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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：亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プログラム
■機関名：国立大学法人 琉球大学
■総括責任者名（役職）：岩政 輝男（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年目までの総額 516.6 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
琉球大学では、２１世紀ＣＯＥプログラム「サンゴ礁島嶼生態系の生物多様性の総合解析」、特別教育
研究経費（研究推進）「新興・再興感染に対する粘膜ワクチンの開発研究」、特別教育研究経費（拠点形
成）「亜熱帯島嶼・サンゴ礁域における生物の多様性の現状、形成過程、維持機構、資源利用に関する共
同研究」などを中核として、地域特性を活かした亜熱帯島嶼科学の研究教育拠点形成を目指している。ま
た、日本最南端に位置する研究フィールドを有し「南の総合大学」として、亜熱帯・島嶼社会・海洋に特化
した特色ある研究拠点形成を促進するため、学部横断型の研究組織「亜熱帯島嶼科学超域研究推進機
構」を立ち上げ、学内経費によりタスク研究を実施している。このように、亜熱帯島嶼環境に根差した研究
拠点が形成されつつある。
若手研究者の育成に関する取組みでは、学長特別政策経費による「若手研究者支援研究費事業」の実
施、大学院博士後期課程に在籍する学生を対象とするリサーチ・アシスタント制度、ポスドクの雇用などが
ある。
（２）人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
亜熱帯島嶼科学研究拠点を形成する上で、従来の学部・学科・講座の枠を超え、学際・複合的な研
究を指向する優秀な若手研究者を採用・養成するため、テニュア・トラック制度による人材養成システム
の構築を目指す。
「亜熱帯・島嶼社会・海洋」に特化した研究分野において、１０名程度のテニュア・トラック制による若手
研究者を採用することとし（亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構に所属）、外部評価委員を含めた客観的
で透明性の高い採用・評価システムの構築を図る。
若手研究者の自立的な研究環境を整備するため、自主的措置を含めて、共通機器の整備、研究スペ
ースの確保、研究資金の確保、リサーチ・アシスタントの配置等を行なう。
期間終了後も、テニュア・トラック制度を学内財源により維持し、他分野の拠点形成につながる全学的な人
事システムへと広げることを目指す。
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若手研究者育成プログラム実施体制
学長（総括責任者）
学長（総括責任者）
副学長（運営委員会委員長）

亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
メンターによる助言

亜熱帯島嶼科学研究拠点
若手研究者育成プログラム
運営委員会

採用・評価

主な任務：
① 若手研究者の専門分野とサポート体制の検討
② 若手研究者の評価基準の策定
③ 若手研究者の公募、選考、採用
④ 本プログラムの参加部局の決定
⑤ テニュア・ポストへの移行の審査・決定

若手研究者
若手研究者

（任期付・テニュア候補者）
（任期付・テニュア候補者）

・研究費・研究スペース
・RA配置などのサポート

琉球大学テニュア・トラック制度実施内容
１年度目

２年度目

若手研究者
任期付採用

調
整
費
に
よ
る
取
組

３年度目
中間評価

４年度目

５年度目
テニュア審査

外部評価委員
を加えて選考

若手研究者
選考

・スタートアップ資金
・研究費の措置
・RAの配置 など

中間評価を踏まえて
見直し

・競争的研究費の措置
・RAの配置 など

特任助教又は
特任准教授
１０名

若手研究者
国際公募

共通機器の整備
若手研究者
任期付採用

自
主
的
取
組

６年度目

若手研究者
選考

中間評価

外部評価委員
を加えて選考

若手研究者
公募
人文社会学研究科
特任助教 １名

・競争的研究費の措置
・RAの配置 など
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テニュア審査

２．ミッションステートメント
（１）人材養成システム改革構想の概要
これまで、各学部・学科等の枠にとらわれがちであった人事システムを改め、「亜熱帯・島嶼社会・海
洋」に特化した世界的研究拠点を形成するため、学際・複合的研究を指向する優秀な若手研究者を採
用・養成することができる人材養成システムを構築する。
若手研究者を採用・養成するに当たって、外部研究者の評価を加えた、透明で質の高い評価システム
を導入した上で、テニュア・トラック制度の導入を図るとともに、テニュア・トラックの若手研究者用の独立し
た研究環境を整備する。
（２）３年目における具体的な目標
初年度にテニュア・トラック制度により、１０名程度の若手研究者を国際公募により採用し、併せて研究
資金、研究スペース、サポートスタッフなどの研究環境を整備する。
３年目を終了する時点では、外部研究者を加えた運営委員会による中間評価を実施し、それまでの研
究活動や将来性などについて中間的な評価を行う。評価に当たっては、フィールドワークを自立的に行う
ことの出来る若手研究者の育成という観点から、フィールドワークで得られたデータをベースにした論文あ
るいは国際会議発表を達成することを目標とする。学術論文のような目に見える業績以外にも、自立的な
研究ネットワークの形成、共同研究契約なども成果として考慮する。
その結果を踏まえて、必要なアドバイスを行なうとともに、その後の研究資金、サポートスタッフなどの見
直しも行なう。また、特に優れた研究業績を上げた若手研究者については、そのテニュア・トラック審査を
繰り上げて実施する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
本プログラムにより、５年間で１０名程度の若手研究者への支援を行い、この期間中に若手研究者が独
自に論文発表や競争的研究資金を獲得できるなど、自立した研究者の育成プログラムを構築する。
終了時におけるテニュア審査においては、学術論文以外に今後の展開が望める基礎データの蓄積、
具体的な研究ネットワークと活用を盛り込んだ構想を提案させる。
テニュア審査において適格者とされた研究者が、テニュア制に移行することができるためのポストを１０
０％措置する。
（４）実施期間終了後の取組
実施期間終了後は、間接経費を含む学内経費を財源としつつ、定年退職者ポストをテニュア・ポストと
して確保して当該人材養成システムを維持する。
また、一定のインセンティブ方策を設けることにより、テニュア・トラック制度を全学的に浸透させることを
目指す。
（５）期待される波及効果
地方大学の研究活動及び人材養成システムを、地域特性に基づいたオンリーワンとしての独自性と国
際的な拠点形成により、改革を図るためのモデルとなり得るものであり、同様の課題をかかえている他大
学・研究機関への波及効果が期待できる。
３．採択時コメント
「亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構」にテニュア･トラックのモデルを構築する構想であり、世界的研
究拠点を形成するための計画が明確である点が評価された。アジア地域からの若手研究者の応募も十
分に期待できる研究分野である。
育成する若手研究者の方向性が明確であり、地域・大学の特性が活かされた独自性の高い研究成果
が期待できる。評価基準に若手自身が構築した研究ネットワークとその活用が盛り込まれており、ユニー
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クなモデルである点も評価できる。
なお、実施にあたっては、テニュアとして採用する人材の資質と具体的な養成プログラム、支援体制を
明確にすることが望まれる。本取組を全学へ波及させるよう展開していただきたい。任期付き助教として
採用した若手研究者をテニュア助教という身分で採用する計画について、准教授職を用意するなど、さら
に検討していただきたい。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

度（平成）

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

24 年度 25 年度

総 額

科学技術
振興調整費
5.3
(4 名)

29.7
(4 名)

31.2
(4 名)

31.2
(4 名)

31.2
(4 名)

128.6

6.9
(6 名)
（3）職階：研究補助者
6.9
(17 名)

37.9
(6 名)
18.6
(27 名)

39.1
(6 名)
23.6
(13 名)

39.1
(6 名)
23.6
(13 名)

39.1
(6 名)
23.6
(13 名)

162.1

１．人件費
（1）職階：特命准教授
（2）職階：特命助教

96.3

２．備品及び
試作品費

37.9

61.6

9.9

10.1

3.1

122.6

３．消耗品

7.8

10.9

15.6

15.6

15.6

65.5

４．旅費

6.3

8.9

11.8

11.8

11.8

50.6

５．その他

3.4

13.3

10.8

9.6

17.6

54.7

６．間接経費

22.3
22.3
96.8

54.3
54.3
235.2

42.6

42.3
42.3
183.3

42.6
42.6
184.6

調整費計

184.6

42.6

204.1
0

884.5

（自主的取組）
128.6
○○
・運営費交付金
○○
○○
(△△名）○○
○○
○○
（1）亜熱帯島嶼科学
0
3.2
5.0
5.0
5.0
5.0
(△△名）
(△△名）
××
(△△名）(△△名）(△△名）
研究推進事業
××
××
(▲▲名）××
××
××
費
(▲▲名）
(▲▲名）
(▲▲名）
(▲▲名）
(▲▲名）
（2）その他
28.0
20.0

・競争的資金の
間接経費
自主経費計

0

3.2

25.0

20.0
25.0

23.2
162.1
96.3
28.0

20.0

60.0

25.0

122.6
111.2

33.0

65.5
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。
50.6
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 54.7
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。）
204.1
○○
(△△名）
××
(▲▲名）
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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
21 世紀の人類的課題の解決には、新しい「知の創造」が不可欠である。不断に新しい研究の芽を生み、
次世代の人材を育む仕組みを確立することが高等教育機関である大学に求められている。新しい知の創
造は、新しい発想と自由な考え方を持つ研究者の活動によって生み出される。その実現のためには、高
いレベルで刺激しあいながら成長できる「自由闊達な研究環境」の保証が重要な要素である。「亜熱帯島
嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プログラム（琉球大学ライジングスター・プログラム、以下 RS プロ
グラム）」では、既存の体系に、新たにテニュア・トラック制と、コーチングを主とした「緩やかな教員指導」を
導入することにより、国際的に活躍できる次世代の若手研究者育成と、それを可能にする新しい教員人
事制度の試行とシステム改革を進めている。
本ＲＳプログラムの特色は、数量的研究業績を評価基盤とする「自由競争」型のテニュア獲得制ではなく、
次世代研究者の養成・育成を重視した「育成型」テニュア制度の構築を目指していることである。そのため、
事業実施にあたっては、TT 若手用に、部局テニュア・ポストを事前に 100％準備して対応している。
琉球大学は、国内唯一の亜熱帯に立地する総合大学である。本学では、「亜熱帯」、「海洋」、「島嶼」
の三つを研究のキーワードとして掲げ、「地域性と国際性」を併せ持つ個性的な教育・研究活動の推進を
図ってきた。サンゴ礁研究のように国際的評価を得ている分野もある。RS プログラムでは、研究の世界的
拠点化構想を押し進め、本学の強みである「サンゴ礁学」、「熱帯農学」、「熱帯医学」等の融合により、新
たに「亜熱帯科学」の複合新領域を確立し、本学を国際的な研究ハブにすることも本事業の目的の一つ
としている。この学際複合領域研究創設の趣旨を国際公募に明示することで、賛同する意欲的な TT 若
手を国内外から募った。その結果、医学、理学、工学、農学の異なった学問背景を持った多様性のある
若手研究者 10 名を採用することができた（内、外国籍 3 カ国 3 名、女性 2 名）。
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採用された TT 若手（ライジングスター教員：RS 教員）全員を、学部横断型の学内組織である「亜熱帯
島嶼科学超域研究推進機構（超域機構）」の所属とした。各部局に配属させないことで、部局の慣習や文
化的背景に依らない「組織主導型の統一的な若手育成」を実現することができた。テニュア取得後に配
属が予定される 5 部局からは、RS プログラムと部局との橋渡しをする「メンター教員」を選出し、テニュア
取得後に RS 教員がスムーズに部局へ移行ができるようにしている。メンター教員間の連絡会議として「ラ
イジングスターメンター連絡会議（RS メンター会議）」、RS 教員間の連絡会議として、「亜熱帯島嶼科学
研究拠点を担う若手研究者の会（亜島会）」、部局長等からなる「ライジングスター運営委員会（RS 運営
委員会）」、国外有識者を含めた「ライジングスター外部評価委員会（RS 外部評価委員会）を組織し、各
委員会、各会議間で、ミッションステートメントに掲げた目標達成のために、PDCA サイクルを回すことで、
問題点の洗い出しと改良を続けている。
教員のテニュア取得に係る評価法および基準に関しても、本学の特性に合った独自の様式を完成さ
せている。米国軍政府立を起源とする琉球大学は、Land Grant University を開学当初からの理念とし
ており、今も米国型の大学理念が残っている。そこで、テニュア評価基準策定にあたっては、透明度の高
い米国型テニュア・トラック制を基盤として評価観点の策定を行った。また、運用にあたっては、日本の国
立大学法人と財務状況が近いカナダ型テニュア・トラック制で用いられる手法と基準を導入している。近
年、テニュア･トラック制を導入した台湾型評価システムも運営に取り入れ、最終的に「琉大型テニュア・ト
ラック審査様式」を完成させた。
RS プログラムで採用された RS 教員は、採用時の研究業績もさることながら、採用後の成長には著しい
ものがある。プログラムの進行に伴って、ライジングスター・チームとしての連帯感が高まり、RS 教員間で
の人的な融合が始まっている。国際共同研究、共同アウトリーチ活動、教員間での共同研究など、若手
による自発的な連携活動が始まっている。この高い RS 教員の研究・教育活動が、学内の多くの若手研
究者に勇気と刺激を与え、本学の研究活性化に大きく貢献している。また、本プログラムの実施によって、
次第にテニュア・トラック制に対する理解が学内に浸透しつつあり、学内の意識改革も進んでいる。
表－１ 課題の運営・実施体制
委員などの構成
委員会等の
名称
（全学運営）
運営委員会

自機関内

検討の内容
執行部
1.事業計画及び事業報告に関

関係
部局

自機関外
その他

国内

海外

2

6

1

0

0

0

10

0

0

0

すること。
2.若手研究者の公募、選考、
採用及び評価に関すること。
3.若手研究者の研究支援に関
すること。
4.事業運営に関すること。

（部局）
メンター教員

1. 若手研究者への緩やかな
助言

7

（評価・点検）
外部評価委員
会

0

1.若手研究者の採用審査に関

0

0

6

2

すること。
2.若手研究者の中間評価に関
すること。
3.若手研究者のテニュア審査
に関すること。
4.プログラムの運営・実施に関
すること。
「執行部」とは、学長、副学長、理事等機関の運営管理等に携わり責任を有する組織
「（全学運営）」とは、本課題を実施するに当たって設置した全学レベルの委員会等
「（評価・点検）」とは、本課題を実施するに当たって設置した実施内容を評価・点検
するための学外有識者や本課題の参画者以外の委員を主とした委員会等

表－２ 実施状況

取組内容
実施日
平成 20 年

課題運営

国際公募・選考・
業績/中間評価

平成 20 年度第 1 回

8月1日

運営委員会開催

8 月 12 日

平成 20 年度第 2 回
運営委員会開催

9月2日

平成 20 年度第 3 回
運営委員会開催

9 月 17 日
10 月 10 日

国際公募開始
平成 20 年度第 4 回
運営委員会開催

10 月 31 日
11 月 11 日

国際公募終了
平成 20 年度第 5 回

第 1 次選考委員会

運営委員会開催
11 月 14 日

第 2 次選考委員会
分野別任用候補者
の決定

11 月 17 日

平成 20 年度第 6 回
運営委員会開催

11 月 24 日

第 3 次選考
外部評価委員によ
る任用候補者選考

11 月 25 日

平成 20 年度第 7 回

最終候補者の決定

運営委員会開催
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TT 若手育成

その他
（イベント等）

12 月 9 日

平成 20 年度第 8 回
運営委員会開催

12 月 16 日

平成 20 年度第 1 回
メンター会議開催

12 月 26 日

平成 20 年度第 2 回
メンター会議開催

平成 21 年

若手研究者 9 名

1月5日

研究開始

1 月 16 日

若手研究者 1 名
研究開始

3 月 16 日

Rising Star
Kick-off
Symposium
2009 開催

3 月 17 日

第 1 回運営委員会
委員及び外部評価
委員合同会議開催

5 月 14 日

平成 21 年度第 1 回
運営委員会開催

6 月 24 日

平成 21 年度第 2 回
運営委員会開催

10 月 16 日

平成 21 年度第 1 回
メンター会議開催

10 月 26 日

平成 21 年度第 3 回
運営委員会開催

12 月 14 日

平成 21 年度第 2 回
メンター会議開催

12 月 21 日

平成 21 年度第４回
運営委員会開催

平成 22 年

第 2 回運営委員会

1 月 21 日

委員及び外部評価
委員合同会議開催

1 月 22 日

シンポジウム「亜
熱帯島嶼科学
の創成」開催

3月5日

平成 21 年度第 3 回
メンター会議開催

3 月 25 日

平成 21 年度第 5 回
運営委員会開催
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２．採択時コメントへの対応状況
（１）提案した取り組みにおいて評価できる事項
①「亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構にテニュア･トラックのモデルを構築する構想であり、世界的
研究拠点を形成するための計画が明確である点」に対しては、学長のリーダーシップが効率的に発
揮できるように、改革モデルの牽引組織として亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構を核としたシステ
ムの構築を行った。全学的な人事システム改革を行うにあたっては、部局毎で培われてきた学問的
独自性や、伝統および人的資産を損なわない工夫と配慮が必要である。本プログラムでは、システ
ム改革の移行期に生じる現場の混乱や既存制度との衝突を避けるために、TT 若手を各部局に配
置せず、学内横断型組織である「亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構（超域機構）」所属教員とした。
この制度の導入により、人事システム改革の試行と、学際複合新領域（亜熱帯島嶼科学）分野の若
手研究者を組織的に育成することが可能となった。
②地球温暖化が全地球的な課題となっている現代において、亜熱帯科学は世界的な関心を集めて
いる。特に、本学の強みであるサンゴ礁科学や亜熱帯農学、熱帯医学は、アジア・アフリカ諸国から
の留学生も多く、期待も大きい。諸外国から若手研究者を国際公募により採用することにより、新しい
学術領域である「亜熱帯島嶼科学」研究の世界的な拠点化を目指して、活発な国際共同研究を展
開している。
③本プログラムで設定している学術分野が、「アジア地域からの若手研究者の応募も十分に期待でき
る研究分野」であったことは、応募者の出身国の多様さからもうかがえた。国際公募では、平成 20 年
9 月 17 日～平成 20 年 10 月 31 日までの１ヶ月余りの募集期間であったにも関わらず、国外からの
多くの問い合わせと応募があった。特に、熱帯・亜熱帯域の東南アジアおよび太平洋島嶼諸国の若
手研究者からの応募が多数あったことは特筆に値する。このことは、本プログラムで設定した研究分
野が国際的に高い関心を呼ぶ課題であることを示している。多くの研究者を惹き付ける「世界的な研
究拠点」を構築するためには、国際標準のシステムを確立することが必要となる。本プログラムでは、
シンポジウム、公式書類、外部評価委員会の多くを英語により運用し、国際化に対応した業務システ
ム改革も行っている。
④亜熱帯島嶼科学は、学際的な新領域の学術研究分野である。本プログラムでは、個別の学問分野
の枠を超えて、連携発展できる次世代研究者の育成を目指している。そこで、若手研究者の自立性
と自主性を育てるために、定期開催の教員連絡会議「亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者
の会（亜島会）」および、自主管理・改革を目的とした「ライジングスター・プログラム特命教員研究推
進委員会（RS 委員会）」をつくり、TT 若手の自発的な活動を促す環境づくりの工夫を行ってきた。
（２）取り組みの実施にあたって期待する事項
①TT 若手は、テニュア取得後に亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構から、各部局の専任教員に採用
される予定である。専任教員として、現場部局で要求される資質の第一義は、「教育能力」である。ま
た、良好な研究環境と研究支援の下で、研究専念教員として育成された TT 若手には、本学の研究
活動のリーダーとして、部局の研究活動を牽引する役割も期待している。その両者を達成するため
に、学部および大学院の講義分担を部局から超域機構への「許可承認制度」を設け、「研究活動」と
「教育経験の蓄積」とのバランスを図った。また、TT 若手が大学院教育に参画できるように、学内規
則の改訂を行った。理工学研究科では、助教も研究指導資格審査後に前期課程の指導教員となる
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ことが可能となり、３名の TT 助教が審査に合格した。その結果、TT 若手ほぼ全員が、大学院教育
にも参画することとなった。
②「テニュアとして採用する人材の資質と具体的な養成プログラム、支援体制を明確にすることが望ま
れる。本取組を全学へ波及させるよう展開していただきたい。」に対応するために、上記に加えて研
究者支援体制の組織化を図った。RS 教員の支援体制を保証するために、事務部の学術国際部研
究協力課内に「ライジングスター・プログラム（RS）支援室」を設置した。支援室では、プログラムの事
務運営の他に、RS 教員の日常活動の支援業務を行っている。個々の研究者にも研究支援員を配
置し、研究活動の補助業務を通して研究専念環境を作っている。また、異分野研究者が同じ場所で
研究し、更なる融合・連携が図れるように、新たに「亜熱帯島嶼科学拠点研究棟」を建設し、現在、
RS 教員 7 名が入居している。この若手研究者だけが入居する研究棟を独立研究環境の運用モデ
ルケースとして、本学における次世代研究者の養成プログラムの試行を行っている。異分野相互理
解と TT 教員間の共同研究が促進できる物理的環境を設定することにより、若手研究者の自発性と
自主性による亜熱帯島嶼科学の醸成が進むよう努力している。TT 教員に対して、受け入れ予定学
部からの過度な干渉が行われないように、運営委員会、外部評価委員会、亜熱帯島嶼科学超域研
究推進機構等で状況を把握し、育成が効率的に進むようにプログラムを運営している。
③「任期付き助教として採用した若手研究者をテニュア助教という身分で採用する計画について、准
教授職を用意するなど、さらに検討していただきたい。」に対応するために、准教授として採用できる
ようなテニュア・ポストが用意された。結果的に、該当する任期付き助教職の採用者はなかった。希
望職階を申請様式に明記する方法をとり、現職が助教にある応募者も、准教授として採用できる準
備を行った。公正な審査により、結果として、1 名の任期付き助教が、特命准教授として採用され、前
職が常勤的助教であった研究者も特命准教授として採用された。
（３）採択条件とする事項
採択条件となる事項はなし
３．機関の「テニュア像」
（１）琉球大学の「テニュア像」
大学の構成員が、期待される全ての資質を兼ね備えていることは理想である。しかし、万能の人材は稀
であり、全ての要件を満たす教員を採用することは現実的には難しい。医学部および大学院博士後期課
程を有する総合大学においては、異なった資質と能力を持った構成員が、相互補完によって、機関運営
を担うことが現実的で、持続的な発展が望めるものと考えている。大学教員に期待される資質の中で最も
重要なものは、「教育能力」である。この教育能力に関しても、初年時の共通教育、学部専門教育、大学
院前期課程における高度専門教育、大学院後期課程での研究者育成型教育では、異なった資質が必
要となってくる。また、研究目的で設置されたセンター等の部局においては、「研究能力」が大きく期待さ
れていることも事実である。琉球大学では、米国軍政府立の開学当初より、Land Grant Univeristy を
基本理念として堅持しており、「地域性と国際性を併せ持つ大学像」の形成に努力してきた。安定的な職
にある構成員は、個々の資質と輝く個性をもって、本学の理念の継承と発展に貢献することが期待される。
教員においては、本学のリベラルアーツ型教育理念に沿い、教育・研究・学術・芸術等の専門諸活動を
通じて、広く社会に貢献できる人材を、本学の「テニュア像」とする。
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（２）テニュア教員に期待される役割
琉球大学は、国内で唯一の亜熱帯地域に位置する総合大学である。この特異な立地条件により、本学
に期待される役割は、国内の他大学とは大きく異なったものとなっている。教育・研究で得られる新しい成
果も、熱帯・亜熱帯に位置する東南アジア、アフリカ、太平洋島嶼諸国に適用可能なものも多く、地域性
と国際性の高い連結性がみられる。大学における、現在の研究や教育の枠組みは欧米型を範としており、
必ずしも熱帯・亜熱帯諸国の実情にはそぐわないものもある。アジア・アフリカ新興国の経済的発展と相ま
って、地球温暖化が進行する 21 世紀では、多くの温帯先進国も亜熱帯化することが予想され、本学で培
った独自の経験と個性的な人材が、21 世紀の全人類的な課題解決に貢献できるものと考えている。
（３）本プログラムとの関連
本テニュア・トラック制（琉球大学 RS プログラム）では、上記の観点に立って、①高度な専門性を有し、
②異分野との連携融合を図り、③高い国際性をもって、新しい学術領域の形成ができる人材の育成を主
眼としている。そのため、テニュア取得までの仕組みを、「競争獲得型プログラム」ではなく、テニュア枠を
100％保証する「育成型プログラム」とし、採用後の成長度や、新しい研究展開を評価の観点として重視し
ている。論文業績等の数量評価に加えて、機関、地域および国際社会に対する貢献等の質的観点を取
り入れることで、TT 若手の成長（長期的視点に立った人材育成）と、本学の教育・研究の独自性発展（機
関における組織的研究の個性化）の両立を図っている。

４．中間評価時点までの計画（目標）の達成状況
採択年度（平成 20 年）に国際公募を実施し、10 名の若手研究者を採用した。各部局に RS 教員用の
研究スペースの確保を依頼し、関係参加部局との調整を経て、年度内に全ての教員が配置された。人文
社会科学研究科における自主的取組に関しては、若手研究者一名を TT 教員として採用する予定であ
った。採用に関わる自主財源を確保し、準備は概ね完了していたが、テニュア採用後のポストと教員配置
について、関連部局との調整が難航したため、人文社会科学系の TT 教員ポストは空席のままである。現
在、亜熱帯島嶼科学超域推進機構と同様な学部横断型組織である「国際沖縄研究所」の人文社会科学
系教員採用にテニュア・トラック制を導入することを検討している。
本プログラム支援の専属組織として、大学事務局本部の学術国際部内に RS 支援室を設置し、係長級
職を含めた支援員の募集を行った。プログラムの性格上、英語運用能力も含めた様々な観点から、教員
採用と同様のプロセスを経て選考を行った。その結果、学部事務長経験者を含む 3 名の支援員が採用さ
れ、RS 支援室の立ち上げを行った。個々の RS 教員には、通常業務の補助を行うために、教員の実情
や希望に従って、PD、技術補佐員、RA のいずれかで研究支援員を配置している。また、自立的な研究
環境を保障し、研究の活性化を促進するために、学内に RS プログラム用の研究棟建設の議論と調整が
開始され、平成 22 年 4 月に亜熱帯島嶼科学拠点研究棟が完成した。
平成 21 年度には、RS 教員の連携・連絡を目的として、「亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者
の会（亜島会）」を発足させた。現在も継続中であり、毎月第３金曜日に定例開催を行っている。連絡会議
に加えて、亜熱帯島嶼科学の融合研究を進めるために、セミナー（亜島会セミナー）を毎月開催して、異
分野間学術討論の訓練や、RS 教員間での共同研究の促進を図った。部局からは、RS 教員を「緩やか
に指導する」専任教授から構成される「メンター会議」を立ち上げ、本テニュア・トラック制運用の問題点や
指導の状況の報告を受け、発生する諸課題を議論している。これら、亜島会、メンター会議（受入部局教
員）に加え、部局長等から構成される「ライジングスター・プログラム（RS）運営委員会」および、外部評価
委員を加えた「ライジングスター・プログラム（RS）外部評価委員会」の各レベルで、中間及び最終評価基
準を議論し、平成 22 年度中に実施予定の若手研究者中間評価に向けて公平で透明性の高い評価シス
テムの構築を行った。特に、RS 教員が審査を受ける際に提出するデータの内容と様式については、1 年
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以上にわたる調査と議論を費やした。作成にあたっては、オーストラリアの様式を基本として、カナダ、台
湾で実施されているテニュア審査の観点も取り入れて、国際的に通用する独自様式「 Intermediate
Application for Promotion to Tenure」を完成させた（参考３）。
平成 22 年 9 月には中間評価に使用する「Intermediate Application for Promotion to Tenure」を
RS 教員に提出させ、第 1 次審査を 10 月、第 2 次審査を 11 月、第 3 次審査（インタビュー）を 12 月に
実施し、同月には中間評価結果を決定する予定である。中間及び最終評価の観点には「今後の展望が
望める基礎データの蓄積」「亜熱帯島嶼科学を盛り込んだ研究構想の構築」「大学院学生に対する研究
指導状況」「教育活動状況」「その他（学会活動、地域貢献）」を盛り込み、学術論文数のような「目に見え
る業績」以外の活動についても柔軟で現実的な評価を行う予定である。
５．実施期間終了後を含めた今後の計画の概要
全学的な人事制度の改革を図るために、「全学教員人事委員会」を設置し、これまで部局教授会等の
みに委ねられていた教員人事に、法人としての成長戦略方針が盛り込める仕組みを構築した。ここでは、
新規採用教員ポスト全てにつき、職階、分野、研究内容、募集方法を審査し、全学的観点から部局人事
を許可するものである。本事業実施期間終了後は、全学人事委員会の機能を強化して、本プログラム実
施で得られた成果を基に、特化型テニュア・トラック制度導入による若手研究者の採用を予定している。こ
れにより、法人組織主導による新たな研究分野の創出、特定研究分野の推進を実施する予定である。組
織主導による特化型テニュア・トラック制度は、大学の研究個性や強みを、学長のリーダーシップによって
伸ばすことができる。しかし、全 TT 教員に特別な研究支援を施すのは財政的に困難である。そこで、特
化型テニュア・トラック制度と平行して、特段の財政的支援を伴わない「通常型テニュア・トラック制度」を導
入する予定である。通常型テニュア･トラック制度の第一段階として、現在運用されている任期付き助教を、
テニュア・トラック制度へ移行させることを検討中である。特に医学部においては、平成２３年度新規採用
助教ポストから、順次テニュア・トラック制を導入していく準備と調整を行っている。
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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
①人材養成システム改革構想の概要
本学の教員人事は、各学部・学科等の採用基準と、個別の選考方法で行われている。本プログラムの
開始に伴って、従来の教員採用プロセスに、「統一選考基準」と「同一選考方法」による人事システムが本
学に初めて導入される事となった。この新しい人事システムの導入により、機関としての長期構想や、理
念に従った「学長のリーダーシップによる組織的人材育成」が可能となった。本学では、「亜熱帯」、「島嶼
社会」、「海洋」の三つのキーワードを柱とした研究推進計画を実施している。本プログラムでは、自然科
学・技術の分野の中でも、本学の強みとなるべき「亜熱帯島嶼科学」の複合新領域を担う次世代研究者を
育成することを狙いとし、部局の枠を超えた議論を経て、「亜熱帯島嶼健康科学・亜熱帯島嶼生物科学・
亜熱帯環境科学技術」の三分野において国際公募を行った。1 ヶ月余の短い公募期間に関わらず、国
内外から多くの応募があった。平均でも 20 倍の競争率があり、分野によっては、30 倍を超える応募もあっ
た。欧米からの優秀な研究者の応募に加えて、熱帯・亜熱帯諸国からの応募が６割を超えており、本課題
の世界的な関心の高さをうかがわせた。この状況は、同規模の地方大学には見られない特徴であり、関
連分野の世界的拠点化構想を進めている本学の方向性が認知されているものと考えられる。
自然科学・技術分野に加えて、人文社会科学分野で、自主財源による TT 若手教員の採用を予定して
いた。採用に関わる自主財源を確保し、準備は概ね完了していたが、テニュア採用後のポストと教員配置
について、関連部局との調整が難航したため、人文社会科学系の TT 教員ポストは空席のままである。現
在、亜熱帯島嶼科学超域推進機構と同様な学部横断組織である「国際沖縄研究所」の教員採用にテニ
ュア・トラック制を導入することを検討している。
本プログラム開始当初は、人材養成に対する考え方が参加部局間で大きく異なっていたため、異質な
ものが混ざり合った「モザイク状態」であった。しかし、採用された RS 教員の目覚ましい成長と、国際的に
も高いレベルでの活躍によって、次第に学内の構成員の理解が得られるようになり、予定していた意識改
革が順調に進んでいる。事務支援に係る様々な新システム導入に関しても、効果のフィートバックを反映
させながら PDCA サイクルを回すことによって、日々改善・発展しており、当初の予想を上回る効果が得
られている。本プロジェクト開始によって、学内外で様々な波及効果が生まれており、ソフトおよびハード
の両面で大きな進展があった。沖縄の若手研究者結集プログラム「沖縄科学の最前線」や、特化型研究
の専用施設である「亜熱帯島嶼科学拠点研究棟」の建設等は、本プログラムの実施による具体的な波及
効果の例としてあげられる。
②３年目における具体的な目標
「亜熱帯島嶼科学」のような新しい芽となる研究分野を生み出していくためには、研究者の自発的発想
に基づく多様で独創的な知の創造を目指した研究を推進する必要がある。本学では、法人第二期中期
計画のスローガンとして、「知の津梁」を掲げて、「多様な知の創造」の実現に努力している。新しい視点を
持った優秀な若手研究者を育てるためには、与えられた条件の中で活躍できる能力に加えて、自らが主
体的に「システムに対して正のフィードバックを与えることができる能力」を育成する観点も重要な要素で
ある。新規性の高い概念を創出していくには、研究領域、研究組織、出身といった枠組みを越え、異分野
間で得られた知識や経験を共有し、共に新たな切り口で挑戦を続ける姿勢と、それを容易にする環境の
設定が必要となる。評価に関しては国外の外部評価委員より、論文数やインパクトファクター等の数量指
標を業績評価の主観点とする「短期的視点に立った評価姿勢」に対して強い警告があった。本プログラム
では、RS 教員の研究分野が大きく異なっている。この研究分野の多様性が、統一評価法の設定を難しく
した。外部評価委員との議論を経て、新領域開拓者育成を目的とする本プログラムでは、最低要件は設
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定するものの、数量指標を絶対的な評価基準とせず、質的な向上度を重視する「知的活動のゆるやかな
評価」法の導入を目指して、共通の基盤を作ることに成功した。
琉球大学 RS プログラムでは、執行部（RS 運営委員会）、専任教員（メンター会議）の組織の他に、RS
教員から構成される「亜島会」を組織し、定例セミナー開催や、合宿研究会の開催を通して、研究の活性
化と連携、「新しい知の創造」活動を促進してきた。その結果、RS 教員間の連携と異分野間の融合が始
まり、RS 教員間での共同研究や、共同アウトリーチ活動の提言などの独自の活動が次々に生まれている。
RS 教員 10 名が企画した「沖縄科学の最前線 2010」は、沖縄県教育委員会との共同主催によるもので、
若手地域学術ネットワークの構築を目指し、中高生のサイエンス啓発を狙った意欲的な試みである。研究
の質に関しても、サイエンス誌掲載論文をはじめ多くの論文業績をあげており、外部資金獲得も目覚まし
いものがある。また、シンガポール、台湾等と大学間国際学術協定を締結して、大規模な国際海洋生物
調査をホストするなど、採用後の成長と活躍は予想を上回るものがある。
本プログラムのような異分野間融合を進めるためには、物理的に同じ場所で研究活動をすることが効果
的である。大学の自主財源を用いて、新たに「亜熱帯島嶼科学拠点研究棟」を建設し、平成 22 年に運用
を開始した。本プログラム終了時までは、RS 教員用の研究棟として活用され、今後の更なる連携と融合
の発展を望める状況にある。3 年目の具体的目標は順調に進捗しており、若手研究者の融合連携の進
展度、相互刺激による学内外での活躍は予想を遙かに上回っていると言える。
③実施期間終了時における具体的な目標
上述のように、RS 教員は、自由闊達な自立的環境で、独自のアイディアを駆使して研究ネットワークを
拡大し、自身の研究分野の活性化に成功している。テニュア審査に関しては、公平性と透明性を確保す
るために、被評価者である TT 若手からの意見も取り入れて策定しており、終了後のポストも 100％措置さ
れている。亜熱帯島嶼科学の研究も順調に発展していることから、学際新領域を担う次世代若手研究者
の人材育成は順調に進んでいると言える。

④実施期間終了後の取組
本プログラムの参加部局には、研究経費の増額などのインセンティブを与えている。しかし、実施期間
終了後にも同規模の支援を行うことに対する財務的な見通しは立っていない。また、現在進行中の本事
業によって採用した TT 若手のためのテニュア・ポスト以外には、実施期間終了後のテニュア・トラック制
度用教員ポストを、新規に確保できていない。本事業終了後のテニュア・トラック教員用に、定年退職者
ポストをあてる事に関しては、100％保証を実現している。同様の手法を、本プログラム終了後に、独自で
継続するにあたっては、総人件費削減計画や、部局毎での諸事情、インセンティブの在り方に課題があり、
現在、継続して検討中である。並行して、重点的な財政支援を伴わないテニュア・トラック制の導入を計画
しており、本プログラムの継続と発展の保証を図っている。重点的な財政支援を行う「特化型テニュア・トラ
ック制」とは別に、任期制に変わる新しい教員採用制度として財政支援を伴わない「通常型テニュア・トラ
ック制」を助教採用システムとして導入し、平成 23 年度に一部運用開始を目指して調整を行っている。

⑤期待される波及効果
常勤的な職とは異なり、任期付き教員やテニュア・トラック教員としての身分は不安定であるため、日本
の現代の若手研究者は敬遠する傾向にある。自身のキャリアを上げることに利点があるか、破格の研究
環境が保証されるなど、雇用上の不利な条件を覆って余りある付加的利得がなければ、優秀な研究者が
応募してくることを見込むことができない。これらは、地方の小規模大学では提示が難しい条件である。こ
のため、地方の大学では、優秀な人材を集めるためには「常勤職」をアピールせざるを得ず、大規模大学
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との研究活動格差や人事的な流動性の停滞原因となっている。地理的に完全隔離された本学は、この
人事的不利が顕著な機関の一つである。今回のプログラムで試行される多くの新しいアプローチは、格
差の拡大に苦慮する地方大学の研究活性化のモデルケースとなり得るものである。世界のオンリーワンと
しての独自性や、高い国際性が発揮できれば、規模の小さい研究機関でも十分な国際競争力を発揮す
ることができ、新しい次世代学術研究のシーズ発信拠点としての機能を持つことが可能である。また、教
育重視型である国立大学法人の研究活動を活性化させる方策として、琉球大学 RS プログラムのような
「次世代リーダー人材養成」が有効であり、同様の課題を抱えている他大学・研究機関への参考システム
として、応用と波及効果が期待できる。

(2) 国際公募･審査・業績評価
①国際公募
2008 年 9 月 18 日発行 Nature 455 号及び 2008 年 9 月 19 日発行 Science 321 号に TT 若手公募
の広告を掲載し、同時に Nature 及び Science の Web 求人ページにも広告を掲載した。また、研究者人
材データベース「JREC-IN」にも公募公告を掲載した。さらに、全国国公私立大学には公募要領とポスタ
ーを送付し、公募を行った。国際公募のスタイルに関しては、国外外部評価委員からのアドバイスを受け
て、多くの国内機関が用いる「文字による募集広告」のスタイルを採らず、カラー図版を用いた「ビジュア
ル広告」の募集広告を作成し、国際アカデミアの中で、琉球大学が目指す研究分野の理念と個性が分か
るような工夫を行った。ホームページのアクセス回数を定時測定したところ、両誌の掲載日から英語版ホ
ームページへのアクセスが飛躍的に増加したことから、今回の差異性を強調する試みの効果と有効性が
立証された。
②審査・業績評価
総数 203 名の応募者に対して、第 1 次選考（資格審査）、第 2 次選考（書面審査）、第 3 次選考（外部
評価委員審査）を実施し、10 名の候補者を決定した。採用教員は、育成段階では亜熱帯島嶼科学超域
研究推進機構所属教員とし、本プログラムに沿った研究専念教員とした。テニュア取得後には、部局の専
任教員として教育活動に参加することから、第 2 次選考過程では、部局で期待される分野や要件を考慮
して選考が行われた。最終段階では、各研究分野の国際スタンダードに照らした研究業績評価を外部評
価委員に委託し、最終選考を行った。全く異なった研究分野を同一基準で取り扱う人事システムではあっ
たが、関連部局の現場教員および不採用となった応募者からのクレームは一切なかった。最終選考に残
った研究者の構成は、自校率 40％、外国籍 30％、女性 20％となり、研究課題と共に多様性の高い研究
集団となった。以上のことから、本件の公募および審査・業績評価は、万人が認める公平性と透明性が実
現できたものと考えている。
TT 教員の研究および教育活動における論文不正やアカデミックハラスメント等に関しては、案件毎に
運営委員会において調査委員会を設置し対応している。現在、１件の論文不正疑惑を調査するために、
外部評価者を加えた不正調査委員会を平成２２年７月に設置し、平成 22 年 9 月を目処に、調査結果を
運営委員会に報告・決定し、学長に報告する予定である。

(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）
若手研究者の自立的・組織的な活動を促進するため、平成 21 年 9 月より亜熱帯島嶼科学研究拠点を
担う若手研究者の会（亜島会）を月例で実施した。亜島会では、異分野教員の相互理解を深め、連携共
同研究シーズを発掘するために、毎回研究セミナーも開催している。また、若手研究者の自主的な取り組
みを推奨し、独自のアウトリーチ企画案を作成させた。亜熱帯島嶼科学を基礎にしたシンポジウム企画
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（藤原財団への応募）や、沖縄の若手研究者間ネットワークをつくる企画（沖縄の研究最前線、宇流麻学
術研究助成基金採択）等の様々な自主企画が次々に発案され、いくつかは実施に至っている。
研究面でも亜島会の効果は絶大であり、RS 教員 3 名が主体となって 3 カ国合同国際調査
KUMEJIMA2009 を立案・実現させた他、大型競争的資金の共同申請など、大きな成果をあげている。
亜島会に加えて、毎年 1 回、1 泊 2 日で、ライジングスター合宿研修会を開催している。RS 教員の育成と
平行して、プログラムに参加している支援員および PD、RA の若手研究者にも、RS プログラムが目指す
ビジョンを提示し、協調と相互刺激によって新しい学問分野を創出する雰囲気を学ばせた。また、異分野
の若手研究者の人間的な繋がりを促進する「スポーツチーム運用法」および「コーチング技法」は、沖縄
の風土と若者の心にマッチしており、数字面では現れない「目には見えない自立的環境」づくりに貢献し
ている。

(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）
①学内研究者支援プログラム
本学では、若手研究者の育成のために、「若手研究者支援研究費」を学長特別政策経費より支出して
いる。45 歳以下の研究キャリアの尐ない学内研究者のスタートアップ支援を目的とし、学内の研究推進
戦略室で審査後、役員会のヒアリングを経て、10 件程度支援しているが、平成 20 年度は、RS 教員 1 名
が採択されている。
亜熱帯島嶼科学の学内周知と、部局を超えた研究連携ネットワークの構築を促進させるために、超域
機構では、「タスク研究」を学内公募し、新しい試みに「タスク可能性調査研究費」を補助し、研究支援を
行っている。平成 21 年度は、「国際化」と「エネルギー」の二つのキーワードで募集が行われ、6 課題が採
択された。平成 22 年 1 月には、学内シンポジウム「亜熱帯島嶼科学の創世」を開催した。200 名を超える
参加者があり、超域タスク研究の成果発表に加え、RS 教員の研究紹介、他学内支援プログラムの成果
発表があった。シンポジウムは英語で行われ、分野を超えた活発な討論が随所にみられた。国際学会の
形式をとることにより、多くの留学生（22.5％）が参加できるようになり、様々な研究分野の研究者が自由
闊達に意見交換できる雰囲気を創出することに成功した。
②大学院博士前期および後期課程の指導資格に関する規則の改定
本プログラムで採用する TT 若手は、専任教員の身分ではないため、従前の規則では、大学院指導資
格の取得ができなかった。しかしながら、理学系教員と工学系教員、および熱帯生物圏研究センター教
員が所属する理工学研究科において、大学院参加教員に関する規定を改定し、時限的に「琉球大学ラ
イジングスター教員」を規則に盛り込むこととした。平成 22 年 3 月に規則改定が承認され、同年 4 月に 4
名の RS 教員（TT 准教授 1 名、TT 助教 3 名）の資格審査が実施された。全員有資格者として、審査に
合格し、正式な大学院指導教員の資格を得ることとなった。今回の改定により、前期課程においては助
教が、後期課程においては准教授が主指導教員（主査）となることができるようになり、徒弟制度の元凶の
一つであった学位審査権の教授独占が撤廃された。この変革は、本プログラム導入による成果の一つと
位置づけられる。

(5) 実施期間終了までの進め方
当初の予定に従って、平成 22 年度中に RS 教員の中間評価を実施する。早期テニュア取得者につい
ては、部局等への受け入れ規定を整備し、スムーズな専任教員への移行を行う予定である。テニュア未
取得者については、引き続き最終評価に向けて研究を継続させる。平成 24 年度には最終評価を実施し、
テニュア取得者については、受入先の部局等で対応する。テニュア取得できなかった者については、1
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年間のノン・テニュア継続期間を与え、再度評価する予定である。概ねプログラムはミッションステートメン
トに従って順調に進捗していると言える。

(6) 実施期間終了以降の継続性・発展性
本プログラムは、参加部局から供出された退職予定ポストを、RS 教員用ポストとして確保している。退職
ポストを３年から５年のテニュア・トラック期間保留し、本プログラムと同様に若手研究者を手厚く支援して
育成する独自計画は、中期的な財源確保の点で難航している。そこで、ライジングスター・プログラムの実
施によって得られたノウハウを生かして、より持続性の高い独自のテニュア・トラック制度を構築中である。
本学には任期付き助教のポストが 44 ある。そのほとんどが、医学部所属の助教である。平成 23 年度を目
指して、医学部の新採用にかかる助教ポスト全てに、5 年間のテニュア・トラック制度を導入する予定であ
る。現在、学内調整を行っている段階であり、実施機関終了後もテニュア・トラック制度が学内で定着し、
拡大してゆく発展性の基盤造りはできていると考えている。
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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
亜熱帯島嶼健康科学分野、亜熱帯島嶼生物科学分野、亜熱帯環境科学技術分野の 3 分野にお
いて、新しい研究分野の創出に意欲を持つ若手研究者を募集した。これまでの研究課題は特に問わ
ないが、文理融合や異分野融合を視野に入れることができる柔軟な研究姿勢のある若手研究者育成
を求めた。平成 20 年 9 月 17 日から 10 月 31 日に国際公募を実施した。公募と応募状況の詳細は
表３から表６のとおりである。

表－３ 平成 20 年度第１次国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
亜熱帯島嶼健康科学分野、亜熱帯島嶼生物科学分野、
公募分野・部局
亜熱帯環境科学技術分野
平成 20 年 9 月 17 日～平成 20 年 10 月 31 日

公募期間

国際誌（Nature, Science）、国際誌のホームページ、JREC-IN、

公募媒体

本学ホームページ、公募要領及びポスターの郵送
Nature 掲載料:568,260 円

公募費用

Science 掲載料：548,751 円
公募要領郵送費用：14,490 円
ポスター等印刷費：150,150 円

表－４ 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
人数

公募分野

単位：人、 （ ）内は女性の内数
応募者数

日本国籍

外国籍

合計

亜熱帯島嶼健康科学分野

-

16(4)

15(0)

31(4)

亜熱帯島嶼生物科学分野

-

102(12)

19(0)

121(12)

亜熱帯環境科学技術分野

-

22(3)

17(3)

39(6)

複数分野

-

10(0)

2(0)

12(0)

150(19)

53(3)

203(22)

20 年度

合計

表－５ 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
203(22)

単位：人、（ ）内は女性の内数

審査（１）

審査（2）

審査（3）

資格審査

分野別選考

外部評価委員に

（面接審査含む）

よる選考

38(6)

10(2)

200(22)

採用者数
10(2)

日本

外国

日本

外国

日本

外国

日本

外国

日本

外国

国籍

籍

国籍

籍

国籍

籍

国籍

籍

国籍

籍

150(19)

53(3)

147(19)

53(3)

29(5)

9(1)

7(2)

3(0)

7(2)

3(0)
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表－６ 年度・分野別の選考・採用状況（自主的取組を含む）
応募者総数

採用年
度

分野

外国

国籍

籍

31(4)

16(4)

15(0)

亜熱帯島嶼生物

121

102

科学

(12)

(12)

亜熱帯環境科学

39

22

技術

(6)

(3)

12(0)

10(0)

203

150

(22)

(19)

（平成）
亜熱帯島嶼健康
科学

２０年

書面審査通過者

日本

総数

度

複数分野
合

計

単位：人、（ ）内は女性の内数
面接審査通過者

日本

外国

日本

外国

国籍

籍

国籍

籍

11(3)

10(3)

1(0)

3(1)

2(1)

1(0)

19(0)

16(3)

14(3)

2(0)

4(1)

3(1)

1(0)

17(3)

11(1)

5(0)

6(1)

3(0)

2(0)

1(0)

2(0)

-

-

-

-

-

-

53(3)

38(7)

29(6)

9(1)

10(2)

7(2)

3(0)

総数

総数

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 次審査は運営委員会において、203 件の応募者の資格審査を実施した。その結果、3 件につ
いては資格不十分だったため、残る 200 件が資格審査を通過した。第 2 次審査は、亜熱帯島嶼健康
科学分野、亜熱帯島嶼生物科学分野、亜熱帯環境科学技術分野の 3 分野、10 分野審査会において
書面審査及び面接審査を実施した。書面審査の審査観点は、業績、公募内容との整合性、将来性、
学際性及び国際性の 5 つである。厳正な審査の結果、合計 10 件が第 2 次審査を通過した。第 3 次
審査では、第 2 次審査を通過した 10 件の申請書を外部評価委員が審査し、適正や研究業績を審査
した。外部評価委員の審査コメントに基づき、運営委員会にて 10 名の候補者の採用を決定した。審
査に関する詳細は表７及び表８のとおりである。
現在、論文不正疑惑に関与している恐れのある TT 教員１名について、調査委員会を設置し、論文
業績内容の精査を行っている。採用時点では、当該教員の論文業績には疑義はなく、選考方法およ
び選考体制も客観性が保たれていた。調査委員会は、プログラム運営委員長、当該分野を専門とす
る運営委員２名と外部評価委員１名で構成し、論文不正疑惑ならびに調査委員会設置について、国
内外の外部評価委員に報告した。調査委員会の調査結果をプログラム運営委員会に報告・決定し、
学長に報告する予定である。
表－７ TT 若手の選考・採用の体制
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

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

第１次選考

資格審査

9

0

0

0

0

第２次選考

書面審査及び面接審査

0

18

0

0

0

第３次選考

書面審査

0

0

0

5

2

最終選考

書面審査

9

0

0

0

0
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（２） 採用者の状況
平成 20 年度に表８の 3 分野計 10 名の若手研究者を採用し、亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
の所属とした。内訳は、日本国籍が 7 名、カナダ籍、中国籍、バングラデシュ籍の外国籍が 3 名となっ
た。日本国籍研究者のうち、2 名は女性である。直前職自校数および自校授与数は、どちらも 4 名で、
ほぼ応募者の割合を反映しており、多様な人材の採用が実現できた。
表－８ 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

内訳
自機関

振興調整

自主経費

日本

費で採用

で採用

国籍

3

0

2

1

1

2

1

4

0

3

1

1

1

1

3

0

2

1

0

1

2

10

0

7

3

2

4

4

10

0

7

3

2

4

4

亜熱帯島

外国籍

女性

直前職

学位
授与

嶼健康科
学分野
亜熱帯島
20 年
度

嶼生物科
学分野
亜熱帯環
境科学技
術分野
小計
合計

３．TT 若手の研究環境整備
プログラム開始時に、各部局へ RS 教員用の研究スペースの確保を依頼し、10 名全員に教員居室と研
究室を準備した。多くは、メンター教員の研究室近くにスペースが確保され、スタートアップ整備が行われ
た。更に、研究の独立性と自立性を向上するために、「亜熱帯島嶼科学拠点研究棟」を建設し、平成 22
年度より入居が開始された。この施設は、時限的に RS プログラム用の施設として運用され、若手研究者
が相互連携を図りやすい設計となっている。
大型機器や動物飼育施設等の特殊設備を必要とする医学系 TT 教員に関しては、研究内容が近いメ
ンター教員の近くで研究室を確保した。現在調査中の論文不正疑惑は、医学部メンター教員に関わるも
のである。メンター教員の論文不正行為に TT 若手が関与していた場合、自立的研究環境にあったかどう
かが疑われる。この疑義について、外部評価委員会メンバーに加え、関連研究分野に詳しい外部有識者
で構成される調査委員会で自立性に関する状況を調査し、関連研究分野（生命科学系）における再発防
止策を提言する予定である。
メンターは、RS 教員の学部受入を手助けし、ゆるやかに研究の方向性を指導するコーチ役を担ってい
る。選手およびコーチとのトラブル、チームとしての統一性は、亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構長を
議長とする、亜島会（RS 教員会議）および RS メンター会議において意見交換し、綿密な意思疎通を図
っている。
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表－９ ＴＴ若手の研究環境等の整備状況
研究環境の整備状況
医学部基礎研究棟（研究室 355、実験室 372）
医学部基礎研究棟（研究室 859、実験室 871、実験室 2）
分子生命科学研究施設（研究室 S202、実験室 N407）
亜熱帯島嶼科学拠点研究棟（研究室 220、実験室 207-208）
理学部研究棟（研究室 353 室、実験室 354）
亜熱帯島嶼科学拠点研究棟（研究室 218、実験室 101-102）
理学部複合棟（研究室 415）
研究環境
（所属・研究室等）

亜熱帯島嶼科学拠点研究棟（研究室 214、実験室 103-104）
理学部本館（研究室 318 室、実験室 206A、207A）
亜熱帯島嶼科学拠点研究棟（研究室 210、実験室 205-206）
熱帯生物圏研究センター西表研究施設（研究室 209、実験室 107）
亜熱帯島嶼科学拠点研究棟（研究室 212、実験室 203-204）
農学部フィールド科学教育センター（研究室 102、実験室 101、103、
104、107、108）
亜熱帯島嶼科学拠点研究棟（研究室 222、実験室 105-106）
亜熱帯島嶼科学拠点研究棟（研究室 216、実験室 201-202）
工学部 3 号館（実験室 403）

メンターの役割・配置等

RS 教員への緩やかな助言及び指導・各 RS 教員に 1 名

人的支援

10 名/各 RS 教員に 1 名
（ポスドク研究員 5 名、技術補佐員 4 名、RA1 名）

研

スタートアップ資金

600 万円／人

年間研究費

310 万円／人・年

究
資
金

研究スペース

共通設備・施設

研究室 1：18 ㎡，実験室１：62 ㎡，
研究室 2：6 ㎡，実験室 2：25 ㎡， 2-2：5 ㎡
研究室 3：48 ㎡，実験室 3：27 ㎡， 3-2：46 ㎡
研究室 4， 4-2：24 ㎡，実験室 4：24 ㎡， 4-2：46 ㎡
研究室 5：45 ㎡， 5-2：24 ㎡，実験室 5：48 ㎡
研究室 6:26 ㎡， 6-2：24 ㎡，実験室 6，6-2：6 ㎡，6-3 48 ㎡
研究室 7：23 ㎡，8-2：24 ㎡，実験室 8：16 ㎡，8-2：48 ㎡
研究室 8：30 ㎡，実験室 8：60 ㎡，8-2：42 ㎡，8-3：60 ㎡，8-4：19 ㎡，
8-5：15 ㎡
研究室 9：24 ㎡，実験室 9：48 ㎡
研究室 10：24 ㎡，実験室 10：8 ㎡，10-2：48 ㎡
亜熱帯島嶼科学拠点研究棟物品管理室、
機器分析支援センター、RI 実験施設、医学部附属動物実験施設
分子生命科学研究施設動物管理区域、N107 恒温恒湿室、
FACSAriaⅡ Cell Sorter、FACSCalibur
熱帯生物圏研究センター 瀬底研究施設 301 室
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４．TT 若手の育成施策・内容
RS 教員の研究活動は、科学研究費補助金採択数および額、その他競争的資金の獲得、産学官共同
連携事業の何れにおいても非常に優秀で、本学の教員平均よりも遥かに高いレベルを示している。
RS 教員の国際性は非常に高いものがある。海外共同研究事業も多数進行中であり、成果は、国際共
同研究協定の締結や数多くの共同論文の刊行に見られる。
これらのような自発的な活動の妨げにならないように、従来型の「講義・研修型の教育」は行っていない。
代わりに、異分野間の研究者が、自由闊達に意見交換できる環境づくりを行うことによって、自立的な成
長を促すアプローチを実践している（RS 教員養成プログラム）。部局配置後の障壁になると思われる「教
育貢献」と「組織運営貢献」については、研究活動に支障が起きないように超域機構長が監視し、前者に
おいては講義担当の認可制をもってバランスをコントロールし、後者のトレーニングには、RS 教員組織を
作ってマネジメントの訓練を行わせている。
本プログラムは、数量的な論文業績のみを評価の観点としていない。これは、多発する論文不正問題の
多くが、論文業績および目に見えるエビデンス重視の環境で生まれやすいことを考慮しての対策であっ
た。しかし、残念ながら、論文不正に関与した恐れのある TT 若手が明らかとなり、関与についての調査を
する委員会が設置された。これを踏まえて、TT 若手会議（亜島会）に倫理検討委員会をつくり、問題の共
有と再発防止策の策定を行わせ、自主・自立的改善ができるように指導を行っている。全学的には、研究
不正に関する規程を研究推進戦略室において策定中である。制定後は FD 活動等を通じて研究者倫理
の周知徹底を行っていく予定である。
表－１０ ＴＴ若手の研究活動実績
論文(報)
年度（平成）
A

20

21

22

著書(件)
20

21

特許等(件)

22

20

21

受賞等（件）

22

20

21

その他（件）

22

20

21

22

0

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

7

11

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特命准教授
B
特命助教
C
特命助教
D
特命准教授
E
特命助教
F
特命助教
G
特命助教
H
特命准教授
I
特命准教授
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1

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

47

24

0

2

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

J
特命助教
合計

５．年次評価（業績評価）体制
RS 教員の年次業績評価は、論文および学会発表、研究費獲得状況によって行っている。この数量デ
ータをまとめ、メンター会議、運営委員会、外部評価委員会での指摘と助言をまとめ、RS 教員およびメン
ターに口頭で伝えている。前述のように、本育成型プログラムでは、短期的な業績評価による育成の弊害
を重く見ているため、書面による厳密な評価システムは、中間および最終評価のみで行う予定である。そ
の観点から、メンターは指導ではなく、RS 教員の活動を支える「コーチ」として機能している。コーチング
に関しては、超域機構長が指導過多に陥らないように日々注視して、ゆるやかな育成型評価を実践して
いる。
表－１１ 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、

自機関内

自機関外

面接審査等）
執行部

関係部局

その他

国内

海外

年次評価１

書面・面接審査

1

2

0

1

2

年次評価２

書面・面接審査

1

1

0

1

2

中間評価

書面・面接審査

1

18

0

6

2

テニュア審査

書面・面接審査

1

18

0

6

2

６．中間評価基準、テニュア審査基準、テニュア枠
本プログラムでは、今後の国際的人材流動性を視野に入れて、世界基準の評価法の導入に鋭意努力
している。日本の国立大学法人と米国の大学では、大学の生い立ちと財務的なシステムが大きく異なっ
ている。そのため、米国型のテニュア・トラック制を日本の大学法人に導入しても、多くの点で整合性がと
れず、形を変えた任期制に留まってしまう。この相反する要件を満たすために、本プログラムでは、カナダ
と台湾を参考にした。カナダは、北米型の大学運営をおこなっているものの、財政の約半分は国からの運
営交付金でまかなわれている。この半官・半民的な状況は、日本の国立大学法人とよく似た状況にある。
また、国立台湾大学は、旧日本帝国大学を母体としており、近年、大規模なシステム改革によりテニュア・
トラック制を導入した経緯がある。この 2 カ国から学長および教授を外部評価委員として招き、頻繁な意見
交換を経て、中間評価基準を策定した。この策定した基準について、RS 教員、メンター教員、運営委員
会委員等間での議論とフィードバックの後、最終案を決定した。また、テニュア枠については、すでに、10
名枠を確保しており、準備は完了している。
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表－１２ 中間評価の評価基準・方法等
評価基準
１．プログラムの期間中に、査読付論文を年平均 2 編以上（内、1 編以上は第一著者）発表
２．今後の展開が望める基礎データの蓄積
３．亜熱帯島嶼科学を盛り込んだ研究構想の構築
４．競争的研究資金獲得の状況及び可能性
５．大学院学生に対する研究指導状況
６．教育活動状況
７．その他（学会活動、地域貢献）
評価方法
１．第１次審査（研究水準評価）：外部評価委員
２．第２次審査（教員業績評価）：学内分野別評価委員会
３．第３次審査（インタビュー）：外部評価委員及び運営委員会委員
４．中間審査結果の決定
５．研究の継続と今後のアドバイス、または部局等への推薦
研究活動業績の項目
著書、学術論文、基調講演・招待講演・口頭発表、特許、受賞、企業との共同研究、受託研究、
外部資金の獲得状況、学外者との共同研究、その他
表－１３ テニュア審査の審査基準・方法等
審査基準
１．プログラムの期間中に、査読付論文を年平均 2 編以上（内、1 編以上は第一著者）発表
２．今後の展開が望める基礎データの蓄積
３．亜熱帯島嶼科学を盛り込んだ研究構想の構築
４．競争的研究資金獲得の状況及び可能性
５．大学院学生に対する研究指導状況
６．教育活動状況
７．その他（学会活動、地域貢献）
８． プログラム期間中の研究成果
９． 学際性の進展度
審査方法
１．第１次審査（研究水準評価）：評価委員会
２．第２次審査（教員業績評価）：学内分野別評価委員会
３．第３次審査（公開シンポジウム・個別面接）：外部評価委員及び運営委員会委員
４．テニュア審査結果の決定
５．部局等への推薦
研究活動業績の項目
著書、学術論文、基調講演・招待講演・口頭発表、特許、受賞、企業との共同研究、受託研究、
外部資金の獲得状況、学外者との共同研究、その他
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表－１４ 現時点でのテニュア率
実施期間（５年間）での
職位

TT 若手採用予定人数（人）【Ａ】

用意しているテ
ニュア・ポスト（人）

振興調整費

自主的取組

【Ｂ】

助教

6

0

6＊

講師

0

0

0

准教授

4

0

教授

0

0

テニュア率(％)
【Ｂ/Ａ】

100
4

＊

0

（注*）用意しているポストは、助教固定ポストではなく、状況によっては、准教授としても採用できるポスト
である

７．ＴＴ若手等のキャリアパス支援
テニュア・トラック教員に関しては、部局配置を想定した「教育法」および「学生指導法」について、亜島
会等を通じて大学教員としてのキャリアパス支援を行っている。RS プログラムに参加している PD 等に関
しては、キャリアパス支援の一環として、「非常勤事務職員」ではなく、「PD 研究員」としての身分を与えて
いる。PD 研究員には研究者番号を発行し、プログラムとの整合性を維持しながら、研究者としてキャリア
パスに有利になるような配慮している。また、一部の PD に関しては、勤務日以外で大学非常勤講師を経
験させることで、自身の教育経歴向上を図ることを勧めている。
なお、現在までに転出した RS 教員はいない。

８．機関の人材流動性への配慮
本学においては、人材流動性を高めて研究活動を活性化させるため、主に以下のような取組を実施し
ている。
（１）全学教員人事委員会
平成 17 年 3 月 15 日に「琉球大学全学教員人事委員会規程」を制定し、全学的教員運用定員の運
用の調整、各訓部局等の教員の採用等計画の調整、共通教育等に必要な教員の人事の調整、その
他、教育研究評議会から審議を指示された事項を審議するため「琉球大学全学教員人事委員会」を
設置した。
（２）任期制の導入
平成 16 年 4 月 1 日に「国立大学法人琉球大学における大学教員の任期に関する規程」を制定し、
医学部医学科の一部、医学研究科の一部、農学部全学科及び附属亜熱帯フィールド科学教育研究
センター、熱帯生物圏研究センターの一部、大学評価センターで任用する助教について、任期制を導
入している。

９．機関としてのＴＴ若手支援体制
亜熱帯島嶼科学拠点を担う若手研究者育成に参加する部局等を学内で募集し、プログラム運営のた
め、下記の組織を立ち上げた。
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（１）ライジングスター運営委員会
本プログラムの事業計画及び事業報告に関すること、本プログラムによる若手研究者の公募、選考、
採用及び評価に関すること、本プログラムによる若手研究者の研究支援に関すること及びその他本プ
ログラムの事業運営に関することを審議している。
（２）ライジングスター支援室
本学学術国際部研究協力課内に設置し、プログラム運営上のサポートを行っている。RS 教員及び
研究補助者に関する事務を一括管理し、RS 教員の事務的負担の軽減に努めている。
（３）ライジングスター外部評価委員会
外国籍 2 名を含む学外の有識者 8 名で構成される委員会で、RS 教員の採用、年次評価、中間評
価、最終評価の過程で外部評価を行い、RS 教員の研究についても助言を与えている。また、プログ
ラム全般についても実施体制や進捗状況等を評価し、提言や助言を行っている。

10．人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
（１）改革の構想
今回の改革の主目的は、如何にして全学的な統一教員採用システムを構築するかにある。分野を
超えて、適用可能な教員採用のプロセスと、採用基準、期待される資質の明確化、採用後の教員業
績評価等について、公正で、公平な国際基準に合致した新しいシステムを構築することを目指してい
る。
（２）組織改革のための制度設計
人事システムの改革は、本学の第二期中期目標・中期計画にも盛り込まれている。企画担当理事
を長として、組織改革のための制度設計の試行と、効果の検証を行っており、チェックは学内の評価
センターが進捗状況を追跡している。本プログラムも、亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構の年度計
画に盛り込まれており、計画立案、実施、検証、改善の PDCA サイクルを回して進めている。
（３）チェック体制と改善について
チェックは、運営委員会、メンター会議、および学内の評価委員会の各レベルで行われている。明
らかになった問題についても、亜島会を含めた様々な教員組織で検討し、改善方策について議論、
改善の実施を頻繁に行っている。
（PDCA サイクルの具体例）
P：TT 教員に独立した研究環境を与える。
D：TT 若手が、メンター教員と物理的に独立した場所を新たに設ける。亜熱帯島嶼拠点研
究棟の建設。７名の TT 教員の入居。
C：医学部系 TT 教員がメンター教員の論文不正に関与していた疑惑が明らかになり、独立
環境が疑問視された。
A：メンター会議および運営委員会において、詳細が報告され、メンターの交代が承認され
た。推移を見守るために、医学部長をメンターとし、再発防止と独立環境維持のあり方に関す
る協議を、外部評価者を加えた調査委員会で開始した。
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11．本課題のアウトリーチ活動の状況とその波及効果
（１）アウトリーチ活動
琉球大学 RS プログラムでは、若手教員の自発的提案によってアウトリーチ活動を活発に展開して
いる。
「沖縄科学の最前線 2010」
主催：琉球大学ライジングスター・プログラム、沖縄県立博物館・美術館（予定）
日時：平成 22 年 9 月 19 日～9 月 26 日（予定）
会場：沖縄県立博物館・美術館（予定）
「サイエンスカフェ」
主催：琉球大学ライジングスター・プログラム
日時：平成 22 年 9 月 19 日～9 月 26 日（予定）
会場：沖縄県立博物館・美術館（予定）
（２）情報発信
RS プログラムの活動については、年に 1 回公開シンポジウムを開催し、活動状況を報告している。
大学のオープンキャンパスにおいても、RS 教員のブースを設け、高校生に向けて最新の科学の情報
発信を行っている。また、本学の広報誌「琉大広報」（平成 20 年 1 月発行）において、RS プログラム
の取組を紹介した。
ウェブサイトによる情報発信も積極的に行っている。RS プログラムのウェブサイトの URL は右記の
通りである。http://www.sis.lab.u-ryukyu.ac.jp/
また、RS 教員のウェブサイトは、現在のところ以下のページが公開されている。
木村 亮介：http://w3.u-ryukyu.ac.jp/anthropology/index.html
ジェームス・デイビス・ライマー：http://web.me.com/miseryukyu/
栗原 晴子：http://web.mac.com/harukoku/
坂巻 隆史：http://tsakamaki.peacefully.jp/
RS 教員の研究活動は、以下のマスコミ報道も行われている。
＜雑誌＞
2009/12/10 Marine Diving No.520、P110、「ライマー研究室その１・ウミシダにも五分の生きる知
恵」
2010/1/9

Marine Diving No.521、P132-133、「KUMEJIMA 2009 久米島海洋生物合同調
査開催」、

2010/3/10

ダイバー 2010 年 4 月号、P158-159、「KUMEJIMA2009 から見えてきたこと」

2010/3/14

Marine Diving No.523、P142、「ライマー研究室その 2・海産最強なのにマイナーな
んです」

＜テレビ＞
2009/11/2

朝日放送、STATION Q、「久米島で海洋生物合同調査」
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＜新聞＞
2009/10/11 La Nacion (San Jose, Costa Rica) 「Biologia de zoantidos」
2009/11/3

沖縄タイムス「久米島で海洋調査 琉大など国際チーム生物の多様性解明へ」

2009/11/3

琉球新報 「久米島海域で生物調査」

2010/1/12

朝日新聞「シャベル型切歯の遺伝子「緑の黒髪」と同じ変異」

2010/2/6

The Straight Times (Singapore) 「Christmas Island crabs make waves」

（３）波及効果
RS 教員の高い個性と活発な研究活動は、本学の若い教員や研究者にも強い刺激を与えており、大
学全体の研究活性化に大きく寄与している。
沖縄のように、地理的に隔離された環境では、同じ専門分野の研究者と意見交換する機会に恵まれ
ず、大学や研究所が密集する大都市圏と比べ、研究展開について大きなハンディキャップとなっている。
このハンディキャップと、設備面も含めた研究環境のハンディキャップのために、多くの研究者は自信を
持って臨むチャレンジ精神を持つことが困難である。RS 教員の活躍は、「沖縄でも世界的な研究ができ
る」可能性を実証しており、キャリアの浅い大学院生や若手教員を勇気づけ、大きなインパクトを与えて
いる。この精神的な牽引効果は、最大の波及効果と言える。
インパクトファクターや論文引用件数等の数量的基準は、従事している関連研究者人口に強く依存し
ていることが知られている。一般に、医学部を含めた生命科学の分野で高い傾向がある。反面、研究者
人口が尐ない分野では、論文のインパクトファクターは低く、引用回数も尐なくなる。これは、萌芽期の
学術分野でも見られる傾向である。本プログラムで実践している「ゆるやかな知の評価」は、「世界のオ
ンリーワン」を目指す本学のシーズ研究創生には有効に働いている。このオンリーワン構想は、研究格
差に苦慮する日本の地方大学にも勇気を与え、日本の大学の個性化と多様性の展開に貢献できるも
のと考えている。

表－１５ アウトリーチ活動、情報発信等の件数
年度

イベント

（件）

広報活動

マスコミ報道

その他

20 年度

1

4

1

0

21 年度

1

1

16

7

２２年度

0

0

3

1

本学では、法人中期目標・中期計画にもテニュア・トラック制による人事改革を掲げており、制度に関
する周知および議論は、組織の様々な委員会で行われている。特に、実施している RS プログラムでは、
独自のパンフレットを作成し、全教員に配布した。ホームページに加えて、年 1 回の公開シンポジウムを
通して、更なる学内周知を図っている。
本プログラムの実施にあたって、新たに「特命教員Ⅱ」の就業規則を策定した。策定にあたっては、教
職員組合との意見交換会を持ち、理解を得て実施に至っている。評価法等の他教員への転用等につ
いても、学内の諸委員会で議論している。
本課題のアウトリーチ活動は、本学の個性化と国内外での認知度向上に多大な貢献をしている。21
世紀は、アジア・アフリカ諸国の台頭が予想されている。今後の日本の国際的な地位を維持向上させて
いくためには、欧米追従型の施策を維持するだけでは十分とは言えない。アカデミアの世界でも、同様
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なことが言える。本プログラムで取り扱っている「亜熱帯島嶼科学」に対する熱帯・亜熱帯諸国からの期
待と関心は非常に高い。アウトリーチ活動が「心のシーズ」となって、研究や学術を目指す新興国諸国
の若者に届くことを期待している。

12．実施期間終了時までの資金計画
科学技術振興調整費により、RS 教員 10 名の人件費及び研究費を措置している。RS 教員 1 名
あたりの人件費は年間 600～700 万円程度、備品費を含む研究費の 1 年あたりの平均は 300 万円
程度とし、各 RS 教員には 1 名のポスドク、技術補佐員または RA の研究補助者を配置している。
なお、配分される研究費の使途は、各 RS 教員に一任されており、独立した自由な研究環境のも
と研究が進められている。
科学研究費補助金等の競争的資金や共同研究、受託事業獲得を推奨しており、RS 教員全員で申
請計画を立て、亜熱帯島嶼科学を課題として複数の外部資金に申請している。
平成 22 年 4 月に本学の自己資金により亜熱帯島嶼科学拠点研究棟が竣工した。本研究棟には実験
室 7 室、研究室 7 室、会議室・セミナー室 5 室等があり、本プログラムの RS 教員７名が入居し
た。研究棟の竣工に伴い、什器類及び共通機器を整備した。
表－１６ 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)

運営費交付金(百万円)

４年目
（23 年度）

人件費

76

5

研究費

65

20

５年目
(24 年度)

人件費

76

5

研究費

66

20
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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
ライジングスター・プログラムは、現在のところ順調に進行しており、プログラム実施に関わる人材養成
システムの改革や、組織および規則整備は着実に進行している。ミッションステートメントに記載した具体
的な目標は全て達成できる見込みである。本取組みを全学的に波及させるために、まず平成２３年度から
医学部助教ポストにテニュア・トラック制度を導入する予定である。人文社会科学分野への波及のために
は、文系分野に適用可能な業績評価法の確立が重要である。そこで、国際沖縄研究所のポストについて、
文系分野のモデルケースとしてテニュア・トラック制の導入を検討する。

２．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構想
現状では、大きな計画変更の必要性はないと認識している。実施期間終了までには、全員がテニュアを
取得し、参加部局の研究の活性化の起爆剤となり、教育・研究のレベルアップが図れるように更に育成・
支援体制を継続していく。プログラムの実施期間終了後は、テニュア・トラック制を含めた全学的な人事制
度の改革を進めていく。今回のプログラムは、自然科学系教員に特化したテニュア・トラック制導入人事
改革モデルとして運用している。当初、人文系のテニュア・トラック制の試行も検討したが、分野を超えた
統一的な評価基準を策定することに合意が得られず、学内試行を延期した。学内でのテニュア・トラック
制の定着に向けて、まずは、RS プログラム参加部局で、テニュア・トラック制による新規教員採用法の導
入を行う。そのために、本プログラムの成果を基に、公平で透明性の高い教員採用基準、昇任基準を策
定し、参加部局には、中期計画達成プロジェクト経費（戦略的研究推進経費）等の配分によるインセンテ
ィブを与えて制度定着を図る。
（２）資金計画
現在進めている研究プロジェクトに関しては、科学技術振興調整費、学内経費（学長裁量経費、間接経
費）および研究者が獲得している外部資金等で実施する。

３．実施期間終了後の人材養成システム改革
RS プログラム実施で得られた経験と成果を発展・拡大させ、学長裁量経費等の学内経費により、学内
の人材養成システム改革を推進する。本プログラムと同様の手続きの下、新規教員採用計画を部局で開
始すると共に、亜熱帯島嶼科学の新研究領域研究者の人材育成プログラムを人材養成システムに組み
込み、教員組織の活性化と人材育成改革をさらに推し進める。
表－１７ 実施期間終了後の資金計画

６年目
（2５年度）

人件費

運営費交付金(百万円)
18

研究費

10

5

７年目
(26 年度)

人件費

18

-

研究費

10

5

８年目
（2７年度）

人件費

18

-

研究費

10

5
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その他の経費(百万円)
-

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
我が国におけるテニュア・トラック制導入に関する課題の主たるものは、システムの混在に起因すると考
えられる。現状の国立大学法人でのテニュア・トラック教員は、「特命教員等」として常勤教員とは異なった
雇用契約を結んでいる。学内の取り扱いは常勤に準じるものの、人事上は非常勤扱いとなり、社会保険も
共済保険ではなく、厚生年金となる。勤続年数換算等の他の条件も常勤採用と比べて不利であることか
ら、雇用契約の不利を補って余りある「破格の付加条件」を付帯しなければ、優秀な若手研究者の応募は
望めない。現行プログラムでは、科学技術振興調整費の補助によって、通常採用の常勤を遙かに上回る
研究資金の提供と、研究活動支援体制を保証している。しかし、小規模地方大学で、この支援を継続的
に自己資金によって運営していくことは現状では極めて難しい。
このような現状を踏まえて、テニュア・トラック制度を導入できる分野は、既に任期制を導入しているポス
トか、法人として重点的に育成していく限られた分野、あるいは特定ポストに限られる。前者の、任期制ポ
ストについては、本プログラムで得られた成果を活用して、規則整備を進め、順次、テニュア・トラック制へ
移行するように改革を進める。現在、医学部の新規採用分の助教採用に５年間のテニュア・トラック制を導
入し、年次進行で全ての助教をテニュア・トラック教員として採用することを検討している。後者の重点的
に育成する研究分野に関しては、本学の強みとなる重要課題の研究者をテニュア・トラック教員として採
用する。特定ポストを、熱帯生物圏研究センターや国際沖縄研究所等の学内研究センター等に配置し、
学長裁量経費等の学内措置により研究資金の保証を行っていく予定である。
表－１８ 実施期間終了時点での自主財源によるテニュア・トラック導入計画

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
用人数（准教
授以下）（人）

テニュア・トラッ
ク教員率（％）

資金計画

医学部

3

15

20.0％

自己資金

機関合計

3

41

7.3％

-
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参考１ 国際公募の和文及び英文公募要領
琉球大学「亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プログラム」
平成２０年度テニュア・トラック研究者の募集について
平成２０年度文部科学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事業に、琉
球大学の「亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プログラム」が採択されました。人口

増加が著しい国々の多くは亜熱帯・熱帯諸国であり、気温上昇によって多くの温帯地域が亜
熱帯化することが予想されています。地球温暖化の世紀を迎え、今後、亜熱帯・熱帯に立脚
した「南の発想と英知」を探求する新しい科学の創生とパラダイムの樹立が求められていま
す。本プログラムは、亜熱帯島嶼科学に関する融合型研究の新領域研究者育成を図り、琉球
大学に亜熱帯・熱帯科学の世界的な拠点形成を目指すものです。
琉球大学では、関連研究分野に充分な実績があり、亜熱帯島嶼科学に特化した新しい研究
分野の創出に意欲を持つ若手研究者を募集します。これまでの研究課題は特に問いませんが、
文理融合や異分野融合を視野に入れることができる柔軟な研究姿勢が望まれます。下記要項
を熟読の上、ご応募ください。
１．公募人数
特命助教１０名程度（うち特に優秀と認められる者は２名程度准教授とする）
２．所属：亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
３．研究分野
研究分野
亜熱帯島嶼健康科学分野

亜熱帯島嶼生物科学分野
亜熱帯環境科学技術分野

・感染症学
・形質人類学
・島嶼科学
・サンゴ礁科学
・亜熱帯材料学
・環境防災工学
・島嶼エネルギー工学

キーワード
・環境予防医学
・感染免疫学
・海洋科学
・保全生物学
・熱帯作物栽培学
・発酵醸造科学

４．応募資格
（１）採用時に博士の学位を取得しており、且つ取得後１０年以内の者が望ましい
（２）研究代表者として自立した研究ができる能力を有すること
（３）必要に応じて教育に従事することがあるため、研究指導ができる程度の英語のコ
ミュニケーション能力を有すること。但し、亜熱帯環境科学技術分野については、
日本語及び英語のコミュニケーション能力を有する者とする
（４）２００９年１月に就任可能で、採用期間内に他の研究機関・企業等に所属しない
こと
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５．採用予定期間
２００９年１月１日～２０１３年３月３１日（単年度更新制）
６．給与
琉球大学職員給与規程に準拠して支給する
（例）特命准教授：年齢３６才で年間６９０万円程度
特 命 助 教：年齢３０才で年間５５０万円程度
７．研究費等
（１）初年度～２年度目は研究環境を整備する
（２）初年度１００万円、２年度目以降２００万円程度の研究費を支給する
（３）他に学内外の競争的研究費に応募することができる
（４）研究室及び研究設備を提供する
（５）希望に基づき研究補助者を１名配置する
８．提出書類
（１）特命教員応募申請書（下記よりダウンロードして作成ください）をメールにて PDF
ファイルに変換して提出すること
（２）応募申請書２ページ目の「全論文リスト」に挙げた論文３件の PDF ファイル
※提出された書類は原則として返却しない
９．応募締切
２００８年１０月３１日（金）１７：００必着
１０．選考方法
書面審査：２００８年１１月上旬
（英語での面接審査を実施することがある。その場合、亜熱帯環境科学技術分野につい
ては、日本語及び英語で実施する。）
結果通知：２００８年１１月下旬
１１．プログラム終了後の採用
採用３年後の中間審査及び５年後の最終審査において、研究業績が優秀で、且つ今後
の教育研究の発展が見込まれると認められる場合は、任期終了後にテニュア・ポストへ
採用する。なお、３年目の中間審査において極めて優秀と認められる場合はテニュア・
ポストへ採用されることがある。
１２．問い合わせ先・申請書提出先
〒９０３－０２１３ 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地
琉球大学 学術国際部

研究協力課

TEL: +81-98-895-8183

FAX: +81-98-895-8185

e-mail: sis@w3.u-ryukyu.ac.jp
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Rising Star Program for Subtropical Island Sciences
University of the Ryukyus
Call for the Rising Star Program
The Rising Star Program for Subtropical Island Sciences (SIS) invites young researchers
of all nationalities to submit applications for 10 tenure track positions.
In our dynamic world, major international drivers of research and development are the
Environment; Human Health; Energy; Information and Communication Technology; and
Security. The Rising Star Program for Subtropical Island Sciences will address two of
these in an integrated fashion, the Environment and Human Health.
The University of the Ryukyus is located in Okinawa, a subtropical coral island in Japan.
The islands of Okinawa presents a unique opportunity to serve the world in being a
sensitive sentinel for environmental change; to comprehensively explore the relationship
between the environment and human health; and to develop sustainable changes to
modern life that will mitigate negative effects of our production of greenhouse gases and
pollution. We aspire to create an exciting research hub that will be multi- and
inter-disciplinary in nature. This hub will document and integrate knowledge about the
environment and human health from two important sources: traditional knowledge from
the viewpoint of a “southern wisdom and mindset”, and state of art in modern scientific
approaches. The Rising Star Program for Subtropical Island Sciences supported by
MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Japan) intends to
establish a unique research hub in Okinawa that is committed to furthering a multi- and
inter-disciplinary understanding of the relationship between the environment and
human health.
The University of the Ryukyus now seeks capable young leaders who are motivated to
share our vision of this new challenge. Note that this call for researcher applications is
not limited to certain research fields but applicants who are capable of integrating the
humanities and sciences and/or other different disciplines will be given priority.
Individuals interested in applying for funding should carefully read the program
guidelines below.

Instructions for Applicants
1. Application positions available
10 special researcher positions at an Assistant Professor level will be made available, of
which two outstanding applicants will be appointed at an Associate Professor level.
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2. Institution
The appointed researchers will belong to our Trans-disciplinary Research Organization
for Subtropical Island Studies (TRO-SIS) during their tenure track periods.
3. Research fields
The relevant fields of research are: Health Sciences, Biosciences; Marine Sciences;
Environmental Technology. Health Sciences may include infectious disease, physical
anthropology, environmental & preventive medicine, infection immunology. Marine
Sciences includes coral reef science, island environment, conservation science, marine
science. Environmental Technology may involve subtropical material engineering,
natural disaster prevention engineering, renewable energy engineering, tropical crop
agronomy, fermentation technology. Again, we do not specify or limit the research
background of the applicants. The interdisciplinary aspect of the SIS is one of its
distinguishing features. The members of the Rising Star Program will be made up of
investigators from different disciplines. We expect that innovative cross-disciplinary
activities will be core of the Rising Star Program.
4. Requirements
(1) Applicants must have a valid Ph.D. degree. Young candidates who have obtained their
degrees in the last ten years will be given preference.
(2) Applicants must possess the professional skills to do independent research.
(3) Applicants must speak/listen/write either Japanese OR English for the application to
the fields of the Health Sciences and Marin Sciences. In addition to English
communication skills, applicants who apply to the field of the Environmental
Technology MUST be capable of speaking and listening to Japanese at a basic level.
(4) Candidates MUST be available for work from January 2009, and not engage in
research at any other institution or enterprise for the duration of the Rising Star
Program.
5. Appointment
From January 1, 2009 until March 31, 2013.
6. Salary
Salary will be paid pursuant to the regulations of the University of the Ryukyus.
Examples: Special Associate Professor (age 36) will receive a salary of approximately
6,900,000 Japanese yen per annum.
Special Assistant Professor (age 30) will receive a salary of approximately 5,500,000
Japanese yen per annum.
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7. Research Supports
(1) The first and second years of the project can be spent equipping facilities and creating
a proper research environment. The program will support this activity.
(2) Funding for the first fiscal year is 1,000,000 Japanese yen, with funding for all years
after of approximately 2,000,000 Japanese yen per annum.
(3) The Rising Star Program researchers will be encouraged to apply for other research
grants both within and outside of the University of the Ryukyus.
(4) Room(s) will be given to each researcher.
(5) Research activities will be supported by Rising Star Program technical assistants.
8. Submission
(1) Completed Application Form (download from the homepage below and complete). The
file must be saved as a PDF file and e-mailed to the SIS office (see e-mail address
below).
(2) As described on Page 2 of the Application Form, a PDF file of each of all three
representative scientific papers listed by applicants must also be sent by e-mail at the
same time as the Application Form. Application files and paperwork will not be
returned to applicants.
9. Due date
All applications must arrive no later than 5 p.m. (Japan time) on Friday, October 31, 2008.
No late applications will be accepted for any reason.
10. Evaluation Process
Interviews will be conducted in mid-November 2008 to only selected applicants, in
Japanese or English. Results of the interviews and selection process will be made public
at the end of November 2008.
11. Post-Program Recruitment
Based on mid-term (in 2011) and final evaluations (in 2013) to assess research output as
well as future potential for continuing research and education, successful Rising Star
Program researchers will be offered tenure positions within the University of the
Ryukyus. In exceptional cases researchers may be offered tenure positions after the
mid-term evaluations.
12. Queries and applications should be sent to the following address:
Research Cooperation Section, International Scholar Department,
University of the Ryukyus
Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan

E-mail: sis@w3.u-ryukyu.ac.jp
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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
〔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
〔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
〔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〕

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
P3 （ 3 行～8 行）
P12 （10 行～17 行）
P10 （19 行～27 行）
P16（10 行～20 行）
P19 表-３、表-４
P20 表-６、表-７
P7 （11 行～17 行）
P14（31 行）～P15(35 行）
P25 表-１２

(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
〔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）
〔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
〔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
〔テニュア審査基準策定への取組と TT 若手への目
標提示／適切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

「機関による自己評価」の根拠の記載ページ（**行～##行）
P15（25 行～35 行）
P32（10 行～17 行）
P21（23 行～38 行）
P22 表-９
P16（38 行）～P17（10 行）
P24（29 行～40 行）
P25 表-１２、表-１３
P26 表-１４、（12 行～19 行）
P26（21 行～34 行）

〔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

P26（36 行）～P27(13 行）

〔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）
P27（15 行～41 行）

〔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

P15（37 行）～P16(8 行）
P29（9 行～24 行）、表-１５P29（32 行）～P31(3 行）
P17（ 12 行～25 行）

〔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

P30（5 行～15 行）

〔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〕
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(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）
P15（18 行～23 行）

〔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

P15（25 行～35 行）

〔適切な目標達成方策と計画達成の見込み〕

(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）
P31（27 行～31 行）

〔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

P31（23 行～25 行）

〔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

P31（10 行～21 行）

〔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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参考３「Intermediate Application for Promotion to Tenure Rising Star Program University of
the Ryukyus」

Intermediate Application for Promotion to Tenure
Rising Star Program
University of the Ryukyus
1. Personal Details
Last Name

First Name

Title

Date of birth

Telephone

E-mail
2. Qualifications, Awards, Memberships and patents

Please provide a list of your qualifications, awards and memberships in order of most
recent.
2-1. Academic Qualifications
Year

Qualification

40

Institution

2-2. Awards including Fellowships
Year

Description

2-3. Memberships
Year

Description

2-4. Patents
Year

Description

41

3. Research, Scholarship
3-1. Summary Research Interests
Please Provide a brief summary of your major research interests- past, present and future

42

3-2. Refereed Publication since appointment
Type of

Publications

Contribution

3-3. Non-refereed Publications and Original Contributions since appointment
Non-refereed Publications and Original Contributions

43

Type of
Contribution

3-4. Current Grants

In each case indicate the project title, the granting agency, the amount received (if any)
and the Chief Investigators (listed in the order they appear on the application).

Year

Title of Grant or

Granting

Project

Agency

Amount (if any)

Chief Investigators & Staff
Member in order

3-5. Completed Grants

In each case indicate the project title, the granting agency, the amount received (if any)
and the Chief Investigators (listed in the order they appear on the application).

Year

Title of Grant or

Granting

Project

Agency

Amount (if any)

44

Chief Investigators & Staff
Member in order

3-6. Current Research Contracts and Consultancies. In each case indicate the title, client
details, the amount received (if any) and Principle Participant (listed in the order they

appear on the application). Only consultancies undertaken through the University will be
considered.
Year

Title of Grant or

Granting

Project

Agency

Amount (if any)

Principle Participant &
Staff Member in order

3-7. Quality Measures

List any significant evidence for the quality of your work. Quality refers to the intrinsic
merit and academic impact of your research. Quality includes the recognition of the
originality of your research by academic peers and the contribution of your research to
the discipline.
Year

Quality Measures
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3-8. Impact Measures

If applicable, list any significant evidence for the impact of your work. Impact refers to
the uptake of your research beyond the academic discipline, and the broader social,
economic, environmental and/ or cultural benefits resulting from your research.
Year

Impact Measures

3-9. Collaborations

List significant international, national and local collaborations, industry partnerships
and their outcomes.
Year

Collaboration

46

3-10. Contributions to postgraduate course
Year

Students Name

Current Status of Students

Your Role

3-11. Research and Scholarship - Performance Summary

Please summarise your research performance in your discipline and highlight your
significant contributions to the field. Explain how you benchmark against your peers and
hence demonstrate your case for performance at the level you are seeking promotion.

47

4. Other Contributions
4-1. Contributions to Teaching and/or Student Supervision
Year

Description of Role

4-2. Other Services to the University
Date(s)

Details and Description of Role

48

4-3. External Service to and Engagement with the Community e.g. membership of advisory
bodies etc.
Date(s)

Details and Description of Role

5. Other Evidence

Evidence which you wish the Promotions Committee to consider, but which does not fall
within the criteria set out above.
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Name of the Candidate
For:
Position:

□ Reappointment

□ Tenure & Promotion

□Tenure

□ Associate Professor

□ Assistant Professor

Not for Transmission to the Candidate

Please indicate your evaluation of the candidate’s performance based on the information provided to
you. Your comments on this page will NOT be seen by the candidate. Please check your response
for each of the following categories:

Performance

Outstanding

Excellent

Good

Fair

Below
Average

Overall Scientific Merit
Publication
Potential

RECOMMENDATION FOR CANDIDATE TENURE APOINTMENT
Without
With
Not to be
Highly
reservation
reservation
appointed
Recommend

Please
Return
to:
Rising
Star
Office,
(e-mail:sis@w3.u-ryukyu.ac.jp, FAX:098-895-8185)
Reviewer:
Position and Institution:
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Research

Cooperation

Section

CONFIDENTIAL COMMENTS:
Please include your comments whether this individual meets the criteria equivalent position in
your institute/university.

Reviewer:
Position and Institution:
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Name of the Candidate
For:
Position:

□ Reappointment

□ Tenure & Promotion

□Tenure

□ Associate Professor

□ Assistant Professor

Not for Transmission to the Candidate

Please indicate your evaluation of the candidate’s performance based on the information
provided to you. Your comments on this page will NOT be seen by the candidate. Please
check your response for each of the following categories:

Performance

Outstanding

Excellent

Good

Fair

Below
Average

Teaching Experience
Supervising Experience
Other Activities

RECOMMENDATION FOR CANDIDATE TENURE APOINTMENT
Highly
Recommend

Please

Return

to:

Rising

Star

Without

With

Not to be

reservation

reservation

appointed

Office,

(e-mail:sis@w3.u-ryukyu.ac.jp, FAX:098-895-8185)
Reviewer:
Position and Institution:
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Research

Cooperation

Section

CONFIDENTIAL COMMENTS:
Please include your comments whether this individual meets the criteria equivalent position
in your institute/university.

Reviewer:
Position and Institution:
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Name of the Candidate
For:
Position:

□ Reappointment

□ Tenure & Promotion

□Tenure

□ Associate Professor

□ Assistant Professor

Not for Transmission to the Candidate

Please indicate your evaluation of the candidate’s performance based on the information
provided to you. Your comments on this page will NOT be seen by the candidate. Please
check your response for each of the following categories:

Performance

Outstanding

Excellent

Good

Fair

Below
Average

Teaching Experience
Supervising Experience
Other Activities

RECOMMENDATION FOR CANDIDATE TENURE APOINTMENT
Highly
Recommend

Please

Return

to:

Rising

Star

Without

With

Not to be

reservation

reservation

appointed

Office,

(e-mail:sis@w3.u-ryukyu.ac.jp, FAX:098-895-8185)
Reviewer:
Position and Institution:
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Research

Cooperation

Section

CONFIDENTIAL COMMENTS:
Please include your comments whether this individual meets the criteria equivalent position
in your institute/university.

Reviewer:
Position and Institution:
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