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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：先端領域若手研究者グローバル人材育成
■機関名：国立大学法人 電気通信大学
■代表者名（役職）：梶谷 誠（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年目までの総額 ４８１．８百万円（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
研究のポテンシャルとしては、多数の大型の競争的資金（２１世紀ＣＯＥプログラム、科学技術振興
調整費、戦略的情報通信研究開発推進事業など）の採択や民間との共同研究の幅広い展開（産学連
携収入の伸び率全国９位など）、各種の国際共同研究の実施、日米科学技術協力事業、アジア研究
教育拠点形成事業等への参加などにより、本学の研究力並びに実績に対しては国内外から高い評価
を受けている。
若手研究者育成のために各種の学内競争的支援（若手研究支援、若手のための萌芽的研究支援
および国際会議派遣支援（３年間で４２件））、研究プロジェクトに関連するＲＡ経費支援（年平均７８名
分）、若手教員海外研修制度の導入を実施している。助手クラスの人材育成においては、約９０名中こ
の３年間で内部昇格１１名、外部機関への昇格など２３名の実績を有している。
人材育成システムに関しては、幾つかの拠点・部署において若手教員の任期制度を導入しており、
今後はさらに任期制を拡大し、全学の新規助教に適用することを決定している。若手研究者育成のた
めの准教授ポストの教授への流用制度も実施している。

人材システム改革・若手研究者育成の構想
学外委員を含む「若手グローバル人材育成委員会」を学長のもとに設置し、この委員会の主導によ
り、ポスドク経験者等を５年任期の特任助教として国際公募し、採用する。本学における育成制度の特
徴は、制度、資金、スペースで研究の自立性を保障するだけではなく、①任期２年目での国際的トップ
ランクの研究機関への長期（10ヶ月）の派遣、②任期後半での授業の担当、③メンター制度の導入、④
研究と教育の評価、⑤テニュア・ポストは准教授または教授、にある。
実施期間終了後は今回の制度を任期付き新規助教の採用に拡充していく。
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ミッションステートメントの概要
初年度：約５名の若手研究者を国際公募で採用し、その育成のためのメンター制度を発足させる。
３年目（中間時）：学外委員を含めて中間評価を行う。中間評価では、学外派遣の成果、今後の研究の
方向性・計画などについて評価する。３年目までに、 評価基準やメンター制度の確立を図る。
５年目（終了時）：テニュア・トラック教員の研究・教育に関する最終評価を「若手 グローバル人材育成
委員会」で行い、審査合格者を准教授または教授のテニュアとして採用し、その成果による優位性を
示す。テニュア・トラック制度をすべての学科・専攻における一般の助教の公募採用に連結させ、安
定運用に移行する。

課題の実施体制

若手グローバル人材育成委員会（委員長：学長）
（外部評価委員の参加）

協

・評価・審査

力

・テニュア・ポストの提供
・兼担の受入れ
・テニュア取得教員の受入れ

部局

先端領域教育研究センター
構成員
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５年目 テニュア審査

メンター教員
テニュア取得および優
れた教育者になるため
の指導

３年目 中間評価

国際公募、選考

（十ヶ月間）
２年目 学外派遣

特任助教

特任助教
（テニュアトラック教員）
研究の推進、兼担で引
き受けた学生の指導

外部機関

外部機関

への異動

への異動

テニュア取得
准教授・教授

研
究
指
導
資
格
の
見
直
し

若手研究者人材育成（課題の実施内容）
ICT*および関連科学技術の先端領域における研究・教育の世界拠点
世界・社会を舞台とする若手研究者育成 （大学内外、国内外に留まらないキャリアパス）
今回の提案

21世紀の社会

大学の基本方針

分野

ICTとその関連理工学分野

研究

国際的、社会的連携の重視

教育

優れた研究者は優れた教育者

ユビキタス・知識基盤・グローバ
ル社会を支える発展分野
大学は社会の先導役、世界・社
会のための科学
科学技術立国の人づくり

自立的な研究環境の整備と育成の取組み
1）研究スペース、研究資金の配分
2) ２年目に１０ヶ月間の国内外の外部機関への派遣
3）メンター教員（共同研究者ではない）制度による育成
4）３年目以降は毎年１科目の授業を担当（教育者像の明確化）
5）学内委員会等の業務 の免除
6）研究と教育の評価を実施
7)テニュア・ポストは准教授または教授
＊ICT ： Information and Communication Technology（情報通信技術）の略

2．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
現行組織の問題点：現在は、当該分野における研究レベルや年齢の高さにおいて課題を抱えている
助手が在籍していることが問題となっている。
人材システム改革の手法：本学で既に取り組みつつある手法としては、まず、次の大学を担う実質的中
核になりうる准教授については、完全公募で優れた人材を募る。
次に、今後採用する助教（従来の助手）については、任期付きとし、公募によって広く人材を募るととも
に、任期途中での、あるいは任期終了時での准教授等の公募に耐える人材に育成するものとする。今回
の申請提案により、その助教の公募制をテニュア・トラック制に連結させるものとし、人材像とレベルを明
確にする。
テニュア・トラック終了後のテニュア・ポストとしては、人材像の明確な准教授または教授とする。すなわ
ち、これらの教員を国際的レベルの研究を担う集団とし、国際的活動と社会との連携を密にした活動をそ
の特徴とする。こうした活性化の影響を特に次の世代の助教クラスに波及させる。またこうした教員による
教育によって学生（特に大学院生）に良い影響を与え、国際的視点とレベルへの指向性をもった理工系
の人材を社会に輩出できる組織構築を目指す。
（２）3 年目における具体的目標
ア）初年度採用の特任助教（5 名）は2 年目から3 年目にかけて学外派遣を終了しているので、その成
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果を検証することが可能となる。派遣に関わる計画・内容について、人材育成システム制度のメリットを
一層伸ばす工夫を以後の派遣および恒常的制度（4 年目の平成22 年度から開始の予定）での派遣
に反映させる。
イ）研究テーマの自立性の保障を前提として、メンター制度におけるメンター教員の役割と具体的指導
体制をそれまでの経験を踏まえて確立する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
ア）テニュア・トラック教員の研究・教育に関する最終評価を行い、審査合格者を准教授または教授のテ
ニュアとして採用する。審査内容によっては、産業界も含めた他大学等への転出によるテニュア獲得を
推進する。
イ）今回申請内容に基づく人材育成の成果の優位性を示すことによって、今回のようなテニュア・トラック
制度（指導体制・評価基準を含めて）を確立する。
ウ）テニュア・トラック制をすべての学科・専攻における一般の助教の公募採用に連結させ、安定運用に
移行する。
（４）実施期間終了後の取組
ア）今回のプログラム実施途中（4 年目）から、既存の部局での助教を対象に毎年、テニュア・トラック制
を実施する予定である。したがって、各部局は助教の採用に当たり、当初から今回のプログラム内容を
想定して募集・採用を行う。助教職を３年経験後（今回申請プログラムの4 年目）、助教がテニュア・トラ
ックに応募することを可とする。この場合の任期は4 年間とするが、それ以外のテニュア・トラック制度の
内容は今回の申請プログラムと同じとする。
イ）部局を問わずに、テニュア・トラックへの応募を可とし、この制度を全学に拡充する。毎年の特任助教
の人数枠は当面（試行期間）１～2 名とし、部局におけるその後の定年退職者（毎年10 名近い数）・転
出者のポストをテニュア・ポストの担保とすることにより、制度の維持を図る。
ウ）テニュア・ポストは部局の准教授あるいは教授とする。
（５）期待される波及効果
国際的研究のレベルと活躍の視点からみて優秀であり、かつ教育への熱意をもつ研究者を育成する
改革モデルである。グローバル化の進む世界のなかで、理工系大学組織の人材育成モデルとして波及
効果が大きい。こうした若手教員を理工系大学として育成することは、大学の研究レベルと産業の牽引力
の維持、社会との連携、学部生・大学院生への教育的影響のいずれにおいても計り知れない波及効果を
及ぼす。

3．採択時コメント
学長がリーダーシップを発揮できるよう、若手グローバル人材育成委員会のもと、「先端領域教育研究
センター」において、若手研究者に対し、研究資金、メンター、任期後半に教育の機会を提供する等、支
援プログラムについて綿密に計画された構想である。
また、優れた成果を挙げた若手研究者が評価を経た上で安定的な職につけるようにテニュア・ポストに
ついても十分に準備されている。大学独自の取組みとして、10 ヶ月間程度の海外研修を通じて、国際経
験を積ませる計画であり、若手研究者のさらなる飛躍が期待される。
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Ⅱ．所要経費
下記、 表-1. に示す。
表-1. 所要経費
経費の内容

（単位：百万円）
年
19 年度

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

科学技術
振興調整費
１．人件費
（1）特任准教授
（2）特任助教

5.9

度

48.9

*1
85.6

*1、*2
112.0

*1、*2
113.0

19.7
56.0
64.0
( ２名）( ７名）( ８名）
48.9
5.9
65.9
56.0
49.0
( ５名） ( ９名）( ９名）( ８名）( ７名）

総 額

365.4
139.7
225.7

65.8

45.2

32.1

45.0

45.0

233.1

16.3

19.5

17.2

19.0

22.5

94.5

４．旅費

0.9

8.7

16.5

8.5

34.6

５．その他

1.4

4.2

2.4

６．間接経費

27.1

37.9

46.2

52.8

56.7

220.7

調整費計

117.4

164.4

200.0

228.8

245.7

956.3

（自主的取組）
・運営費交付金
学長裁量経費

18.8

1.3

14.5

5.0

39.6

２．備品及び
試作品費
３．消耗品

・競争的資金の
間接経費
自主経費計

18.8

8.0

10.8

13.6

20.6

8.7

55.7

12.1

13.6

35.1

13.7

95.3

*1：平成 21 年度採用者から、公募する職名を助教のみから、准教授または助教に変更した。
*2：募集人員を平成 22 年度 2 名、23 年度 2 名から、平成 22 年度 4 名、23 年度 0 名に変更した。
（Ⅳ．今後の計画の１．参照）
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
平成 19 年 7 月、本プログラムの採択とほぼ同時に、本プログラムの推進のために、部局から独立
した人事推進母体として、学長を委員長とする「若手グローバル人材育成委員会」(以下「委員会」と
いう。)を設置し、若手研究者の育成に継続的に責任を持つ体制を整えた。
平成 19 年度は本プログラムによる助教 5 名を国際公募した。学内委員、学外委員からなる人事委
員会（人事 WG と呼称）を上記の人材育成委員会の下に設置し、第一段階の採用審査はこの人事
WG において応募書類、国内外の研究者への照会、面接により実施した。採用されたテニュア・トラ
ック教員は特任助教として部局から独立した新設の組織「先端領域教育研究センター」に所属し、
自主財源を含めた研究費と研究スペース、学内管理運営に関する業務の免除などの優遇措置を受
けて研究に専念し、3 年目以降は教育にも取り組むものとした。
テニュア・トラック教員は、基本的に独自の立場で研究を推進するが、各教員には経験・実績豊富
なシニア教員をメンター教員として配置し、「テニュア取得のため」や、将来「優れた教育者になるた
め」の助言や指導を積極的に行う体制を整えた。平成 20 年 3 月には、採用者の紹介と研究成果の
報告のために、先端領域教育研究センターの主催により「テニュア・トラック制度報告会」を実施し
た。
２年目の平成 20 年度では、本プログラムによって採用する特任助教数を 4 名とした他は、初年度
に採用したものと同じ方法によって人事関係の諸作業を実施し、４名の教員が着任し、研究室を開
設した。これまでの過去２年間の経験を踏まえて、３年目の平成２１年度に募集する２研究領域の募
集職位を「特任助教」から「特任助教または准教授」に改定した以外はこれまでと同じ方法によって
人事関係の諸作業を実施し、２名の教員採用を決定した。平成２１年３月には、１，２年目着任のテ
ニュア・トラック教員９名による研究計画を含む成果の発表会を「平成２０年度プログラム教員（テニュ
ア・トラック教員）研究成果報告会」として先端領域教育研究センターの主催により学内外に広く通
知し実施した。
平成２１年度に実施予定の中間評価に関して、平成２０年度に評価方法や評価基準などを慎重
に検討し、中間評価(３年目)と最終評価(５年目)を次の手順により、学外委員を含めた委員会で、実
施することを決定した。先ず、テニュア・トラック教員が提出する２年間の「研究成果報告書」とヒアリン
グ結果によって中間時（３年目）評価を行う。終了時（５年目）評価では、テニュア・トラック教員が提
出する「研究成果報告書」（最終評価）とメンター教員が提出するテニュア・トラック教員に係る「教育
活動報告書」並びにテニュア・トラック教員とのヒアリング結果により、業績の審査を行う。以上の委員
会決定内容を各テニュア・トラック教員並びにメンター教員に速やかに周知した。
これまでの主な取組内容を表-2 に示す。
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表-2. 実施状況
実施日
平成 19 年
6 月 15 日
7月2日
～9 月 3 日
9月7日
～9 月 26 日
9月7日
～10 月 3 日
10 月 10 日
9 月 20 日
～10 月 11 日
10 月 25 日
10 月 23 日
～12 月 27 日
12 月 1 日
12 月 12 日
～2 月 8 日
9 月 2０日
～1 月 3０日
1０月 1 日
～1 月 31 日
平成 20 年
2月1日
2 月 12 日
3月1日
3月8日
3 月 17 日
2 月 20 日
～4 月 2 日
4 月 21 日
2 月 22 日
～4 月 22 日
5月1日
～7 月 25 日
5 月 19 日
8月1日

取組内容

実施日
2 月 22 日
～8 月 25 日
8 月 26 日

第 1 回若手グローバル人材育成委員会開催
平成 19 年度研究者募集（情報通信基盤技術
(信号処理)分野、情報通信基盤技術(情報理
論)分野、計算機工学分野、ワイヤレス通信工
学分野、量子光学分野）

取組内容
熱工学分野人事 WG 開催（計 6 回）
第 7 回若手グローバル人材育成委員会開催

量子光学分野人事 WG 開催（計 2 回）
ワイヤレス通信工学分野人事 WG 開催（計 3
回）
第 2 回若手グローバル人材育成委員会開催
情報通信基盤技術(信号処理)分野人事 WG
開催（計 2 回）
第 3 回若手グローバル人材育成委員会開催
平成 19 年度第 2 回研究者募集（情報通信基
盤技術(情報理論)分野、計算機工学分野）

2 月 13 日
～9 月 22 日
9 月 16 日

ネットワーク応用（ユビキタステクノロジー）分
野人事 WG 開催（計 5 回）

10 月 1 日
10 月 2 日

熱工学分野特任助教着任、研究開始

10 月 7 日
11 月 1 日

第 10 回若手グローバル人材育成委員会開催
ユビキタステクノロジー分野特任助教着任、研
究開始
平成 21 年度研究者募集（原子光学(実験)分
野、情報通信ネットワークおよび光通信分野）

11 月 5 日
～1 月 16 日
11 月 11 日

量子光学分野の特任助教着任、研究開始
平成 2０年度研究者募集（量子情報工学（実
験）分野、熱工学分野、ネットワーク応用分
野、知識創産システム学分野）
情報通信基盤技術(情報理論)分野人事 WG
開催（計 4 回）

第 8 回若手グローバル人材育成委員会開催

第 9 回若手グローバル人材育成委員会開催

先端領域教育研究センター連絡会開催
12 月 24 日
平成 21 年
1 月 15 日
1 月 21 日

計算機工学分野人事 WG 開催（計 3 回）
ワイヤレス通信工学分野特任助教着任、研究
開始
情報通信基盤技術(信号処理)分野特任助教
着任、研究開始
第 4 回若手グローバル人材育成委員会開催

第 11 回若手グローバル人材育成委員会開催
第 12 回若手グローバル人材育成委員会開催
先端領域教育研究センター連絡会開催

1 月 27 日
2月1日

計算機工学分野特任助教着任、研究開始

3 月 16 日

情報通信基盤技術(情報理論)分野特任助教
着任、研究開始
平成 19 年度テニュア・トラック制度報告会開
催
量子情報工学（実験）分野人事ＷＧ開催（計 4
回）
第 5 回若手グローバル人材育成委員会開催

1 月 27 日
～3 月 27 日
2 月 27 日
～3 月 6 日
4月7日
5月1日

知識創産システム学分野人事 WG 開催（計 5
回）
平成 2０年度第 2 回研究者募集（熱工学分
野、ユビキタステクノロジー分野）
第 6 回若手グローバル人材育成委員会開催
量子情報工学（実験）分野特任助教着任、研
究開始

5 月 19 日
6 月 12 日

第 13 回若手グローバル人材育成委員会開催
知識創産システム学分野特任助教着任、研
究開始
先端領域若手研究者グローバル人材育成プ
ログラムによる平成２０年度プログラム教員（テ
ニュア・トラック教員）研究成果報告会開催
情報通信ネットワークおよび光通信分野人事
ＷＧ（計 4 回）
原子光学(実験)分野人事ＷＧ開催（計 3 回）
第 14 回若手グローバル人材育成委員会開催
情報通信ネットワークおよび光通信分野特任
助教着任、研究開始
原子光学(実験)分野特任准教授着任、研究
開始
第 15 回若手グローバル人材育成委員会開催
第 16 回若手グローバル人材育成委員会開催

２．ミッションステートメントの３年目における具体的な目標に対する達成度
目標(１) 大学としての恒常的制度に反映させるために、初年度採用の特任助教を２年目に学外派
遣した場合の成果を含め、採用者の研究活動状況等の検証を行い、人材育成システム制度のメリッ
トを一層伸ばすための検討を行う。
・ ２年目の学外研究機関への１０ヶ月の派遣は、派遣期間を３ヶ月以内に変更して実施した。振興
調整費の予算執行上の問題から１０ヶ月の派遣は認められないとのことであった。
なお、採択時のコメントでは１０ヶ月の学外「研修」となっているが、提案書ではこれを「派遣」とし
ていたことを、申し添える。
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・ テニュア・トラック教員５名中の２名は、本学着任前に海外での研究生活の経験を有していたので、
学外派遣を辞退した。それ以外の教員３名は、海外の一流の研究機関（サウサンﾌﾟトン大学(英)，
プリンストン大学(米)，オーストラリア国立研究所 NICTA）に 3 ヶ月以内滞在して共同研究を実施し
た。３名共に専門領域の世界第一線の研究レベルを知ったこと、及び国際的研究者間ネットワー
クを構築できたことを報告しており、また国際会議等で発表する成果を得ると共に論文執筆の準
備を進めている。
目標(2) 研究テーマの自立性の保障を前提として、メンター制度におけるメンター教員の役割と具
体的指導体制をそれまでの経験を踏まえて確立する。
・ テニュア・トラック教員の専門に近い学科(専攻)からシニア教員をメンター教員として選び、また研
究スペースをその関連学科内に確保している。自立性確保のため、研究者としての研究室運営
に関しては、詳細にわたる直接の指導はしていない。
・ 専門領域の研究活動に対するメンター教員による支援や助言並びに学内の共同研究支援設
備・施設の活用等に対する助言は有効に働いている。
・ 教育活動のスムーズな導入に対するメンター教員による支援や助言は有効に働いており、このこ
とは今後ますます重要性が増してくる。
以上の諸理由並びに押し寄せる諸雑用からテニュア・トラック教員を守るために、また、外国人教
員に対する学内諸通知の取り扱いに対する助言等の必要性から、テニュア・トラック教員の養成上、
メンター教員制度は必要不可欠で重要な制度であり、かつ十分機能していると判断される。
その他の変更点として、３年目の平成２１年度公募から、職位を「特任助教」から「特任助教または
特任准教授」へ変更した。過去２年間の本プログラムへの応募者の実力が准教授相当と認められる
者が散見されたためであり、従って募集する範囲を拡大してより有望な応募者を勧誘できると判断し
たことによる。これに関連して、採用３年目の中間評価の結果によっては、特任助教から特任准教授
への昇格の道を可能とした。過去 2 年間に採用された者と、3 年目以降に採用された者との整合性
を取るためである。

３．テニュア・トラック制の構築の進捗状況・問題点とその解決に向けて
(1)国際公募の状況
下記、表-3．に示す。
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表-3．国際公募の状況
（平成 19 年度）情報通信基盤技術（信号処理）、情報通信基盤技術（情報理
論）、計算機工学、ワイヤレス通信工学、量子光学
公募分野・部局

（平成 20 年度）量子情報工学（実験）、熱工学、ユビキタステクノロジー、知識
創産システム学
（平成 21 年度）原子光学(実験)、情報通信ネットワークおよび光通信

公募期間

（平成 19 年度）平成 19 年 7 月 2 日～9 月 3 日 17 時まで
平成 19 年 10 月 23 日～12 月 17 日 17 時まで（情報通信基
盤技術（情報理論）分野、計算機工学分野の第 2 回公募）
（平成 20 年度）平成 19 年 12 月 12 日から平成 20 年 2 月 8 日 17 時まで
平成 20 年 5 月 1 日～7 月 25 日 17 時まで（熱工学分野、ユ
ビキタステクノロジー分野の第 2 回公募）
（平成 21 年度）平成 20 年 11 月 7 日から平成 21 年 1 月 16 日 17 時まで

公募媒体

大学ホームページ（和文、英文）、JREC-IN（和文、英文）、国内外の学会誌・
メールマガジン・メーリングリストによる配信、国公私立大学・国立研究所の関
連部局への公募案内送付、学会・研究会での公募案内配付、当該分野にお
ける著名研究者に対して公知を依頼
応募書類（履歴書、論文別刷り（5 編以内）、研究成果、研究計画、教育抱
負、照会による国内外の有力研究者からの意見）

公募費用総額

827,280 円

本学における取り組みは、当初より特定の部局ではなく、全学を対象にし、毎年の公募は表-3．のよう
に一括して実施した。初年度より日英語による募集要項を作成し、大学のホームページに掲載するととも
に、JREC-IN に依頼掲載を実施した。また、関連学会誌、ｗｅｂページへの掲載、メーリングリストによる公
募案内の配信を行った。（表－4.、図－1.及び図-2．参照）

表-4．公募を掲載した学術座一誌等一覧
電子情報通信学会会誌、同学会公募ｗｅｂページ

日本物理学会量子エレクトロニクス分科（メーリングリスト）

電子情報通信学会信号処理研究会（メーリングリスト）

日本機械学会誌

情報理論とその応用学会（メールマガジン）

日本機械学会熱工学部門（メーリングリスト）

情報論的学習理論ワークショップ（メーリングリスト）

日本機械学会バイオエンジニアリング部門(メーリングリスト）

電子情報通信学会情報セキュリティ研究会（メーリングリスト）

日本伝熱学会（メーリングリスト）

日本物理学会（人事公募ｗｅｂページ）
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図-1．平成 19 年度公募内容（大学Ｗｅｂページ掲載）
Job Openings:

Tenure Track Posts of Assistant Professors

The University of Electro-Communications invites applications for Tenure Track Posts of Assistant Professors for
“The Global Human Resource Development Program for Young Researchers in Frontier Science”. Supported by
the FY2007 Special Coordination Funds for Promoting Science and Technology, the Japan Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), it introduces a tenure track system to provide young
researchers with competitive research environments for promoting their independence and active research
opportunities. The program is designed to cultivate excellent young researchers with international perspectives
and social awareness in the field of information and communication technology and, related fields.
This Tenure Track Post is for a period of four years and a half until March 31, 2012. Successful candidates will
belong to “The Education and Research Center for Frontier Science” located in UEC, where they will be given
research laboratories of their own and entitled to research grants, allowing them to conduct their independent
research. In the second year of your employment (FY2008), you may be given a long-term (up to 10 months)
research opportunity outside the university (including, overseas), if the UEC deems it necessary. From the third
year (FY2009), you will give lectures on the field of your expertise in the undergraduate or postgraduate courses.
Your achievements will be evaluated by the interim assessment in the third year and by the final assessment in
the fifth year (FY2011). Excellent results enable you to be promoted to Tenured Posts of Associate Professors or
Professors at UEC.

１．FY2007 Tenure Track Posts: Fields & Capacity
Category
Codes

Ａ
Ｂ
Ｃ

Fields for Recruiting
Information and Communication Technology
signal processing

Information and Communication Technology
Information Theory

Computer Science and Information Engineering

Ｄ

Wireless Communication Engineering

Ｅ

Quantum Optics

Keywords
adaptive array processing,
(blind) source separation,
3D structure restoration by subspace methods

Shannon Theory, Source Coding,
Fundamentals of Information Theory,
Information-Based Induction Sciences,
Information Hiding

Contacts

Prof. Wataru Mitsuhashi
mit@ice.uec.ac.jp

Prof. Tsutomu Kawabata

Capacity

１

kawabata@ice.uec.ac.jp

１

Computer Software, System Software,
Interactive System, Programming Languages,
Parallel and distributed system

Prof. Hideya Iwasaki
iwasaki@cs.uec.ac.jp

１

Antenna, Radiowave Propagation,
Communication Signal Processing, InfoCommunications, ITS, Wireless Science

Prof. Yoshio Karasawa
karasawa@ee.uec.ac.jp

１

Laser Cooling, Atom Manipulation, Cavity
Quantum Electrodynamics, Quantum
Interference, Atom Optics

Ｐｒｏｆ. Kohzo Hakuta
hakuta@pc.uec.ac.jp

１

２．Eligibility for Application
1). Applicants must have a Ph.D. by the date of start and must be advanced in research in the above fields.
2). Applicants must be capable of conducting independent, creative research.
3). Applicants must not belong concurrently to other research organizations / companies for the period of
employment written below.
4). Postdoctoral experience, working experience in a private company, or equivalent is preferable.
5). The desirable age of Applicants is up to 37 or so, when hired.

３．Date of Start
October 1, 2007 or later at the earliest possible date
４．Position
Tenure Track Assistant Professors (Full Time)
Period of Employment: From the Date of Start written above until March 31, 2012
５．Assessment during Employment
1). The interim assessment will be conducted in the third year of employment (FY2009).
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2). If your achievements are approved in the final assessment in the fifth year of employment (FY2011), you
will be promoted to Tenured Posts of Associate Professors or Professors at UEC. (“Tenured” status written
hereby is subject to retirement due to age limit.)
６．Education
Applicants must be highly motivated to give education. From the third year of employment (FY2009), you
are required to give lectures in the undergraduate or postgraduate course. You may also be required to
provide postgraduate students with guidance in their research. These education activities will be evaluated
in the final assessment.
７．Salary, Research Grant, etc.
1). Salary：Approximately 5.7 million yen / year (based on the policy of the UEC, taking into consideration an
employee's age and career)
2).Activity outside UEC ： A long-term (within 10 months) research opportunity outside the university
(including, overseas) is given in the second year of employment (FY2008), if the UEC deems it necessary.
3). Research Grant：Approximately 5 million yen / year is
granted.
(The amount is subject to change due to the budget of MEXT)
８．Documents for Submission
Please download and fill in the Application Form. The other documents may be in an arbitrary format.
Download Application Form
（http://kenkyo.office.uec.ac.jp/tenure/bosyuE_top.html）
1). Application Form: (Education/Employment Record with Photo, List of Research Achievements, etc.)
Please specify the category code (A-E) for which you apply. In case of more than one category code, please
write up to two, and place them in the order of preference. Please also provide the names, affiliations
(including, positions), and contacts (address, telephone, e-mail) of three references for your research,
including at least one who is an instructor or researcher of an education/research institution abroad.
2). Research Papers (up to 5 papers: duplicates are acceptable)
3). Outline of Research Achievements: up to 2 pages of A4 sheet in total
4). Outline of Research Plan in UEC: up to 2 pages of A4 sheet in total
5). Objectives of Education: within 1 page of A4 sheet
９．Instructions for Submission
1). Documents for Submission (8.1) to 8.5) above) must be sent by e-mail as PDF and by postal mail. The
subject of the e-mail must be “Application for Tenure Track Post”. For postal mail, please write “Application
for Tenure Track Post” on the envelope. Notification of reception will be e-mailed to you. If your research
papers cannot be sent as PDF, they may be submitted by postal mail or any other means.
2). The fact of your application may be disclosed only in order to fulfill the selection process.
3). Application documents cannot be returned.
Submission Address:
E-mail: Info-TrackToProf@office.uec.ac.jp
Postal: Global Human Resource Development Committee
c/o Recruitment, General Affairs Division
University of Electro-Communications
1-5-1 Chofugaoka, Chofu-shi, Tokyo
182-8585 JAPAN
10．Application Deadline & Selection Procedure
1). Deadline for Application: 17:00 September 3, 2007 JST
2). If you pass the screening of application documents, you may be
requested to come to the UEC for an
interview (scheduled for middle of September). Please note that transportation for the interview will be at
your own expense.
11．Contact
Global Human Resource Development Program for Young Researchers in Frontier Science:
Recruitment, General Affairs Division
Tel: +81-(0)42-443-5021
E-mail: Info-TrackToProf@office.uec.ac.jp
Each Field for Recruiting: Please refer to the Figure.
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図-2．平成 19 年度公募内容（電子情報通信学会Ｗｅｂページ掲載）

(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
採用審査基準
１． 若手グローバル人材育成委員会が定めた具体的研究領域における若手研究者として優れ
た研究実績のあること。
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２． 国際的あるいは対外的研究活動の実績のあること。
３． 教育への抱負が明確であること。
審査方法
以下の手順と方法で審査を行う。
1.第一段階審査としては、若手グローバル人材育成委員会のもとに設置されている専門分野別
の人事 WG（構成員；学外者を含む数名）にて審査を実施する。
1－1 応募書類による審査を実施し、面接候補者を数名選考する。
1－2 面接候補者に関して、複数の学外（国外を含む）の著名な研究者に照会を実施する。
（図-3．参照）
図-3． 照会意見書サンプル
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1－3 人事 WG にて面接を実施（応募理由、研究実績、研究と教育への抱負等）し、応募書類
（論文別刷、研究実績説明書、研究教育の抱負）、照会によって得た学外者（国外を含
む）の意見書および面接内容をもとに適任者を選考する。
2.第二段階審査として、若手グローバル人材育成委員会において、人事 WG の選考結果をもとに
審議し、最終候補者を選考する。なお、委員会の構成員は学長（委員長）、担当理事、競争的
プロジェクトリーダー、関係する部局長、関係する学科長（専攻長）である（3 年目より、学長（委
員長）、理事、副学長、電気通信学部長、大学院情報システム学研究科長、委員長が必要と認
めた者に構成員を一部見直し）。
3.最終候補者について教育研究評議会で審議し、決定する。この審査は、審査の経緯と結果を
学内的に周知する意味もある
審査委員の構成
第一段階審査（専門人事 WG）：学内教員 5−6 名、学外；１名であり、学外審査委員の割合は
17％ないし 20％。（ 表-5．参照）

表-5． 「先端領域若手研究者グローバル人材育成」プログラム（テニュア・トラック制）の募集分野別人事
ＷＧ委員
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第二段階審査（若手グローバル人材育成委員会）：学長（委員長）、担当理事、競争的プロジェクト
リーダー、関係する部局長、関係する学科長（専攻主任）である（3 年目より、学長（委員長）、理
事、副学長、電気通信学部長、大学院情報システム学研究科長、委員長が必要と認めた者に
構成員を一部見直し）。学外者無し。（表-6．参照）
表-6．若手グローバル人材育成委員会委員名簿

公募期間と経過
平成 19 年度：
7 月 2 日から 9 月 3 日の 2 ヶ月の公募期間を設け、情報通信基盤技術(信号処理)、情報通
信基盤技術(情報理論)、計算機工学、ワイヤレス通信工学、量子光学の 5 分野について、公募
を行った。
ワイヤレス通信工学分野には、9 名の応募があり、人事ＷＧにおいて書面による審査を行い、
3 名に対して面接を行うことを決定し、10 月 3 日にプレゼンテーション、質疑による面接を行い、
照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンター教員候補者を決定
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した。10 月 10 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次審査が行われ、審議
の結果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を決定し、10 月 10 日開
催の教育研究評議会において、承認を得たが、その後、候補者本人から辞退の申し出があり、
10 月 25 日開催の若手グローバル人材育成委員会において、第一次審査で次点であった者に
ついて、再度二次審査を行い、審議の結果、最終候補者を決定し、11 月 14 日開催の教育研
究評議会での承認を受け、平成 20 年 2 月 1 日付けで採用した。
量子光学分野には、4 名の応募があり、人事ＷＧにおいて書面による審査を行い、2 名に対
して面接を行うことを決定し、9 月 26 日にプレゼンテーション、質疑による面接を行い、照会意
見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンター教員候補者を決定した。
10 月 10 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次審査が行われ、審議の結
果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を決定し、10 月 10 日開催の
教育研究評議会での承認を受け、12 月 1 日付けで採用した。
情報通信基盤技術(信号処理)分野には、5 名の応募があり、人事ＷＧにおいて書面による審
査を行い、2 名に対して面接を行うことを決定し、10 月 11 日にプレゼンテーション、質疑による
面接を行い、照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンター教員
候補者を決定した。10 月 25 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次審査が
行われ、審議の結果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を決定し、
11 月 14 日開催の教育研究評議会での承認を受け、平成 20 年 2 月 1 日付けで採用した。
情報通信基盤技術(情報理論)分野には 2 名、計算機工学分野には 15 名の応募があったが、
人事ＷＧにおける書面による審査の結果、適格者がいなかったため、募集分野のキーワードの
見直し行い、10 月 23 日から 12 月 17 日の期間で 2 回目の公募を行った。
この結果、情報通信基盤技術(情報理論)分野の 2 回目の公募には、7 名の公募があり、人事
ＷＧにおいて書面による審査を行い、2 名に対して面接を行うことを決定し、1 月 30 日にプレゼ
ンテーション、質疑による面接を行い、照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用
候補者及びメンター教員候補者を決定した。2 月 12 日開催の若手グローバル人材育成委員会
において第二次審査が行われ、審議の結果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメン
ター教員候補を決定し、2 月 13 日開催の教育研究評議会での承認を受け、平成 20 年 3 月 8
日付けで採用した。
同じく、計算機工学分野の 2 回目の公募には、6 名の公募があり、書面による審査の結果、
2 名に対して面接を行うことを決定し、1 月 31 日にプレゼンテーション、質疑による面接を行い、
照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンター教員候補者を決定
した。2 月 12 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次審査が行われ、審議
の結果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を決定し、2 月 13 日開
催の教育研究評議会での承認を受け、平成 20 年 3 月 1 日付けで採用した。
平成 20 年度
平成 19 年 12 月 12 日から平成 20 年 2 月 8 日の約 2 か月の公募期間を設け、量子情報工
学（実験）、熱工学分野、ネットワーク応用、知識創産システム学の 4 分野について、公募を行
った。
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量子情報工学（実験）分野には、13 名の応募があり、人事ＷＧにおいて書面による審査を行
い、4 名に対して面接を行うことを決定し、3 月 22 日及び 4 月 2 日にプレゼンテーション、質疑
による面接を行い、照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンタ
ー教員候補者を決定した。4 月 21 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次
審査が行われ、審議の結果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を
決定し、5 月 14 日開催の教育研究評議会での承認を受け、平成 20 年 8 月 1 日付けで採用し
た。
知識創産システム学分野には、9 名の応募があり、人事ＷＧにおいて書面による審査を行い、
3 名に対して面接を行うことを決定し、4 月 14 日及び 4 月 18 日にプレゼンテーション、質疑に
よる面接を行い、照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンター
教員候補者を決定した。5 月 19 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次審
査が行われ、審議の結果、第一次時審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を
決定し、6 月 11 日開催の教育研究評議会での承認を受け、平成 21 年 2 月 1 日付けで採用し
た。
熱工学分野には 8 名、ネットワーク応用分野には 5 名の応募があったが、人事ＷＧにおける
書面による審査の結果、適格者がいなかったため、ネットワーク応用分野については「ユビキタ
ステクノロジー分野」に名称を改め、また、キーワードの見直し行い、平成 20 年 5 月 1 日から 7
月 25 日の期間で 2 回目の公募を行った。
この結果、熱工学分野の 2 回目の公募には、7 名の公募があり、人事ＷＧにおいて書面によ
る審査を行い、4 名に対して面接を行うことを決定し、8 月 12 日にプレゼンテーション、質疑によ
る面接を行い、照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンター教
員候補者を決定した。8 月 26 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次審査
が行われ、審議の結果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を決定
し、9 月 10 日開催の教育研究評議会での承認を受け、平成 20 年 10 月 1 日付けで採用した。
同じく、ユビキタステクノロジー分野の 2 回目の公募には、24 名の公募があり、書面による審
査の結果、3 名に対して面接を行うことを決定し、9 月 22 日にプレゼンテーション、質疑による
面接を行い、照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンター教員
候補者を決定した。10 月 2 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次審査が
行われ、審議の結果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を決定し、
10 月 15 日開催の教育研究評議会での承認を受け、平成 20 年 11 月 1 日付けで採用した。
平成 21 年度
平成 20 年 11 月 5 日から平成 21 年 1 月 16 日の約 2 か月の公募期間を設け、原子光学(実
験)、情報通信ネットワークおよび光通信の 2 分野について、公募を行った。
原子光学(実験)分野には、6 名の応募があり、人事ＷＧにおいて書面による審査を行い、4
名に対して面接を行うことを決定し、3 月 3 日にプレゼンテーション、質疑による面接を行い、照
会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及びメンター教員候補者を決定し
た。4 月 7 日開催の若手グローバル人材育成委員会において第二次審査が行われ、審議の結
果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員候補を決定し、4 月 15 日開催の
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教育研究評議会での承認を受け、平成 21 年 5 月 1 日付けで採用した。
同じく、情報通信ネットワークおよび光通信分野には、14 名の応募があり、人事ＷＧにおい
て書面による審査を行い、3 名に対して面接を行うことを決定し、3 月 27 日にプレゼンテーショ
ン、質疑による面接を行い、照会意見書の内容と総合し、第一次審査における採用候補者及
びメンター教員候補者を決定した。4 月 7 日開催の若手グローバル人材育成委員会において
第二次審査が行われ、審議の結果、第一次審査の結果どおり、最終候補者及びメンター教員
候補を決定し、4 月 15 日開催の教育研究評議会での承認を受け、平成 21 年 5 月 1 日付けで
採用した。
募集分野の特定は、教員の定年による 5 年後の空きポストが保障されている分野であることが第
一条件で、これは主に学科における講座に対応している。講座に対応する教育・研究内容は学科と
して一定の重みのある分野となっている。したがって募集分野の統合は 5 年後以降の分野間のバラ
ンスをくずす可能性があるため行わなかった。また応募者の少なかった分野も、審査の結果、適格
者がいなかった場合であっても、分野の統合などをせずに再度の募集を実施して、より優秀な人材
を採用することができた。人数（量）より人材（質）が大事と考える。
本学は平成 22 年度以降全教員の所属を部局や学科、専攻等から学術研究院(仮称)へ移行させ、
人事は全て学長を委員長とする全学人事調整委員会において審議決定する体制の構築を決定し
ている。したがって，ﾃニュア・トラック教員の公募分野やポスト選定などをこれまで以上に全学的視
野に立ってフレキシブルに実施することができ、公募分野への応募者数が少数の場合は分野を統
合して再公募するなどの処置も容易に取ることができると考えている。
公募及び採用の実績を下記、表-7．に示す。
表-7．公募採用実績
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(2)-2 採用者の人数
下記、表-8．に示す。
表-8．採用者の人数
採用年度

人数

平成 19 年度

5名

20 年度

21 年度

4名

2名

出身地
日本

3名

出身大学

性別

採用部局

東京大学

1名

男

京都大学

1名

男

早稲田大学

1名

男

採用部局は、既

パキスタン 1 名

東北大学

1名

男

存の部局ではな

中国

1名

オウル大学（フィンランド） 1 名

男

く、学長の下に設

日本

3名

上智大学

1名

女

置された

慶應義塾大学

1名

男

「先端領域教育

早稲田大学

1名

男

カナダ

1名

東京工業大学

1名

男

日本

2名

東京大学

1名

男

電気通信大学

1名

男

研究センター」

(3)若手研究者の研究環境整備
若手研究者の研究環境整備状況を下記、表-9．に示す。
表-9．若手研究者の研究環境整備状況
状

況

テニュア・トラック教員は、自立的に研究に集中できる組織として、部局とは独立し
て大学内に新たに設置した「先端領域教育研究センター」に所属する。自主財源
を含めた研究費（初年度においては、研究室の整備・改修費、什器等購入費を含
研

究

環

境

む。）と研究スペースの配分、学内管理運営に関する業務の免除などの優遇措
置、物品購入等に係るセンター事務補佐員の配置を行った。また、研究・教育活
動に協力する学科・専攻・センターを定め、研究室もこれらに近接した場所に配置
し、学内関係者との協調関係の推進や、そこでの設備、施設の利用による日常的
研究活動の一層の進展に配慮している。

メンターの配置

テニュア・トラック教員採用決定の際にメンター教員を決定する。メンター教員は、
テニュア・トラック教員とともに先端領域教育研究センターに所属し、若手研究者の
テニュア取得及び優れた教育者になるための指導、アドバイスを積極的に行うとと
もに、実験系研究の場合は、メンター教員の研究室の院生等の指導を通して、院
生等とともに研究推進を図っている。また、学内の共同研究支援設備・施設の活
用等に対する助言、外国人教員に対する学内諸通知の取り扱いに対する助言等
を行っている。
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状

況

人

的

支

援

非常勤研究員、研究補助者等の配置は行っていない。

研

究

資

金

初年度費用として研究費平均 1,100 万円（直接経費）、この他、研究スペース整備
費及び基礎設備費を措置（間接経費）。年間研究費は、年平均 500 万円（直接経
費）、直接経費から支出できない汎用物品等の購入費用として約 60 万円（間接経
費）を配分。

研 究 スペース

全員一律に居室および実験室等の研究室を合わせて 60 ㎡の研究スペースを確
保。

共通設備・施設

共通設備として、サーバー（情報系）、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ（通信
制御系）、レーザー冷却用半導体レーザーシステム（フォトニクス系）を設置。共有
施設として、研究設備センターがある。

(4)若手研究者の育成施策
1) 教育能力の育成
本プログラムにより採用されたテニュア・トラック教員の教育経験と教育能力育成のため、メン
ター教員研究室の卒論生や院生等の直接指導および研究室セミナーへの参加と討論参加を
通して、学生への直接、間接の指導と助言を行っている。また、メンター教員担当の授業科目
（１科目程度）や演習の一部を共同で担当し、教育実習的参加による教育能力の育成を図って
いる。中間評価後の４年目からは、メンター教員とは独立した卒研生や大学院生の指導を行う
とともに、専門科目の実験・演習への参加に加えて、単独に授業科目を１～２科目担当する予
定である。
2) 学外派遣
世界の第一線で活躍できる若手研究者を育成する目的で、採用２年目での国際的トップラ
ンクの研究機関への３ヶ月以内の学外派遣を行うことが本プログラムの特徴である。これによっ
て、専門領域の世界第一線の研究レベルを知ることと国際的な研究者間ネットワークの構築を
通して、若手教員の研究能力と実績において世界的レベルに近づくこと、研究活動が国際的
であることが期待される。平成１９年度は、オーストラリア、アメリカ合衆国、連合王国へ３名を派
遣した。
3) 研究成果発表
テニュア・トラック教員の研究能力の向上、及び学内研究者への研究内容の紹介、本制度への
更なる理解を深めるために、毎年３月に研究成果発表会を学内外に広く案内して開催している。
平成１９年度は５名、２０年度は９名が発表を行った。

(5)年次評価（業績評価）体制
テニュア・トラック教員は、採用時に５年間に行う「研究計画書」に中間評価及び最終評価時点に
おいて達成を見込む具体的な「研究成果目標」（研究の達成度を知るための資料であり、例えば、
必要に応じて論文、学会発表、特許、外部資金獲得状況などを記入）を含めて作成し、若手グロー
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バル人材育成委員会に提出する。委員会では、「研究計画書」の妥当性に関する検討を行い、必
要に応じて修正を求める。
各年度の活動成果の評価に関しては、年度終了後毎に「研究達成度自己評価シート」を作成し、
委員会に提出する。先端領域教育研究センターで行われる「研究成果報告会」において、年度毎
に得られた研究成果を発表し、質疑討論を行う。委員会は、「研究成果報告会」における発表内容と
「研究達成度自己評価シート」によりテニュア・トラック教員の達成度を把握し、研究目標が達成でき
るように必要に応じて助言を行う。
参考として，平成２０年度の研究成果報告会のプログラムとその開催を学内外に案内した例を図
－4 に示す。
図-4．研究成果報告会のポスター

先端領域若手研究者グローバル人材育成プログラムによる

平成２０年度プログラム教員研究成果報告会
日時 平成２１年３月１６日(月) １０：３０－１６：２０
場所 総合研究棟３０１号室＜マルチメディアホール＞

※ 参加自由

プログラム：
10:30-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00

開会挨拶 先端領域教育研究センター長 酒 井
拓
学長挨拶 電気通信大学長
梶 谷
誠
松 本 光 春
「ユビキタス社会を支援する人間・機械共生のための基盤技術に
関する研究」
正 本 和 人
「生体顕微鏡による脳血液循環システムの可視化」
Rubens Neil
「Collaborative Information Analysis for E-Learning」
早 瀬 潤 子
「半導体量子ドットによる新しい光・量子情報デバイスの実現に
向けて」
（昼食・休憩）

13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

八 木 秀 樹
「マルチユーザ通信における符号化に関する研究」
中 野 圭 介
「木構造処理の検証と双方向化技術の応用」
Qinghua Shi
「A Unified Frequency-Domain Oversampling Based
Approach for Multicarrier Systems」
（休憩 15分）

15:15-15:45
15:45-16:15
16:15-16:20

Muhammad Tahir Akhtar
「Summary of research activities during fiscal year
2007/2008, and future planning.」
岸 本 哲 夫
「新しい極低温量子気体系の探索」
閉会挨拶

先端領域教育研究センター長

酒 井

拓

Unique and Exiting Campus

問合せ先：電気通信大学 研究協力課
℡ 042-443-5014
E-mail kenkyo-k@office.uec.ac.jp

先端領域教育研究センター
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(6)テニュア審査基準、テニュア枠
総合コミュニケーション科学に関わる教育研究の世界的拠点を目指す本学の次世代の実質的中核を
担い、かつ国際性と倫理観を供えた実践力に富むテニュア・トラック教員を国際公募により広く募る。テニ
ュア・トラック終了後のテニュア・ポストとしては、人材像の明確な准教授または教授とする。すなわち、こ
れらの教員を国際的レベルの研究を担う集団とし、国際的活動と社会との連携を密にした活動をその特
徴とする。こうした活性化の影響を次の世代の若手教員クラスに波及させる。また、こうした教員による教
育によって学生（特に大学院生）に良い影響を与え、国際的視点とレベルへの指向性をもった理工系の
人材を社会に輩出できる教育研究体制の構築を目指す。
そのために、テニュア・トラック教員の中間・最終評価における標準的基準を以下のようにまとめて示す。
評価基準の詳細は，研究分野の特性や研究内容を考慮すれば，専門領域ごとに大きく異なるので，以
下のものを標準的基準としてテニュア・トラック教員の専門領域ごとに評価基準を作成中である。特に中
間・最終評価項目における数値基準は専門領域によってかなり異なることが予想される。
１．総合的評価（数値基準以外のもの）
1) 研究理念：研究に対する信念や哲学などが伝わってくるか。
2) 研究目標：新規性・独創性の主張があるか。また、目標の絞り込みやその達成のための計画は
適切か。
3) 進捗・準備状況：
1. 研究環境の整備：予算獲得や有効な資源活用などがなされているか。 2. 研究の進捗：積
極的な成果発信の姿勢は見られるか。研究活動が目標の達成へ向かっているか。
4) 大学への貢献：研究成果の教育への還元が試みられているか。

２．中間・最終評価 (数値基準)
1) 目標達成度：新たな成果の継続的公表とその外部評価は如何なものか。
2) 学術雑誌論文数：年平均 1 報以上
3) 国際会議論文：年平均 1 報以上（招待論文 1 報は 2 報に相当）
4) 国内発表論文：年平均 2 報以上（招待論文 1 報は 2 報に相当）
5) 外部獲得研究費：科学研究費補助金，その他

３．教育実績、社会貢献の基準、その他
1) 学生指導：研究室学生の対外発表に対する指導並びその実績状況はあるか。
2) 授業などで特筆すべき貢献はあるか。学生の授業評価はどうか。
3) 学会、研究会での幹事役などの役割を勤めているか。
4) その他、特記事項(特許関係、受賞など)

テニュアポスト(テニュア枠)の確保については、テニュア・トラックポストの公募時点で、5 年後に定年退
職等で空くポストを担保している。中間評価と最終評価は、学外委員を含めた若手グローバル人材育成
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委員会において、次の手順に沿って行うことを決定しており、その内容を各テニュア・トラック教員並びに
メンター教員に周知済みである。
中間時（３年目）評価。テニュア・トラック教員は２年間の「研究成果報告書」（中間評価）を作成し、委員
会に提出する。「委員会」では、「研究成果報告書」（中間評価）及びテニュア・トラック教員とのヒアリング
結果により、業績の審査を行う。その際に、採用時に提出された「研究計画書」を参考とし、かつメンター
教員の意見聴取の上、次の 4 段階の評価を行う。すなわち、A．非常に優れた成果を上げている。B．優
れた成果を上げている。C．普通である。D．見劣りする。
D 評価を受けたテニュア・トラック教員については、委員会は当該メンター教員の意見を聞いた上で、４
年目以降の研究継続の可否を決定する。Ａ評価を受けたテニュア・トラック教員については、委員会は当
該メンター教員の意見を聞いた上で、特任准教授とすることの判定を行う。
終了時（５年目）評価。テニュア・トラック教員は「研究成果報告書」（最終評価）を、メンター教員はテニ
ュア・トラック教員に係る「教育活動報告書」を作成し、委員会に提出する。委員会は、「研究成果報告
書」（最終評価）、「教育活動報告書」及びテニュア・トラック教員とのヒアリング結果により、業績の審査を
行う。その際に、メンター教員の意見聴取の上、次の 4 段階の評価を行う。すなわち，A．非常に優れた
成果を上げている。B．優れた成果を上げている。C．普通である。D．見劣りする。
A・B 評価を受けたテニュア・トラック教員については、正規教員として関係部局教授会等へ推薦手続
きを行う。C・D 評価を受けたテニュア・トラック教員については、当該メンター教員及び当該テニュア・トラ
ック教員の研究分野に関連する部局の長の意見を聞いた上で、任用の可否について判定を行う。
中間評価及び最終評価のプロセスを図-5．に示す。

図-5．テニュア・トラック中間(最終)評価プロセス
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(7)キャリアパス支援
本プログラムにより採用されるテニュア・トラック教員は，国際公募と外部委員を含む人事ＷＧによる厳
しい審査を経た本学の次世代のリーダーとなることが期待される優秀者であり、かつ他人とではなく自己
との戦いを通して高い目標を達成することを目指す者であることから、ポストが担保されている全テニュ
ア・トラック教員が最終評価まで残り、それをパスする力量と実績を積み上げるとことが大いに期待される。
それでも尚中間評価と最終評価の結果が良好でない者に対しては、大学の予算によって 1 年間の期間
延長を認め、その間に研究の進展を図りながら他大学や企業等への移動を指導する。
企業等へのキャリアへ誘導するための取組みとして、振興調整費による「イノベーション創出若手研究
人材養成」プログラムが東京工業大学を主幹大学として採択され、平成２０年度より実施している。本学
はこのプログラムの連携大学の一つとして参加しているが、これをキャリアパス支援の一つとして利用する
ことを検討している。

(8)人材の流動性への配慮
本学の人材システムにおいては、学長のリーダーシップに基づき、流動性に基づく優れた人材を確保
し、重要な教育研究領域へ人材を集中させる観点から、以下の項目を実施している。
１）学科、専攻の教員定員の 10％（36 名分）を全学裁量の任期付き（5 年間）ポストとして、学長のリーダ
ーシップの下で全学的な観点から活用する。
２）平成 18 年度までの助手に対する任期制（情報システム研究科）および平成 19 年度からの新任助教
に対する任期制（全学、最長 7 年）を導入し、優れた人材の確保に努める。
３）従来の学科・専攻の枠を超えた横断的研究領域で、大学の特徴的領域の研究を一層推進するた
めに、学内の人材を結集する体制を設けている。例として、「先端ワイヤレスコミュニケーション研究
センター」に任期付き（5 年）専任教員を 2 名配置している。
若手研究者育成の実績としては、本プログラム申請時に過去 3 年間で、約 90 名の助手(助教)中、内部
昇格 11 名、外部機関への昇格など 23 名と流動性の高い実績を有している。また、テニュア・トラック教員
の採用実績では、3 年間で合計 11 名採用者中で前職が本学である者が 1 名である。
なお、本学では教員による教員基本データベースの作成、教育、研究、社会貢献、管理運営の 4
分野における教員の自己点検評価シートを年に１回提出させ、それに基づく活動実績評価を、平
成 17 年度より毎年全教員に対して実施している。同じことをテニュア・トラック教員に対しても行っ
ている。

(9)組織の支援体制
テニュア・トラック制の継続的推進のために、若手グローバル人材育成委員会において人事制度とし
てのテニュア・トラック制度の拡大と定着について検討を継続し、大学運営費によるテニュア・トラック制の
導入を決定している。また、テニュア・トラック教員の研究支援、業務遂行のためのプロジェクト管理、事務
的支援等を目的とする事務支援組織を先端領域教育研究センター内に配置した。
大学運営費によるテニュア・トラック制の導入に当たり、本学の助教ポスト総数約 70 の中 10 を順次「テ
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ニュア・トラック助教または准教授」ポストへ変更してテニュアポスト(テニュア枠)を担保することを学長のリ
ーダーシップの下に決定している。毎年 2 名ずつ 5 年間で 10 名のテニュア・トラック教員を採用し、採用
者は 5 年間部局から独立した組織である先端領域教育研究センターに所属させる。テニュア・トラック教
員の採用条件や中間・最終評価等の基準、自立した研究を進めるための研究資金やスペース等の研究
環境の整備並びにメンター教員制度などは、振興調整費で行われている現在のやり方に大体準ずること
を内定している。研究室開設時のスタートアップの研究費を現在とほぼ同額を配布するが，次年度以降
もそれを維持するかどうかは運営交付金や外部獲得研究費の間接経費等の総額の関係から苦慮してい
る点である。本プログラム申請時の大学運営費によるテニュア・トラック制度をこの点で若干変更すること、
その変更理由を「Ⅳ．１．人材養成システム改革終了時の達成目標」にて記載する。

(10)改革の構想・PDCA サイクル
若手研究者の自立的研究環境整備促進制度の下で研究活動のより一層の活性化を図るために、新
人事制度としてのテニュア・トラック制を構築し、振興調整費によってそれを試行している(Plan-Do)。テニ
ュア・トラック制導入による応募状況、採用者の研究成果、研究環境整備の内容、テニュア審査基準と中
間・最終評価などの経験を踏まえ、大学運営費によるテニュア・トラック制の導入を決定している（（９）で
記載）(Check-Action)。その結果として、振興調整費と大学運営費の両プログラムにおけるテニュア・トラッ
ク制度の円滑な移行が達成でき、同時に大学内へのテニュア・トラック制度の拡大と定着化が図れること
が大いに期待できる。本学はまた、全教員の所属を部局や学科、専攻等から一つの全学組織である学
術研究院(仮称)へ移行させ、いわゆる教員一元化を平成 22 年度から実施することを決定し、そのための
具体的諸作業を進めている。例えば、学長を委員長とする全学人事調整委員会において全教員人事の
進め方を審議決定することを決めている。したがって、テニュア・トラック教員の公募分野やポスト選定な
どを全学的視野に立って常に検討実施できる体制を構築することになり、これによってテニュア・トラック
制度の学内定着化が円滑に図られるはずであると考える。
テニュア・トラック教員は 5 年間部局から独立した組織である先端領域教育研究センターにて教育研究
活動を行い、5 年目の最終評価で問題が無ければ正規教員として関係部局等へ移る。一方、本学の既
存の部局での助教、准教授を含む若手教員全員を対象として、恒常的人事制度としてのテニュア・トラッ
ク制について検討を進めている。

(11)波及効果
テニュア・トラック制の導入の目的のひとつは、優れた若手研究者を採用してその活発な研究活動の
展開により、他の若手研究者の研究活動をより一層活性化するための牽引力となることや年代層の近い
大学院学生の研究活動へのよい刺激を与えることにある。毎年、学内外に参加を呼びかけて開催する成
果報告会等を通して、本プログラムで採用される特任助教等の研究活動や成果を学内外に発信すること
によって、前述の研究活性化や刺激を現実化させるなど、テニュア・トラック制度の有効性を大学内外に
示すことできる。同時に工学系単科大学におけるテニュア・トラック制度のモデルを示すことが可能とな
る。
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(12)資金計画
年間研究費平均 500 万円、及び人件費など本事業に直接必要とされる経費については、原則、科学
技術振興調整費により賄い、不足する場合には、大学運営費（学長裁量経費等）から支弁する。この他、
研究スペースの確保とスペース整備費及び基礎設備費、直接経費から支出できない汎用物品等の購入
費については、主に学長裁量経費や間接経費を財源として負担している。
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Ⅳ．今後の計画
１．人材養成システム改革終了時の達成目標
（１）当初の「人材養成システム改革終了時の具体的目標」の達成見込み
本プログラムが実施された平成１９年度から３年目に当たるＨ２１年度までは、計画どおり順調にプログ
ラムが進められている。４、５年目の平成２２，２３両年度において振興調整費によるプログラム内容の一
部を前倒して実施することを許可していただきたい。変更内容は次のとおりであり、その結果を表-10．に
まとめて示す。
１． 振興調整費による４、５年目の採用者数２名ずつを４年目の平成２２年度にまとめて４名一括採用
する。したがって、振興調整費による合計１５名の教員採用を平成２２年度で完了させる。
２． 大学運営費によるテニュア・トラックプログラムの実施を平成２３年度から始めることにし、それ以降
は毎年１－２名ずつ継続して採用する。（大学プログラムの計画と実施内容については、Ⅲ．の 3．
の（９）「組織の支援体制」の項で記載している。）

表-10．テニュア・トラック教員の①当初計画目標数と②その変更案
H19 年度

H20 年度

H21 年度

H22 年度

H23 年度

H24 年度以降

(当初案)
①振興調整費

５

４

２

２

２

①大学運営費

０

０

０

１－２

１－２

②振興調整費

５

４

２

４

０

②大学運営費

０

０

０

０

２

０
１－２／年

(変更案)
０
１－２／年

変更理由と達成見込み
１． 当初計画では、振興調整費と大学運営費による二種類のテニュア・トラックプログラムが平成２２、２
３年の両年度で実施される。両制度の内容が若干異なるため、プログラムへの応募者並びに大学
事務担当者にも書類の手続き等で混乱や間違いを招くことが危惧される。
２． 今回の変更によって振興調整費による新規の教員採用を平成２２年度で完了させ，また、大学運
営費によるプログラム開始を平成２３年度以降に変更して実施する。よって、両プログラム内容の相
違による手続き等の混乱は起きえず、避けられる。
３． その結果、両プログラムにおけるテニュア・トラック制度の円滑な移行が達成でき、同時に大学内へ
のテニュア・トラック制度の着実な拡大と定着化が図れることが大いに期待される。

２．４，５年目の人材養成システム改革及び資金計画
（１）人材養成システム改革及び資金計画の見直しの必要性の有無
提案時の人材養成システム改革構想や資金計画に関する基本的変更は、全体的には無い。ただし、
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Ⅳ．の１．の（１）に記載したとおり振興調整費による新規の教員採用を４年目の平成２２年度で完了させ
るため、それに伴う新規教員２名分の経費の増額がある。その増額分を大学運営費から負担することを
決定している。
また、３年目のテニュア・トラック教員の中間評価結果によっては、一部の特任助教を特任准教授へ昇
格させ、若手教員の研究活動のより一層の活性化を図る。これらの経費は、本制度の大学への着実な定
着化を実現するための経費であることから、次の平成２２年度以降は当初計画を若干上回る額が申請で
きればありがたい。そのために必要な額を申請したい。

（２）人材養成システム改革及び資金計画の概要
振興調整費による４、５年目の採用者数２名ずつを４年目の平成２２年度にまとめて４名を一括採用す
ること、大学運営費によるテニュア・トラックプログラムの実施を平成２３年度から始め、それ以降は毎年１
－２名ずつ継続して採用する。学長のリーダーシップの下で人事制度としてのテニュア・トラック制度の定
着化と実現化を図ることを決定している。その結果、振興調整費と大学運営費の両プログラムにおけるテ
ニュア・トラック制度の円滑な移行が達成でき、同時に大学内への本制度の拡大と定着化が図れることが
期待される。

３．実施期間終了後の人材養成システム改革
人材養成システム改革の成果を継続・発展させるために大学運営費によるテニュア・トラックプログラム
の実施を平成２３年度から始め、それ以降は毎年１－２名ずつ継続して採用する。これによって、振興調
整費と大学運営費よるテニュア・トラック制度の円滑な移行が達成でき、実施期間終了後も継続して大学
内への本制度の拡大と定着化が図れる。そのための必要経費は大学運営費による。

大学運営費によるテニュア・トラック教員は部局から独立した先端領域教育研究センターに５年間所属
させ、若手教員の教育研究活動のためのスペースの確保，自立化した研究活動を促進させることやメン
ター教員による支援、教育研究以外の雑務からの解放などを継続して行う。テニュア・トラック教員の採用
や中間評価、最終評価の透明性を確保するために「若手グローバル人材育成委員会」を継続して設置
する。
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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
初年度の目標である、１）先端理工学分野における若手研究者を 5 名国際公募で採用し、２）その育
成のためのメンター教員制度を発足させ、３）部局から独立した採用者の所属組織である先端領域教
育研究センターを設置し、４）自立的研究環境の整備、については全て計画とおり達成した。研究環
境については、平均６０平方メートルの研究スペースと年間研究費平均５００万円を各教員に提供し、新
しい研究室を独立して立ち上げ、自立的研究環境を実現している。
２年目は，１）若手研究者が４名である点以外は全て初年度と同じであり、全て計画どおり達成した。
２）特に初年度採用の若手教員 3 名を２年目に３ヶ月間学外派遣することによって国際的な研究レベル
を実感させ、国際的経験を積ませた。３）平成２１年度に実施予定の中間評価に関して、平成２０年度に
評価方法や評価基準などを慎重に検討し、これを決定すると共にその内容をテニュア・トラック教員並
びにメンター教員に速やかに周知した。
３年目の目標である、１）学外委員を含めての中間評価，２）中間評価のための評価基準の作成、３）
テニュア・トラック教員に対する指導体制の確立、４）特に優れる場合の特任准教授への昇格と逆の場
合のリクルート方法の検討、５）大学運営費によるテニュア・トラック制度の導入検討については、1)、2)
は若手グローバル人材育成委員会で決定している。3)については初年度から体制を整備し、4)、5)につ
いては、年度内の終了を目指して検討を進めている。

２．国際公募･審査・業績評価
本プログラムの採択通知から初年度に若手研究者を５名国際公募するまでに、学内諸手続きの迅速な
決定と事務処理を行った結果、相当数の応募者を得た。採用時の審査では、外部委員を含めた全学的
体制で臨み、専門的な教育研究分野での重要課題とその中の各自課題との関係に加えて将来への計
画や抱負から発展性，人間性などを含めた内容を総合的に審査した。初年度から３年目までのテニュア
採用枠１１に対して、女性１１名、外国人５７名を含む総数１３４名の応募者があり，審査の結果、女性１名
と外国人３名を含む１１名が決定した。その中で本学出身者は１名であった。
年次評価は、先ず採用時に５年間に行う「研究計画書」に中間評価及び最終評価時点において達成
を見込む具体的な「研究成果目標」を含めて作成し、若手グローバル人材育成委員会に提出させた。各
年度の活動成果の評価に関しては、年度ごとに「研究達成度自己評価シート」の提出と先端領域教育研
究センターで行われる「研究成果報告会」において、年度毎に得られた研究成果を発表し、質疑討論を
通してテニュア・トラック教員の達成度を把握し、研究目標が達成できるように必要に応じて助言を行っ
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）
本プログラム大学運営費によるテニュア・トラック制度を設計し（Ⅲ．の３．の（９））、Ⅳ．の１．の（１）にお
ける記載理由によって、当初の平成 22 年度からの実施を平成２３年度から実施することを若手グローバ
ル人材育成委員会で決定している。
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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）
大学運営費によるテニュア・トラック制度の運営は、振興調整費によるものを踏襲してほぼ同じ体制
で行う。すなわち、年間研究費平均 500 万円や人件費など本事業に直接必要とされる経費については、
原則、科学技術振興調整費により賄い、不足する場合には、運営費交付金（学長裁量経費等）から支弁
する。この他、研究スペースの確保とスペース整備費及び基礎設備費、直接経費から支出できない汎用
物品等の購入費については、主に学長裁量経費や間接経費を財源として負担している。

５．今後の計画（実施期間終了後の継続性）
人材養成システム改革の成果を継続・発展させるために大学運営費によるテニュア・トラックプログラム
の実施を平成２３年度から始め、それ以降は毎年１－２名ずつ継続して採用する。これによって、振興調
整費と大学運営費よるテニュア・トラック制度の円滑な移行が達成でき、実施期間終了後も継続して大学
内への本制度の拡大と定着化が図れる。
大学運営費によるテニュア・トラック教員は部局から独立した先端領域教育研究センターに５年間所属
させ、若手教員の教育研究活動のためのスペースの確保，自立化した研究活動を促進させることやメン
ター教員による支援、教育研究以外の雑務からの解放などを継続して行う。一方、本学の既存の部局で
の助教、准教授を含む若手教員全員を対象とする恒常的人事制度としてのテニュア・トラック制について
も検討しつつある。

なお、本学独自のアピールポイントは次のとおりである。
・

本学のテニュア・トラック制では、採用２年目に世界トップランクの国内外の研究機関への 3 ヶ月以内
の派遣を特徴とする。これは世界の第一線で活躍できる若手研究者を育成する目的である。

・

テニュア・トラック教員の中間、最終評価における審査基準の公開並びにそれに基づく透明性ある評
価の仕組みを策定している。これらの一部は、次ページのⅥ．付録（非公開）の転載資料によって理
解される。
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