大学教育に支障をきたす可能性があった。しかし、テニュア審査では最終評価にお
ける絶対評価結果を尊重して、上位３名にテニュアを付与した。４名にテニュアを付与しなかった第一
の理由は、３位と４位の絶対評価結果に差があり、４位以下の TT 若手は、本学が考えていた絶対評価
基準に達しなかったことである。第二の理由は、３位と４位の研究分野が近く、もし採用した場合にさら
なる研究分野の偏りが生じることであった。
なお、本学の理学部では、原則として、各学科単位で教員構成を考えている。特定の学科に教員が
偏った場合には、教員が不足している学科は、隣接学科に授業や学生指導のサポートを依頼する。そ
れが不可能な場合には、教員数のバランスが解消するまで非常勤講師や任期付教員の採用を行うこと
となっている。
（５）自機関のテニュア職に採用した TT 若手の状況
〔「表Ⅲ-７-４自機関のテニュア職に採用したＴＴ若手の状況」参照〕

テニュア審査の結果、本学のテニュア職に採用されたＴＴ若手については、平成 24 年 4 月 1 日付け
で大学院人間文化創成科学研究科の准教授（任期なし）として着任した。准教授として着任した後の
研究費については、一般的なテニュア職の教員と同等の金額を配分することとなった。また、テニュアト
ラック期間中は研究に専念できるよう、学生に対する講義や大学運営業務への優遇・軽減措置があっ
たが、准教授として着任した後は、一般的なテニュア職の教員と同様の処遇としている。
７-２ 自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況と処遇・動向
(１) テニュア審査が不合格で自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況・処遇・動向
〔「表Ⅲ-７-５テニュア審査が不合格となり自機関のテニュア職に採用できなかったＴＴ若手の処遇・動向」参照〕

テニュア審査の結果、本学のテニュア職に採用できなかったＴＴ若手 6 名のうち 3 名については、お
茶大アカデミック・プロダクションで培った研究力・教育力・マネジメント力をもとに他機関のポストに応
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募し、平成 24 年 4 月 1 日付けで採用されることとなった。うち 2 名は、任期の定めのない准教授及び講
師として採用され、1 名は他大学に 5 年間の任期の定めのある准教授として採用された。
残る 3 名のうち 2 名については、半年間のセーフティネットの適用を受けた。本学での研究活動を継
続し、着実に研究業績を積み重ねながら他機関のポストへ応募した結果、2 名のうち 1 名については、
平成 24 年 8 月１日付けで任期の定めのない講師として採用が内定した。セーフティネットの適用を受
入れた残る 1 名についても、他機関のポストへの応募を継続しており、総括責任者が他機関に推薦す
るなど、適宜サポートしている。
本学のテニュア職に採用できなかったＴＴ若手 6 名のうち残る 1 名については、本学におけるセーフ
ティネットの適用を受けることを辞退し、他機関所属の研究者としての研究活動を本学で継続して行う
ことを希望した。そのため、関連規程等を整備して本学で受入れることとした。
(２) テニュア審査は合格したものの自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の処遇・動向
〔「表Ⅲ-７-６テニュア審査は合格したものの自機関のテニュア職に採用できなかったＴＴ若手の状況・動向」参照〕

本学では、該当する者がない。

８．人材養成システム改革に向けたＰＤＣＡサイクルの活用状況
本プロジェクトにおいては、若手研究者の自立的研究環境整備促進制度の下でテニュアトラック制
度を構築し（Plan）、これを実施し（Do）、その制度を基盤として実施状況を検証し（Check）、新たな人事
制度を確立(Action)することを目的とした。
若手教員の採用と育成に関する人事システム改革の構想は、学長を中心とする役員会で作成され、
以下の取組みが行われた。
まず、本学における先端的な分野の研究ポテンシャルを高めるため、TT 若手の公募に先立ち、役
員会において自律的環境を確保する計画を立てるとともに重点分野を選定した（Plan）。次に、国際公
募によって採用した TT 若手を役員会直属の人材養成組織であるお茶大アカデミック・プロダクションに
所属させ、さらに各 TT 若手にメンター教員を複数名配置し、研究力、教育力、マネジメント力の涵養に
努めた（Do）。メンター教員は、TT 若手が実際にこれら能力を向上させているかをチェックする役割も
担い、月 1 回開催していたアカデミック・プロダクション会議にはメンターのみならず役員も出席し、TT
若手の活動報告や TT 若手やメンターの意見交換を行う機会を設けて、恒常的に進捗状況を確認しつ
つ（Check）、適宜本プロジェクト改善のためのアクションを行った（Action）。特に、TT 若手の中間評価
においては、外部審査委員に TT 若手の評価のみならず、本プロジェクトに対する意見も伺い、第三者
的な視点からもお茶大アカデミック・プロダクションのマネジメントの改善に努めた（Check-Action）。
PDCA サイクルを活用した本プロジェクト開始後の新たな計画として、本プロジェクト以外の本学の教
員採用においてテニュアトラック制を導入したことがあげられる。すなわち、お茶大アカデミック・プロダ
クションには優秀な人材が集まり、優れた若手研究者をプロデュースできたことを受けて、平成 21 年度
より本プロジェクトを参考に全学的にテニュアトラック制度の導入を開始した。その際、公募方法や選考
方法のみならず育成方法についても本プロジェクトのものを活用した（Plan-Do）。問題点も共有し、本
プロジェクトにもフィードバックするとともに、今後実施する本プロジェクト以外のテニュアトラック助教の
中間評価についても、本プロジェクトの経験を活かすことにしている（Check-Action）。
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本プロジェクトでは、採用したＴＴ若手の自立的研究環境の整備とともに、学内外への周知と全学的
なコンセンサス形成が図られるシステムを構築することに取組んできたが、今後は、さらに、国内外の外
部評価者の意見が有効に反映される Check 体制の充実を図る。具体的には、ホームページの英語コ
ンテンツを充実させ、国内外への情報発信を進め、研究成果やシステム改革の内容を随時広報する。
また採択大学間による意見交換会での情報共有、シンポジウム等における情報公開と意見聴取の推
進を図り、双方向インタラクティブな国際的コミュニケーションを目指す。さらに、定期的に聞き取り調査
やアンケート調査を含む自己評価や外部評価を行う。
本プロジェクトにおける取組みを継続し発展させる（Action）ために、役員会直属の組織「お茶大アカ
デミック・プロダクション」の機能を今後も引き続き運用し、テニュアトラック教員の公募からテニュア審査
までを一貫してマネジメントする。また、本取組みを継続する原資として各種外部資金を充当できるよう、
外部資金獲得のため、学長主導の教員組織による機動的なプロジェクトチームを設置し、幅広い視点
から新たな教育研究プログラムを計画立案し、公募に早急に対応できる体制を整備する。さらに、寄附
金の増加に向けた全学的な戦略を構築するため、平成 22 年度に寄附事業推進会議を新設した募金
事業状況調査の結果を継続的に分析し、募金の推進システムを検討する。

９．情報発信・アウトリーチ活動とその成果
（１）情報発信・アウトリーチ活動の状況
〔表Ⅲ-９-１ 情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数（自主的取組を含む） 参照〕

実験系の TT 若手の中には、他機関の研究者らとともに科学イベントを開催し、異分野の研究者だけ
でなく一般からの参加者も広く募り、研究活動の情報発信に取り組んだ。ＴＴ若手は HP や様々なアウト
リーチ活動を通じて、研究活動の成果の情報発信に努めた。さらに、ポスドクに対しては年度末に公開
の研究発表会を実施し、発表を義務付け、研究成果の外部発信に努めた。
平成 19 年度の本プロジェクト採択後、ＴＴ若手の国際公募にあたり、テニュアトラック制に係る全学的
な説明会を開催し、総括責任者より本学構成員に対して、テニュアトラック制導入及び本プロジェクトの
趣旨説明を行った。説明会には、本プロジェクトを主導する学長、理事（副学長）をはじめ、関連部局の
長や TT 若手のメンター教員となる先端融合部門の教員 10 名程度が出席し、学内外の若手研究者を
中心に全体で 80 名程度の出席があった。
なお、この説明会及び後に開催した教授会で十分に趣旨が理解され、反対意見もなかったと判断さ
れたため、機関構成員に対するアンケート調査については実施していない。
（２）機関内外への波及効果など
機関としては、本プロジェクトのパンフレット及びホームページ等により情報発信を行い、総括責任者、
実施責任者がともに関連機関への情報提供に努めた。同時に、ＴＴ若手による自発的な情報発信・ア
ウトリーチ活動も推奨して、実際に数多く行われた。ＴＴ若手は、各自の方法で外部への情報発信力を
高めた。原則として、ＴＴ若手は研究教育活動の成果をホームページで公開し、研究業績等について
も随時更新を行った。ジャーナル等への論文投稿も多く、その研究成果がＴＶ番組に取り上げられたこ
ともあった。また、研究会の参加対象者を特定の分野に限定せず、異分野の研究者と交流する機会を
積極的に創出する事例が多く見られた。
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10．総括責任者のリーダーシップ
本プロジェクトの開始当初、テニュアトラック制に係る全学的な説明会を開催し、総括責任者より本学
構成員に対して、テニュアトラック制導入及の意義及び本プロジェクトの概要説明を行い、テニュアトラ
ック制そのものに対する理解の浸透に努めた。ＴＴ若手の国際公募及び採用においては、総括責任者
が自ら全体をマネジメントし、国際公募及び採用に係る審査の公平性・透明性の確保に努めた。
また、定例の会議にも積極的に参加し、事業実施に係る課題の把握とＴＴ若手とのコミュニケーショ
ンに努めた。中間評価及びテニュア審査に係る体制・審査基準・審査方法の策定にあたっては、総括
責任者が会を主宰し、ほぼすべての内容について最終的な意思決定を行った。ＴＴ若手の中間評価
に先立ってＴＴ若手と個別に面談し、中間評価の位置付けについて説明を行うとともに、ＴＴ若手の意
思を確認することに努めた。
また、実施責任者に実質的な権限を委譲する一方で、本学でテニュアを取得できなかった教員が他
機関のポストに応募する際に機関長として推薦する、本学の自主的な取組みとしてテニュアトラック制
を導入する部局を決定する（意思決定機能）、本プロジェクトの採択機関連絡協議会において本学の
取組みの現状及び課題について説明を行う（説明責任）など、ミッションステートメント達成に係る、特に
重要度の高い項目を重点的にマネジメントし、人材養成システム改革をリードした。
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Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価
１．採択時コメントへの対応状況
採択にあたり課せられた条件のうち、「特任助教をサポートするアカデミックアシスタントを対象としたテ
ニュアトラックの方策を立てること」への対応については、①ＴＴ若手（特任助教）の共同研究者という位置
付けを明確にし、職位をアカデミックアシスタントから特任リサーチフェローに変更、②ＴＴ若手の中間評
価及びテニュア審査基準における「総合評価」の観点として、「特任助教の研究力、教育力、マネジメント
能力の向上を評価するとともに、共同研究者である特任リサーチフェローのスキルアップをも評価対象と
する。このことにより若手人材育成システムが循環型として作用するかどうかを見極め、特任助教に対する
総合的評価の対象とする。」と定めた。
なお、本学では期待されるテニュア像として研究力や教育力のみならずマネジメント力も大きな要素と
している。マネジメント力とは、TT 若手が准教授になった場合に、研究室を組織して円滑に運用していく
力である。そのため外部資金の獲得はもとより、研究室に配属される可能性のあるポスドクや研究員など
のスキルアップができる能力も必要である。このスキルアップとは、ポスドクに興味ある研究テーマを与え、
業績をあげさせて他機関への就職が可能な能力を身に付けさせることである。このようなことから、TT 若
手の評価項目とした。
本学の人事計画によれば理系の空きポストは非常に少なく（たとえば 24 年度の理系における TT 若手
のポスト（助教）は１名で実験物理学分野）、特任リサーチフェローに対する特定のテニュアトラックの方策
を立てることはできなかった。そこで他機関に応募可能なスキルを与えるため、TT 若手に潤沢な研究費
を配分した。これは TT 若手が研究室を主宰しているため TT 若手を介した配分形態にしたこと、および特
任リサーチフェローのスキルアップを TT 若手の評価対象としたためである。さらに、月１度のアカデミック・
プロダクション定例会議では研究の進捗状況を話す機会を設けた。その結果、特任リサーチフェローの
多くは、ＴＴ若手のテニュアトラック期間中に、独立行政法人日本学術振興会特別研究員や、他機関の
研究職ポストに積極的に応募した。また、ＴＴ若手に配分された潤沢な研究費をベースに、TT 若手との
共同研究に取組んだ。
採択にあたり課せられた条件のうち、「独立した研究環境を構築するため、研究費について充実させる
こと」については、お茶大アカデミック・プロダクション研究棟を大学の自主財源で建設することにより、ＴＴ
若手に対する研究費を減額することなく、若手研究者の自立性を担保した。また、前述のとおり、ＴＴ若手
が自ら外部資金を獲得することが多くなっても、特任リサーチフェローのキャリアアップとチャレンジに配慮
し、ＴＴ若手に対する研究費を減額しないこととした。
なお、ＴＴ若手の国際公募において「採用者の 6 割を女性とする」ことを目標としたが、公正な審査の結
果、採用した 9 名のうち 4 名が女性となり、採用者に占める女性の割合は 44.4％であった。なお、応募者
の女性比率は 31.0％であるため、男性の倍率は 26 倍、女性の倍率は 14.5 倍となった。

２．中間評価への対応状況（本プロジェクトの中間評価の評点は A～D 及びａ～ｄの４段階であった）
（１）総合評価
女性研究者を増やす努力については継続しているものの、外国籍研究者の応募・採用については十
分とはいえない。全学的な教員の定員管理及び本プロジェクトで採用されたＴＴ若手のテニュアポスト枠
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確保のため、本プロジェクトにおいては空きポストがなく、平成 19 年度以降にＴＴ若手を公募していないこ
とがその主な要因である。一方、本学においても大学のグローバル化は最も重要な戦略のひとつであり、
グローバル化のためには、外国人教員の確保も重要な課題である。そこで、中間評価以降、理系では国
際公募を原則としているが、理系以外でもすでに英語による面接を行っている分野もある。今後はより一
般的にするとともに、テレビ会議システムの利用など外国人が応募しやすい環境を整える。なお、本プロ
ジェクトでは海外居住者に対してスカイプを利用して面接を行ったことが複数回ある。今までは外国人の
応募はあっても能力的に劣る場合があったため、本学の国際的な知名度を上げて海外から優秀な人材
の応募を増やすために、英語によるホームページの充実を図る。
また、本プロジェクトで培われた、研究力・教育力・マネジメント力を備えた人材育成、自立的研究環境
の確保、メンター制の導入、ポスドク（特任リサーチフェロー）の配置等の若手研究者育成及びキャリアア
ップ支援の経験に加えて、本学が平成 23 年度に採択された科学技術人材育成費補助金「ポストドクタ
ー・キャリア開発事業」における様々な資質開発のための取組みやキャパシティ・ディベロップメントを通じ
て、ＴＴ若手やポスドク（特任リサーチフェロー）を、アカデミック・リサーチャーとしてのみならず、産業界で
も活躍できる人材として輩出し得る、複合的なキャリアパス支援が可能となっている。
（２）今後の進め方
全学的な人員削減にともなうポスト数の不足により、本プロジェクトで雇用されたポスドク（特任リサーチ
フェロー）に対して専用のテニュアトラック枠の確保は行っていないが、自立的な研究環境の中で、ＴＴ若
手に配分された潤沢な研究費をベースにＴＴ若手との共同研究における自らの研究テーマにチャレンジ
する環境を整備した。本学に所属する他の一般的な特任リサーチフェローと比較しても、研究環境・研究
費・給与いずれにおいても優遇されていた。また本学で新設した特別研究員制度（みがかずば研究員）
や「ポストドクター・キャリア開発事業」の取組みが、特任リサーチフェローにとってセーフティネットの役割
を果たしており、複合的なキャリアパス支援を行っている。
本プロジェクトの実施を通じて得られた経験により、本プロジェクトと同等の研究資金や研究スペース等
を恒常的に提供するためには、財政基盤の長期的な裏付けが不可欠である。全学レベルでのテニュアト
ラック制を普及・定着するうえでは、従来制度とテニュアトラック制度間の格差について理解を求めるという
より、むしろ、大学の財政基盤を強固にしつつ、従来制度によって採用されている若手研究者の環境を、
テニュアトラック制で採用された若手研究者の環境に近づけていくことが妥当なモデルである。そのため、
今後も学長裁量経費による学内科学研究費制度の充実を考えている。
一方で、本事業により培われた国際公募・採用、メンター制、年度評価、中間審査、テニュア審査といっ
たモデルについては、本学の自主的な取組みにおけるＴＴ若手の育成においても積極的に取り入れて
おり、有効性を発揮していると評価している。
（３）個別評価①進捗状況
優れた若手研究者を育成するための取組みとしては、研究環境の整備（豊富な研究費・研究スペース、
ポスドクやメンターの配置）の他に以下の取組みが特に有効であった。
●教育（講義）能力の育成
メンター等担当教員の指導のもと、大学院専門科目の講義を行った。講義終了後には、担当教員およ
び学生からの意見をフィードバックし、講義方法の改善に努めた。さらに、英語による講義も実施した。本
プロジェクトにおいて、外国人研究者を非常勤講師として採用し、英語での論文執筆、学会発表等に加
えて、英語による講義方法についてもアドバイスを受け、講義内容・方法の向上に努めた。
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●知財・倫理教育
知的財産本部と研究推進・社会連携室が中心となり、知財に関して TT 若手に啓蒙活動を行った。また
メンターを通じた啓蒙も行い、テニュアトラック期間中に 3 名のＴＴ若手から発明届けがあり、うち 2 件は特
許出願も行った。平成 21 年度以降も、知財の専任教員による研究室訪問を実施した。
倫理教育については、研究推進・社会連携室及び研究協力・社会連携チームが中心となって研究倫
理や公的研究費の不正使用防止に係る理解度調査や啓蒙活動に取組み、メンターによる指導も行った。
また、各種ハラスメントに関する研修会も TT 若手に対して定期的に行った。
●異分野間の研究者交流
シンポジウム及びセミナー等を通じて、異分野間の研究者交流が活発に行われ、研究協力・社会連携
チームのスタッフらがその実施をサポートした。シンポジウム及びセミナーは、一過性のものではなく、将
来的な共同研究に発展し得る重要な役割を果たしたといえる。また、TT 若手が学外の異分野の研究者と
共同で、主に高校生を対象とした公開セミナーを開催し、講師を務めた事例があった。このような活動は、
研究成果を社会に還元するとともに、次世代の研究者を育成する取組みへの参画であり、一研究者とし
ての意識の高さが垣間見られた。
ＴＴ若手は、テニュアトラック期間全体を通じて、学内外を問わず異分野間の研究者と積極的に交流し、
共同で新たな研究を行う機会を自ら創出したといえる。
（４）個別評価②国際公募・審査・業績評価ＴＴ若手の年度別業績評価においては、複数のメンター教
員及び実施責任者が評価を行った。メンターには、ＴＴ若手に最も近いアドバイザーとしての役割がある
一方で、若手研究者の自立性確保という点では第三者的な視点が必要になるため、特に中間評価やテ
ニュア審査を実施する際などには、実施責任者が主宰し、メンター間の意見交換会を行い、メンター相互
の意思統一が図られた。
（５）個別評価③人材養成システム改革（上記(４)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
ＴＴ若手の自立的研究環境を確保する一方で、役員会直属の人材育成組織お茶大アカデミック・プロ
ダクションに所属するＴＴ若手・役員（実施責任者を含む）・メンター・事務スタッフらが出席する定例会議
を原則として毎月開催し、TT 若手の孤立を防いだ。ＴＴ若手の研究教育活動の進捗について定期的に
報告を受けるとともに、事業実施に係る要望や課題をタイムリーに共有できるよう、ＴＴ若手との十分なコミ
ュニケーションに努めた。また、学部や大学院での授業や学生の研究指導などをとおして、専任教員や
学生との活発な交流がなされた。
公募により採用されたポスドク（特任リサーチフェロー）のキャリアパスについては、自立的な研究環境
の中で、ＴＴ若手に配分された潤沢な研究費をベースに、TT 若手との共同研究における自らの研究テー
マにチャレンジする環境を整備した。本学に所属する他の一般的な特任リサーチフェローと比較しても、
研究環境、研究費、給与いずれにおいても優遇されていた。また、TT 若手（特任助教）の評価項目にポ
スドク（特任リサーチフェロー）のレベルアップを掲げた。
このように、特任リサーチフェローはＴＴ若手と同様、研究主宰者となるための研鑽を積んだ。これらの
結果、他大学助教 1 名、海外の大学の准教授 1 名、他大学講師 1 名を輩出し、独立行政法人日本学術
振興会日本学術振興会 PD 及び RPD5 名をはじめ、多くの者が、任期中または任期終了後に民間企業に
就職する、他機関のポスドク研究員となるなど新たなキャリアを歩んでいる。
また、最終年度に進路未定だった特任リサーチフェロー１名は、本学が平成 23 年度に採択された科学
技術人材育成費補助金「ポストドクター・キャリア開発事業」のポスドクに応募し、資質を開発するセミナー
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等を受講した後、企業でのインターンシップを開始した。アカデミックポストを希望する女性の特任リサー
チフェローは、平成 24 年度に新設された本学独自の特別研究員制度に応募し、採用された。
（６）個別評価④人材養成システム改革（上記(４)以外の制度設計に対するマネジメント）
本プロジェクトにおけるテニュアトラック制導入による人材養成システム改革の効果については、総括責
任者及び実施責任者より、学内の部局長等に対し、定期的に説明が行われてきた。その結果、本学の自
主的な取組みによるＴＴ若手採用が全学的に了解されている。
今後は、本プロジェクトから得られた成果及びテニュアトラック制普及・定着のための課題を整理し、そ
れをもとに本学の自主的な取組みによる中長期的なＴＴ若手採用・育成計画を策定し（Plan）、国際公募・
採用・業績評価・中間評価・テニュア審査といった公平で透明性の高い人材養成システムを実行する
（Do）。実施期間中及び実施期間終了後に機関構成員に対する聞き取り調査、アンケート調査や外部評
価を実施し（Check）、絶えず見直しながら、本学に最適な人材養成システムの構築に向けたマネジメント
システムの確立へとつなげていく（Action）。なお、定年等で生じた空きポストは学長預かりになるため、シ
ステム構築はすでに可能な状況にある。
（７）実施期間終了後の継続性
全ての分野において、新規で採用する助教は、テニュアトラック制で公募・採用することを原則としてい
る。各学科・専攻における講義担当教員の状況を考慮すると、定年退職した教員の後任をすべて助教と
するのではなく、准教授で採用することが必要になる場合がある。
今後、新規採用教員の 7～8 割程度をテニュアトラック制にするため、本プロジェクトの成果をもとに、准
教授から教授への昇任に係るテニュアトラック制の構築に着手する。
大学や独立行政法人等の研究機関のみでなく、民間企業への就職も可能となるよう、本学の「キャリア
支援センター」や「知的財産本部」の取り組みを推進した。特に、知的財産本部は、研究紹介集（シーズ
集）のＷＥＢデータベースの構築に取組み、産学連携に係る全学的なシステムの構築をリードした。この
他にも、イノベーションジャパンへの出展、及びＴＴ若手の新技術説明会への参加のサポート、ＴＴ若手と
民間企業の共同研究のマッチングなどを行った。
さらに、本学が平成 23 年度に採択された科学技術人材育成費補助金「ポストドクター・キャリア開発事
業」の取組みや平成 24 年度から開始した特別研究員制度が、特任リサーチフェローにとってセーフティ
ネットの役割を果たしており、複合的なキャリアパス支援を行うことができる体制となっている。

３．実施期間終了時におけるミッションステートメント全体の達成状況
(１) 人材システム改革構想の概要
本プロジェクトでは、役員会直属の人材育成組織「お茶大アカデミック・プロダクション」を設置した。役
員会、メンター教員及び関連部局の教員は、若手研究者が自立的かつ自由に新領域に挑戦できる環境
を整備し、研究費の獲得力を伝授するなど、シニア教員としての役割を担った。
大学院人間文化創成科学研究科先端融合部門は、ＴＴ若手に先端的研究者とのセミナーや共同研究
の機会を提供し、生活者の視点をもった新分野の研究力を強化するサポートを行った。
また、大学院・学部での教育トレーニングによって実践的教育力を向上させ、准教授として備えるべき
教育力を養成するとともに、特任リサーチフェローを配置し研究室を運営することによりマネジメント能力
の開発に取組んだ。
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採用後 3 年目に中間評価、5 年目に最終評価及びテニュア審査を行い、テニュアポスト（准教授）に昇任
させた。
(２) ３年目における具体的な目標
１）生活者の視点をもった新領域研究を奨励した。競争的資金獲得のための申請法や知財・特許申
請に関する研修、産学連携に関する意識づけを行った。研究成果の積極的な発信を奨励した。
２）大学院教育における専門科目の講義や専門レベルの英語による講義の訓練を実施し、関連する
教員がアドバイスを行う目的で評価した。
３）マネジメント資質の向上のために、研究、教育場面でのディスカッションを重視した。コミュニケー
ション能力を質的に高める訓練や、ハラスメントに関する知識や対応を身につける研修を行った。
(３) 実施期間終了後における具体的な目標
１）プロジェクトの成果を公表するため公開シンポジウムを開催し、ＴＴ若手の挑戦の成果を公表した。
インパクトファクターが上位の専門誌への論文掲載を推進するだけでなく、独創性の高い研究成
果は、インパクトファクターとは関わりなく高く評価することにより、ＴＴ若手を激励した。
２）学部専門教育のトレーニングを行い、大学院・学部での教育能力を強化した。
３）シンポジウムの企画に参加した。
４）本学以外のテニュアつきポストに就職した。
５）本プログラムにより形成・検証された「挑戦する自立的若手人材育成システム」を外部に発信した。
(４) 実施期間終了後の取組
「お茶大アカデミック・プロダクション」を引き続き運用し、実施期間終了後も若手人材育成に継続的に
取組み、研究教育機関以外にも産業界でも活躍できる自立的な若手研究者の恒常的な育成に取組んで
いる。その資金源として、運営交付金や各種競争的資金を充当している。
(５) 期待される波及効果
生活者の視点をもった研究者として新分野に挑戦する若手人材を育成し、日本の次世代を担う教育・
研究者集団のリーダーとなりうる人材を研究機関に供給した。本プログラムで開発した TT 若手育成方法
は多くの TT 若手やポスドクがテニュア職や次の職を見つけられたことから判断して成功したといえる。所
属組織を役員会直属にすることにより、自立的な研究環境が作られ、自律的に研究室の運営ができたこ
とも TT 若手にとって大きな意味をもった。さらに、ポスドク（特任リサーチフェロー）についても、全く同一
の研究分野ではなく、お互いに補完するような分野のポスドク研究者を選んだことで相互に新たな研究の
視点を得たこと、TT 若手がポスドク研究者のモデルとなったことでも有効であった。教育力の向上のため
の方策やメンターの役割などを含めた本学の育成方法は他大学でも実現可能であるため、それを構造
化して普及させることにより大きな波及効果が期待される。

４．テニュアトラック制の導入による機関内外などへの波及効果
（1）テニュアトラック制の導入によって期待する若手研究者育成システム改革の事例
[「表Ⅳ−４−１

テニュアトラック制の導入がもたらした若手研究者育成システム改革の事例」を参照]

特別経費及び外部資金により雇用される教員人事はすべて任期制に移行したこと、人事ポストはす
べて学長が管理すること、教員の新規採用は公募制を原則としたことにより、大学戦略に基づく教員採
用が可能となり、教員人事の公平性・透明性の向上、教員の流動性の向上などが図られた。
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また、役員会直属の人材育成組織「お茶大アカデミック・プロダクション」を設置し、メンター制の導入
による研究力・教育力向上のサポート、特任リサーチフェローとの共同研究及び研究室運営を通じた
人材養成システムを構築したことにより、研究力に教育力とマネジメント力を備えた自立的若手研究者
の育成が図られた。
（2）TT 若手の学会活動への貢献など
[「表Ⅳ−４−２

TT 若手の学会活動への貢献など」を参照]

ＴＴ若手のうち 1 名が研究会「リズム現象の研究会Ⅳ・Ⅴ」を主催し、新しいネットワーク構築・異分野
融合を図り、新たな研究ディシプリンを創設した。
また、他の TT 若手は、有機・ナノ・冶金融合年鉱山型 新レアメタル抽出技術研究会委員を務め、レ
アメタル抽出技術の研究分野では、独自に開発した金属系の精密電子状態理論の適用により、理論
的にレアメタル抽出材の設計の可能性を提示した。また、金属含有生体分子系の電子状態計算法を
開発し、電子状態計算プログラムを公開した。その応用可能性を産業分野に対して提示した。
（3）TT 若手が主宰した国際共同研究とその成果
[「表Ⅳ−４−３

TT 若手が主宰した国際共同研究の事例とその成果」を参照]

ＴＴ若手のうち 1 名は、米国・ヴァージニア大学及びセントルイス大学において、海外の化学工学の
実験研究グループと共同研究を行った。同 TT 若手が理論を提案し、その検証実験を海外で行うこと
により、理論主導の理論・実験融合研究のモデルケースとして情報発信することができた。
また、他の TT 若手は、カナダ・アルバータ大学の研究者とともに、相対論的モデル内殻ポテンシャ
ルの開発とその大規模分子への応用について共同研究を行った。この結果、金属を含有した生体関
連分子の精密電子状態シミュレーションが可能となり、今後、生化学・創薬分野への応用展開が期待
できるものであった。
（4）TT 若手の産業界などへの貢献によって，産学連携強化が図れた事例
[「表Ⅳ−４−４

TT 若手の産業界への貢献とその効果の代表例」を参照]

ＴＴ若手のうち 1 名は、民間企業とともに家庭用ロボットに関する共同研究を行った。女性に受け入
れられる家庭用ロボットを実現するというニーズに対し、企業の開発者とは異なる視点を交えて研究を
進めることで、①柔軟な入力方法/駆動方法の提案、②家庭に入る価値を実感できるロボットの試作、
③家庭での利用シーンやユーザメリットの明確化といった成果の創出が図られた。

５．機関による自己評価
(１) 目標達成度
本プロジェクトの基本的な目標は、新分野の研究に挑戦する若手研究者が、テニュアトラック期間を
通じて、リーダーとしての素養と生活者の視点を合わせもって研究する能力を身に付け、テニュアトラッ
ク期間終了後に自立することである。
当初の、TT 若手 6 名採用、テニュア教員 2 名を採用する計画を、総括責任者による関係部局への
働きかけにより、TT 若手を 9 名採用し、テニュア教員として 3～4 名を採用する計画に修正した。
自立的な研究環境の下、研究力に加えて教育力とマネジメント力を向上させるための取組みを行っ
た結果、3 名の TT 若手を本学テニュア教員として採用した。
また、本学ではテニュアを獲得できなかった TT 若手のうち 2 名は、テニュアトラック期間終了後に他
機関でテニュア教員に、１名は５年の任期付きであるが他大学准教授として採用されるなど自立を果た
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した。また、セーフティネットの適用を受けた教員のうち 1 名はセーフティネット期間中に他機関でテニ
ュア教員として採用された。これにより、テニュアトラック期間中の TT 若手の研究教育実績が客観的に
も高く評価され、また本学の人材養成システムが有効に機能し、本プロジェクトの基本的な目標が達成
されたことが客観的にも実証された。残る 2 名のうち 1 名はセーフティネットの下で研究活動を継続し、
もう 1 名については、本人の希望により、本学での研究活動を一定期間継続できるよう特別な措置を講
じ、他機関におけるテニュアポストの獲得を目指している。
また、ＴＴ若手のテニュアトラック期間中には、延べ 14 人のポスドク（特任リサーチフェロー）が研究に
従事した。ポスドク（特任リサーチフェロー）は、任期中または任期終了後、他大学助教 1 名、海外の大
学の准教授 1 名、他大学講師 1 名をはじめ、独立行政法人日本学術振興会特別研究員 PD 及び
RPD5 名、自機関及び他機関のポスドク研究員など、計 13 人が教育研究機関及び企業にポストを得
た。
(２) 国際公募･選考・業績評価
ＴＴ若手の育成目標は、テニュアトラック期間を通じて、リーダーとしての素養と生活者の視点を合わ
せもって研究する能力を身に付け、テニュアトラック期間終了後に自立することであった。
このような観点から、平成 19 年度に実施した TT 若手の国際公募・選考においては、1.研究の先端
性、2.自立性、3.研究資金獲得のポテンシャル、4.外部発信力、5.協調性、6.総合評価という 6 つの審
査基準について、書面審査及び面接審査により審査を行った。公募・選考の内容及び選抜プロセスは
適正なものであったが、学内関係者による審査となっており、審査委員に学外委員を加えることによっ
て、選考の公平性・透明性を高める余地があった。また、国際公募時には「支援体制として、必要に
応じ、大学はそれぞれの TT 若手に対して１名のポスドク相当の特任リサーチフェローを採用」
と記しているが、１つの研究室を構成するとは明示しなかった。中間評価基準及びテニュア審査
基準、TT 若手の評価・審査に当たっては、「特任助教がそれぞれの特任リサーチフェローと共同研究
を行うことも、本事業の計画の１つであり、その際に仕事の分担と指示が効果的に実施されているかを
評価する」と記し、本事業の進行に合わせて他の国際公募の際にも改善することになった。
ＴＴ若手の年度別業績評価については、複数のメンター教員及び実施責任者が書面審査により評
価を行い、その後、書面審査の結果をもとに、役員会構成員により審議が行われた。ＴＴ若手の厳格な
業績評価という位置付けというよりは、研究教育活動の進捗確認と助言を行うことを主な目的とした。
(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）
本プロジェクトのテニュアトラック制は、テニュアトラック数と同数のテニュアポストをあらかじめ用意で
きなかったが、本プロジェクトにおける人材養成システムは有効性が高く、またＴＴ若手の自立的確保
についても十分に配慮した。その結果として、本学テニュア教員をはじめ、他機関でもテニュア教員とし
て採用されるなど、優れた研究者を育成・輩出することができた。
テニュア審査基準は明確で、ＴＴ若手に対する評価指標の提示方法及び評価は適切であった。本
学テニュアとして求められる資質については示していたものの、審査基準の提示は平成 22 年度に行っ
た。比較的早い段階でＴＴ若手が自ら具体的な目標の設定と進捗管理できることが望ましく、本事業以
外の公募分では、国際公募時にテニュア審査基準を示すよう改善した。当初計画では、ＴＴ若手を 6
名採用、テニュア教員として 2 名を採用する計画だったが、総括責任者による関係部局への働きかけ
により、ＴＴ若手を 9 名採用し、テニュア教員として 3～4 名を採用するようテニュアポストの増員に努め
た。
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なお、本学の理学部のテニュア教員数は、本プロジェクトの TT 若手のテニュア審査時点において
70 名であった。また、量子情報および生命情報分野を重点化した後に取組みを開始した本プロジェク
トにおいて、テニュア審査時以降、第 2 期中期目標中期計画期間内の理学部の新規採用予定人数は
4 名が限度であった。したがって、本プロジェクトの TT 若手に準備したテニュアポスト 3～4 は、大学で
用意できるポスト数の 75～100%に相当するため、最大限の努力であったと自己評価している。
また、本学では特別経費及び外部資金により雇用される教員人事はすべて任期制に移行したことに
加え、教員の新規採用は公募制を原則としたことにより、人材流動性を活性化する仕組みが備わって
いるといえる。
(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）
本学の人材養成システムの改革構想については当初計画のとおり明確であり、事業の推進と並行さ
せて全学の人材養成システムにも波及させている。PDCA サイクルとしては、役員会主導の計画である
ため、Plan 及び Do については極めて効果的に遂行している。Check 機能についても適宜学外委員な
ど第三者による評価を行うよう努めており、さらに全体的な評価と改善のために役員会と部局長等との
密接な情報交換を行うことによって、全学的な人材養成システムとして理解されており、以上の点で
PDCA サイクルは有効に機能している。
総括責任者と実施責任者とが常に情報を共有し、中間評価・テニュア審査基準及び方法の策定を
はじめとする、人材養成システム改革をリードした。本学の戦略的な取組みによるＴＴ若手の公募を開
始するにあたっては、導入部局の決定など、本プロジェクトの効果の全学的な波及にも取組んだ。
実施責任者は、学内外の多くの関係者と連携・協力しながら、組織内への研究費の配分や資金計
画、ＴＴ若手の人件費及び研究費等を含む、本プロジェクトの実質的マネジメントを担った。
役員会が主導することで、意思決定と実行において効果的なプロジェクト遂行が可能となったといえ
る。反面、学内各部局との調整には多くの努力が必要であった。とはいえ、恒常的なディスカッションに
よって問題をクリアしながら事業を遂行するだけでなく、人材養成システムとして学内に波及できたこと
は、本事業の大きな効果である。
(５) 実施期間終了以降の継続性・発展性
「お茶大アカデミック・プロダクション」の機能を継続させ、実施期間終了後も若手人材の育成に継続
的に取り組み、研究教育機関で活躍できる自立し挑戦する若手研究者を恒常的に育成する。
本取組みを継続するためには、安定的な財源の確保が不可欠である。その原資を確保するため、
一般管理経費を削減し、その分を研究費等にあてる。また、原資として各種外部資金を充当できるよう、
外部資金獲得のため、学長主導の教員組織によるプロジェクトチームを設置した。幅広い視点から新
たな教育研究プログラムを計画立案し、公募に早急に対応できる体制を整備する。さらに、寄附金の増
加に向けた全学的な戦略を構築するため、学長を議長とする寄附事業推進会議を新設した。
本学では、すべての人事権が学長の下にあることから、学長のリーダーシップの下で今後も本学が
実施した人材育成モデルを、改善を図りつつ継続的に遂行して行く。
(６) 中間評価の反映
中間評価結果報告書で指摘された事項については、概ね改善を図った。改善を図ったもののうち、
特に重要度の高い事項は、ポスドク（特任リサーチフェロー）のキャリアパス支援を具体化したこと、全
学レベルでのテニュアトラック制導入を具体化したこと、人材養成システムの具体的な実施計画を策定
したこと、ＴＴ若手の国際公募・選考における学外審査委員の委嘱による審査の公平性・透明性を向上
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させたことである。これらの改善により、人材養成システム改革の基本モデルを構築することができたと
いえる。
一方、今後の課題となっているものは、外国籍研究者のＴＴ若手への応募・採用が十分に進んでい
ないことが挙げられる。これについては、今後、本学の自主的な取組みを普及させていく過程において、
より適切かつ有効性の高い取組みとなるよう学長のリーダーシップのもとで実質化を図る。
(７) その他
本プロジェクトは役員会主導の研究教育組織を新設することによって極めて効率的に遂行すること
ができた。つまり、実質的なマネジメントや意思決定が迅速になされた。コンパクトでありながら、有効性
の高い人材養成システムを構築・運用するマネジメントシステムが、本学の取組みの強みである。さらに、
国立大学法人の女子大学として、女性研究者支援を重視していることによって、本事業の女性研究者
に対する支援全学的支援も効果的になされ、この事業を一つの契機として新たな特別研究員制度（み
がかずば研究員制度）も新設し、女性研究者支援体制を相互補完的に強化することができた。
このことから、今後本学の取組みの成果と総合的効果を学内外に発信することにより、小規模大学
や女子大学などにおいてテニュアトラック制を導入する際のモデルの役割を果たしたい。
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Ⅴ．実施期間終了後の人材養成システム改革の状況
１．実施期間終了後の人材養成システム改革の内容
（１）実施期間終了後、機関で導入している（導入が決定している）テニュアトラック制
〔「表Ⅴ-１-１実施期間終了後、既に導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の実績」参照〕

① テニュアトラック制導入に向けての機関の方針
全ての分野において、新規で採用する助教は、テニュアトラック制で公募・採用することを原則とし
ている。
今後、新規採用教員の 7～8 割程度をテニュアトラック制にするため、本プロジェクトの成果をもと
に、准教授から教授への昇任に係るテニュアトラック制の検討を開始する。
なお、平成 23 年度の「テニュアトラック普及・定着事業」に選定されたことを受けて、平成 23 年度に
国際公募して採用された数学分野の TT 若手にはスタートアップ経費を補助し、また現在国際公募
中の実験物理学分野のＴＴ若手にも採用時にスタートアップ経費を補助するが、今後も理系分野の
ＴＴ若手に対して国際公募を行うとともに学長裁量経費からスタートアップ経費を配分する。
②導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の内容
本学が普及・定着を目指すのは、大学教員としての資質を醸成するためのテニュアトラック制であ
る。テニュアトラック期間は原則 5 年間とし、公平で透明性の高い国際公募・年度評価・中間評価・テ
ニュア審査を中心とするモデルで、テニュアトラック期間中にも業績に応じてテニュア教員と同様、学
部・大学院の講義や学部等の運営に係る業務にも積極的に参画することとした。
③導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の適用範囲（適用する部局など）
全学（大学院人間文化創成科学研究科）において原則としてテニュアトラック制を適用する。
④導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の適用規模（機関全体での適用人数など）
本学大学院において 1 年間に採用する教員数は全学で約 4 名であり、そのうち助教は平均１～２
名である。
⑤テニュアトラック制導入による今後の課題
外国籍研究者のＴＴ若手への応募・採用の推進、テニュアトラック教員の各学科・専攻における講
義担当教員のバランスの両立、各専門分野に適したテニュア審査基準の検討などが今後の課題で
ある。
⑥実施期間終了後、テニュアトラック制を導入していない（導入が決定していない）要因など
該当しない。
（２）今後の人材養成システム改革の方向性
「お茶大アカデミック・プロダクション」では９人の TT 若手を採用し、人材育成をおこなったが、途中
で転出する TT 若手は１人もいなかったこと、現時点でテニュアを獲得したものが６名、任期付きではあ
るが他大学で准教授の職を得たもの１名である。さらにポスドク研究員もテニュア職を含めほとんどが次
の職を得ている。これらのことから本組織での若手育成方法は成功したと考えられる。そこで「お茶大ア
カデミック・プロダクション」の機能を引き続き運用し、自立的な若手人材の育成に継続的に取り組み、
研究教育機関に限らず多様な分野で活躍できる自立し挑戦する若手研究者を恒常的に育成する。
また、国立の女子大学として、とくに女性研究者の育成システムを一層強化するとともに、研究環境を
整え、研究分野の開発に努める。
（３）今後の人材養成システム改革推進における課題
ＴＴ若手のスタートアップ研究費の確保、メンター制の実質的拡大など
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２．実施期間終了後の資金計画
〔「表Ⅴ-２-１実施期間終了後の資金計画」参照〕

今後採用されるＴＴ若手のポストは人件費削減などを考慮に入れ、運営費交付金を基に作成した本学
の人事計画に沿って配置する。研究費に関しては、学長裁量によって、学内研究プロジェクトや学内科
研制度を利用して措置する。また、外部資金の獲得もＴＴ若手の評価項目の１つにあり、今回のプロジェ
クトにおける TT 若手の外部資金獲得実績からも、新たなＴＴ若手が外部資金を獲得し、自ら研究環境を
整える。

３．実施期間終了後の継続性に関する機関の長のコミットメント
学長の下に全ての人事権があることから、学長は全学的な人材育成システムの構築に取り組み、本事
業を学内に定着させた。今後さらにこの事業の成果を適切に反映させるために、とくにリーダーとなりうる
女性研究者の育成強化、そのための環境の整備と学外への発信を重点化する。
そのために、学長裁量経費を有効に配分するとともに、全学的なプログラムを策定して競争的な資金
確保に努める。さらに、産官学連携事業の拡大を図り、本事業によって遂行してきた人材育成システムを
産業界への人材育成としても適用しうるシステムとする。
本学のテニュアトラックによる若手人材育成システムが、高度教育研究機関の人材育成システムとして
男女参画社会の早期実現に寄与するために、今後も学長が全面的にコミットする。
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【成果報告書本文のデータ集】
「Ⅲ．プロジェクト実施の内容」に係る図表
「２．プロジェクトの実施体制と実施状況」に係る図表
表Ⅲ-２-１プロジェクトの運営・実施体制
委員などの構成（人）
委員会などの
名称

検討の内容

自機関内
執行部

お茶大アカデミッ
ク・プロダクション運
営会議

本 プ ロ ジェ ク ト の 実
施に係ることすべて

６

関係部局
１4

自機関外
その他

国内
０

海外
０

０

「執行部」とは、学長、副学長、理事など機関の運営管理などに携わり責任を有する組織
「（全機関運営）」とは、本プロジェクトを実施するに当たって設置した全機関レベルの委員会など
「（評価・点検）」とは、本プロジェクトを実施するに当たって設置した実施内容を評価・点検する
ための機関外有識者や本プロジェクトの参画者以外の委員を主とした委員会など

31

「３．ＴＴ若手の国際公募と選考・審査結果」に係る図表
表Ⅲ-３-１-１ 平成 19 年度第１回目（通算第１回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野：生命情報学、量子情報科学、シミュレーション科学、ソフトマターサ
イエンス、超分子化学、ユビキタス・コンピューティング、及び関連する基礎科

公募分野・部局

学・応用科学
部局：お茶大アカデミック・プロダクション

公募期間

平成 19 年 8 月 8 日－平成 19 年 10 月 1 日

公募媒体

Nature 誌、Nature Online、Science 誌、JREC-IN、本学公式 HP

公募費用

1,380,780 円

表Ⅲ-３-２ 国際公募への若手研究者応募状況（自主的取組を含む）単位：人、（ ）内は女性の内数
採用年度
（平成）

19 年度

公募分野
生 命 情報 学 、量 子情 報
科学、シミュレーション科
学、ソフトマターサイエン
ス、超分子化学、ユビキ
タス・コンピューティング、
及び関連する基礎科学・
応用科学

応募者数

公募
人数

総数

日本国籍

外国籍

女性

9

187

156(54)

31(4)

58

9

187

156(54)

31(4)

58

小計
20 年度

21 年度

22 年度

23 年度

該当なし
小計
該当なし
小計
該当なし
小計
該当なし
小計
合

計
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表Ⅲ-３-３ TT 若手の選考体制（部局・研究分野など：生命情報学、量子情報科学、シミュレーション科学、
ソフトマターサイエンス、超分子化学、ユビキタス・コンピューティング、及び関連する基礎科学・応用科
学）
選考の段階
第 1 次選考
最終選考

選考委員などの構成（人）

選考の内容
（書類審査、
面接審査など）

自機関内
執行部

書面審査
面接審査

自機関外

関係部局
4
4

その他

10
10

国内
0
0

海外
0
0

0
0

表Ⅲ-３-４年度別・公募分野別の選考状況（自主的取組を含む）単位：人
応募者
採用

公募

年度

分野

（平成）

生命情報学、量

女
性

数
187

156

31

58

22

18

4

9

9

8

1

4

187

156

31

58

22

18

4

9

9

8

1

4

187

156

31

58

22

18

4

9

9

8

1

4

総
数

日
本
国
籍

外
国
籍

面接審査通過

日
本
国
籍

総

外
国
籍

書類審査通過

女
性

総
数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

子情報科学、シミ
ュレーション科
学、ソ フトマター
サイエンス、超分

19 年度

子化学、ユビキタ
ス・コンピューティ
ング、及び関連
する基礎科学・
応用科学

小計
20 年度

21 年度

該当なし
小計
該当なし
小計

22 年度

該当なし
小計

23 年度

該当なし
小計

合計
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表Ⅲ-３-５年度別・採用部局（予定を含む）別ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）

採用人数

採用
年度

部局など

（平成）
お茶大アカデミッ

19 年度

21 年度

内訳（[ ]内は採用者総数に対する％）
海外ポスドク経験

日本
国籍

振興調整
費で採用

自主経費
で採用

9

0

8

1

9

0

8

9

0

8

外国籍

女性

自機関

経験者
総数

直前経
験者数

直前職

学位
授与

4

7[78]

4[44]

0[ 0 ]

1[11]

1

4

7[78]

4[44]

0[ 0 ]

1[11]

1

4

7[78]

4[44]

0[ 0 ]

1[11]

ク・プロダクション

小計
20 年度

採用者の国籍・性別

単位(人)

該当なし
小計
該当なし
小計

22 年度

該当なし
小計

23 年度

該当なし
小計
合計
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「４．ＴＴ若手の研究環境整備、支援体制及び育成施策」に係る図表
表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績（自主的取組を含む）注：当該 TT 若手が在任していない年度には“－”を記入

TT 若手

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

左記論文以外による
発表・著書など(件)

査読付き原著論文(報)

口頭発表（件）

19
年
度

20
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

19
年
度

20
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

19
年
度

20
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

ＴＴ若手：Ａ

調整費

1

0

1

3

4

0

0

0

1

0

2

3

5

7

11

ＴＴ若手：Ｂ

調整費

0

1

3

3

3

0

0

0

1

0

0

3

5

5

3

ＴＴ若手：Ｃ

調整費

0

1

4

3

2

0

2

2

0

0

0

3

6

3

7

ＴＴ若手：Ｄ

調整費

0

5

4

7

3

0

0

0

0

1

0

4

2

2

2

ＴＴ若手：Ｅ

調整費

1

2

0

0

1

1

1

0

0

2

4

1

ＴＴ若手：Ｆ
ＴＴ若手：Ｇ

調整費

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

1

4

1

調整費

0

0

1

3

9

0

7

10

6

5

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｈ

調整費 -

0

2

6

8

-

13

7

17

15

-

3

15

18

12

ＴＴ若手：Ｉ

調整費

0

6

4

3

9

0

1

1

0

2

0

1

3

4

6

1

15

21

29

39

0

24

21

26

23

2

19

39

47

43

合計

TT 若手

自
主振
的興
取調
組整
の費
別・

特許出願(件)
（受理件数を〔 〕書きで
内数で記入）

受賞（件）

19
年
度

20
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

19
年
度

20
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

ＴＴ若手Ａ

調整費

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手Ｂ

調整費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｃ

調整費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｄ

調整費

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

ＴＴ若手：Ｅ

調整費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｆ

調整費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｇ

調整費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｈ

調整費

-

0

0

0

-

1

3

5

5

ＴＴ若手：Ｉ
合計

調整費

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

5

5

5

0

1
〔1〕

0
1
〔1〕
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トラック期間中の顕著な
学術的成果及び受賞例

Nature 誌掲載 2010

第 3 回（2009 年）
日本物理学会若手奨励賞

表Ⅲ-４-２

TT 若手の職位別研究指導認定状況など【博士前期課程、修士課程など（いわゆる“M○号”）】

T 若手が所属またはテニュア採用後に
所属する可能性のある部局など
大学院人間文化創 教員数
成科学研究科
研究指導認定済み教員数

一般のテニュア職
准教授

65
59

表Ⅲ-４-３

講師

助教

TT 若手
准教授

6
7
0
４
0
0
（自主的取組を含む）

講師

助教

0
9
0
0
単位：人

TT 若手の職位別研究指導認定状況など【博士後期課程、博士課程など（いわゆる“D○号”）】
（自主的取組を含む）
単位：人
一般のテニュア職
TT
若手
T 若手が所属またはテニュア採用後に
准教授
講師
助教
准教授
講師
助教
所属する可能性のある部局など
60
5
0
0
0
9
大学院人間文化創 教員数
成科学研究科
研究指導認定済み教員数
36
0
0
0
0
0
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「５．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）のキャリアパス支援と人材流動性への配慮」に係る図表
表Ⅲ-５-１ ＴＴ若手の転出・辞職状況（自主的取組を含む）

TT 若手

クテ
中ニ
ュ
のア
職ト
名ラ
ッ

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

テニュア審査以
前に転出・辞職
した理由

該当なし
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転
年出
月・
日辞
職

在
任
月
数

転
出
・
辞
職
ま
で
の

（
任転
出
期先
のの
有職
無名
）

転
出
先
機
関
名

「６．年次評価及び中間評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など」に係る図表
表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制
評価の内容
（書類評価、
面接評価など）
年次評価－１
年次評価－2

評価委員などの構成（人）
自機関内
執行部

書面評価
書面評価（年次評価
－ １の結 果 を役 員会
で審議・承認する）

1
6

関係部局
12
0

自機関外
その他

国内
0
0

海外
0
0

0
0

表Ⅲ-６-２ TT 若手の中間評価の体制
評価の内容
（書類評価、
面接評価など）

評価の段階
第１次段階

書面評価
「被評価者が指名する
教員」による評価
書面評価
「お茶大アカデミック・
プロダクションの教員」
による評価
面接評価
「外部有識者」及び学
内委員による評価

第２次段階

第３次段階

評価委員などの構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外

0

0

1

8

0

1

11

0

0

0

1

3

0

6

0

表Ⅲ-６-３ ＴＴ若手の中間評価結果（自主的取組を含む）

TT 若手

自
主振
的興
取調
組整
の費
別・

評Ｔ
在価Ｔ
若
任実手
月施の
数ま中
で
の間

ＴＴ若手：Ａ

調整費

19 ヶ月

ＴＴ若手：Ｂ

調整費

19 ヶ月

ＴＴ若手：Ｃ
ＴＴ若手：Ｄ
ＴＴ若手：Ｅ
ＴＴ若手：Ｆ
ＴＴ若手：Ｇ
ＴＴ若手：Ｈ
ＴＴ若手：Ｉ

調整費
調整費
調整費
調整費
調整費
調整費
調整費

21 ヶ月
19 ヶ月
19 ヶ月
19 ヶ月
19 ヶ月
19 ヶ月
19 ヶ月

評価実施時の
配属想定部局

大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科

TT 若手
に中間評
価結果を
開示した
年月日
平成 21 年
3月9日
平成 21 年
3月9日
平成 21 年
3月9日
平成 21 年
3月9日
平成 21 年
3月9日
平成 21 年
3月9日
平成 21 年
3月9日
平成 21 年
3月9日
平成 21 年
3月9日
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評価結果

総合評価Ｂ。期待通りの水準。早期テニュア審
査は行わない。
総合評価Ｂ。期待通りの水準。早期テニュア審
査は行わない。
総合評価Ｂ。期待通りの水準。早期テニュア審
査は行わない。
総合評価Ａ。期待を上回る水準。早期テニュア
審査は行わない。
総合評価Ｂ。期待通りの水準。早期テニュア審
査は行わない。
総合評価Ｂ。期待通りの水準。早期テニュア審
査は行わない。
総合評価Ｂ。期待通りの水準。早期テニュア審
査は行わない。
総合評価Ｂ。期待通りの水準。早期テニュア審
査は行わない。
総合評価Ａ。期待を上回る水準。早期テニュア
審査は行わない。

「７．テニュア審査の体制、基準・方法、結果、メンターの関与など」に係る図表
表Ⅲ-７-１ TT 若手のテニュア審査の体制

審査の段階

審査の内容
（書類審査、
面接審査など）

審査委員などの構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外

第 1 次段階

書面審査

0

17

0

21

0

第 2 次段階

面接審査

2

17

0

21

0

第 3 次段階

書面審査

5

2

0

0

0

第 4 次段階

書面審査

4

2

0

0

0

表Ⅲ-７-２実施期間終了までのテニュア審査などの総括表（自主的取組を含む）

TT 若手の採用数、自機関テニュア採用数 など

助教

① 本プロジェクトの実施期間終了までにテニュア審査を行
う予定で採用した職位別 TT 若手の人数
②①で採用した TT 若手の中間評価結果等を基に、実施期間途
中で自機関テニュア職に採用した職位別 TT 若手の人数
③①で採用した TT 若手のうち、本プロジェクトによるテニュア審査を受けずに
自機関に採用、他機関に転出又は辞職した職位別 TT 若手の人数

④本プロジェクトの実施期間終了時にテニュア審査を受けた
職位別 TT 若手の人数
⑤実施期間終了時のテニュア審査によって自機関のテニュア
としての資格があると判定された職位別 TT 若手の人数
⑥実施期間終了とともに自機関のテニュア職として採用した
（採用できた）職位別 TT 若手の人数

テニュアポストの職位別ポスト数 など
A ①で採用した TT 若手の国際公募時に用意してい
た職位別テニュアポストの数
B ②で自機関のテニュアポストに採用した TT 若手
のテニュア職の職位別人数
C ⑥での実施期間終了とともに自機関のテニュア職
に採用した TT 若手のテニュア職の職位別人数

講師

准教授

合計

9

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

9

3

0

0

3

3

0

0

3

助教

講師

准教授

教授

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

テニュアポスト準備率、転出・辞職率、自機関のテニュア採用率 など
【１】 テニュアポスト準備率〔％〕
（A の合計）／（①の合計）

【２】 実施期間中の最終テニュア審査前の転出・辞職率〔％〕
（③の合計）／（①の合計）

【３】 テニュア資格付与率〔％〕
｛（②の合計）＋（⑤の合計）
｝／｛（②の合計）＋（④の合計）
｝

【４】 自機関のテニュア職への採用率〔％〕
｛（②の合計）＋（⑥の合計）
｝／（①の合計）
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33.3％
0％
33.3％
33.3％

表Ⅲ-７-３ ＴＴ若手のテニュア審査結果（早期のテニュア審査結果及び自主的取組を含む）

TT 若手

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

最
在 実終
任 施テ
ニ
月 まュ
で
数 のア
審
査

ＴＴ若手：Ａ

調整費

40 ヶ月

ＴＴ若手：Ｂ

調整費

40 ヶ月

ＴＴ若手：Ｃ

調整費

42 ヶ月

ＴＴ若手：Ｄ

調整費

40 ヶ月

ＴＴ若手：Ｅ

調整費

40 ヶ月

ＴＴ若手：Ｆ

調整費

40 ヶ月

ＴＴ若手：Ｇ

調整費

40 ヶ月

ＴＴ若手：Ｈ

調整費

40 ヶ月

ＴＴ若手：Ｉ

調整費

40 ヶ月

審査実施時の
配属想定部局

大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科
大学院人間文化創
成科学研究科

TT 若手にテニュア審査結果を開示した

審査結果

不可

不可
テニュア
付与
テニュア
付与
不可

不可

不可

不可
テニュア
付与

年月日及びコメントの概要

平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与不可。転出準備等の
ため当初の労働契約期間の更新手続き及びテニュア審
査に対する異議申立てについて通知。
平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与不可。転出準備等の
ため当初の労働契約期間の更新手続き及びテニュア審
査に対する異議申立てについて通知。
平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与について通知。
平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与について通知。
平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与不可。転出準備等の
ため当初の労働契約期間の更新手続き及びテニュア審
査に対する異議申立てについて通知。
平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与不可。転出準備等の
ため当初の労働契約期間の更新手続き及びテニュア審
査に対する異議申立てについて通知。
平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与不可。転出準備等の
ため当初の労働契約期間の更新手続き及びテニュア審
査に対する異議申立てについて通知。
平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与不可。転出準備等の
ため当初の労働契約期間の更新手続き及びテニュア審
査に対する異議申立てについて通知。
平成 23 年 7 月 28 日。テニュア付与について通知。

表Ⅲ-７-４ 自機関のテニュア職に採用したＴＴ若手の状況
（早期のテニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用した TT 若手及び自主的取組を含む）

TT 若手

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

テニュア職の
採用年月日

Ｔ
のＴ
在若
任手
月と
数し
て

テニュア
採用職位

配属部局

ＴＴ若手：Ｃ

調整費 平成 24 年 4 月 1 日

42 ヶ月 准教授

大学院人間文化創
成科学研究科

ＴＴ若手：Ｄ

調整費 平成 24 年 4 月 1 日

40 ヶ月 准教授

大学院人間文化創
成科学研究科

ＴＴ若手：Ｉ

調整費 平成 24 年 4 月 1 日

40 ヶ月 准教授

大学院人間文化創
成科学研究科

40

その他
（任期の有無・テニュ
ア職としての職務等）

任期無し。学生を教授し、
その研究を指導し、又は
研究に従事する。
任期無し。学生を教授し、
その研究を指導し、又は
研究に従事する。
任期無し。学生を教授し、
その研究を指導し、又は
研究に従事する。

表Ⅲ-７-５ テニュア審査が不合格となり自機関のテニュア職に採用できなかったＴＴ若手の処遇・動向
（自主的取組を含む）

TT 若手

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

TT 若手に着
任した年月日

てＴ
のＴ
在若
任手
月と
数し

在任中
の職名

研究分野

分子進化学/

機関としての処遇
（Ｓａｆｅｔｙ Ｎｅｔ等）
及び
現時点の職等

転出
年月日

平成 24 年 7 月 31 日 セーフティネット適用。

ＴＴ若手：Ａ

調整費

平成 20 年 3 月 1 日 40 ヶ月

特任助教

ＴＴ若手：Ｂ

調整費

平成 20 年 3 月 1 日 40 ヶ月

特任助教

量子物理

ＴＴ若手：Ｅ

調整費

平成 20 年 3 月 1 日 40 ヶ月

特任助教

生物有機化学

ＴＴ若手：Ｆ

調整費

平成 20 年 3 月 16 日 40 ヶ月

特任助教

発生遺伝学

平成 24 年 3 月 31 日

ＴＴ若手：Ｇ

調整費

平成 20 年 3 月 26 日 40 ヶ月

特任助教

生命情報学

平成 24 年 3 月 31 日

ＴＴ若手：Ｈ

調整費

平成 20 年 3 月 16 日 40 ヶ月

特任助教

コンピュータ・
サイエンス

未定

ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ

（予定）
平成 24 年 3 月 31 日
平成 24 年 9 月 30 日
（予定）

現時点の職は、助教
他大学
准教授
セーフティネット適用。
現時点の職は、助教
他大学研究所
・講師
他大学
センター
准教授
他研究機関・
研究員

表Ⅲ-７-６ テニュア審査は合格したものの自機関のテニュア職に採用できなかったＴＴ若手の状況・動向
（自主的取組を含む）

TT 若手

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

TT 若手に着
任した年月日

てＴ
のＴ
在若
任手
月と
数し

在任中
の職名

該当なし
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研究分野

転出
年月日

転出先機
関名及び
職名

テニュア
職に採用
できなか
った理由

「９．情報発信・アウトリーチ活動とその成果」に係る図表
表Ⅲ-９-１ 情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数（自主的取組を含む）
年度

イベント

広報活動

単位：件

マスコミ報道

19 年度

その他
１（Ｆ）

20 年度

１（Ｈ）

１（Ｈ）

１（Ｆ）、１（Ｈ）

21 年度

2（Ｄ）、３（Ｈ）

０（Ｈ）

１（Ｆ）、１（Ｈ）

22 年度

2（Ｄ）

７（Ｈ）

１（Ｆ）、３（Ｈ）

23 年度

1（Ｄ）、1（Ａ）

５（Ｈ）

１（Ｈ）

24 年度

２（Ｈ）
注：（ ）内は TT 若手の略号
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「Ⅳ．プロジェクト実施と成果の自己評価」に係る図表
「４．テニュアトラック制の導入による機関内外などへの波及効果」に係る図表
表Ⅳ−４−１テニュアトラック制の導入がもたらした若手研究者育成システム改革の事例
分類

狙いや期待した効果

制度改革の内容

効果や影響

・学長のリーダーシップに

・特別経費、外部資金により雇用され

・大学戦略に基づく特定

基づく戦略的な教員採用

る教員人事はすべて任期制に移行

研究分野の戦略的な強

・教員の資質向上

・大学院人間文化創成科学研究科に先

化

・教員人事の活性化

端融合部門を新設。

・教員人事の公平性、透

新しい特徴ある

・教員人事の公平性、透明

・大学院人間文化創成科学研究科先端

明性の向上

制度設計の事例

性の向上

融合部門において、学長の戦略的人事

・教員の流動性の向上

・教員の流動性の向上

により、優れた教員 3 名を採用

・戦略的な教員採用

・人事ポストは、すべて学長が管理
・教員の新規採用は、公募制を原則に

・新分野に挑戦する自立的

人材育成システ
ムの改革事例

・役員会直属の人材育成組織「お茶大

・研究力に教育力とマネ

若手研究者を育成

アカデミック・プロダクション」を

ジメント力を備えた自

・教員人事の公平性、透明

設置

立的若手研究者の育成

性の向上

・メンター制の導入による研究力、教
育力向上のサポート
・特任リサーチフェローとの共同研究
及び研究室運営
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表Ⅳ−４−２TT 若手の学会活動への貢献など
TT 若手
TT 若手:Ａ

TT 若手:Ｄ

TT 若手:Ｇ

TT 若手:Ｇ
TT 若手:Ｈ
TT 若手:Ｉ

学界での顕著な活

その根拠やデータなど

動事例
国際学術誌 BMC
Genomics Associate
Editor
・研究会「リズム現象
の研究会 IV」
「リズム
現象の研究会 V」
"Emerging Topics in
Nonlinear Science"
を主催し，新しいネッ
トワーク構築・異分野
融合をはかり新しい
研究ディシプリンを
創設した
・国際雑誌の編集委員
や国際会議のプログ
ラム委員、組織委員会
のメンバー

・国際雑誌の編集委員「Algorithms」 ISSN 1999-4893, Molecular
Diversity Preservation
International (MDPI)（2008 年 8 月～）
・国際会議のプログラム委員（the Second International Conference on
Theories and Applications of ComputerScience (ICTACS'09),
Nha Trang, Vietnam, 2009. / the Fifth International Conference on
Language and Automata Theory and Applications (LATA 2011),
Taragona,
Spain, 2011.）
・組織委員会メンバー（the JOBIM 2008 (Journees Ouvertes Biologie
InformatiqueMathematiques) Lille, France, 2008.）

国際雑誌および国際
会議の査読者
国内会議等の運営委
員
レアメタル抽出技術
有機・ナノ・冶金融合年鉱山型新レアメタル抽出技術研究会委員
の研究分野では，試行 2010/04/01-2011/03/31
錯誤的な実験手法に
よる研究が主流であ
ったが，独自に開発し
た金属系の精密電子
状態理論の適用によ
り，理論的にレアメタ
ル抽出材の設計の可
能性を学会で示した。
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表Ⅳ−４−３ TT 若手が主宰した国際共同研究の事例とその成果
TT 若手

共同研究相手
国・所属機関
(可能なら氏名)

国際共同研究の事例

その期待される成果
と影響

TT 若手:Ａ

Dayton Univ.USA

頭足類の RNAseq

頭足類の眼の発生プロ
セスを解明

TT 若手:Ｂ

アメリカ合衆国・ア
リゾナ大
米国・ヴァージニア
大学およびセント
ルイス大学
・National Taiwan
University
・National
University of
Singapore
上記以外に 19 名
Centria Research
and Development,
Ylivieska, Finland

フェルミ原子を用いたオプトメカニクスに関
する理論研究
海外の化学工学の実験研究グループと共同研
究．理論を提案し，その検証実験を海外で行
った．
グラフアルゴリズムとバイオインフォマティ
クスについての論文の発表

量子光学研究の活性化

留学生指導
（Centria Research and Development への交
換留学）
，プロジェクト名：WifiBot を用いた
もの探し支援システム（※先方の教員を交え
て，メール，スカイプを中心に指導）

カナダ・アルバータ
大学

相対論的モデル内殻ポテンシャルの開発とそ
の大規模分子への応用。

トップレベルの国際学
会で発表，IteMinder:
Finding Items in a
Room using Passive
RFID Tags and an
Autonomous Robot,
Adjunct Proceedings of
Ubicomp2011
(Video/Poster), pp.
599-600, (Sep, 2011)
金属を含有した生体関
連分子の精密電子状態
シミュレーションが可
能となった。生化学・創
薬分野への応用展開。

TT 若手:Ｄ

TT 若手:Ｇ

TT 若手:Ｈ

TT 若手:Ｉ
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理論主導の理論・実験融
合研究のモデルケース
として世に発信できた
国際会議・雑誌への発表
およびお茶大の国際的
認知度向上への貢献

表Ⅳ−４−４ TT 若手の産業界への貢献とその効果の代表例
産学連携相手
TT 若手

（明記できな
いときには分

共同研究の概要と期待する成果

連携の工夫と波及効果

野のみ記入）
TT 若手:Ｈ

デジタル技術

「家庭用ロボットに関する研究」

関連開発企業

社会要請に応じた「女性に受け入
れられる家庭用ロボット」の実現
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該当なし

「Ⅴ．実施期間終了後の人材養成システム改革の状況」に係る図表
「１．実施期間終了後の人材養成システム改革の内容」に係る図表
表Ⅴ-１-１ 実施期間終了後、既に導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の実績
テニュアトラッ
ク導入部局

Ａ：年度平均
新規採用人数
(准教授以下)
（人）

Ｂ：テニュアト
Ｂ／Ａ
ラック教員新規 テニュアトラッ
採用計画
ク教員率
（年度平均，人）
（％）

大学院人間文化
創成科学研究科

6

1.3

21.6%

機関合計

6

1.3

21.6%

資金計画

人件費：部局定員
研究費：部局の経費

「２．実施期間終了後の資金計画」に係る図表
表Ⅴ-２-１ 実施期間終了後の資金計画
運営費交付金(百万円)

６年目
（24 年度）

７年目
(25 年度)

８年目
（26 年度）

その他(百万円)

人件費

28

0

研究費

2

0

その他の経費

0

0

人件費

35

0

研究費

2.5

0

その他の経費

0

0

人件費

42

0

研究費

3

0

その他の経費

0

0
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【参考資料】
参考１ 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
平成 18 年 3 月に閣議決定された第三期科学技術基本計画において、5 年間に「女性研究者の
採用目標を自然科学系全体として 25％とする」数値目標が設定された。お茶の水女子大学では、女
性教員が教授、助教授、講師合わせて 39.7%、自然系の女性教員の割合は 30.1%である。自然系の
博士学位取得者は過去 3 年間に年平均で約 50 名にのぼる多数であり、国内外の女性研究者･教員
の増加に貢献してきた。
このプログラムでは、「お茶大アカデミック・プロダクション」を新たに組織し、学長、役員、教員は、
若手研究者が自由に新領域に挑戦できる環境を整備し、研究費の獲得力を伝授し、准教授ポスト
への推薦など、シニア教員としての役割を担う。平成 19 年度に大学院に新設する先端融合部門で、
先端的研究者とのセミナーや共同研究の機会を与え、生活者の視点をもった新分野の研究力を強
化する。
大学の准教授に要請される教育力の養成は、大学院・学部での教育トレーニングによって実践的
教育力を向上させるとともに、マネジメント能力を開発する。
（２）３年目における具体的な目標
国際公募する研究者の中から 6 名程度を特任助教として採用する。
中間時(3 年目)までに以下の目標を達成する。
① 生活者の視点をもった新領域研究を奨励する。競争的資金獲得のための研究申請法や知財・
特許申請に関する研修と実践、産学連携に関する意識づけを行う。研究成果の積極的発信を行うな
ど、研究のさらなる発展のためにコーチングシステムを導入する。
② 大学院教育における専門科目の講義や専門レベルの英語による講義の訓練を実施し、関連す
る教員がアドバイスを行う目的で評価する。
③ マネジメントの資質を向上させるために、研究、教育場面でのディスカッションを重視し、コミュニ
ケーション能力を質的に高める訓練やハラスメント対応力を身につける。
中間評価は本人に通知し、終了時までの実施計画を確認する。
（３）実施期間終了後における具体的な目標
① 挑戦の成果を公表する。インパクトファクターが上位の専門誌への論文掲載を推進するだけでな
く、独創性の高い研究成果は、インパクトファクターとは関わりなく高く評価することで、助教を激励す
る。
② 学部専門教育のトレーニングも行い、大学院・学部での教育能力を強化する。
③ 学会のシンポジウムの企画や国際会議の企画に参加する。
④ テニュアつきポストに就職する。
⑤ 終了時には本プログラムによって形成・検証された「挑戦する自立的若手人材育成システム」を
外部に発信する。
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（４）実施期間終了後の取組
「お茶大アカデミック・プロダクション」を引き続き運用し、支援終了後も若手人材育成に継続的に
取り組み、研究教育機関で活躍できる自立し挑戦する若手研究者を恒常的に育成する。資金源とし
て運営交付金や各種競争的資金を充当する。
（５）期待される波及効果
このプログラムは、生活者の視点をもった研究者として新分野に挑戦する若手人材を育成し、日
本の次世代を担う教育・研究者集団のリーダーを、大学・大学院や各種研究所、企業などに供給す
る。本プログラムの実施は、教育・研究者に期待される「新分野に挑戦する力」、「高度な教育力」、
「マネジメント力」、「生活者としての視点」を備え、リーダーとなるための総合的な資質を向上させる
効果をもたらす。本プログラムで採用する助教には女性も含まれることから、第三期科学技術基本計
画の数値目標である自然系の女性研究者 25％の達成にも寄与する。
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参考２ 採択時コメント
提案機関は女性研究者の育成について積極的に取り組んでおり、その実績を活かした構想であ
る。研究能力のみならず、教育力・マネージメント力を含めた総合的な人材育成を目指す点、採用の
6 割を女性とする点に特色があり、若手女性研究者の育成モデルとなることが期待される。 なお、採
択にあたり以下の 2 点を条件とする。
①プロジェクト終了時までに、特任助教をサポートするアカデミックアシスタントを対象としたテニュ
アトラックの方策を立てること。②独立した研究環境を構築するため、研究費について充実させるこ
と。
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参考３ 中間評価報告書
課題の概要
学長、役員を中心に「お茶大アカデミック・プロダクション」を組織し、メンター制によって新分野に
挑戦する自立的若手研究者を育成する。国際公募によって６名程度の特任助教を採用する。スター
トアップのための研究費、スペースを大学執行部が提供し、独自の研究を奨励する他、先端融合部
門の教員との共同研究の機会を与える。学長、役員会が中心となり、学外ポストへの挑戦のノウハウ
や競争的資金獲得の手だてを伝授する。本プログラムの中期（３年後）と終了時に研究能力、教育
能力、マネジメント能力の評価結果を基に審査し、テニュアポストとして２名の准教授採用を予定し、
本事業進行中にテニュアのポストを得る可能性も視野に入れる。
（１）総合評価（所期の計画と同等の取組が行われている）
所期の計画に基づいて着実に取組が進められている。提案書における若手研究者の６割を女性
研究者とする目標には到達していないものの国際公募によって女性研究者４名を含む特任助教９名
を採用し、女性研究者を増やす努力は評価される。学長のリーダーシップの下、役員会を中心とした
人材システム改革が進められ、研究スペース・研究資金などの自立的環境も整備され、また、全学へ
のテニュアトラック制の導入計画を立案したことも評価される。今後は、女性研究者ばかりではなく外
国籍研究者の応募・採用を積極的に進め、全学でのテニュアトラック制の定着に向けた制度設計を
行うとともに、「お茶大アカデミックプロダクション」と部局との密接な連携を図り、若手研究者の育成と
キャリアアップ支援をより具体的に計画し実行することが必要である。＜総合評価：Ｂ＞
（２）個別評価
①進捗状況
ミッションステートメントに記載された目標は達成しており、所期の計画どおりに進捗している。当初
は特任助教６名を採用する予定であったが、９名採用に変更しテニュアポストを２名から３～４名に増
員していることは評価される。今後は、テニュアポストの恒常的な増加に向けた更なる努力が望まれ
る。また、採用後の教育能力の育成のための英語による講義や知財・倫理教育、異分野間の研究者
交流など若手研究者の育成方針としては適切であり、具体的な実施計画の策定・実行によって、優
れた若手研究者を輩出することが期待される。
②国際公募・審査・業績評価
国際公募による187 名の応募者から９名のうち４名の女性研究者を採用し、他大学に比べ女性研
究者採用比率が高く、女性研究者の育成は進んでいる。今後、全学レベルのテニュアトラック制の導
入に際し、若手研究者の選考・採用に当たっては、確実に学外の審査委員を委嘱することが必要で
ある。若手研究者の業績評価にメンター教員２名が参加していることは評価されるが、若手研究者の
自立性確保のためにメンターの役割をより明確にするとともに、定期的にメンター相互の意思統一を
図ることが望まれる。
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）
ディスカッションを重視し、マネジメント力を向上させる育成方針は明確であり、若手研究者の学術
的視野の拡大や学術論文の増加につなげていること、お茶大アカデミックプロダクション研究棟を自
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主財源で建設し、若手研究者の自立性を担保していること、また、各若手研究者に１名の特任リサー
チフェローを付けたことは若手研究者の人材育成能力養成に役立っているものと評価される。メンタ
ーなどによるきめ細かい対応がなされているが、独立した研究棟に隔離することによって若手研究者
が孤立することのないよう配慮が必要であり、また、公募によって採用した特任リサーチフェローのキ
ャリアパス支援が明確ではなく、具体化が望まれる。
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）
お茶大アカデミックプロダクションにおける人事に諮問委員会を設置し、月１回、若手研究者の状
況を把握し問題解決できる体制を取っており、研究会などを通じて若手研究者の研究能力の周知、
テニュアトラック制導入の説明を行っている点は評価される。今後も、学内外にテニュアトラック制導
入による人材システム改革への効果を継続的かつ明確に説明することが必要である。また、PDCA
サイクルを活用して問題点を発掘し改善を継続することによって、人材システム改革に向けたマネジ
メントシステムの更なる充実が必要である。
⑤今後の進め方
テニュアトラック制の学内浸透を行っており、意欲的に制度改革に取り組んでいることは評価され
る。今後は、特任リサーチフェローのキャリアパス支援の具体化や、特任リサーチフェローのキャリア
パスの一つとしているテニュアトラックの採用枠拡大が求められる。また、従来からの制度によって採
用されている若手研究者とテニュアトラック制で採用された若手研究者との間に研究資金や研究ス
ペース等の格差が生じることについて、全学的な意見交換や理解を得ることなどによって、全学レベ
ルでのテニュアトラック制導入の具体化を推し進める必要がある。
⑥実施期間終了後の継続性
将来は全ての分野で、新規採用教員の７～８割程度をテニュアトラック制にする構想が示されてお
り、他の小規模大学や女子大学などにおけるテニュアトラック制導入のモデル事例になることが求め
られる。セーフティネットとしての産学連携を視野に入れたキャリア支援センターを充実させ、学長の
リーダーシップの下、全学的なシステム改革を着実に進めることによって、多様な若手研究者を継続
的に確保し、輩出することが期待される。
（３）評価結果
国際公募・
総合評価

進捗状況

審査・
業績評価

Ｂ

ｂ

ｂ

人材養成シ

人材養成シ

ステム改革

ステム改革

今後の

（実施内

（マネジメ

進め方

容・実績）

ント）

ｂ

ｂ

ｂ

実施期間
終了後の
継続性

ｂ

注：評点は A（ａ）～Ｄ（ｄ）の４段階であった。
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参考４ 「中期目標・中期計画」などにおける“若手研究者の採用・育成”、“テニュアトラック制の導
入”、“機関の人材養成システム改革（人事システム改革など）”などに関連する記載状況
【国立大学法人お茶の水女子大学の中期目標】
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標
１ 教育に関する目標
（中略）
２ 研究に関する目標
(１) 研究水準及び研究の成果等に関する目標
１．本学が拠点化を図る領域において、世界トップレベルの研究を行い、国際拠点を築く。
２．国際的に活躍できる若手研究者や優れた女性研究者を育成する。
（中略）
(２) 研究実施体制等に関する目標
１．大学全体の中・長期的な人員計画のもとで、研究者の重点的・機動的な人員配置を行う。
【国立大学法人お茶の水女子大学の中期計画】
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 教育に関する目標を達成するための措置
（中略）
２ 研究に関する目標を達成するための措置
(１) 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置
（中略）
(２) 研究実施体制等に関する目標を達成するための措置
１．研究の活性化のため、学外との連携を含めて広く学内外に人材を求め、任期付き研究者を重点
的に配置する。
２．妊娠・出産・育児等と研究との両立が可能となるように、ライフスタイルの多様性を尊重する研究・
勤務体制を築き、研究の活性化を図る。
３．若手女性研究者個々人に対してカスタマイズした研究支援体制を構築する。
Ⅹ その他
１．施設・設備に関する計画
（中略）
２．人事に関する計画
○ 人事方針、人事交流および職員の育成方針
・ 法人本部のマネジメント機能を強化し、教育研究の充実に力点を置きつつ、戦略的な人事政策・
資源配分を行う。
・ 学長のリーダーシップ発揮の基盤を充実させ、教育研究の戦略的重点化を推進する。
・ 人事に関するポリシーを策定する。
・ 任期制教員など、国籍・性別を問わず多様な雇用を推進し、教員組織の活性化を図る。
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・ 広く学内外に人材を求め、研究活性化のために任期付き研究者を重点的に配置する。
（中略）

【平成２４年度 国立大学法人お茶の水女子大学 年度計画】
２ 研究に関する目標を達成するための措置
（１） 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置
１．本学に固有な伝統的分野や研究ポテンシャルの高い分野の研究を推進するとともに、拠点化のた
めに必要なリソースを重点的に配分する。
（中略）
２．女性の活躍が期待される研究領域を推進、開拓するとともに若手研究者を育成する。
① 引き続き、女性研究者に対する要請の高い領域に特化した研究プロジェクトを推進する。
② お茶大アカデミック・プロダクションのプロジェクトを継承し、テニュアトラック制による若手研究者
の人材育成を行う。
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参考５-１ 平成 19 年度第１回目（通算第１回目）国際公募要領（和文）
お茶の水女子大学 特任助教（9 名）の国際公募について
１．職名と職位
お茶の水女子大学特任助教（任期付）
２．任用期間と昇進
最初の任用期間は、採用の日（最も早くて平成 19 年（2007 年）12 月初旬）から平成 21 年（2009 年）3
月 31 日です。研究業績の中間評価により、平成 24 年（2012 年）3 月 31 日まで任用期間は延長されま
す。お茶の水女子大学に置かれた選定・評価委員会により最終評価が行われ、評価が高い場合、特任
助教はテニュアを取得し、准教授に昇進します。
３．目的と職務内容：
3 年から 5 年の間、特任助教は、ＰＩ（プリンシパル・インベスティゲータ）として、研究を先導し、研究マ
ネジメントを行うとともに、大学院人間文化創成科学研究科に平成 19 年（2007 年）4 月から設置された
先端融合部門の教員及びその他関連する教員と連携を保ちつつ、最先端の科学活動と教育の質の向
上を図ることが期待されています。本研究科では、創造的で画期的な研究とアントレプレナーシップ（進
取性）が重視されています。中間評価は、研究の質に基づき行われ、雇用契約の継続の判断に反映さ
れます。最終評価は 5 年目に行われます。
４．研究分野：
分野
生命情報学

キーワード
比較ゲノム、動的構造生物学、生体分子相互作用、システム
ズバイオロジー、機械学習、自然言語処理

量子情報科学

量子通信、エンタングルメント、非平衡系、量子力学の基礎

シミュレーション科学

環境シミュレーション、コンピューターグラフィクス、計算物理、
計算化学、計算流体力学

ソフトマターサイエンス

非平衡・非線形、相転移、レオロジー、生体物質、理論・シミュ
レーション

超分子化学

創薬化学、構造有機化学、分子デバイス・分子マシーン、生
理活性物質

ユビキタス・コンピューティング

スマートハウス、ヒューマンインターフェース、実世界志向、モ
バイル・ウェアラブル、状況依存

上記に関連する

上記に関連するキーワード

基礎科学・応用科学
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５．給与
年俸手取りで 620 万円程度
６．研究費
研究費は、研究計画に基づき年間 100 万円～1000 万円が支給されます（機器等を含む）。特任助教
は、日本国内の競争的研究資金に応募できます。また、支援体制として、必要に応じ、大学は１名のポ
スドク相当の特任リサーチ・フェローを採用します。
７．勤務形態
フル・タイムの常勤、裁量労働制
８．応募・採用条件等
(1) 応募資格
優れた研究歴と創造的かつ自立的な研究遂行能力を有し、平成 19 年 8 月 1 日時点において博士の
学位取得後 10 年以内の若手研究者
(2) 必要書類
a. 応募票（所定様式として、本要領 4 ページの「応募票」をお使いください。）
b. 履歴書（大学卒業以降の学歴・研究歴等（年月明記）を記入し、写真付のもの）
c. 推薦状 2 通以上。推薦者の氏名、所属、e-mail アドレス
d. これまでの研究の概要（英語または日本語５ページ以内）
e. 研究業績リスト（論文、著書、招待講演、受賞等）
f. 本プログラムにおける研究計画書（英語または日本語 2 ページ程度）
g. 研究に必要な設備と機器
h. 研究費取得及び申請中リスト
i. 主要な論文別刷 5 編以内（コピー可）
j. その他参考資料（特許等）
(3) 応募締切と審査スケジュール等
a. 応募締切 平成 19 年 10 月 1 日（月曜日）(必着)
b. 審査スケジュール等
第１次審査（書類選考）：10 月中
第２次審査（面接等）：10 月下旬～11 月下旬（応募状況によって変更があります。）
審査結果の公表：12 月初旬
任用契約：12 月初旬頃から（最も早い場合）
c. 応募書類提出先
〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1
国立大学法人お茶の水女子大学長 宛
封筒の表に「若手育成プログラム特任助教応募書類在中」と朱記のうえ、必ず簡易書留で送付してく
ださい。
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d. その他
応募書類は、返却いたしません。第１次審査は、書類選考で行われます。第１次審査に合格した後、
候補者はお茶の水女子大学において、面接審査を受けます。旅費の負担は、申し出により本学規程に
基づき、本学が行います。採用決定後、お茶の水女子大学より、採用合格者に対し連絡を行います。最
初の移転費用は大学の規程に基づき支給します。また、本学による宿舎貸与、お子さんのための保育
や初等教育等のサポートをできる限り行います。
e. 問い合わせ先
お問い合わせは以下の e-mail または fax でのみ受け付けます。
お茶大アカデミック・プロダクション責任者：
担当教授：
e-mail: ; fax:
件名に「若手育成プログラム特任助教の公募」と明記してください。
９．その他
お茶の水女子大学ホームページ

日本語：http://www.ocha.ac.jp/
英語：http://www.ocha.ac.jp/index-e.html
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応募票

募集研究分野

キーワード

氏名（ふりがな）

性別

生年月日

住所

電話番号

e-mail

国籍

学位
取得年月
学位名
取得大学名
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参考５-１ 平成 19 年度第１回目（通算第１回目）国際公募要領（英文）
Job Opening for Nine Assistant Professors in Pioneering Interdisciplinary Sciences
OchanomizuUniversity
How to Apply
1. Title and Status:
Program-Specific Assistant Professor of OchanomizuUniversity with a fixedterm of employment
2. Term of Employment and Promotion:
The first term is from the appointment day (early December, 2007, at theearliest) to March 31,
2009.The term will be extended to March 31, 2012,based on the interim assessment of the research
record. Based on the finalassessment by the Selection & Evaluation Committee of Ochanomizu
University,the employed assistant professors will obtain tenure and be promoted toassociate
professor if their research achievements are regarded as excellent.
3. Objectives and job description:
For 3-5 years, each employed assistant professor is expected to lead and managea research project
as PI (Principal Investigator), and to enhance frontierscientific activities and education with
outstanding faculty members in theDivision of Advanced Interdisciplinary Sciences, which was newly
established inthe Graduate School of Humanities and Sciences in April, 2007, in order toprioritize
creative andinnovative research and entrepreneurship.
An interim assessment will be made based on excellence in research results tojudge the continuation
of the job contract. A final assessment will also be madewithin the 5th year.
4. Research fields:

Fields
Bioinformatics

Key Words
Comparative genomics, Biomolecular
interaction,Dynamic structural biology, Systems
biology, Machinelearning, Natural language
processing

Quantum Information

Quantum communication,

Science

Entanglement,Non-equilibrium systems, Basis of
quantummachines

Simulation Science

Numerical simulation for environmental
sciences,Computer graphics and visual
computing,Computational sciences (physics,
chemistry, fluiddynamics, etc.)
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Soft-Matter Science

Non-equilibrium and Non-linear Phenomena,
Phasetransition, Rheology, Biological materials,
Theoryandsimulation

Supramolecular

Medicinal chemistry, Structural organic

Chemistry

chemistry,Molecular devices and machines, Bioactive
molecules

Ubiquitous Computing

Smart house, Human interface, Augmented
reality,Context-aware computing,
Mobile-wearablecomputing

Above-related basic and

Above-related key words

applied sciences
5. Salary: The salary after social insurance contribution, tax and benefits is about¥6,200,000 per year.
6. Research funds: Between ¥1,000,000 and ¥10,000,000 per year includingequipment.
Theprogram-specific assistant professor can apply for competitiveresearch funds in Japan. For research
assistance, one post-doctoral levelprogram-specific research fellow is employed, if necessary.
7. Working style: Full-time, discretionary labor system
8. Application and selection
(1) Qualifications:
Candidates should hold Ph.D. degrees granted within the past 10 years (as ofAugust 1, 2007), and have
outstanding research experience and excellentability to perform creative and independent research.
(2) Submission of application documents:
a. Application form (*Please use the Application Form on page 4 of this manualof “How to Apply”.)
b. Curriculum vitae (including education record from university andemployment/research record with
month/year, and full-face photo)
c. Recommendation letters (2 or more. Please indicate the contact e-mailaddresses and affiliations of
the recommenders who we can contact asoccasion arises.)
d. General outline of previous research achievements (up to 5 pages includingkey words)
e. List of achievements (publications, invited talks, awards)
f. Description of research plan for the program (about 2 pages)
g. List of facilities and equipment necessary for the research
h. List of grants previously acquired and currently applied
i. Offprints or photocopies of major papers (up to 5 papers)
j. Other references (patents, etc.)
(3) Submission deadline and selection schedule
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a . Submission deadlineof application documents: October 1, 2007
b. Selection schedule:
1st review: in October, 2007
2nd review: from the end of October to the end of November, 2007
Announcement of successful appointment: early December, 2007
Contract of Employment: from early December, 2007
(There will be a possibility of delay.)
c. Mail address for submitting the application
Please send your application to
President
OchanomizuUniversity
2-1-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8610, JAPAN
Mailing should be registered. On the envelope, please write “Application forAssistant Professor” in
red.
d. Miscellaneous
All submitted materials will NOT be returned to applicant as a rule.
First review will be made based on the submitted application documents.
Following this, shortlisted candidates will have an oral examination atOchanomizu University, Japan.
The university covers the cost of travel, ifnecessary. The Ochanomizu University Academic
Production will correspondwith successful applicants to prepare for the recruitment. There will be
aninitial settlement allowance paid to the appointees under our paymentregulations. The university will
assist, to the best of our ability, in housing,nursery, elementary education for children and other
matters, if necessary.
e. Inquiry
For further inquiries, please fax or e-mail either to;
Prof. (Head of OchanomizuUniversity Academic Production) or
Prof.
OchanomizuUniversity Academic Production
fax:
e-mail:
9. Other information
Ochanomizu University Website:
http://www.ocha.ac.jp/index-e.html (English)
http://www.ocha.ac.jp (Japanese)
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Application Form
Research fields

Keywords

Name

Sex

Date of Birth

Address

Phone

e-mail

Nationality

Degree
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参考６TT 若手に対する中間評価基準（和文）

若手研究者の中間評価基準
主な指標・データ

分析・評価
評価委員会は、各特任助教及び各特任リサーチ・フェローに対
し、それぞれ３名の評価委員をもって組織する。この３名の評

１

評価委員会

価委員の構成は、外部有識者１名、被評価者が指名する教員１
名、お茶大アカデミック・プロダクション所属の教員１名とす
る。
特任助教と特任リサーチ・フェローの論文につき、論文数なら

２

投稿論文数と質

びに論文内容に対する評価を行う。その際、掲載誌のクオリテ
ィー、インパクトファクター及び論文の被引用数を考慮する
が、論文内容の先進性、先端性をも評価の対象とする。

３

４

５

６

国 際 学 会 へ の 参 加 実 特任助教ならびに特任リサーチ・フェローの国際学会への参加
績

実績をその発表内容と併せて評価する。

学会・シンポジウムの 国内外を問わず、学会やシンポジウムの実施実績によって企画
企画、実施実績

教育力の評価

マネジメント能力の
評価

力及び実行力を評価する。

教員の指導の下で大学院生、学部生に対する教育実践を行い、
学生による授業評価を含め、その成果を評価する。
特任助教がそれぞれの特任リサーチ・フェローと共同研究を行
う計画であり、その際に仕事の分担と指示が効果的に実施され
ているかを評価する。
評価項目２～６の他、共同研究や競争的研究資金等の獲得状

７

特筆に値する事項

況、特許など知的財産の創出件数、学会・国際会議等における
組織委員、プログラム委員等になった回数など、特筆に値する
事項も評価の対象とする。
特任助教の研究力、教育力、マネジメント能力の向上を評価す
るとともに、共同研究者である特任リサーチ・フェローのスキ

８

総合評価

ルアップをも評価対象とする。このことにより若手人材育成シ
ステムが循環型として作用するかどうかを見極め、特任助教に
対する総合的評価の対象とする。

63

参考６ TT 若手に対する中間評価基準（英文）

１

Major index & data

Analysis & Evaluation

Evaluation committee

A group of three committee members will evaluate each Assistant
Professor and Research Fellow. The group consists of an external
expert, a teacher who is selected by the receiver of the evaluation,
and an ACPRO teacher.

The number of
２

submitted papers and
quality
Attendance at

３

international academic
conferences

The papers of Research Fellows and Tenure track Assistant
Professors will be evaluated by number and their quality. Also, the
quality of appeared journal, its impact factor, and number of times
research papers cited will be considered as well as innovativeness
and progressiveness of the contents.
The attendance of Assistant Professors and Research Fellows at
international academic conferences will be included into the
evaluation as well as their presentation contents there.

４

Planning and
organizing academic
conferences/symposia

Assistant Professors’ planning and implementation abilities will be
assessed by their performance of organizing domestic/international
academic conferences and symposia.

５

Teaching skills

Class teaching for the graduate and undergraduate students will be
done under the lead of our teachers. The result will be assessed
including the student feedback.

Management skills

It is planned that Assistant Professors and Research Fellows will do
joint research. Assistant Professors will be evaluated according to
their work share balances with Research Fellows and accuracy and
efficiency of the instruction towards Research Fellows.

Particularly notable
issues

Other than the major index & data 2-6, some noteworthy issues such
as statuses of joint research, obtaining competitive research funds,
number of produced intellectual properties such as patents, and
number of times to be an organizing committee and/or program
committee member of academic and/or international conferences will
also be the points of the evaluation.

Overall evaluation

Assistant Professors’ skill improvement in research, teaching, and
management abilities will be evaluated. Research Fellows’
improvement in these abilities will be also counted as Assistant
Professors’ performance. The university will judge whether this
project works as a cyclical system of young researcher development
or not. And the result of their judgment will also be one of the points
of the overall evaluation.

６

７

８
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参考７TT 若手に対するテニュア審査基準（和文）

国立大学法人お茶の水女子大学
お茶大アカデミック・プロダクション 特任助教のテニュア審査基準

評価項目

評価の観点
特任助教と特任リサーチフェローの論文につき、掲載論文数な

１

論文数と質

らびに論文内容に対する評価を行う。その際、掲載誌のクオリ
ティー、インパクトファクター及び論文の被引用数を考慮する
が、論文内容の先進性、先端性をも評価の対象とする。

２

３

４

国際学会における

特任助教ならびに特任リサーチフェローの国際学会における発

発表実績

表実績を評価する。

学会・シンポジウムの

国内外を問わず、学会やシンポジウム等の実施実績によって企

企画、実施実績

画力及び実行力を評価する。

教育力の評価

教員の指導の下で大学院生、学部生に対する教育実践を行い、
学生による授業評価を含め、その成果を評価する。

特任助教がそれぞれの特任リサーチフェローと共同研究を行う

５

マネジメント能力の評価

ことも、本事業の計画の１つであり、その際に仕事の分担と指
示が効果的に実施されているかを評価する。
共同研究や競争的研究資金等の獲得状況、特許など知的財産の

６

特筆に値する事項

創出件数、学会・国際会議等における組織委員、プログラム委
員等になった回数など、特筆に値する事項も評価の対象とする。

若手人材育成システムが循環型として作用するかどうかを見極

７

総合評価

めるため、特任助教について上記の全てを含めて総合的に評価
する。また、共同研究者である特任リサーチフェローの研究者
としての成長をも評価対象とする。
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参考７ TT 若手に対するテニュア審査基準（英文）

Final evaluation criterion for Assistant Professors
Evaluation item

１

２

３

４

５

６

７

The number of submitted
papers and quality

Presentations at international
academic conferences

Planning and organizing
academicconferences/symposia

Point of Evaluation
The papers appeared in the academic journals of
Tenure track Assistant Professors will be evaluated by
number and their quality. Also, the quality of appeared
journal, its impact factor, and number of timesresearch
papers cited will be considered as well as
innovativeness and progressiveness of the contents.

The presentations of Assistant Professors and
Research Fellows at international academic
conferences will be included into the evaluation.
Assistant Professors’ planning and implementation
abilities will be assessed by their performance of
organizing domestic/international academic
conferences and symposia.

Teaching skills

The result including the student feedback of Class
teaching for the graduate and undergraduate students
conducted under the lead of our teacherswill be
assessed.

Management skills

It is one of this project plansthat Assistant Professors
and Research Fellows conduct joint research. Assistant
Professors will be evaluated according to their work
share balances with Research Fellows and accuracy
and efficiency of the instruction towards Research
Fellows.

Particularly notable issues

Some noteworthy issues such as statuses of joint
research, obtaining competitive research funds, number
of produced intellectual properties such as patents, and
number of times to be an organizing committee and/or
program committee member of academic and/or
international conferences will also be the points of the
evaluation.

Overall evaluation

Assistant Professors will be evaluated considering all
the items above comprehensively to determine whether
the young human resource development system
functions as a circulating system. Improvements of
Research Fellows as researchers will also be counted.
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参考８ 機関全体及び部局のテニュアトラック制に係る規程
○国立大学法人お茶の水女子大学「お茶大アカデミック・プロダクション」におけるテニュアトラッ
ク制に関する規則

(平成 22 年 11 月 24 日制定)
(目的)
第 1 条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学「お茶大アカデミック・プロダクション」(以下「お茶
大アカデミック・プロダクション」という。)におけるテニュアトラック制に関し必要な事項を定めることを目
的とする。
(定義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) テニュア 定年制適用職員としての身分をいう。
(2) テニュアトラック制 テニュアトラック期間満了時までにテニュアの獲得に係る審査を行い、可とさ
れた大学教員についてテニュアを付与する制度(不可となった場合は、テニュアトラック期間満了を
もって退職する制度)をいう。
(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制の職に任用された大学教員をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として任用されてからテニュアを獲得するまでの期間
(テニュアを獲得できなかった場合は、当該任期が満了するまでの期間)をいう。
(対象となる職等)
第 3 条 この規則の対象となる大学教員は、「お茶大アカデミック・プロダクション」の特任助教とする。
(テニュアトラックの期間)
第 4 条 テニュアトラック期間は、5 年以内とする。
2 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 14 条第 1 項第 1 号及び労働基準法第 14 条第 1 項第 1 号
の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成 15 年厚生労働省告示第 356 号)の定めるところにより、
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学 位を含む。)を有する者その他の高度の専門
的知識等を有する者以外の者に対し、3 年以上のテニュアトラック期間を付与する場合は、3 年の労働契
約期間の 後に、残余の期間について契約更新を行うものとする。
(同意及び説明責任)
第 5 条 テニュアトラック教員を任用する場合は、書面により、任用される者の同意を得なければならな
い。
2 学長は、前項の同意を得る場合には、テニュアトラック教員として知っておくべき事項について、あら
かじめ説明しなければならない。
(テニュア獲得に係る審査)
第 6 条 テニュア獲得に係る審査は、国立大学法人お茶の水女子大学教員選考規則第 1 条の規定にか
かわらず、役員会の議を経て、学長が行うものとする。
2 学長は、前項の審査にあたり、テニュア資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置し、
その審査を経るものとする。
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3 テニュア獲得に係る審査は、原則としてテニュアトラックの期間が満了する 7 月前までに終えるものと
し、学長は、その結果について、速やかに当該教員に通知するものとする。
4 資格審査委員会については、学長が別に定める。
(テニュアが獲得できなかった場合の取扱い)
第 7 条 テニュア獲得に係る審査で不可とされた当該教員から、転出準備等のため当初の労働契約期
間を超えて契約を更新したい旨の申し出があった場合には、6 月を限度としてこれを更新することができ
るものとする。
2 前項の規定に基づく労働条件については、学長が別に定める。
(テニュアの獲得に係る審査に対する異議申立て)
第 8 条 テニュア獲得に係る審査を受けた当該教員は、審査結果について異議がある場合には、書面
により学長あてに異議の申立てを行うことができる。ただし、異議申立ては、審査結果の通知を受けた
日の翌日から起算して 14 日以内にしなければならない。
2 学長は、前項の異議申立てを受けたときは、役員会において、当該申立書に基づき審査の要否を判
断のうえ、審査の必要性があると認められた場合には、役員会のもと不服審査委員会を設置し、資格審
査委員会における審査手続及び審査結果の妥当性について審査を行うものとする。この審査に当たり、
当該教員は、不服審査委員会において意見陳述を行うことができる。
3 前項の規定における審査の結果、あらためて審査を行う必要があると認められた場合には、学長は、
不服審査委員会での審査結果を付して、当該資格審査委員会に対して再審査を求めるものとする。
4 前 2 項に定める審査は、原則として当該教員のテニュアトラックの期間が満了するまでに終えるもの
とする。
(その他)
第 9 条 テニュアトラック制により任用されている当該教員が、当該テニュアトラックの期間中に他の任期
の定めのない職に昇任した場合には、当該昇任に係る審査結果をもってテニュアを獲得したものとみな
す。
(雑則)
第 10 条 この規則に定めるもののほか、「お茶大アカデミック・プロダクション」におけるテニュアトラック
制に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成 22 年 11 月 24 日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に任用されている「お茶大アカデミック・プロダクション」の特任助教は、この
規則により、任用された者とみなす。
3 前項の規定により、テニュアトラック教員とみなされた「お茶大アカデミック・プロダクション」の特任助
教のテニュアトラック期間は、当該教員がお茶の水女子大学に任用された日をその始期とする。
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