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「TT 若手」とは本プログラムによってテニュアトラック制で採用した若手研究者を指す。

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：わが国の将来を担う国際共同人材育成機構
■機関名：国立大学法人 京都大学
■総括責任者名（役職）：松本 紘（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年目までの総額 750.2 百万円（間接経費込み）
１．人材養成システム改革の概要
（１）機関の現状
京都大学は、創立以来の自由の学風を継承し世界的に優れた知の創造を行うことによって地球社会の調
和ある共存に貢献してきた。その結果として、ノーベル賞、文化勲章などの数々の受賞者を生みだし、また、
多くの研究分野で世界をリードする中核機関として位置づけられている。
更なる発展を目指して改革に取り組んでいるが、中でも人材育成は重要な課題であり、21 世紀 COE 拠点、
G-COE 拠点、先端領域融合による開放型医学研究拠点形成事業、「新領域を開拓する独創的人材の飛躍
システム」、知的財産ディレクター養成ユニット、ナノメディシン融合教育ユニット、遺伝カウンセラー・コーディ
ネーター養成ユニット、女性研究者支援センターの設置等により人材育成を推進している。
また、教員の任期制の導入、年俸制の導入などの新たな給与体系の構築、「民間企業等の出向職員の受
入制度」、「特定有期雇用教員制度」や、「Sponsored-Research Program 制度」による教員の雇用を積極的に
推進することによって優秀な人材の確保と学内外の然るべきポジションへの円滑な昇任を促す体制を構築し
つつある。
（２）人材システム改革・若手研究者育成の構想
本学は若手研究者育成のモデルを提案し、先導的役割を果たした。次の課題は人材育成の国際化、男女
共同参画の実現であり、その為に人材養成国際化特区を構築し、「外国人 PI、女性 PI、外国人留学生の中に
日本人 PI、大学院生が参加する状況」、「英語による運営」、「海外の協力機関との連携による運営」を進め、
「国際的に通用する運営システム、国際感覚にあふれた研究環境」の下で人材を育成するシステムを確立す
る。
生命科学系分野において融合的・横断的な研究を推進する優れた１０人のチームリーダー（助教、外国人
PI;50%、女性 PI;30%を含む）を国際公募、提携機関からの推薦により採用する。中間,終了時に厳正な評価を
行い、５人の若手研究者を准教授・専任講師として採用する。本プログラムによる５年間（第１ステップ）、引き
続く本学の定員ポジションでの５年間（第２ステップ）の１０年間一貫の育成コースとして運営し、優れた若手研
究者を教授ポジションへと育成する。また、学内外の機関、企業などに推薦し、国際的な人材交流の役割を
果たす。
選考された助教チームには、独立して研究を推進する設備の整った研究スペースが確保されており、最先
端の機器、動物実験施設、RI 実験室等の利用が可能であり、赴任後、直ちに研究に取りかかれる体制を保
障する。
「新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」、並びに本実施課題による人材育成の成果と課題を検証
し、本学の統一的な人材育成システムの確立を目指す。
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「わが国の将来を担う国際共同人材育成機構」実施体制
京

都

大

学

システム長
海外提携機関
復旦大学上海医学院（上海）
マヒドン大学（タイ）
ハノイ大学（ベトナム）
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・
・

１.チームリーダーの推薦・選考
２．人材育成に関する助言
３．中間評価・最終評価
４．運営システムへの指導・助言
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運営委員会：領域アドバイザー
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領域アドバイザー

メンター
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（著名な学者）
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論文作成、研究費獲得
ポジション獲得支援

研究指導
教育指導

科学技術振興助教
博 士 研 究 員
３年目・５年目評価
講

准教授・講師

師

生命科学系

独立研究室
人事制度改革

准教授

生命科学系キャリアパス形成ユニット
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他機関

２．ミッションステートメント（採択条件に対応し、再提出したミッションステートメントを記載している）
（１）人材養成システム改革構想の概要
広範な研究領域を包含し、且つ、日々国際化、学際化する生命科学系分野において、次代の先端的・横
断的融合研究を担う若手研究者の育成・登用は不可欠である。本構想では、本学の生命科学系各部局が一
致協力して既存部局から独立した「生命科学系キャリアパス形成ユニット」を構築した。本ユニットでは「多国
籍の外国人 PI、女性 PI、外国人留学生の中に日本人 PI、大学院生が参加する状況」、「英語による運営、海
外の提携機関との連携による運営」、即ち「国際的に通用する運営システム、国際感覚にあふれた研究環境」
の下で人材を育成するシステムを確立し、真に国際的に活躍できる人材を養成する。この目的を達成するた
めに、本ユニットの中核となるチームリーダー（助教）を提携機関からの推薦、国際公募により選考し（外国人
PI;50%、女性 PI;30%）、１０人の任期付きの科学技術振興助教（チームリーダー）として採用する。なお、選考に
あたっては、生命科学系分野の広範囲に亘って融合的・横断的な研究を推進するための優れたテーマを採
択する。科学技術振興助教は、科学技術振興博士研究員と大学院生を率い、設備の整った研究環境の中で
チームリーダーとして自ら設定した研究テーマについて自立的に研究を推進する。また、総長重点施策定員
と研究科長裁量定員によるテニュアポジションを準備している。研究の進捗の為に、生命科学系各部局から
選出された領域アドバイザーとメンター教授、海外の提携機関の担当者を交えて、きめ細かな指導を行う。
（２）３年目における具体的な目標
① 「わが国の将来を担う国際共同人材育成機構」に参加した若手研究者が自らの研究を推進し、「京都大
学生命科学系キャリアパス形成ユニット」の中心を担う人材へと成長するようにきめ細かい指導を行う。
② ３年目終了時までにキャリアパス（終了）時の評価のあり方、テニュア・トラック制の実施についての基本
方針を決定する。
③ ３年目秋（終了時）に外国人を含むピアレビューによる厳正な研究評価を行い、優秀な研究者へのサポ
ート強化と、研究の進展が思わしくない者には適正な指導を行う。特に優秀な者はテニュアポジション
に抜擢することも考慮する。
④ 生命科学系各部局はテニュアポジションを提供できるように人材の流動化目標を設定する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
① 終了時の評価のあり方、テニュア・トラック制の実施についての基本方針を基に外国人を含むピアレビュ
ーによる厳正な研究評価を行い、優れた研究者をテニュアポジション（50％）に採用する。この為に３名
の専任講師ポジション、２名の准教授ポジションを用意している。
② 厳正で透明な運営システムと評価システムの構築、及び若手研究者のテニュアポジションへの移行実
績をもって本構想を京都大学の次世代を担う研究者養成センターとして定着させる。
③ 研究者養成センターでは、本システムの後継プロジェクトのみならず独立して研究グループを率いるこ
とができる外部資金を獲得した若手研究者を受け入れる体制を整備するなど、より発展した人材育成シ
ステムの構築を図る。
（４）実施期間終了後の取組
① 優れた研究者でテニュアポジションに採用されたメンバーには、業績に応じて専任講師、もしくは准教
授のポジションを与える。この専任講師、准教授ポジションは５年任期であるが、定員ポジションであり、
定員と同等に処遇する。また、独立したポジションであり、特定講座等に所属させず、独立した研究スペ
ースを与える。なお、専門と関連する分野の教育に携わる義務を科す。
② 本システムは「若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム」による５年間（第１ステップ）、引き続
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く「本学の定員ポジションでの５年間」（第２ステップ）の１０年間の育成コースとして運営され、優れた若
手研究者を教授ポジションへと育成する。
③ 「先端領域融合による開放型医学研究拠点形成」（H14～18）、「新領域を開拓する独創的人材の飛躍
システム」（本事業）、並びに本申請による人材育成の成果と課題を検証し、本学の統一的な人材育成
モデルシステムの確立を目指す。また、統一的なシステムを確立することによって、その必要経費を全
学、及び関連部局の間接経費に移行させることを可能とする。また、各種の研究者育成事業に申請し、
継続的な人材育成に大学全体として取り組む。更に、大学の統一的なコンセプト、方針に基づいて重
点施策定員、研究科長裁量定員等の活用を図り、既存の教員の流動化の更なる促進を図る
（５）期待される波及効果
本構想の特徴は、
① 生命科学系各部局の協力を得た全学的な取り組み
② 総長の重点施策定員、研究科長裁量定員による若手研究者のためのテニュア・ポスト（准教授、講師）
の設定
③ 領域アドバイザーを通じた融合研究の推進
④ 研究室（棟）、研究設備の共同利用の推進
⑤ 研究科を越えた大学院教育への参画によるキャリアの育成
⑥ 外国人 PI、女性 PI、外国人留学生の中に日本人 PI、大学院生がいるという研究環境の国際化
⑦ 英語を公用語にすること、海外提携機関の評価・研究推進・運営システムへの参加、助言による運営シ
ステムの国際化
にあり、全国の見本と位置づけられた「先端領域融合による開放型医学研究拠点形成」プログラムを発展させ
た新たなモデルとなることが期待される。
３．採択時コメント
国際化特区を設置し、採用する若手研究者に占める外国人割合を50%、女性を30%とする点は野心的であり、
波及効果が期待できる。英語による講義を行うなど、「国際化」を重点においた取組である点が評価された。H18
年度採択の同プログラムの取組は分散ネットワーク型であったが、本提案は生命分野という分野特性と国際性
を育むために一箇所集中型としており、同一機関における２つのテニュア・トラックが目的指向で明確に整理さ
れ、十分な制度設計が行われている。
なお、本提案を医学系だけではなく生命科学系全体に展開することを確保すると共に、さらには本テニュア･ト
ラック制を全学に広げていくよう発展させていただきたい。また、若手研究者の採用にあたっては、出身、背景な
どの多様性が確保されるよう留意していただきたい。
【採択条件】
テニュアに至るまでの若手人材育成期間が10 年で計画されており、課題の実施期間5 年間をはるかに超え
ている。このため、実施期間終了後も、明確で実効性のある制度設計を行い、確実に継続することを条件とする。
具体的には、本課題終了後の計画をミッションステートメントの「実施期間終了後の取組」に明記すること。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年

経費の内容
20 年度 21 年度

度（平成）

22 年度

23 年度

総 額
24 年度

科学技術振興調整費
１．人件費
（1）職階：特定助教

計：5.8 計：100.7 計：137.5 計：137.5 計：137.5
5.8
62.8
77.8
77.8
77.8
(5 名） (8 名）
(10 名） (10 名） (10 名）
（2）職階：特定研究員
25.3
57.5
57.5
57.5
(5 名）
(11 名） (11 名） (11 名）
（3）職階：学術支援研究員
10.0
(１名）
（４）職階：補佐員
2.5
2.3
2.3
2.3
(3 名）
(2 名）
(2 名）
(2 名）

25 年度

計：519

214

２．備品及び
試作品費

127.4

24.5

20.7

20.7

20.7

３．消耗品

58.6

53.4

25.5

25.5

25.5

４．旅費

0

7.2

5.6

5.6

5.6

24

５．その他

0.7

6.4

2.9

2.9

2.9

15.8

６．間接経費

57.8

57.7

57.7

57.7

57.7

288.6

250.3

249.9

250.0

250.0

250.0

1250.2

1.3

1.6

2.6

2.6

2.6

10.7

1.6

2.6

2.6

2.6

10.7

調整費計
（自主的取組）
・競争的資金の間接経費

自主経費計

1.3

188.5

注１）人件費は、職階（准教授、講師、助教、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して下さい。
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）まで記載して下さい。
４）平成20年度は決算額、平成21年度は執行額、平成22年度は予算額、平成23年度、平成24年度
は計画を記入して下さい。（提案書の計画を変更している場合は、その旨明記して下さい。）
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Ⅲ．これまでの取組状況（実施内容・実績）の概要
１． これまでの取組状況の総括
本学は平成 14～18 年度、科学技術振興調整費戦略的研究拠点育成プログラムの支援により「先端領域融
合による開放型医学研究拠点」を設けた。これは優れた人材育成システムであると高評価を得たが、同時に
改革すべき課題について、改革方針の検討を行ってきた。その過程で、生命科学系各部局が参画する「生命
科学系キャリアパス形成ユニット」を立ち上げ、生命科学諸分野の優れた若手研究者が一堂に集結し研究す
るシステムによる先端的・横断的融合研究の推進を目指した。先述の拠点の検討結果より、本システムにおい
ては、国際化、男女共同参画、教育への参加に重点を置くこととした。
テニュア・トラック助教は、2 度の国際公募により 10 名が採用されている。テニュア・トラック助教は、チームリ
ーダーとしてポスドク研究員や大学院生らを率い、生命科学系キャリアパス形成ユニット研究棟にて自立的に
研究を推進している。メンターが全体で 1 名、領域アドバイザーが助教 1 人につき 2 名ずつ配置され、研究指
導等に当たっている。
平成 21 年 5 月 19～20 日には、オープンシンポジウム「The First International Young Scientists Career
Development Organization (ICDO) Symposium」が開催され、テニュア・トラック助教による研究内容のプレゼン
テーションおよび国内外の外部評価委員による評価・助言が行われた。
また、平成 21 年 7 月 9 日発行の英国科学雑誌「ｎａｔｕｒｅ」には、本機構が取り上げられ、女性および外国人
研究者の積極採用が高く評価される記事が掲載された。（ｎａｔｕｒｅ / Vol 460 / Issue no. 7252 / 9 July 2009 /
“Japan’s tipping point” より抜粋： The country needs to experiment with aggressive policies.Initiatives such
as the Kyoto University International Young Scientists Career Deveropment Organization,which deliberately
seeks to have one-third of the positions for young scientists filled by women and half by foreigners,should be
duplicated and supported elsewhere. Japan’s dependence on domestic scientists and its need for fresh ideas
also justifies another radical investment in its longer term future:）
課題運営について協議を行う運営協議会は、平成 20、21 年度それぞれ 5 回ずつ開催された。
運営協議会での決定・報告事項は毎月、助教を中心として生命科学系キャリアパス形成ユニット所属の教
員と運営協議会構成員であるメンター教授、ユニット長、および事務職員を含めたリーダー会議を開催し、先
の運営協議会の決定・報告事項の周知、さらに研究・教育面での諸問題を洗い出し、違った分野の助教から
の意見を聞ける会議を設けており、個々の助教の知識だけでなく広い領域分野からのアドバイスを受け、次の
研究段階へ進めるシステムを取っている。

中間評価・テニュア審査の審査基準は策定および周知は済んでいる。また、テニュア枠については、
医学研究科長裁量定員 3 名、総長重点施策定員 1 名は確保済みであり、加えて総長重点施策定員 1 名を今
後配置予定である。
表－１ 課題の運営・実施体制
委員会等の
名称
生命科学系キャリア

委員などの構成
検討の内容

課題運営全般

自機関内
執行部

関係部局

1

11

自機関外
その他

国内

海外

3

2

パス形成ユニット運
営協議会
外部評価委員会

研究・運営への助言
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表－２ 実施状況

取組内容
実施日
課題運営
平成 20 年 7 月 1 日

国際公募・選考・
業績/中間評価

TT 若手育成

運営協議会開催

平成 20 年 7 月 16 日

特定助教（テニュア・ト

～

ラック助教）国際公募

平成 20 年 9 月 15 日
平成 20 年 9 月 16 日

特定助教公募への応

～

募者の書面審査

平成 20 年 10 月 22 日
平成 20 年 10 月 23 日

運営協議会開催

平成 20 年 11 月 19、

特定助教公募への応

21、25 日

募者の面接審査

平成 20 年 11 月 25 日

運営協議会開催

特定助教採用につい
ての審議

平成 21 年 1 月

特定助教 2 名
着任、研究開始

平成 21 年 1 月 31 日

運営協議会開催

平成 21 年 2 月

特定助教 1 名
着任、研究開始

平成 21 年 2 月 10 日

運営協議会開催

平成 21 年 3 月

特定助教 2 名
着任、研究開始

平成 21 年 4 月

特定助教 3 名
着任、研究開始

平成 21 年 4 月 23 日

運営協議会開催

平成 21 年 5 月 19、20

外部評価委員による

オープンシンポジ

日

評価（年次評価）

ウム開催、外部評
価委員による助言

平成 21 年 6 月 30 日

運営協議会開催

平成 21 年 9 月 16 日

運営協議会開催

平成 22 年 1 月 29 日

運営協議会開催

平成 22 年 2 月 26 日

運営協議会開催

平成 22 年 4 月 7 日

特定助教（テニュアト

～

ラック助教）国際公募

平成 22 年 5 月 7 日
平成 22 年 5 月 20～29

特定助教公募への応

日

募者の書面審査（一
次）
7

その他

平成 22 年 6 月 1 日

特定助教公募への応
募者の書面審査（二
次）

平成 22 年 6 月 1 日

運営協議会開催

特定助教採用につい
ての審議

２．採択時コメントへの対応状況
（１）評価点
・国際化特区の設置については、英語を公用語とするユニット運営、外国人研究者の積極的募
集および採用により、その実現に努めている。また、テニュア・トラック助教が利用する「生
命科学系キャリアパス形成ユニット棟」では、最先端の実験環境の整備、先端技術センター
による大型機器の共同利用と技術支援サービス、共通テクニシャンによる技術支援、ラボ管
理体制が整えられており、国際的スタンダードを満たす研究環境といえる。
・採用するテニュア・トラック助教に占める外国人割合を 50%、女性を 30%としていたが、厳正
なる選考の結果、外国人 40％、女性 40％となった。また、採用した若手日本人研究者 6 名の
うち 5 名は、海外の研究機関に 2～7 年間在籍しており、国際的な研究素養を持っている。
・平成 18 年度採択の本学の同プログラムにおける取組が分散ネットワーク型であるのに対し、
本課題は生命科学系諸分野の研究者が一堂に集まり研究を行うという、目的指向の全く異な
るシステムにて現在実施されている。
（２）今後への課題
・テニュア・トラック助教の採用に際しては、学内外、国内外に対し広く公募情報を発信する
ことで、多様な出身や背景を持つ多数の応募者の中からの選考、医学系ではなく生命科学系
の広いカテゴリーの中で、自由度の高い研究計画等より審査した結果、医学だけでなく獣医
学、薬学、理学、生命科学、工学系出身の若手研究者を採用し、それぞれ違った専門分野の
生命科学系研究者を一堂に会し、
研究者間コミュニケーションのとれる研究環境を実現した。
（３）採択条件
・課題の実施期間（5 年）後の、さらなるキャリアアップを目指す人材育成期間として、審査
で選考された優秀なテニュア・トラック助教を、専任講師、あるいは准教授として大学独自
で用意する定員ポジション（5 年任期）で採用し、10 年間の育成コースとして運営する予定
である。
３．機関の「テニュア像」
本学の教員の公募は部局単位で実施しているが、テニュア教員に求める資質として、教員個人として
の将来性、研究に対する情熱、並びに当該分野での将来の発展方向等の考慮、即ち、ポテンシャル等
が挙げられる。若手研究者に対しては、業績のみに囚われず、特にポテンシャルを重要な資質とし、関
連する分野の教育への関与を、重要な役割としている。
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４．中間評価時点までの計画（目標）の達成状況
【計画（３年目における具体的な目標）
】
①「わが国の将来を担う国際共同人材育成機構」に参加した若手研究者が自らの研究を推進し、
「京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット」の中心を担う人材へと成長するようにきめ
細かい指導を行う。
②３年目終了時までにキャリアパス（終了）時の評価のあり方、テニュア・トラック制の実施に
ついての基本方針を決定する。
③３年目秋（終了時）に外国人を含むピアレビューによる厳正な研究評価を行い、優秀な研究者
へのサポート強化と、研究の進展が思わしくない者には適正な指導を行う。特に優秀な者はテ
ニュアポジションに抜擢することも考慮する。
④生命科学系各部局はテニュアポジションを提供できるように人材の流動化目標を設定する。
【達成状況】
①若手研究者に対しては、メンターおよび生命科学系各部局から選出されたアドバイザーが研究
指導を行っている。また、平成 21 年 5 月 19～20 日に、オープンシンポジウム「The First International
Young Scientists Career Development Organization (ICDO) Symposium」を開催した。その際、各テニ
ュア・トラック助教のプレゼンテーションに対し、4 名の外部評価委員による評価、および研究活動への
助言が行われた。
助教の教育への関与として、運営協議会で大学院教育等に参画できるように、各委員が所属する研
究科に働きかけることを決定し、平成 20 年度は 2 名の助教が非常勤講師として実習に参加、大学院生
指導を実施し、平成 21 年度は 6 名の助教が非常勤講師及び大学院生指導をし、そのうち 1 名の助教
は米国ニューヨーク州コールドスプリングハーバーにおけるサマーコース講師を行った。平成 22 年度
は 10 名全ての助教が生命科学研究科の非常勤講師として、講義等を実施する。
②「テニュア審査の審査基準・方法」を平成 22 年 6 月 1 日開催の運営協議会において決定

し、6 月 30 日開催のリーダー会議にて各助教に周知した。本課題で採用した若手研究者で
ある特定助教のテニュア審査に際しては、事前にテニュア審査基準・方法を周知し、各研究者の当初
の研究目的に対する達成度の自己評価報告、研究の今後の展開、さらに関連研究科への非常勤講
師等での教育への関与状況を審査し、そのためのデータとして外部資金の獲得状況、基調講演、招
待講演、口頭発表、特許、著書、論文等から個人の研究能力や教育能力、社会への適応能力等を
兼ね備えた人物かを判断し、定員ポジションと同等の５年任期の講師、准教授への昇任を行う。
③若手研究者らの着任時期・研究期間等を考慮した結果、ミッションステートメントに記載の「3
年目秋」では、全ての助教の研究期間は 2 年を満たないところであり、研究成果を判断する上
では、時期尚早であると判断して延期し、４年目秋の実施を予定している。
④生命科学系各部局においては、それぞれ教授会において研究者の流動化を目的とし、すでに再
生医科学研究所、ウイルス研究所で任期制導入が図られている。平成 21 年度においては医学研
究科が准教授以下に 5 年間の任期制を導入し、教員の流動化を進め優秀な研究者を獲得しやす
い環境整備を行っている。
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５．実施期間終了後を含めた今後の計画の概要
中間評価およびテニュア審査を経て選出された若手研究者をテニュアポジションへ移行させ、本構想
の全学への波及をはかる。策定した中間評価・テニュア審査の審査基準・方法等については、すでにテ
ニュア・トラック助教に周知済みである。
「若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム」（第 1 ステップ）に引続く、「本学の定員ポジショ
ンでの 5 年間」（第 2 ステップ）で選任された准教授・講師には独立した研究スペースを与え、更に研究を
発展させ、かつ教育経験を積ませることにより教授へと育成する。
また、「先端領域融合による開放型医学研究拠点形成」（H14～18）、「新領域を開拓する独創的人材
の飛躍システム」（本事業、H18～22）とともに人材育成の成果と課題を検証し、本学の統一的な人材育
成モデルシステムの確立を目指す。本システムのような「既存部局から独立した先端的・横断的融合研
究を行うための拠点」、「グローバルスタンダードによって運営される拠点」、「多数の外国人 PI、女性 PI
が参加する拠点」を設立、継続することで、本システムを将来にわたって本学の若手研究者育成システム
として維持・発展させる。
なお、平成 21 年度からは、本システムから派生し本学独自のシステムとして、特定部局に所属しない
全学組織の中で優秀な若手研究者を年俸制特定教員（准教授・助教）として採用し、自由な研究環境を
与えるシステム、「白眉プロジェクト」を実施している。
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Ⅳ．機関による自己評価
(1) ミッションステートメントに対する達成度
提案構想名にある「わが国の将来を担う国際共同人材育成機構」にあるように、10 人のチームリーダーのう
ち外国人 PI50%、女性 PI30%を海外提携機関からの推薦を含む国際公募での目標を掲げており、おおむね達
成できた。女性 PI は当初目標を上回る 4 人・40%を達成した。しかし、外国人 PI は、当初目標より 1 名少ない
4 人 40%であるが、採用した日本人研究者 6 人のうち、5 人（83％）が、前職又は以前は国外の研究機関にて
研究従事したものであり、すでに国際的な研究感覚を有しており、今回の機構の中で更に躍進し、外国人同
様の国際感覚の見識を持ち研究を推進できる研究者に育成されると確信する。
(2) 国際公募･審査・業績評価
20 年度当初は、若手研究者を 10 人採用予定で進めていたが、2 名の辞退者があり、22 年度に 2 名の追加
採用を実施し、当初の 10 名体制が整った。
平成 20 年 7 月 16 日より、10 名を募集する第 1 回の国際公募を実施し、女性 25 名、外国人 41 名を含む
107 名の応募者があった。選考委員による統一的観点での選考を可能にするため、申請書には統一書式（研
究計画や業績等を記載）を用い、1 次選考として、11 名の運営委員と専門分野ごとに審査協力を依頼した教
員による複数審査体制により書類審査を行い、22 名を選出した。2 次選考として、11 名の運営委員による面接
審査（応募者からの研究概要、方向性、抱負等のプレゼンテーションを受け質疑応答で更なる研究への意欲
等を確認。）を行い、10 名の最終候補者を決定した。
しかし、その後平成 20 年 12 月と平成 21 年 2 月に 1 名ずつ、候補者の都合による採用辞退があった。そ
れぞれの辞退理由は、1 名は他機関の任期を付さない研究員への採用が決定し、他の 1 名は採用予定者の
夫が研究者であり、日本での研究継続ができないためやむなく辞退したものである。
このため、平成 22 年 4 月 7 日より、2 名を追加募集する第 2 回の国際公募を実施し、女性 6 名、外国人 15
名を含む 32 名の応募者があった。第 1 回と同様に統一書式の申請書を用い、1 次選考として 3 名の運営委
員による書類審査を行い、8 名を選出した。2 次選考として、7 名の運営委員による書類選考を行い、2 名の最
終候補者を決定した。
選考においては、個人としての将来性、研究に対する情熱、並びに生命科学全体の将来の発展方向等を
考慮、即ちポテンシャルの評価観点から審査を行った。
(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）
本プログラムでの 10 人の若手研究者と同一の建物において、別途、学内での措置として総長重点施策定
員 1 名と医学研究科からの流用定員 3 名の 4 名の准教授・講師を配置し、各自の研究遂行だけでなく若手研
究者が指導助言を受けられる体制を構築するとともに、若手研究者と共に准教授、講師を置くことで、各自が
ステップアップすれば講師になれることを体現できる研究環境を整備した。
(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）
本学では平成 21 年度より若手研究者が研究資金の交付を受け、研究実績報告を強制しない「白眉プロジ
ェクト」を推進し始めた。これは、研究者が年間 100～400 万円の研究資金と、最長 5 年の任期にて准教授・助
教の職位を与えられ、既存部局ではなく全学的組織に所属し、自由度の高い研究に専念するプロジェクトで
あり、人文学・社会科学・自然科学の全ての分野を対象に基礎から応用までのあらゆる学術研究を含む次世
代の研究者育成を全学的に推進するものである。当該プロジェクトは科学技術振興調整費の支援による「先
端領域融合による開放型医学研究拠点形成」（H14～18）、「新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」
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（H18～22）、および本プロジェクトより派生した、京都大学独自バージョンと言えるものである。
(5) 実施期間終了までの進め方
テニュア・トラック助教は、5 年間の任期つきでの採用であり、原則的にその任期後には統一基準の審査に
より選出された者を、本学定員ポジションと同等の 5 年任期の講師、准教授へ移行するが、一方で、課題実施
期間中に本学の教員公募に各自が応募することを制限するものではなく、各自の判断に任せている。
また、生命科学系のある部局では、教員の採用に際しては、選考委員会が候補者本人への意思確認は行
わず候補者名簿を作成し、講師選考の名簿に登載される者もおり、各員の研究が生命科学系の研究者間で
も認められだしたことを意味するところである。
さらに、平成 22 年度中に 10 名の助教に対して、４年目秋に実施予定の中間評価と最終年度のテニュア
審査の観点等を明示し、テニュア審査に向けて各自が取り組めるように実施した。
実施期間終了までは、若手研究者をインキュベートできる研究環境として機能しつつ、外部からの教員選
考にも対応する。また、本研究環境で次世代の活躍できる生命科学系研究者として研究の自由度を保障しつ
つ、教育への参画への要請も受け、各自経験をつめる体制を維持する。このため、運営協議会では各員の研
究・教育をサポートするとともに、自主経費での准教授・講師の指導・助言を行う体制を終了時まで維持してい
く。
(6) 実施期間終了以降の継続性・発展性
テニュア・トラック助教は、5 年後に審査を行い、優れた研究者を専任講師、あるいは准教授のポジション
（定員ポジション）に採用する。この定員ポジションは 5 年任期であるが、結果として、本プロジェクトの 5 年間
（第１ステップ）と引き続く定員ポジションでの 5 年間（第２ステップ）の 2 つのステップを踏むことによって 10 年
間のコースとなる。この 10 年間の間に、チームリーダーとしてポスドク研究員らを率いて研究を推進することで、
自立的に研究活動を行う能力を養成し、教授相当ポジションを獲得できるようにメンター教授、運営協議会委
員、アドバイザーが研究・教育面での指導・助言や、学内の研究資金獲得への支援を行い若手研究者を育
成する計画である。
このことは、先の「先端領域融合による開放型医学研究拠点形成」（H14-H18）の経験から、5 年間（実質 4
年間）では短すぎるとの指摘が多くあり、各運営委員も同様に判断したことに基づく。
本振興調整費では助教クラスの若手研究者を育成することがミッションとなっており、３０歳代前半までの研
究者が対象となる。30 歳代前半の研究者が 5 年間のトレーニングで教授に抜擢される可能性はそれほど高い
とは思えず、優れた若手研究者を 10 年間かけて、しっかりと、且つ大きく育成することを計画としている。
30 歳代前半のテニュア・トラック研究者の 5 年後のキャリアパス形成としては、一般的に講師、および准教授
相当ポジションへの昇進が妥当であり、優れた成果を上げた 5 人のメンバーに更に 5 年間のキャリアアップ期
間を与え、最終的なポジションである教授への昇進に挑戦させる方が実現可能性の高い現実的なシステムと
考えている。なお、第 1 ステップの 5 年間に極めて優れた業績を上げた場合は、別途特別な昇進を考慮予定
である。
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Ⅴ．テニュア・トラック制による人材養成システム改革の進捗状況

１．国際公募の状況
第 1 回の国際公募では、2008/7/16～2008/9/15 の期間、nature、Science、蛋白質核酸酵素、実験医学、
JREC-IN、京都大学ホームページ（教職員公募欄）にて公募を行い、女性 25 名、外国人 41 名を含む 107 名
の応募者があった。
第 2 回の国際公募では、2010/4/7～2010/5/7 の期間、JREC-IN、京都大学ホームページ（教職員公募
欄）にて公募を行い、女性 6 名、外国人 15 名を含む 32 名の応募者があった。

表－３ 平成 20 年度第１回国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局
生命科学分野
公募期間

2008/7/16～2008/9/15

公募媒体

nature、Science、蛋白質核酸酵素、実験医学、
JREC-IN、京都大学ホームページ（教職員公募欄）

公募費用

597,933 円
（Nature：220,395 円、Science：304,038 円、
蛋白質核酸酵素：31,500 円、実験医学：42,000 円）

表－４ 平成 22 年度第 2 回国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

生命科学分野

公募期間

2010/4/7～2010/5/7

公募媒体

JREC-IN、京都大学ホームページ（教職員公募欄）

公募費用

0円

表－５ 国際公募への若手研究者応募状況（自主的取組を含む）
採用年度
（平成）

公募分野

単位：人、 （ ）内は女性の内数
応募者数

公募
人数

日本国籍

外国籍

合計

20 年度

生命科学

10

66(14)

41(11)

107(25)

22 年度

生命科学

2

17(5)

15(1)

32(6)

83（19）

56（12）

139（31）

合計

表－６ 選考・採用段階別の若手研究者数（自主的取組を含む）
応募者数
139(31)

単位：人、（ ）内は女性の内数

審査（１）

審査（2）

書面審査

面談、書面審査

30（9）

12（5）

採用者数
10（4）

日本国籍

外国籍

日本国籍

外国籍

日本国籍

外国籍

日本国籍

外国籍

83(19)

56 (12)

22(6)

8(3)

7(3)

5(2)

6(3)

4(1)
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表－７ 年度・分野別の選考・採用状況（自主的取組を含む）
採用年度
（平成）

応募者総数
分野

総数

単位：人、（ ）内は女性の内数

審査（１）通過者

日本

外国

国籍

籍

総数

日本

外国

国籍

籍

審査（2）通過者
総数

日本

外国

国籍

籍

2０年度

生命科学

107(25)

66(14)

41(11)

22(8)

19(6)

3(2)

10(5)

7(3)

3(2)

22 年度

生命科学

32(6)

17(5)

15(1)

8(1)

3(0)

5(1)

2(0)

0

2(0)

139（31）

83（19）

56（12）

30(9)

22(6)

8(3)

12(5)

7(3)

5(2)

合

計

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
第 1 回の国際公募では、女性 25 名、外国人 41 名を含む 107 名の応募者があった。申請書には統一書式
（研究計画や業績等を記載）を用い、1 次選考として、11 名の運営委員（学内）と専門分野ごとに審査協力を
依頼した教員 16 名（学内 15 名、学外 1 名、いずれも国内）による複数審査体制により書類審査を行い、22 名
を選出した。2 次選考として、11 名の運営委員（学内）による面接審査（応募者からの研究概要、方向性、抱負
等のプレゼンテーションを受け質疑応答で更なる研究への意欲等を確認。）を行い、10 名の最終候補者を決
定した。
第 2 回の国際公募では、女性 6 名、外国人 15 名を含む 32 名の応募者があった。第 1 回と同様に統一書
式の申請書を用い、1 次選考として 3 名の運営委員（学内）による書類審査を行い、8 名を選出した。2 次選考
として、7 名の運営委員（学内）による書類選考を行い、2 名の最終候補者を決定した。
選考においては、個人としての将来性、研究に対する情熱、並びに生命科学全体の将来の発展方向等を
考慮、即ちポテンシャルの評価観点から審査を行った。
表－８ TT 若手の選考・採用の体制(平成 20 年度公募)
選考委員などの構成

選考の内容
選考の段階

（書類審査、
面接審査等）

自機関内
執行部

自機関外

関係部局

その他

国内

15

1

1 次審査

書類審査

11

2 次審査

面接審査

11

海外

表－９ TT 若手の選考・採用の体制(平成 22 年度公募)
選考委員などの構成

選考の内容
選考の段階

（書類審査、
面接審査等）

自機関内
執行部

関係部局

1 次審査

書類審査

3

2 次審査

書類審査

7

14

自機関外
その他

国内

海外

（２） 採用者の状況
表－１０ ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）
採用人数
採用年度

部局等

振興調

自機関

自主経費

日本

で採用

国籍

8

0

6

2

4

2

3

2

0

0

2

0

2

1

10

0

6

4

4

4

4

整費で
採用

20 年度

内訳

生命科学系

外国籍

女性

直前職

学位
授与

キャリアパス

22 年度

形成ユニット

合計

３．TT 若手の研究環境整備
テニュア・トラック助教は、生命科学系キャリアパス形成ユニット棟（京都大学医学部構内）内研
究室にて、1 人当たり 103.2 ㎡の研究スペースを使用し研究を行っている。また共通設備として、各
種実験機器、先端技術センター、動物実験施設の共同利用が可能である。全体に 1 名のメンターが配置さ
れ日常的にユニットの運営管理や研究指導に当たるとともに、各テニュア・トラック助教に 2 名のア
ドバイザーが配置され、研究報告を受けての研究指導に当たっている。また、原則的に 1 名のテニュ
ア・トラック助教につき 1 名のポスドク研究員を雇用し、研究支援を行っている。研究資金について

は、各助教に 300 万円のスタートアップ資金、および年間 600 万円の研究費が支給されている。
表－１１ ＴＴ若手の研究環境等の整備状況
研究環境の整備状況
研究環境（所属・研究室等）

生命科学系キャリアパス形成ユニット棟内研究室

メンターの役割・配置等

メンター：運営管理、研究指導（全体で 1 名）
アドバイザー：研究指導（各テニュア・トラック助教に 2 名）

人的支援

TT 若手１人につきポスドク研究員 1 名

研究

スタートアップ資金

300 万円／人

資金

年間研究費

600 万円／人・年

研究スペース

研究室：103.2 ㎡／人

共通設備・施設

各種実験機器、先端技術センター、動物実験施設

４．TT 若手の育成施策・内容
テニュア・トラック助教は公的資金・民間助成ともに外部資金の獲得を積極的に行なっており、平
成 20、21 年度には計２５件の採択が決定した。また科研費については、平成 21 年度申請において、
学内採択率 26.28％のところ、100％の申請（計５件）が採択される結果となっている。また教育・研
究指導については、大学院生の指導のほか、各分野における講義・実習を行った。また、テニュア・
トラック助教は、国内外の研究機関（東京大学、九州大学、理化学研究所、ドイツ Ruhr-Universitat
Bochum、イギリス Medical

research

council、等）との共同研究を実施したり、国内外で開催され

る様々な学会（日本生物物理学会、日本生化学会、国際神経行動学会、等）にも積極的に参加してい
る。
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表－１２ ＴＴ若手の研究活動実績
論文(報)

著書(件)

年度（平成） 20

21

22

ＴＴ若手Ａ

1

1

2

ＴＴ若手Ｂ

1

2

1

ＴＴ若手Ｃ

21

22

20

21

受賞等（件）
22

20

21

その他（件）
22

20

21

22

1

ＴＴ若手Ｄ

1

ＴＴ若手Ｅ

2

ＴＴ若手Ｆ

5

2

ＴＴ若手Ｇ

2

1

ＴＴ若手Ｈ

2

1

ＴＴ若手 I
合計

20

特許等(件)

3

1

1

8
7
3

6

12

1
2

1
2

15

12

1

1

1

3

23
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５．年次評価（業績評価）体制
平成 21 年 5 月 19～20 日に、オープンシンポジウム「The First International Young Scientists Career
Development Organization (ICDO) Symposium」を開催、4 名の外部評価委員（国内より 3 名、海外より 1 名）
を招聘した。その際、各テニュア・トラック助教のプレゼンテーションに対し、外部評価委員による評価、および
研究活動への助言（現在の研究推進状況の評価、今後の取り組みに関する具体的アドバイス、期待すること、
等）が行われた。
表－１３ TT 若手の年次評価・中間評価・テニュア審査の体制
審査・評価委員などの構成

審査・評価の内容
選考の段階

（書類審査、
面接審査等）

自機関内
執行部

関係部局

年次評価１

シンポジウムでの発表

中間評価

書類審査、面談報告

18

テニュア審査

書類審査、プレゼン

20

自機関外
その他

2～3

国内

海外

3

1

3

2

６．中間評価基準、テニュア審査基準、テニュア枠
「中間評価・テニュア審査の審査基準・方法」を策定した。中間評価については、研究報告書（当初の
研究目的、研究の達成状況、研究上の懸案事項、今後の展開、研究業績）および自己評価書（当初目
的に対する達成度評価）に基づく書面審査と領域アドバイザーへの年 2 回の面談報告を基に実施し、評
価者はメンターおよび領域アドバイザーを予定している。また、テニュア審査については、研究報告書
（当初の研究目的、中間評価への対応、今後の展開、研究業績）、自己評価書（当初目的に対す
る達成度評価）、教育への関与状況（関連研究科への非常勤講師等の状況）に基づく書面審査お
よびプレゼンテーションに基づきテニュア審査を実施し、評価者はメンター、領域アドバイザー、
運営協議員、外部評価委員、専門分野から２～３人を予定している。研究活動業績の項目は、中
間評価、テニュア審査ともに、外部資金の獲得状況、基調講演、招待講演、口頭発表、特許、著書、論
文である。中間評価・テニュア審査の審査基準・方法等の周知については、テニュア・トラック助教が出席
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するリーダー会議にて、ユニット長より説明を行った。また、5 年間の課題実施期間終了後（第 2 ステップ）
の 5 年任期の講師、准教授への移行については、課題開始当初の計画通り、5 名（テニュア・トラック助教
の 50％）を予定している。
表－１４ 中間評価の評価基準・方法等
評価基準

当初の研究目的、研究の達成状況、研究上の懸案事項、今後の展開、研究業績、当初目的に対
する達成度評価、領域アドバイザーへの年 2 回の面談報告
評価方法
１．年次報告書類に基づく書面審査
２．領域アドバイザーによる年 2 回の面談報告

３．評価者：メンター、領域アドバイザー
研究活動業績の項目

外部資金の獲得状況、基調講演、招待講演、口頭発表、特許、著書、論文
表－１５ テニュア審査の審査基準・方法等
審査基準

当初の研究目的、中間評価への対応、今後の展開、研究業績、当初目的に対する達成度評
価、関連研究科への非常勤講師等の状況
審査方法
１．最終報告書類に基づく書面審査
２．プレゼンテーション
研究活動業績の項目

外部資金の獲得状況、基調講演、招待講演、口頭発表、特許、著書、論文
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表－１６ 現時点でのテニュア率
実施期間（５年間）での
TT 若手採用予定人数（人）【Ａ】

職位

振興調整費
助教

用意しているテニ
ュアポスト（人）

自主的取組

【Ｂ】

【Ｂ/Ａ】

10

講師

3

准教授

2

（合計）

テニュア率(％)

10

5

50

７．ＴＴ若手等のキャリアパス支援
テニュアポジションに採用されなかった研究者に対しては、京都大学の他定員・他制度による雇用や学
外研究・協力機関への赴任、また民間企業への就職等の多様なキャリアパスを支援する。具体的には、メ
ンター教授、領域アドバイザー、運営協議会委員による学内外への研究機関への推薦や、教員公募情報
の斡旋を実施し、個々の研究者の研究分野に沿ったリクルートを行う。
尚、現在までに ＴＴ若手の転出はない。

８．機関の人材流動性への配慮
京都大学においては、すでに多くの部局において教員の採用にあたり公募制・任期制の導入を実施し
ており、学内外への円滑な教員の昇任を促す体制を構築しつつある。
本課題の関連部局である医学研究科では、准教授以下は５年任期とし再任は可、再生医科学研究所及
びウイルス研究所も概ね５年任期、再任は可として、教員の流動性を確保し、優秀な教員の確保するため
の体制を構築している。

９．機関としてのＴＴ若手支援体制
課題終了後のテニュアポジションとして、総長重点施策定員を 2 名、医学研究科長裁量定員を 3 名
配置予定である。
10 名のテニュア・トラック助教の所属する生命科学系キャリアパス形成ユニットは、総括責任者であ
る総長裁定で設置された組織であり、医学研究科事務部がユニットの管理、研究支援をサポートして
おり、ユニット事務室には英語の堪能な事務職員を 2 名配置し、10 名の助教の日常的な支援を行って
いる。助教が研究・教育をする上での専門的な事務支援については、医学研究科事務部の担当部署
が対応しており、それぞれの部署にも英語の堪能な事務職員を配置している。さらに、大学本部から
医学研究科事務部に本システムの立ち上がりから軌道に乗るまでの平成 21 年から 2 年間、事務職員
1 名の追加配置が行われ支援体制の充実が行われている。
10．人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
本課題での人材養成システムは、若手研究者の育成だけでなく、一か所集中型による英語を公用語とし
た運営体制の構築を目指すものであり、そのため医学研究科Ｅ棟を医学研究科から提供して１０人の特定
助教、それらを支援するポスドク等だけでなく日常管理するメンター教授を配置することで、常に若手研究
者が互いに補完し切磋琢磨する、世界に通用する研究者の人材育成環境を構築している。
さらに、特定助教には２名のアドバイザー教員を配置し、特定助教からの研究報告とそれに対する研究
18

指導を受ける体制を構築した。
また、特定助教を支援するため大学独自で配置している講師を含めたリーダー会議を概ね月１回開催し、
運営上の諸課題等を英語にて議論することにしている。
このような研究体制を構築することで、特定助教が研究を進めていくうえで研究費を効果的に使用してお
り、さらには、研究者同士の研究面で多岐にわたる情報交換が進められている。
本人材養成システムの運営には、研究の実施、その他運営に関する重要事項を審議する運営協議会
を設置し、文部科学省及び科学技術振興機構からのコメント等についても報告・議論を行っている。また、
関係部局からの委員と特定助教をメンターする教授も委員であり、運営協議会での決定・報告事項は委員
の一員であるメンター教授を通じて、特定助教等でのリーダー会議にて報告され、リーダー会議での懸案
事項のうち運営協議会での検討が必要となる事項はメンター教授を介して伝えられる。この運営協議会、リ
ーダー会議では、研究費の使用計画だけでなく、特定助教の教育への関与状況や外部資金の獲得状況
も議題として議論している。
11．本課題のアウトリーチ活動の状況とその波及効果
平成 21 年 5 月 19～20 日に、若手研究者の研究活動を周知するオープンシンポジウム「The First
International Young Scientists Career Development Organization (ICDO) Symposium」を開催し、情報発信
を行った。平成 20 年度および 22 年度には nature、Science、本学ホームページ等において国際公募情報
を掲載した。
また、平成 21 年 6 月 12 日、英国科学雑誌「ｎａｔｕｒｅ」の US Excutive Editor (編集責任者)が本機構を訪
れた。 機構では長田機構長や上代メンターより本機構の目的、運営方法に関して説明した。 この内容は
平成 21 年 7 月 9 日発行の「nature」誌上に、本機構の女性および外国人研究者の積極採用を高く評価す
る記事として紹介された。（ｎａｔｕｒｅ / Vol 460 / Issue no. 7252 / 9 July 2009 / “Japan’s tipping point”）
マスコミ報道に関しては、平成 21 年度に 8 件（2 名）の新聞記事掲載、平成 22 年度に 7 件（1 名）の新聞記
事掲載と 3 件（1 名）のテレビ報道があった。
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表－１７ アウトリーチ活動、情報発信等の件数
年度

イベント

広報活動

20 年度
21 年度

（件）
マスコミ報道

その他

8

16

10

2

1
1

２２年度

1

12．実施期間終了時までの資金計画
各テニュア・トラック助教は、科学技術振興調整費より支給されるスタートアップ資金（300 万円）、およ
び年間研究費（600 万円）に加え、科学研究費補助金や民間助成金等の外部資金獲得も積極的に行い、
それらの研究資金を設備購入、共同研究に要する旅費、学会参加費、補助者雇用等に活用している。
表－１８ 実施期間終了時までの資金計画
科学技術振興調整費(百万円)
４年目
（23 年度）
５年目
(24 年度)

人件費

138

研究費

55

人件費

138

研究費

55

運営費交付金(百万円)

31

31
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Ⅵ．今後の人材養成システム改革の計画
１．本課題終了時の達成目標
【計画（実施期間終了時における具体的な目標）
】
①終了時の評価のあり方、テニュア・トラック制の実施についての基本方針を基に外国人を含む
ピアレビューによる厳正な研究評価を行い、優れた研究者をテニュアポジション（50％）に採
用する。この為に３名の専任講師ポジション、２名の准教授ポジションを用意している。
②厳正で透明な運営システムと評価システムの構築、及び若手研究者のテニュアポジションへの
移行実績をもって本構想を京都大学の次世代を担う研究者養成センターとして定着させる。
③研究者養成センターでは、本システムの後継プロジェクトのみならず独立して研究グループを
率いることができる外部資金を獲得した若手研究者を受け入れる体制を整備するなど、より発
展した人材育成システムの構築を図る。
【達成見込み】
①平成 24 年 2 月を目途にテニュア審査の結果を出し、テニュア移行の枠は 50％設けることを予
定している。
②平成 24 年 2 月予定の厳正で透明な若手研究者のテニュア・ポジションへの審査評価をするにあ
たり、テニュア審査の審査基準・方法等を平成 22 年 6 月 1 日開催の運営協議会で決定し、6 月
30 日のリーダー会議にて若手研究者に対してテニュア審査をするための審査基準とその審査
方法を周知した。
審査評価には、若手研究者（特定助教）からの最終報告書とプレゼンテーションに基づき評価
者がテニュア審査を行い、引き続き第 2 ステップとして選ばれた若手研究者 5 名を 5 年間の定
員（准教授、講師）としてのテニュアポジションに移行させる構想であり、本構想を本学での
モデルケースに位置付ける。
本構想の波及効果の 1 例として、京都大学では平成 21 年度から次代の先見的な若手研究者（特
定准教授、特定助教）が最長 5 年間の任期として、自由な研究環境で自身の研究活動に没頭で
きる人材養成システムとしての
「白眉プロジェクト」
を平成 25 年度まで展開することになった。
③平成 22 年 4 月に京都大学次世代研究者育成センターが発足し、次世代を担う先見的な研究者
を育成するため、優秀な若手研究者を年俸制特定教員として採用し、自由な研究環境を与え、
全学として人材育成を支援する仕組みが構築され、そのセンターが「白眉プロジェクト」の運
営をすることとなった。
この白眉プロジェクトは、本課題のテニュア・トラック制度と同様の仕組みとして構築されて
いる。
本課題のテニュア・トラック制度では、次のとおりである。
(1)公正で透明性の高い国際公募での選抜により採用された若手研究者（特定助教）
(2)任期付きの雇用形態（5 年）
(3)研究資金の十分な措置（年間 600 万円程度）
(4)研究活動への専念（特定の研究科に所属せず部局の管理運営業務から解放、総長裁定の
「生命科学系キャリアパス形成ユニット」所属）
(5)研究支援体制の充実
（メンター教授やアドバイザー等が採用から任期終了まで一貫した
研究専念のためのサポート体制を構築）
白眉プロジェクトでは次にある、前述と同様のシステムを取り入れている。
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(1)公正で透明性の高い国際公募での選抜により採用された若手研究者（特定准教授、特定
助教）
(2)任期付きの雇用形態（5 年）
(3)研究資金の十分な措置（研究内容に応じて 100 万～400 万円）
(4)研究活動への専念（特定の研究科に所属せず部局の管理運営業務から解放、全学組織の
「次世代研究者育成センター」所属）
(5)研究支援体制の充実
（プログラムマネージャーが採用から任期終了まで一貫した研究専
念のためのサポート体制を構築）。

２．人材養成システム改革及び資金計画
提案時の人材養成システム改革構想全体や資金計画全体に変更なし。
３．実施期間終了後の人材養成システム改革
平成 24 年 2 月のテニュア審査結果により選抜された若手研究者は、本課題の実施期間終了後
は、本学独自の第 2 ステップのテニュアポジションに採用され業績に応じて准教授、講師の 5 年
任期の定員ポジションとして雇用する。
第 2 ステップも研究活動への専念のため、特定の研究科に所属せず部局の管理運営業務から解
放された総長裁定の「生命科学系キャリアパス形成ユニット」に所属し、独立した研究スペース
を与えるとともに、教育活動へも関与させる。研究支援体制も第１ステップと同様に、メンター
教授やアドバイザー等のサポート体制を継続する。
優れた若手研究者を教授ポジションへ育成するための 10 年一貫の育成コースとして第 1 ステ
ップでの人材育成の成果と課題を検証し、本学の統一的な人材育成モデルシステムの確立を目指
す。
本システムのような「既存部局から独立した先端的・横断的融合研究を行うための拠点」、
「グ
ローバルスタンダードによって運営される拠点」、「多数の外国人 PI、女性 PI が参加する拠点」
を設立、継続することで、本システムを本学の若手研究者育成システムとして維持・発展させる。
実施期間終了後の資金計画は、運営費交付金にてテニュアポジションの准教授 2 名と講師 3 名
の人件費として 40,200 千円、
前述の 5 名の学内配分としての研究費 1,160 千円を合わせて、41,360
千円を大学として確実に確保できる資金計画として計上している。
その他の経費については、全学及び関連部局の間接経費を人材養成システムでの資金として予
定しているが、間接経費の性質から確実に確保でき計上できる経費でないため、
「表－19」には計
上しない。
しかし、
平成 22 年度実績として本学医学研究科から人材養成システムへの支援として間接経費
25,000 千円を措置しており、人材養成システムの受入れ部署である「生命科学系キャリアパス形
成ユニット」は平成 29 年まで継続予定であり支援する必要がある。
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表－１９ 実施期間終了後の資金計画

６年目
（2５年度）
７年目
(26 年度)
8～10 年目
（2７～29 年度）

運営費交付金(百万円)
41
1

人件費
研究費
人件費

その他の経費(百万円)

41

研究費
人件費
研究費

1
121
3

４．機関に定着することを想定しているテニュア・トラック制
実施期間終了後、本システムを維持・運営するためには、関連する生命科学系各部局、並びに
京都大学全体としての資金の手当が必須である。一方、人材育成、研究推進に関する競争的資金の
獲得に務める。これらの資金と本学の取り組みにより終了後も独立した若手研究者の採用を継続す
る。また、既存の部局の定員の流動化、外部資金によるプロジェクト教員の採用等により、テニュ
ア・トラック制の円滑な運用、優れた若手研究者の雇用促進を図る。更に、本システムの運営をき
っかけとして世界の提携機関とのより緊密な連携、協力体制の構築を図る。一方、
「先端領域融合
による開放型医学研究拠点形成」
（H14～18）
、
「新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム」
（本
プログラムに平成 18 年度採択された課題）
、並びに本申請による人材育成の成果と課題を検証し、
本学の統一的な人材育成モデルシステムの確立を目指す。また、統一的なシステムを確立すること
によって、その必要経費を全学、及び関連部局の間接経費に移行させることを可能とする。また、
各種の研究者育成事業に申請し、継続的な人材育成に大学全体として取り組む。更に、大学の統一
的なコンセプト、方針に基づいて重点施策定員、研究科長裁量定員等の活用を図り、既存の教員の
流動化の更なる促進を図る。
本課題での人材養成システムを大学として検討した結果、大学における学術研究活動は、研究者
の自由な発想、知的好奇心・探究心を源泉として推進される知的創造活動であり、それらを支える
もっとも重要な基盤は、多様な分野にわたる、創造性に富み、チャレンジングで独創的な人材であ
る。そうした人材を育成することが重要な使命であり課題であるとしたことにより、次世代を担う
先見的な研究者を育成するために、京都大学における各部局のさまざまな取組に加えて、京都大学
次世代研究者育成支援事業「白眉プロジェクト」を平成 21 年度に立ち上げ、優秀な若手研究者を
年俸制特定教員（准教授、助教）として採用し、自由な研究環境を与え、これを全学的に支援する
仕組みを構築し展開しているところである。

テニュア・トラ
ック導入予定部
局

テニュア・ト
ラック教員平
均新規採用人
数（人）

年平均新規採 テニュア・トラ
用人数（准教

ック教員率

授以下）（人）

（％）

生命科学系キャ
リアパス形成ユ

人件費：41

5

5

100

5

5

100

ニット
機関合計

資金計画（百万円）
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研究費：1

参考１ 国際公募の和文及び英文公募要領
生命科学系キャリアパス形成ユニット（国際共同人材育成機構） 【特定有期雇用教職員】 特定助教
2008 年 8 月 18 日
特定有期雇用教職員の年俸制特定教員
職種：

（本学特定有期雇用教職員就業規則に基づく特定助教として在籍し、文科省科学技術振興調
整費・若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム「わが国の将来を担う国際共同人材
育成機構」における若手研究リーダーとしての研究に従事する。）

職名：

特定助教

募集人員：

１０名

勤務場所：

京都大学 生命科学系キャリアパス形成ユニット

職務内容：

生命科学（Life Science）の全領域における自立した独創的研究
学位取得後１０年以内の者が望ましい。

応募資格：

公用語を英語とするのでその対応が可能な者。
特に外国人および女性研究者の応募を歓迎する。

雇用期間：

2008 年 11 月 1 日～ （年度毎更新。年度毎の業績等によって最長 2013 年 3 月 31 日まで延
長可。）

勤務形態：

専門業務型裁量労働制適用

給与等：

年俸額７２０万円 （税金、社会保険料相当を含む年俸月給制）
設備の充実した研究環境を提供する。

その他待遇：

年額６００万円の研究費が使用可能。
研究補助者の雇用可能 （ポスドク研究員又は技術補佐員）
文部科学省共済組合および雇用保険に加入
下記の応募様式ファイルを 2008 年 9 月 15 日（必着）までに電子メール送信、または郵送のこ

応募方法：

と。
http://www.med.kyoto-u.ac.jp/unit/koubo.htm
書類選考後、面接を行い、２００８年１０月中に決定する。
京都大学 生命科学系キャリアパス形成ユニット
特任教授 上代 淑人（かじろよしと）
Tel:075-753-9283

提出先
問い合わせ先：

Fax:075-753-9282
e-mail:icdo＊office.med.kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください）
書類送付先：〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町
京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット 事務室 宛
e-mail:icdo＊office.med.kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください）
ホームページ：

http://www.med.kyoto-u.ac.jp/unit/

提出していただいた応募書類は採用審査にのみ使用します。厳重な管理のもと関係スタッフの
備考：

みが参照し、正当な理由なく第三者への開示、譲渡および貸与することは一切ありません。ま
た、提出したいただいた書類は原則 として返却いたしません。
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INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS CAREER DEVELOPMENT ORGANIZATION (ICDO), KYOTO UNIVERSITY
10 Tenure-Track Assistant Professors in the fields of life sciences
(Duration of Appointment: November 1, 2008 to March 31, 2013)
Kyoto University established International Young Scientists Career Development Organization
(ICDO), with the support of Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology (MEXT).
The ICDO is now seeking 10 Tenure-track Assistant Professors, who are expected to focus on
innovative researches in all fields of life sciences. We offer a special environment that enables
young scientists to work independently. The ICDO provides an annual stipend of 6 million yen
(approximately $57,000). A research grant of about 6 million yen and the stipend for one
postdoctoral fellow or technician will be supplied to each ICDO Research Fellow. The application
of foreign and women scientists is encouraged. Official language at ICDO will be English.
Applicants are preferably under 40 years old and must have obtained a Ph.D/M.D. degree within
the last 10 years. Applicants are required to submit an application form which can be downloaded
from our web site. Application must reach the following address via e-mail or air mail no later
than September 15, 2008. All correspondence should be addressed to: ICDO Administrative Office
(Attn. Dr. Yoshito Kaziro), Kyoto University, Graduate School of Medicine, Yoshida Konoe-cho,
Sakyo-ku, Kyoto-shi, 606-8501, Japan. Tel: +81-75-753-9280; Fax: +81-75-753-9281; e-mail:
icdo.office@office.med.kyoto-u.ac.jp
For more details, please visit our web site: http//www.icdo.med.kyoto-u.ac.jp
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生命科学系キャリアパス形成ユニット（国際共同人材育成機構） 【特定有期雇用教職員】 特定助教
2010 年 4 月 7 日
特定有期雇用教職員の年俸制特定教員
テニュアトラック助教
職種：

（本学特定有期雇用教職員就業規則に基づく特定助教として在籍し、文科省科学技
術振興調整費・若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム「わが国の将来を
担う国際共同人材育成機構」における若手研究リーダーとしての研究に従事する。）

職名：

特定助教

募集人員：

２名

勤務場所：

京都大学 生命科学系キャリアパス形成ユニット

職務内容：

生命科学（Life Science）の全領域における自立した独創的研究
・学位取得後１０年以内の者が望ましい。

応募資格：

・公用語を英語とするのでその対応が可能な者。
・特に外国人および女性研究者の応募を歓迎する。

雇用期間：

2010 年 6 月 1 日～

（年度毎更新。年度毎の業績等によって最長 2015 年 3 月 31 日

まで延長可。）

勤務形態：

専門業務型裁量労働制適用

給与等：

年俸額７２０万円 以内（税金、社会保険料相当を含む年俸月給制）
・１，０３２㎡の研究スペースを特定助教１０名で使用。
・年額６００万円の研究費を予定（2013 年 3 月 31 日まで支給可能）。
・研究補助者の雇用可能（ポスドク研究員又は技術補佐員。2013 年 3 月 31 日まで措

その他待遇：

置可能）。
・文部科学省共済組合および雇用保険に加入。
・京都大学の准教授または講師として適格と認められた場合、2013 年 4 月より５年間の
期限付きで准教授または講師として採用予定。これは本学の定員ポジションであり、定
員と同等に処遇される。
下記の応募様式ファイルをダウンロードし、2010 年 5 月 7 日（必着）までに電子メール

応募方法：

送信、または郵送のこと。
http://www.med.kyoto-u.ac.jp/icdo/jpn/
書類選考後、面接を行い、2010 年 5 月中に決定する。
京都大学 生命科学系キャリアパス形成ユニット

問い合わせ・
提出先：

〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町
京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット 事務室 宛
Tel：075-753-9280 ／ Fax：075-753-9281
e-mail：icdo＊office.med.kyoto-u.ac.jp （＊を＠に変えてください）
提出していただいた応募書類は採用審査にのみ使用します。厳重な管理のもと関係ス

備考：

タッフのみが参照し、正当な理由なく第三者への開示、譲渡および貸与することは一
切ありません。 また、提出していただいた書類は原則 として返却いたしません。
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INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS CAREER DEVELOPMENT ORGANIZATION (ICDO), KYOTO
UNIVERSITY
2 Tenure-Track Assistant Professors in the fields of life sciences
(Starting date of Appointment: On June 1, 2010) Update annually. Extendable until March 31, 2015 according
to your high achievement.
Kyoto University established International Young Scientists Career Development Organization (ICDO), with
the support of Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology (MEXT). The ICDO is now
seeking 2 Tenure-track Assistant Professors, who are expected to focus on innovative researches in all fields
of life sciences. We offer a special environment that enables young scientists to work independently. The
ICDO provides an annual stipend of 7.2 million yen (approximately US$77,000) at the maximum amount
including taxes and social insurance and 1,032sq.m of shared research space is provided for 10 assistant
professors. An annual research grant of about 6 million yen and the stipend for one postdoctoral fellow or
technician will be supplied to each ICDO Research Fellow until March 31, 2013. The application of foreign and
women scientists is encouraged. English proficiency is required. Official language at ICDO will be English.
Applicants must have obtained a Ph.D./M.D. degree preferably within the last 10 years. If you qualify as an
assistant professor or lecture, we schedule to offer a position of assistant professor or lecture at our university
for 5 years from April, 2013 to 2018. Applicants are required to submit an application form which can be
downloaded from http://www.med.kyoto-u.ac.jp/icdo/eng/ . Application must reach the following address via
e-mail or air mail no later than May 8, 2010. After reviewing all application materials,

interview will be

conducted for applicants selected. Applicants’ judging will be finished by the end of May, 2010.
All correspondence should be addressed to: ICDO Administrative Office, Kyoto University, Graduate School
of Medicine, Yoshida Konoe-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, 606-8501, Japan.
Tel: +81-75-753-9280; Fax: +81-75-753-9281; e-mail:

icdo@office.med.kyoto-u.ac.jp

We will keep applications under close supervision and never disclose, assign nor lend them to any third party
without due reasons. All submitted forms are used only for screening of application materials and not
returnable, in principle.
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参考２ 「Ⅳ．機関による自己評価」の根拠記載箇所
(2) 国際公募･選考・業績評価
評価の視点
(2)-1 TT 若手の育成目標

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
9 ページ 4.【達成状況】①15 ページ 3.および 4.

〔どのような分野でどのような人材をどのように育成し
ているか〕

(2)-2 TT 若手の国際公募・選考

13 ページ 1.14 ページ 2.

〔適切な国際公募・選考基準／TT 若手の選考プロ
セス／選考・採用にあたっての実施機関外第三者の
関与〕

(2)-3 TT 若手の業績評価

9 ページ 4.【達成状況】②16 ページ 5.および 6.

〔適切な TT 若手の業績評価基準や評価プロセス／
適正な TT 若手の業績評価と評価結果の TT 若手へ
のフィードバック〕

(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）
評価の視点
(3)-1 機関の人事制度・組織改革

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
16 ページ 6.

〔人事制度・研究組織改革による積極的な機関への
テニュアトラック制導入〕

(3)-2 TT 若手の独立性（自立性）

15 ページ 3.

〔TT 若手が自立して研究するための研究資金・研究
スペース・人的支援（研究補助者・技術補助者・事務
補助者）等の提供〕

(3)-3 機関からの人材輩出

18 ページ 7.

〔優れた研究者による活力ある研究環境の形成／TT
若手が海外で活躍する仕組みや研究成果などの海
外への発信力強化〕

(3)-4 TT 若手のテニュア審査

16 ページ 6.

〔テニュア審査基準策定への取組と TT 若手への目
標提示／厳格な評価の下でのテニュア・ポストへの
キャリアパスの用意〕

(3)-5 人材の流動性
〔TT 若手が安定的な職位に就いた後の人材流動活
性化の仕組み〕

(3)-6 機関の組織

9 ページ 4.【達成状況】④
18 ページ 8.
18 ページ 9.

〔研究・管理・研究支援等の部門が機関・組織全体と
して機能する体制〕

(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）
評価の視点
(4)-1 機関の改革の構想・PDCA ｻｲｸﾙ

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
18 ページ 10.

〔PDCA サイクル（課題実施過程での評価・具体的対
策の実施等）が機能し構築中の人材養成システム改
革構想が明確／単なる研究者雇用策等ではない〕

(4)-2 波及効果
〔提案されている人材養成システム改革が他機関の
モデル／人材養成システム改革のモデルとして機関
内外に情報発信〕

(4)-3 総括責任者
〔人材養成システム改革構想実現のための権限・責
任及びリーダーシップ〕

(4)-4 資金計画

19 ページ 11.
2１ページ 1.【達成見込み】②
30 ページ Ⅶ．付録（非公開） 別添１ 課題の運営・実施体
制（非公開）生命科学系キャリアパス形成ユニット運営協議会
（課題実施） 委員リスト
20 ページ 12.

〔自主的な取組を含む適切な資金計画／科学技術
振興調整費の有効な活用〕

(5) 実施期間終了までの進め方
評価の視点
(5)-1 目標達成の可能性

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
21 ページ 1.

〔計画期間における確実な目標達成〕

(5)-2 計画遂行の妥当性

21 ページ 1.

〔適切な目標達成方策と計画達成の見込み〕
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(6) 実施期間終了以降の継続性・発展性
評価の視点
(6)-1 実施期間終了後の機関の方針

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
22 ページ 3.

〔人材養成システム改革の明確な自立的な維持・運
営・発展方策と継続性の担保〕

(6)-2 実施期間終了後の資金計画

22 ページ 3.

〔実施期間終了後の継続性を見据えた資金計画〕

(6)-3 機関の体制とコミットメント

23 ページ 4.

〔実施期間終了後における人材養成システム改革の
継続性確保の取組と機関の長のコミットメント〕
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