生命科学研究独立アプレンティスプログラム

実施予定期間：平成２０年度～平成２４年度
総括責任者：鷲田 清一（大阪大学・総長）

Ⅰ．概要

生命科学関連部局が横断的に協力し、特任准教授とし
て若手研究者の独立を支援する。独自の研究テーマを展
開するために、外国から帰朝し独立を希望する研究者を
優先して採用する。研究の独立性を完全に担保するもの
であるが、孤立することがないよう、親講座を選任し、
完全独立のための「アプレンティス（見習い）」として、
必要なノウハウを教授する。適度なプレッシャーを与え

のプログラムにおいて、特任教員や特任研究員を採用し、
数多くの若手研究者の研究をサポートし、テニュアポジ
ションへの橋渡しをおこなってきた。また、科学技術振
興調整費、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
などの大型外部資金でも、同様の育成について、生命科
学をはじめとする各分野において取り組んできた。
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」においては、工学研究科の「グローバル若手研
究者フロンティア研究拠点」が平成１８年度に採択され
ている。グローバル若手研究者フロンティア研究拠点で
は、特任講師を雇用し、独立した研究環境を提供するこ
とにより、若手研究者の育成に全力を注いでいる。
また、大阪大学においては、任期制、年俸制を積極的
にとりいれており、ほぼすべての部局において任期制が、
また、四分の三以上の部局において年俸制が採用されて
いる。生命科学関連部局においても、医学系研究科、生
命機能研究科、蛋白質研究所などで、任期制、および、
年俸制が採用されている。

ながらも、安心して大きな成果をめざす環境を提供する。
若手研究者と親講座、および、両者から独立した支援運
営委員会からなるコンソーシアムにより運営する。また、
このコンソーシアムを発展させ、次世代の生命科学研究
を担う地域の中核たる組織構築もめざしていく。

１．機関の現状
大阪大学は、１１学部・１０研究科、５大学院独立研
究科、５附置研究所などからなる総合大学であり、生命
科学・生命工学研究推進機構には２４の部局が参加して
いる。そのうち１０以上の部局において生命科学研究が
遂行されており、研究内容は、蛋白質の構造、分子イメ
ージング、ゲノム解析といった分子レベルから、細胞分
化、細胞死といった細胞レベル、そして、免疫学、神経
科学、発生学といった個体レベルまで、非常に多岐にわ
たっている。また、基礎生物学だけでなく、トランスレ
ーショナルリサーチをめざした医歯薬学研究や生命工
学研究も積極的に展開している。
研究ポテンシャルの一つの指標である論文の被引用
回数では、総合で世界３４位、生物学・生化学では世界
２７位であり、いずれも、我が国においては、東京大学、
京都大学に次ぐ高い順位につけている。この結果は、大
阪大学全体および生命科学研究の高い研究ポテンシャ
ルを示すだけでなく、大阪大学において、他分野に比較
して相対的に、生命科学研究がより優れた業績をあげて
いることを如実に示している。また、グローバル COE プ
ログラム、２１世紀 COE プログラム、科学研究費補助金
など、外部資金の獲得状況などからも、本邦におけるリ
ーディングリサーチユニバーシティーの一つであるこ
とには論を待たない。
平成１４年度に開始された２１世紀 COE プログラムで
は１５研究教育拠点が、昨年度から開始されたグローバ
ル COE プログラムでは７研究教育拠点が採択され、種々
の分野において、世界最高の研究教育をめざすと同時に、
若手研究者の育成にも最大限の配慮をおこなってきた。
生命科学関連領域だけでも、両 COE プログラムにおいて
計８つの研究教育拠点がこれまでに採択され、それぞれ

２．人材システム改革の内容
生命科学研究の進展は著しく、次々と新しい概念や方
法論が確立され、研究の領域と綿密さが劇的な速度で増
している。そのために、まとまった業績をあげるには、
単独ではなく、小さくともグループを組んで研究を遂行
することが必要になってきている。一方で、業績の評価
としては、研究チームの歯車としてではなく、研究を主
体的におこなった人の「顔が見える研究」を重視する方
向へという大きな流れができつつある。これらの潮流を
鑑みると、若手研究者が、小さくとも独自の研究を推進
するグループを構築し、できるだけ早く、完全に独立し
た研究者として自立できるよう支援することが、今後の
生命科学研究の発展において極めて重要である。
世界でもトップクラスにある大阪大学の生命科学研
究分野における活動を基盤に、その関連部局が連携し、
次世代を担う生命科学若手研究者が独立した研究を遂
行できる環境を提供し、研究者として完全に独立できる
能力を身につけられるよう積極的にサポートする。残念
ながら、我が国においては、欧米に比較して、若手研究
者の独立をシステマティックに援助するような制度は
未整備である。本提案では、採用した研究者を、完全な
独立を目前にひかえた、きわめてハイレベルな「アプレ
ンティス（見習い）」として位置づけ、独立したテーマ
での研究推進を担保しながらも、決して孤立することが
ないように、大阪大学の生命科学関連部局が積極的に指
導ならびに支援していく。
大学院修了後、多くの日本人若手研究者が、欧米の大
学・研究機関においてポストドクトラルフェロー（ポス
ドク）として研鑽を積んでいる。また、ポスドクとして
多大な研究成果をあげ、欧米において独立した研究室を
主宰する日本人若手研究者の数が増加しつつある。これ
は、研究者の国際化として喜ばしい反面、我が国におけ
る帰国若手研究者を独立ポジションとして受け入れる
体制が不備であることを示している。本提案では、この
ような、帰国して独立した研究室を立ち上げる強い意志
をもった研究者を優先して採用する。
若手独立研究者と、若手独立研究者を日常的に指導す
る各部局の「親講座」の教員、および、より客観的な立

場から若手研究者を指導・支援する独立支援運営委員か
らなるコンソーシアムを構築し、次世代の研究者を育成
する。このコンソーシアムは、単に採用された若手研究
者の支援だけでなく、若くして独立を目指す大学院生ら
に、将来のキャリアパスを明瞭に示す規範となることを
めざしていく。また、コンソーシアムでは、定期的に英
語によるシンポジウムを開催し、外国人研究者を含む外
部評価を導入するなど、そのプレゼンスを最大限に示す
とともに、若手研究者に適度なプレッシャーと刺激を与
えていく。
採用にあたっては、大阪大学において設置されている

語による公開シンポジウムを開催し、外国人研究者を含
む委員会による中間評価をおこない、研究の進捗や方向
性についての積極的な助言をおこなう。また、本振興調
整費による研究支援経費は、他の研究費の取得状況を考
慮して再配分する。

４．実施期間終了時における具体的な目標
小さくまとまった論文の発表ではなく、生命科学研究

生命科学・生命工学研究推進機構において、関連部局か

の本質にせまるような研究成果を目標とする。インパク

ら独立支援運営委員を選任し、その委員が選考にあたる。

トファクター（IF）が論文の質を決めるものではないが、

応募書類により、一段階目の選抜をおこない、最終選考

IF が１０以上の雑誌に複数の論文を掲載することを目

は、業績および将来計画についての直接面接により決定

標とする。ただし、採用から最終年度の業績評価まで正

する。生命機能研究科、薬学研究科、理学研究科、歯学

味４年程度の期間しかないことを考慮し、研究の進捗状

研究科、蛋白質研究所、医学系研究科において受け入れ

況やテーマの独創性なども勘案して、テニュア・ポスト

を予定しているので、それぞれの部局における研究内容

への移行を決定する。少なくとも採用した若手研究者の

に合致したプロジェクトを推進する若手研究者を採用

半数をテニュア・ポストに採用する。また、大阪大学だ

する。十分な論文業績を有していることを最低限の条件

けでなく、他の研究機関への昇任も積極的に推奨してい

とするが、研究テーマの独自性、独立性、ならびに、将

く。

来的な展望を考慮して採用を決定する。一義的には、研
究業績および研究プロジェクトを重要視するが、帰国後
すぐに独立し、研究室を立ち上げる予定の研究者や女性
研究者の優先的な採用を考慮する。
最終的なテニュアポジションへの採用に際における
審査では、基本的には論文業績を重視し、一つの目安と
して、インパクトファクターが１０以上の雑誌に二報以
上の論文を基準とする。ただし、研究室の立ち上げを含
めて、最終評価までの正味期間が４年程度と比較的短い
ことから、最終年度における評価は、すでに発表された
論文のみでなく、実際に進められている研究の内容や進

５．実施期間終了後の取組
実施期間終了後もコンソーシアムを存続させ、分野横
断的研究の実働部隊として、総長に直属する生命科学・
生命工学研究推進機構の下、活動を継続する。関連部局
が最大限の配慮を払い、テニュア・ポストに採用された
研究者が、新たなコンソーシアムの中心メンバーとなり、
若手研究者の良きモデルとして活躍できるような体制
を構築する。また、大阪大学だけでなく近隣の研究組織
にもコンソーシアムの枠を拡大し、大阪地区の生命科学
研究のさらなる結集をめざしていく。

捗状況も勘案し、厳正ではあるが弾力的に対応する。ま
た、テニュア・ポストへの移行率は、研究業績に依存す
るものであるが、最低でも５割は確保する。本提案は、

６．期待される波及効果

研究者の完全な独立と自立を目的とするものであるか

魅力的なキャリアパスを提示することにより、内外の

ら、研究の独立性を重視するため、テニュアの職として

大学院生やポスドクレベルの研究者に大きな夢と希望

は、当然、正規の教授、あるいは、独立准教授を予定し

を与えることができる。また、このような弾力的かつ柔

ている。

軟性の高いモデルシステムを構築することにより、学内
での部局間交流や組織改編が促されるのみでなく、近隣

３．３年目における具体的な目標

の研究組織をも巻き込んだ新たな組織作りに発展させ
ることができる。

初年度において、帰国すぐの若手研究者を優先した選
考をおこない、計１２名程度の採用をおこなう。同時に、
コンソーシアムのメンバーを確定し、積極的な指導と支

７．実施体制

援を開始する。帰国者を優先的に採用する予定であるこ

これまでにも、大阪大学の生命関連部局には、独立准教

とから、時間的な問題が生じる可能性はあるが、できる

授制度などの実績がある。本提案は、それらの制度を発

だけ迅速な研究室の立ち上げをおこなう。３年目までに

展させ、生命科学・生命工学研究推進機構が責任を持っ

は、各研究室における基本的な備品の配備、十分な外部

てシステマティックに施行するものであり、実現は十分

資金の獲得、研究ユニットの構築、などを完了する。英

に可能である。
実施体制は、右図に示すように、日常的に指導および

支援をおこなう「親講座」と、親講座とは関連のない独

のとする。

立した「独立支援運営委員会」が、若手研究者と共に「大

このコンソーシアムは、総長の下におかれた生命科学・

阪大学生命科学若手研究者独立支援コンソーシアム」を

生命工学推進機構に属するものとし、機構から、適宜、

構築する。

助言を得る。また、外部推進委員会には外国人研究者も

若手研究者と親講座と独立支援運営委員会が適度な緊

参加し、運営に際し積極的かつ適切な助言を得るものと

張状態を保ち、相互に密接に連携しながら運営するが、

する。

最終的な意志決定は、独立支援運営委員会がおこなうも

氏名

所属部局・職名

当該構想における役割

仲野

徹

生命機能研究科・教授

運営全体の統括

金田

安史

医学系研究科・教授

部局ならびに全体の運営

天野

敦雄

歯学研究科・教授

部局ならびに全体の運営

土井

健史

薬学研究科・教授

部局ならびに全体の運営

中川

敦史

蛋白質研究所・教授

部局ならびに全体の運営

西田宏記

理学研究科・教授

部局ならびに全体の運営

藤田一郎

生命機能研究科・教授

部局ならびに全体の運営

評価をおこない、研究の進捗状況を確認するととも
に、その方針の妥当性を検討する。
c.平成 22 年度

８．各年度の計画と実績
a.平成 20 年度
・計画 ： 生命科学研究における優秀な若手研究者
を採用すべく、公募を開始する。公募は、国際雑誌
への広告や、本業務のホームページを通じて、広く
おこなうものとする。医学系研究科、生命機能研究
科、歯学研究科、薬学研究科、理学研究科、蛋白質
研究所の大阪大学における生命科学関連６部局それ
ぞれにおいて一次選考をおこない、最終的には、機
関外委員も含めた独立支援運営委員会において、事
業担当者を決定するが、帰国して研究室をセットア
ップする希望のある研究者を優先する。事業担当者
は、可及的速やかに、特任准教授として採用し、前
述の６部局のいずれかに研究室を設置する。また、
分子生物学・細胞生物学の研究に必要な備品類の購
入、消耗品の購入をおこない、独立した研究室のセ
ットアップをおこないながら、研究活動を開始する。
b.平成 21 年度
・計画 ： １１名の事業担当者が、それぞれの研究
テーマに沿った研究を推進する。年度末には、業績

・計画 ： 前年度にひきつづき、１１名の事業担当
者が、それぞれの研究テーマに沿った研究を推進す
る。この年度までに、備品の購入など、研究環境の
整備をほぼ終了する。３年目の中間評価を、外国人
を含む審査委員会においてとりおこない、最終年度
のテニュアポジションへの採択のための指導をおこ
なう。
d.平成 23 年度
・計画 ： 中間評価をうけて、それぞれの研究テー
マに沿った研究を推進する。また、工学研究科にお
けるテニュアトラック制度とのすりあわせをおこな
い、全学的なテニュアトラック制度の整備をおこな
う。
e.平成 24 年度
・計画 ： 前年度までと同様、研究をさらに発展さ
せる。最終年度であり、テニュアポジション移行の
ための審査をおこない、テニュアへ移行できる研究
者を決定する。

９．年次計画

取組内容

１年度目

２年度目

３年度目

４年度目

５年度目

６年度目以降

公募・
選 考
若手研究者育成

採用
業績評価

中間評価
シンポジウム

業績評価

テニュア審査

研究環境整備

人事制度の検討
工学研究科と
の
テニュアに採用
されなかった研
究者に対する援
助

テニュアトラ
ック

制度すりあわ
せ
自主財源によ
る就職猶予期
間の提供

