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Ⅰ．人材養成システム改革の内容
■プログラム名：若手研究者の自立的研究環境整備促進（中間評価）
■課題名：先端領域若手研究リーダー育成拠点
■機関名：国立大学法人山梨大学
■総括責任者名（役職）：前田 秀一郎（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年度目までの総額 435.8 百万円（間接経費を含む）

１．人材養成システム改革の概要
（１）機関の現状
山梨大学は、「地域の中核、世界の人材」を理念とし、現代社会の要請に柔軟に対応でき
る教育、研究体制の整備を目指し、６年前に大学院を部局化した。この改革は、都市エリア
産学官連携促進事業、先端計測分析技術・機器開発事業、２１世紀 COE プログラム、グロー
バル COE プログラム、リーディングプロジェクト、ＮＥＤＯ Hiper-FC プロジェクト、元素
戦略プロジェクト、地域再生人材創出拠点の形成プログラム、戦略的創造研究推進事業、大
学知的財産整備事業、産学官連携戦略展開事業(戦略展開プログラム)、安全・安心科学技術
プロジェクトなど、
世界的研究拠点の形成や新たな医学工学融合プロジェクトの推進等に実
を結んできている。
しかしながら、今後、一層、教育、研究の活性化を目指すには、優秀な若手研究人材を育
てることができるよう、その根幹を成す人事制度を改革することが必要である。そこで、本
プロジェクトを推進する。
（２）人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
山梨大学の人事改革制度の基幹プロジェクトとして位置づけ、
「成熟型拠点展開ステップ」
と「次世代拠点創成ステップ」を実行し、本学の次世代を担う先端領域若手研究リーダーが
輩出できる環境の整備、確立を目指す。
実施体制は、学長の下に理事、全学部長等から成る運営委員会の他、教員審査委員会、若
手研究者支援室、特任助教から構成される先端領域若手研究リーダー育成拠点を設置し、こ
れを全学的体制で支援する。採用する特任助教には、総括的助言、支援を与える主メンター、
先駆的研究を成し遂げた経験に基づく助言、支援を与える先駆者メンター、異分野からの助
言、支援を与えるサブメンターからなる外国人を含む１６人以上のメンターを配するととも
に、スタートアップ資金、研究費、研究スペースを設けるなど、恵まれた研究環境と手厚い
支援体制を供与する。また、国際サイエンスカフェの設置、国際シンポジウムの開催などに
より、国内外からの研究者招聘による頭脳の交流と研究情報・人脈の構築を促進する。
特任助教は、国際公募で採用し、３年目に中間評価、５年目にテニュア審査を行い、テニ
ュアの准教授としての採否を決定する。
本プロジェクトを通じて、現行人事制度を、学長裁量ポストの拡充・活用、任期制の導入、
国際公募制の導入、外国人を含む学外審査委員による公正な評価制度の導入などにより抜本
的に改革し、大学の理念、目標に叶った人事を、全学的先端領域若手研究リーダー育成拠点
において実現する。
（３）ミッションステートメントの概要
初年度に運営委員会、教員審査委員会、若手研究者支援室、先端領域若手研究リーダー育
成拠点を設置し、６名の特任助教を、２年目には２名の特任助教をそれぞれ国際公募で採用す
る。併せて、メンターによる支援体制の構築、国際サイエンスカフェの設置、国際シンポジウ
ムの開催などを行う。中間時（３年目）には、特任助教の研究計画、実施状況等を評価し、
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併せて支援体制、研究環境等の見直しを行う。４年目は、自主経費で２名の特任助教を国際
公募で採用し、終了時（５年目）には、特任助教の最終評価を行い、テニュアの准教授とし
ての採否を決定する。
テニュア・ポストは本学の工学系学域に確保し、高いテニュア取得率を目指すとともに、
プロジェクト終了時には本制度を取り入れた全学的人事制度改革を実現する。

人材育成の実施体制
総括責任者： 学 長

先端領域若手研究リーダー育成拠点
拠点長：工学部長
運 営 委 員 会

教員審査委員会

理事、副学長、工学部長、医学部長、教育人間
科学部長、分野代表等

理事、副学長、工学部長、医学部長、分野
代表、学外審査委員、外国人研究者

若手研究者
（特任助教：８人（事業経費）
２人（自主経費））

若手研究者支援室

医学工学総合教育部
大

学

院

生

医学工学総合研究部
テニュア・ポスト
先

工 学 部 学 生

端

設

備

世界的研究拠点
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国際サイエンスカフェ
国内外の研究者との交流、意
見交換を通じて研究リーダー
としての資質を磨く

【実施内容】人材育成システム改革の年次計画
取組内容
○事業での取組

若手研究者の
育成

１年目

２年目

国際公募・選定

高い研究成
果の創出と
高いテニュ
ア取得率を
目標

３年目

４年目

研究の方向性
戦略等を評価

５年目

６年目～

１期任期終了

２期任期終了
研究室の
創成

業績評価

セフティネット

国際シンポジウム

研究環境整備

スタートアップ資金、豊かな研究費、複数メンターによる助言、院生配置等
○自主的取組
研究環境整備

研究室の確保・整備

テニュア・トラック制度
の全学的展開検討

人事制度の改革

若手研究者
新規採用人数

国際公募・
選定

テニュア・
トラック制度を
取り入れた
全学的人事
制度改革

６人

２人

２人

４人

調整費経費

調整費経費

自主経費

自主経費

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
山梨大学の人事改革制度の基幹プロジェクトとして位置づけ、「成熟型拠点展開ステップ」
と「次世代拠点創成ステップ」を実行し、本学の次世代を担う先端領域若手研究リーダーが
輩出できる環境の整備、確立を目指す。
「成熟型拠点展開ステップ」では、本学の二つの世界的研究拠点プロジェクトである「ク
リーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究プロジェクト」、「アジア域での流域総合水管理研
究プロジェクト」を飛躍的に発展させる若手研究リーダーを育成する。
「次世代拠点創成ステ
ップ」では、世界的研究拠点の構築を目指し、本学が有する先進的プロジェクトである「ナ
ノ光電子機能創成プロジェクト」
、
「医工融合世界先端機器開発プロジェクト」等を大きく発
展させる若手研究リーダーを育成する。
国際公募により特任助教を採用し、特任助教には総括的助言、支援を与える主メンター、
先駆的研究を成し遂げた経験に基づく助言、支援を与える先駆者メンター、異分野からの助
言、支援を与えるサブメンターからなる外国人を含む１６人以上のメンターを配するととも
に、スタートアップ資金、研究費、研究スペースを設け、更には先端装置の優先使用、大学
院生等の配属など、恵まれた研究環境と手厚い支援体制を供与する。また、国際サイエンス
カフェの設置、国際シンポジウムの開催などにより、国内外からの研究者招聘による頭脳の
交流と研究情報・人脈の構築を促進する。さらに、関連する分野の大学院生や学部４年次生
を配属させ、教育スキルを養成する。
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（２）３年目における具体的な目標
初年度に運営委員会、教員審査委員会、若手研究者支援室、先端領域若手研究リーダー育
成拠点等の実施体制を構築し、６名の特任助教を、２年目には２名の特任助教をそれぞれ国
際公募で採用する。併せて、メンターによる支援体制の構築、国際サイエンスカフェの設置、
国際シンポジウムの開催などを行う。中間時（３年目）には、特任助教の研究計画、実施状況
等を評価する。この段階で既に准教授のテニュア・ポストを取得するに十分な研究成果を成
し遂げているとみなせる特任助教に対しては、テニュア審査を前倒しで実施する。また、研
究方法や戦略で問題が認識され、テニュアに認められない場合には、外部機関での活躍の場
が見出せるよう、支援する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
４年目は、国際シンポジウムに参加した世界的研究者による特任助教の人物評価、研究評
価を行い、教員審査委員会においてグローバルスタンダードに基づいた人材育成・評価シス
テムを構築する。また、自主経費で２名の特任助教を国際公募で採用する。終了時（５年目）
には、特任助教の最終評価を行い、工学系学域に確保したテニュア・ポストの准教授として
の採否を決定する。
（４）実施期間終了後の取組
実施期間終了直後の６年目は、２年目に採用した２名及び４年目に採用した２名の総計４
名のテニュア・トラックポストの特任助教を自主経費で支援していく。７年度目以降は、２
年ごとに２名ずつのテニュア・トラックポストの特任助教を採用し、テニュア・トラック制
度を取り入れた、全学的人事改革制度の実現を目指す。
（５）期待される波及効果
本プロジェクトを通じて、現行人事制度を、学長裁量ポストの拡充・活用、任期制の導入、
国際公募制の導入、外国人を含む学外審査委員による公正な評価制度の導入などにより抜本
的に改革し、大学の理念、目標に叶った人事を、全学的先端領域若手研究リーダー育成拠点
において実現し、小規模大学における若手研究者の自立的研究環境整備促進の先駆的モデル
を実現する。

３．採択時コメント
「先端領域若手研究リーダー育成拠点」を学内特区として創設し、若手研究者を世界的に誇れ
る４つの課題について戦略的に配置するなど目標は明確である。提案する人事システム改革も、
「成熟型拠点展開」と「次世代型拠点展開」の２つの資質を掲げて、育成するシステムを明確に
する工夫もみられ、また、教育の機会とのバランスも適切である。拠点形成への意欲は強く、全
学の意志に基づく人事制度としようとする方向性、更には、明確な継続性が明示されている点は
高く評価される。
ただし、展開において若干具体性が欠ける点もみられるので、本事業実施当初に、審査・評価
の手順や基準、メンターや事務支援体制など、より具体的な施策を立案・公表して進め、また、
外国籍及び女性研究者について多様な若手研究者の採用となるよう配慮していただきたい。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

21 年度

度（平成）

22 年度 23 年度 24 年度

25 年度 26 年度

総 額

科学技術振興調整費
１．人件費
（1）職階：特任助教

63.9
(8 名）

10.9
(6 名）
1.8
(1 名）

52.8
(8 名）
3.4
(1 名）

52.8
(8 名）
5.2
(2 名）

61.9
(8 名）

２．備品及び
試作品費

87.1

43.8

22.8

39.0

24.0

216.7

３．消耗品

3.4

22.1

31.2

56.0

47.0

159.7

４．旅費

2.4

5.3

7.4

4.0

4.0

23.1

５．その他

1.2

5.5

4.7

2.6

2.7

16.7

106.8

132.9

124.1

163.5

141.6

668.9

６．間接経費

32.1

39.9

調整費計

138.9

172.8

124.1

163.5

141.6

・運営費交付金
法人運営費

22.0

5.8

0

50.0

49.0

・間接経費

2.1

1.1

24.1

6.9

（2）職階：事務補佐員

直接経費(1.～5.)計

（直接経費の 30％）

242.3
10.4

72.0

740.9

自主経費

自主経費計

45.0

171.8

3.2

0

50.0

49.0

45.0

175.0

注 １）平成 21 年度以降の「科学技術振興調整費」は補助金交付額を記入して下さい。
２）人件費は、職階（准教授、講師、助教、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従
事人数とともに記載して下さい(年度途中転出・辞職等による補充者は人数に追加しないで
下さい)。
３）自主的な取組に係る経費（自主経費）があれば、それも含めて全体像を示して下さい。
４）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。
５）平成 21 年度は決算額、平成 22 年度は執行額、平成 23 年度は予算額、平成 24 年度、平成
25 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．これまでの取組の総括
１．これまでの取組状況の概要（実施内容・実績）
本課題は、小規模大学における若手研究者育成の先駆的なモデルとして、「継続的先端研究拠点
の形成とその展開を可能にする若手人材育成サイクル」を構築することを目的としている。すなわち、
本学における研究実績のなかでも特に国際的な実績があるか、近い将来高い成果をあげられる分野
について、次世代のリーダーとなる資質を備えた先端領域若手研究者を、テニュアトラック制のもとに
採用し、自立した研究環境を用意して育成すること、その成果と課題の遂行過程で得られた知見に基
づいて本学の人事制度改革を行い、小規模大学の特徴と条件を活かした世界的研究成果の創出と大
学教員人材育成の先駆的モデルとなることを目指している。
地方の小規模大学が限られた資源の中
で、研究拠点としての役割を継続的に果
たすためには、大学全体の意思のもとに、
拠点とすべき研究領域・分野を選定して
テニュアトラック制による若手教員を採用
し、大学を挙げて自立的研究環境と支援
体制を整えて、効果的に資源を活用した
次世代若手研究者を育成するという、人
事制度改革が必須であると考え、図-１の
とおり本課題の立案・申請を行った。

図-１

 運営組織及び運営
平成 21 年度の本課題採択後即座に、山梨大学長が総括責任者としてリーダーシップをとり、当初計
画に沿って、工学部長を拠点長とする「先端領域若手研究リーダー育成拠点」を学内特区として創設
し、これを運営・管理する組織として、理事と全学部の長および外部委員を含む全学的構成による「運
営委員会」と「教員審査委員会」を設置した。
また、日常的な運営状況の把握、テニュアトラック教員への助言、援助のために、拠点長を委員長と
する工学部テニュアトラック実施委員会を設置し、研究環境整備、育成状況の確認、国際シンポジウム
などへの援助、年次評価の手順作成・運用などを行っている。
 テニュアトラック教員の採用
(ア) 計画書に記載した通り「成熟型拠点展開ステップ」2 分野、「次世代拠点創成ステップ」2 分野のテ
ニュアトラック教員の国際公募による採用活動を行った。
外部委員と外国人研究者を含む審査委員会組織と、審査委員会が分野ごとに指名する委員から
なる、専門的な立場から審査の補助を行う作業部会を設置し、外国人研究者と女性研究者の採用
など多様な採用がなされるように十分配慮した、公平かつ透明な採用審査を行い、外国籍の教員１
名を含む 8 名のテニュアトラック教員を採用した。【詳細な過程は V.１に記す】
(イ) テニュアトラック教員の採用に併せて、分野ごとに拠点の目的に適うテニュア像を具体化した「テ
ニュア獲得要件」を定め、これに基づいた具体的な評価基準を明記した、年次評価、中間評価、テ
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ニュア審査の実施規定および手順を策定した（参考４）。これに基づく拠点運営によって、テニュアト
ラック教員の自立した研究環境の整備と支援体制、さらに本課題の制度や運営体制に係る継続的
改善の仕組みを構築した。公募情報には、テニュア審査規程及び手順を明示した。
(ウ) 公募に関する相談窓口を設け、メール等による詳細な説明を行った。そのため、実際の応募者は、
かなり絞られた数となっているが、本課題の特色をよく理解し、能力の高い若手教員を採用すること
ができた。女性研究者に関しては、採用の可能性を追求したが、各分野における拠点の目的と、応
募者の研究領域あるいは応募者が希望する研究展開領域とが整合しない等の理由により、採用に
は至らなかった。
 テニュアトラック教員採用直後の支援
テニュアトラック教員には、採用時に、「テニュア獲得要件」および審査規定、審査項目、評価様式等
を明確に示し、研究環境や支援体制に係る詳細なガイダンスを実施して、目的意識を明確にした人材
育成システムの運用を開始した。
 テニュアトラック教員の研究活動
(ア)

テニュアトラック教員は、着任後、各研究課題に係る研究設備の構築を含む研究環境整備を速

やかに推進し、順調に研究を進展させている。これと並行して、テニュアトラック教員は、それぞれの
研究の発展や個々の資質向上に資すると考えられる内容に関して、自らの企画により国内外の著名
研究者を招いての国際サイエンスカフェを活発に開催し、招聘者から様々な知見を得るとともに研究
上有用な人脈の構築にも活用している。併せて学内外の研究者、教員とテニュアトラック教員との研
究交流が活発に行われることにより、テニュアトラック教員の研究の発信や、研究者相互の資質向上、
さらに一般教員に対する本課題のテニュアトラック制度の広報が効果的になされている。国際サイエ
ンスカフェスペースは、テニュアトラック教員相互の情報交換及び交流の場として、また本学一般教
員との日常的な研究交流の場としても活用されている。
(イ) 平成 22 年 3 月には、国際シンポジウムを開催し、テニュアトラック教員全員が発表を行った。国外
からの招待講演者を含む学外評価者によるテニュアトラック教員の評価を同時に行った。国際シン
ポジウムは、テニュアトラック教員が組織運営にあたり、研究組織構築能力育成の点で大いに意義が
あった。平成 23 年度の国際シンポジウムは、平成 23 年 12 月に開催予定で、準備を進めている。
(ウ) 資料に詳細を示すように、論文発表、外部資金獲得（さきがけ１件を含む）とも期待された成果を
上げている。 【詳細は付録・別添Ⅱに記す】
(エ) 研究交流や国際サイエンスカフェの企画等のためのテニュアトラック教員によるミーティングととも
に、拠点分野の本学教員グループによるミーティングへの参加、関係専攻学生指導を、メンター等
の助言のもと適宜組み込んでいる。
 サポート体制
(ア) 若手教員の自立した研究環境を、「成熟型拠点展開」と「次世代拠点創生」のそれぞれの方向性
をもって維持する仕組みとして、テニュアトラック教員ごとに、主メンター、サブメンター、先駆者メンタ
ーを定め、複数メンターによる助言・支援の体制を構築し、日常的に面談している。
(イ) 事務サポート部門として、若手研究者支援室を設置し、工学部支援課と協力して経理、スペース
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利用等の支援を行っている。
 年次評価の実施
平成 22 年度末までのテニュアトラック教員個々の年次評価を行うために、(1)研究業績リスト、 (2)外
部資金の獲得状況、(3)現在までの研究概要、(4)社会貢献等その他の業績、(5)今後の研究計画につ
いて平成 23 年 4 月に提出を求め、5 月に部会にて評価を行い、6 月に拠点長が各教員と面談し、結果
を伝達するとともに、今後の活動へのアドバイスを行った。評価項目、評価軸は、テニュア獲得要件、
中間評価基準に沿ったものとした。年次評価は、今後、毎年行う予定である。
 自主経費によるテニュアトラック教員採用の準備
4 年目に 2 名のテニュアトラック教員を自主経費で採用する件については、工学系学域において検
討し,募集分野（次世代拠点創成ステップ 2 分野）が固まった段階である。平成 23 年秋の公募に向けて、
当該分野のテニュア像及び公募案作成、自主経費に関する学内合意の検討に入っている。これまで
に採用できなかった女性教員についても、結婚、出産、育児などライフイベントへの対応として任用期
間の延長制度などを早急に検討し、募集要項に織り込むなどの、応募し易さに十分配慮した、国際公
募の準備を進める予定である。外国人、女性研究者への配慮についての記載することとして、検討して
いる。
 テニュア獲得後の本学教員組織への配置及び将来の教員人事システム改革の検討
(ア) 新学部設置及び教育人間科学部、工学部の改組を第 2 期中期目標期間の重要事項として取り
組んでいる。それに合わせてテニュアトラック教員が主に関係する医学工学総合研究部の人事の在
り方について検討している。現在在職中のテニュアトラック教員 8 名は同研究部に所属することを前
提に、テニュア取得後の学士課程、修士課程、博士課程担当（所属）について、工学学域の人事計
画に盛り込んだ。
(イ) 平成 24 年度に自主経費で採用するテニュアトラック教員のための学域内ポストについても決定し
た。
(ウ) 本課題でのテニュアトラック教員のリーダー能力育成及び研究拠点形成への貢献度を踏まえ、終
了後の定着について、工学系学域では方向性が見出されており、医学系学域においては基礎医学
系において独自経費による制度を実施する見通しとなった。 【詳細は、Ⅲ.7 に記す】
表－１に本課題の実施体制、表－２に実施状況を一覧表として示す。
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表－１

課題の運営・実施体制
委員等の構成（人）

委員会等の

自機関内

検討の内容

名称
先端領域若手

拠点プロジェクト推進

研究リーダー

のた めの 管理 運営 、

育成拠点運営

若手研究者の採用、

委員会

メンターの配属等、テ

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

1

5

2

0

0

1

6

1

2

0

0

20

0

0

0

0

12

0

0

0

ニュアトラック制にお
ける人事制度改革案
に関すること
先端領域若手

若手研究者の募集に

研究リーダー

関すること、審査基

育成拠点教員

準、手順の作成、審

審査委員会

査の実施、業績評価
基準の作成及び業績
評価の実施に関する
こと

先端領域若手

教員審査委員会が実

研究リーダー

施する拠点の教員に

育成拠点 教

係 わ る採 用 、中 間評

員審査委員会

価及びテニュア審査

作業部会

等に必要な、審査基
準、手順案の作成、
審査資料の整理、業
績評価基準案の作
成、業績評価資料の
整理

工学部テニュ

各委員会への検討事

アト ラック 実施

項案、工学部内の拠

委員会

点プロジェクト実施に
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
「（全機関運営）」とは、本課題を実施するに当たって設置した全機関レベルの委員会等
「（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・点検するための機関外有
識者や本課題の参画者以外の委員を主とした委員会等
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表－２ 実施状況
取組内容
国際公募・採用/

実施年月日
課題運営（実施）

年次・中間評価/

TT 若手育成

その他

テニュア審査
平成 21 年 6 月 11 日

第 1 回工学部テ
ニュアトラック
実施委員会

平成 21 年 6 月 24 日

第 1 回教員審査
委員会
第１回運営委員
会

平成 21 年 7 月 8 日

テニュアトラック教

～

員の国際公募

平成 21 年 8 月 20 日
平成 21 年 7 月 14 日

第 2 回 工学部
テニュアトラック
実施委員会

平成 21 年 7 月 16 日

工学部系教
員対象説明
会 開催

平成 21 年 8 月 12 日

第 3 回 工学部
テニュアトラック
実施委員会

平成 21 年 8 月 20 日

第 2 回教員審査
委員会

平成 21 年 8 月 26 日

第 4 回 工学部
テニュアトラック
実施委員会

平成 21 年 8 月 20 日

テニュアトラック教

～

員一次審査

平成 21 年 9 月 14 日
平成 21 年 9 月 7 日

第 3 回教員 審
査委員会

平成 21 年 9 月 15 日

第 4 回教員審査
委員会

平成 21 年 9 月 29 日

第 5 回 教員審

テニュアトラック教

査委員会、第 2

員二次審査
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回運営委員会
平成 21 年 10 月 5 日

第 6 回 教員審
査委員会、第 3
回運営委員会

平成 21 年 10 月 6 日

テニュアトラック教
員二次審査

第 5 回工学部
テニュアトラック
実施委員会

平成 21 年 10 月 9 日

第 7 回 教員審
査員会、第 4 回
運営委員会

平成 21 年 10 月 16 日

テニュアトラック教

～

員国際公募 （再

平成 21 年 12 月 4 日

募集分）

平成 21 年 11 月 5 日

第 8 回 教員
審査委員会

平成 21 年 11 月 11 日

第 5 回運営
委員会

平成 21 年 12 月 1 日

テニュアトラック
4 名採用

教員着任オリエ
ンテーション

平成 21 年 12 月 4 日

テニュアトラック教

～

員一次審査 （再

平成 21 年 12 月 11 日

募集分）

平成 21 年 11 月 11 日

テニュアトラック教

～

員国際公募

平成 22 年 1 月 8 日
平成 21 年 12 月 9 日

テニュアトラッ
ク教員着任式

（2

年度目採用）
第 9 回 教員
審査委員会

平成 21 年 12 月 16 日

テニュアトラック
1 名採用

教員着任オリエ
ンテーション

平成 21 年 12 月 16 日

第 10 回 教員
審査委員会

平成 21 年 12 月 17 日

テニュアトラック教
員二次審査 （再
募集分）

第 6 回運営
委員会

平成 22 年 1 月 19 日

第 7 回運営
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テニュアトラッ
ク教員着任式

委員会
平成 22 年 1 月 26 日

第 11 回 教員
審査委員会

平成 22 年 1 月 29 日

第 1 回 国際サ
イエンスカフェ講
演会

平成 22 年 2 月 1 日

テニュアトラック
2 名採用

教員着任オリエ
ンテーション

平成 22 年 1 月 8 日

ク教員着任式

テニュアトラック教

～

員一次審査

平成 22 年 2 月 2 日
平成 22 年 2 月 8 日

テニュアトラッ

（2

年度目採用）
第 12 回 教員審
査委員会、第 8
回運営委員会

テニュアトラック教
員二次審査

（2

年度目採用）

平成 22 年 2 月 24 日

第 2 回国際サイ
エンスカフェ
講演会

平成 22 年 3 月 8 日

第9回
運営委員会

平成 22 年 3 月 24 日

第 13 回教員
審査委員会

平成 22 年 4 月 1 日

テニュアトラック
2 名採用

教員着任オリエ
ンテーション

平成 22 年 4 月 13 日

テニュアトラック
教員打ち合わせ

平成 22 年 4 月 20 日

テニュアトラック
教員打ち合わせ

平成 22 年 5 月 19 日

課題実施担当者
打ち合わせ

平成 22 年 6 月 2 日

第 3 回国際サイ
エンスカフェ講
演会

平成 22 年 6 月 7 日

第 4 回国際サイ
エンスカフェ講
演会
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テニュアトラッ
ク教員着任式

平成 22 年 6 月 8 日

平成 22 年度 第
1 回テニュアトラ
ック実施委員会

平成 22 年 6 月 15 日

第 5 回国際サイ
エンスカフェ
講演会

平成 22 年 6 月 24 日

平成 22 年度
第 1 回教員審査
委員会

平成 22 年 7 月 12 日

平成 22 年度
第 2 回教員審査
委員会

平成 22 年 7 月 16 日

平成 22 年第 1
回運営委員会

平成 22 年 7 月 21 日

テニュアトラッ
ク教員へ中間
評価 説明会

平成 22 年 7 月 29 日

第 6 回国際サイ
エンスカフェ
講演会

平成 22 年 8 月 6 日

第 7 回国際サイ
エンスカフェ
講演会

平成 22 年 8 月 11 日

第 8 回国際サイ
エンスカフェ
講演会

平成 22 年 10 月 22 日

平成 22 年度
第２回工学部
テニュアトラック
実施委員会

平成 22 年 12 月 24 日

平成 22 年度
第 3 回工学部
テニュアトラック
実施委員会

平成 23 年 1 月 24 日

平成 22 年度

第 9 回国際サイ

第 3 回教員審査

エンスカフェ

委員会

講演会

平成 23 年 1 月 27 日

シンポジウム
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打ち合わせ
平成 23 年 2 月 2 日

平成 22 年度
第 4 回教員審査
委員会

平成 23 年 3 月 4 日

第 1 回国際
シンポジウム

平成 23 年 3 月 17 日

シンポジウム
総括会

平成 23 年 4 月 18 日

平成 23 年度
第１回工学部
テニュアトラック
実施委員会

平成 23 年 4 月 31 日

平成 22 年度
年度末業績評価
書類提出

平成 23 年 5 月 1 日

平成 22 年度

～

年度末業績評価

平成 23 年 5 月 31 日

書類評価

平成 23 年 5 月 12 日

平成 23 年度
第 2 回工学部
テニュアトラック
実施委員会

平成 23 年 5 月 20 日

第 10 回国際サイ
エンスカフェ
講演会

平成 23 年 6 月 27 日

第 11 回国際サイ
エンスカフェ
講演会

平成 23 年 6 月 28 日

平成 22 年度
年度末業績評価
拠点長面談

平成 23 年 7 月 6 日

第 12 回国際サイ
エンスカフェ
講演会

２．これまでの本課題の実施によってもたらされた機関における人材養成システム改革の成果
先端領域若手研究リーダー育成拠点運営委員会を通じて全学の若手教員育成を継続的に検討し
実施する組織体制が整った。運営委員会には、各学部の人事に責任をもつ学部長が委員として参加
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しており、全学展開に向けての審議が行われている。
工学系学域において継続的にテニュアトラック教員の採用を行うこと、テニュア取得後の配置を同学
域教員人事計画・運用に組み込むことが主任会議において決定された。
今後、工学学域のみならず、医学学域、教育人間科学部においても、拠点形成を目指す分野を大
学全体の意思として選定し、これに必要な人材を養成する全学的システムとして先端若手研究者育成
プログラムを導入すべく、運営委員会で審議中である。
３．機関の中期目標・中期計画等における若手研究者育成等の取組
(１) 最新の「中期目標」における若手研究者育成等に係る記述の概要
本学は、「地域の知の拠点」として、地域の産業・文化・教育・医療の中核を担うことのできる、高い知
的能力と道徳意識を持った高度専門職業人の養成を重要な使命とし、この使命を達成するために、こ
れまでの研究成果を基に高度な研究を推進するとともに、先端領域の世界的研究拠点を形成すること
を第二期中期目標期間の重点目標の一つに掲げている。
本課題の実施に対応して、「テニュアトラック制度を導入して若手研究リーダー育成システムを確立
し、世界的研究拠点を形成する」を目標の一つに掲げている。
また、本学では、性別・国籍・年齢に拘らず優れた教員の能力を十分に活かすことができるよう、教
員の採用・昇任における人事審査に際しては、透明性と公平性を確保するとともに、働きやすい職場
環境の整備に努めることとしている。
(２) 最新の「中期計画」における若手研究者育成等に係る記述の概要
中期計画の項目として「若手研究者の自立的研究環境整備促進事業などにより、先端領域の若手
研究リーダーを養成し、世界的研究拠点の形成に取り組む」こと、および「『先端領域若手研究リーダ
ー育成拠点』を形成して、任期付の特任助教 10 名を確保し、十分な研究費、研究スペースの提供を
行うなど手厚い支援によって、本学に最先端領域研究拠点を創出・発展させることのできる人材を育成
する」ことを掲げている。
「研究水準、研究の成果等」の項目において、燃料電池、ナノ光電子、アジア流域総合水管理など
の工学領域又は医学工学の融合領域で具体的な研究分野を掲げ、大学院重点化大学であることの
利点を活かし、柔軟な研究実施体制を構築して、研究を実施することとしている。
４．機関の「テニュア像」
（１）本学の一般的テニュア教員の「テニュア像」
山梨大学が掲げる「地域の中核、世界の人材」、「未来世代に配慮した」の目標達成を目指すため、
本学の研究の活力を一層高めると同時に、その経験・知見を大学の運営および研究展開に反映し、さ
らに教育に活かすことにより次世代を担う人材を育成することができる、研究能力、講義・実習・演習・
研究指導等の教育能力、国際活動能力、マネジメント能力、外部資金獲得の能力、コミュニケーション
能力、社会的知性、人間力等の資質を、各学域の分野ごとに、人的配置のバランスを勘案して「テニュ
ア像」とし設定し、テニュア教員採用を行っている。
医学工学総合研究部に所属する教員は、採用時に、同教育部博士課程及び修士課程の学生を指
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導し、また、学位の審査委員となるのに十分な研究業績と研究能力を備えていることが、それぞれの分
野ごとの基準に基づいて審査される。
（２）本課題において採用したテニュアトラック制の若手教員の「テニュア像」
本課題の、大学院医学工学総合研究部において導入したテニュアトラック制度は、山梨大学が、小
規模大学の特徴と優れた環境条件を活かした世界的研究拠点の役割を継続的に果たすために、次世
代研究拠点の担い手となる若手人材育成サイクルを構築し、人事制度の改革と世界的研究拠点のさら
なる展開を図る目的を持つ。
このために、本課題では、現有の世界的研究拠点と最先端研究および医工融合教育研究組織を背
景として、その独創的研究コンセプトと情報・人材ネットワークを発展させる「次世代拠点のコンセプト」
を設定し、これをさらに発展させた「次世代研究拠点」を創成する資質と意欲に基づいてテニュア准教
授としての採用を決定し、山梨大学の総力を挙げて世界的研究拠点の発展と次世代研究拠点の形成
を目指している。
本課題の目的を達成するために、「成熟型拠点展開」と「次世代拠点創生」のそれぞれの領域の目
的に応じて、その個別分野において必要とされる資質を「テニュア像」として明示し、またこれに基づい
てテニュア審査を行うための、「テニュア獲得要件」(参考４)を、本課題開始時点で設定した。
テニュアトラック制による若手教員の着任時には、この「テニュア獲得要件」を提示し、目標を明確に
するとともに、メンターを含む本課題推進拠点がそれぞれの目的に適った拠点運営と研究環境の維持
に努めつつ、若手教員に対する適切なアドバイスを行うことによって、「継続的先端研究拠点の形成と
その展開を可能にする若手人材育成サイクル」という、小規模大学における若手研究者育成の先駆的
なモデルの構築を達成する、先端領域若手研究者育成を行っている。
５．採択時コメントへの対応状況
(１) 機関が提案した取組において評価できる事項について
当初計画に沿って、小規模大学における若手研究者育成の先駆的なモデルとして、「継続的先端
研究拠点の形成とその展開を可能にする若手人材育成サイクル」を構築することを目的として、山梨大
学長を総括責任者とし、工学部長を拠点長とする、「先端領域若手研究リーダー育成拠点」を学内特
区として創設し、「運営委員会」と「教員審査委員会」、および日常的な運営状況の把握、テニュアトラッ
ク教員への助言、援助のために、拠点長を委員長とする「工学部テニュアトラック実施委員会」を設置し、
これによる運営管理の下に本課題の推進を行う組織を、支援体制も含めて構築した。
若手研究者を世界的に誇れる 4 つの課題について戦略的に配置し、「成熟型拠点展開」と「次世代
拠点創生」のそれぞれの資質に沿って育成するという明確な目標の下に、テニュアトラック制による教
員のテニュア獲得要件および募集要項を定め、国際公募と外部審査委員を含む審査を経て、テニュア
トラック制による若手教員の採用を行った。
本課題により採用したテニュアトラック教員の着任時には、「成熟型拠点展開」と「次世代拠点創生」
の 2 つの資質を「テニュア像」として、分野ごとに明確化した「テニュア獲得要件」（参考４）を、審査基準
とともに提示した。併せて、拠点の代表者と複数メンターからなる教員育成組織を構成した。拠点ごとに
テニュアトラック教員の育成に必要な設備を整備し、研究環境づくりのための改修工事等を実施した。
これによって、本課題推進拠点がそれぞれの目的に適った拠点運営と、自立した研究環境の維持と継
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続的改善に努めつつ、若手教員に対する多様な側面からの適切なアドバイスを行う、育成・評価体制
を確立した。
教育の機会とのバランスも適切に維持するため、テニュアトラック教員の研究環境がおおむね整った
2 年度目を目途に、各分野の体制に応じて、卒論生を配属し大学院生の指導補助を行う等の措置をと
っている。自立した授業担当と研究指導の資格取得については、4 年度目以降に明確化する予定であ
る。
拠点全体の取り組みとして、国際サイエンスカフェを新設し、テニュアトラック教員も積極的に関与し
て，多様な先端研究者との情報交換により、国際的な研究資質を養成し、人脈の開拓を行う支援体制
として運営し、大きな成果をあげている。これまでに、テニュアトラック教員の自主的な運営のもとに、国
内外の著名な研究者招聘等の支援を行い、テニュアトラック教員のマネジメント能力や自律性をはぐく
むとともに、テニュアトラック教員相互の研究交流、およびテニュアトラック教員と一般教員の交流と相
互啓発の場、また国際サイエンスカフェを訪れる学生も含めた全学的研究交流の場として効果をあげ
るとともに、学内外ともに本課題の意義を広報するものとなっている。
2 年度目以降は、国際シンポジウムを毎年開催し、テニュアトラック教員に研究発表と世界的研究者
との研究交流の機会を与えるとともに、世界的研究者からの評価を教員評価・審査に反映させる、グロ
ーバルスタンダードに基づく人材育成・評価システムの構築を図っている。第 1 回国際シンポジウムに
おいては、テニュアトラック教員の研究の先進性や、着任後の短期間に挙げた成果に対して、海外招
待者を含む外部研究者からの賞賛を得た。
(２) 機関の取組の実施に当たって期待する事項について
コメントでは、「展開において若干具体性に欠ける点もみられるので、本事業実施当初に、審査・評
価手順や基準、メンターや事務体制など」を具体的に立案・公表するよう求められた。この点に関して、
運営委員会、教員審査委員会を速やかに立ち上げ、実施当初より指摘された諸項目について、すべ
て具体策を決定した。さらに、運営委員会、教員審査委員会を中心とする拠点の機能を、よりテニュア
トラック教員に近い現場で補い、あわせてメンターの活動、評価等の業務を行う組織として、工学部長
を委員長とする「実施委員会」も立ち上げ、テニュアトラック教員へのサポート、年度評価及び中間評価
基準の原案策定などを滞りなく行った。
本項目の（１）に記したように、本事業実施当初には具体的に明示していなかった、テニュアトラック
教員の採用、中間およびテニュア審査・評価の基準・手順を明確に定め、メンターや拠点代表者から
なる教員育成体制と事務支援体制などを構成した。これらの具体的な施策に基づいて、国際公募によ
って優秀な若手研究者を採用し、育成を進めている。
外国籍及び女性研究者についても、多様な若手研究者の採用となるよう配慮した採用審査を行った。
この結果、外国籍のテニュアトラック教員 1 名を採用した。本課題の推進する人材育成の分野が、山梨
大学の独自性、先進性を高度に活かす内容であるため、テニュアトラック教員採用においては、これを
将来活躍してほしい分野と位置付け、応募者の現在の専門分野を広く設定する配慮を行った。海外か
らの問い合わせに対して、相談窓口における詳細な説明等を行ったこともあり、実際の応募者は、かな
り絞られた数となっているが、本課題の特色をよく理解し、能力の高い若手教員を採用することができ
た。女性研究者についても、採用の可能性を追求したが、各分野における拠点の目的と、応募者の研
究領域あるいは応募者が希望する研究展開領域とが整合しないなどの理由により、採用には至らなか
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った。本課題 4 年度目に大学独自で採用する２名のテニュアトラック教員採用において、引き続き、外
国籍及び女性研究者を含む、多様な若手研究者採用となるように配慮する予定である。特に、これま
でに採用できなかった女性教員についても、結婚、出産、育児などライフイベントへの対応として任用
期間の延長制度や研究支援者の配備などを早急に検討し、募集要項に織り込むなどの、応募し易さ
に十分配慮した、国際公募の準備を進める予定である。
(３) 採択条件とする事項について
該当なし
６．ミッションステートメントの「３年目終了時における具体的な目標」の達成状況（予定を含む）
(１) ３年目終了時における具体的な目標－１：初年度に、工学部長を拠点長とする「先端領域若手研究リ
ーダー育成拠点」を学内特区として医学工学総合研究部内に設ける。
達成状況： 初年度に、統括責任者である学長の指示の下、工学部長を拠点長とする「先端領域若
手研究リーダー育成拠点」を学内特区として医学工学総合研究部内に設け、「運営委員会」と
「教員審査委員会」による運営管理のもとに本課題の推進を行う組織を、事務的支援体制も含
めて構築し、テニュアトラック教員の採用、中間およびテニュア審査・評価の基準・手順を定め、
メンターや拠点代表者からなる教員育成体制と事務支援体制を構成した。
(２) ３年目終了時における具体的な目標－２：初年度には６名、２年度目に２名の総計８名を、国際公募
を通じて国の内外から「先端領域若手研究リーダー育成拠点」構築の目的及び育成する人材像に合
致した、本学の将来の発展への貢献が期待できる若手研究者を採用し、研究を開始させる。若手研究
者には、一定期間研究及び自己研鑽に集中できる独立した環境（スタートアップ資金、研究費、研究ス
ペース、最先端研究機器、複数メンター）を提供し、自立性の保証と支援を行う。
達成状況： 「先端領域若手研究リーダー育成拠点」構築の目的に基づいて、「成熟型拠点展開」と
「次世代型拠点展開」のそれぞれの領域の個別分野において必要とされる資質を明確にし、こ
れを公表して国際公募によりテニュアトラック教員採用を行い、外部委員を含む審査を経て、当
初計画通り、初年度に 6 名、２年度目に 2 名の総計 8 名の、本学の将来の発展への貢献が期
待できる若手研究者を採用し、研究を開始させた。
若手研究者には、５年の間、研究及び自己研鑽に集中できる独立した環境を提供するため
に、スタートアップ資金（200 万円）、研究費（年額約 650 万円/1 人あたり）、研究スペース（１人
あたり平均 46.5 ㎡）を配分し、さらに最先端研究機器（拠点設備費各分野あたり 1600 万円）を
配備した。また、分野代表者および複数のメンター（主メンター１名、先駆者メンター１～２名、サ
ブメンター2 名）を選定して、多様な視点からのアドバイスを行い、自立性の保証と支援を行う体
制を確立した。併せて国際サイエンスカフェ等の研究環境の整備も行い、テニュアトラック教員
相互および学内外の有識者との交流を図るとともに、事務的支援体制も整備して円滑に運用し
ている。
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(３) ３年目終了時における具体的な目標－３：2 年度目以降、毎年度末の適切な時期に、先端領域若
手研究リーダー育成拠点主催の「先端領域若手研究リーダー育成シンポジウム（国際シンポジウム）」
を開催し、テニュア・トラックポスト特任助教の当該年度の研究成果の公表を義務づけるとともに、特任
助教の業績評価を行う。なお、業績評価に際しては、シンポジウムでの研究成果報告のみでなく、特任
助教が国内外の学会等で研究発表する機会におけるプレゼンテーション力や質疑応答への対応力等
も評価する。
達成状況： 2 年度目の平成 23 年 3 月には、先端領域若手研究リーダー育成拠点主催の「先端領
域若手研究リーダー育成シンポジウム（国際シンポジウム）」を開催し、テニュアトラック教員が当
該年度の研究成果の公表を行い、外部研究者から研究推進状況の評価を受けた。３年度目の
国際シンポジウムは、平成２３年１２月に開催することを決定し、２年度目のシンポジウム同様、
テニュアトラック教員の自主性を活かした準備を進めている。
採用から２年度目を終えた時点で、特任助教は拠点の定めた年次評価手順に基づいて業績
評価書類を提出し、拠点の教員審査委員会が委嘱した分野ごとの作業部会が、業績評価書類
の評価、トラック教員の面談、メンターからの意見聴取、および国際シンポジウムにおける外部
評価等を勘案し、拠点ごとに定めた「テニュア獲得要件」（参考４）に基づく業績評価を行った。
これによって、教員育成状況評価と育成環境評価からなる業績評価が計画どおり実施された。
これらの評価においては、作業部会が専門性を活かした評価を行うことにより、当初計画の通り、
シンポジウムでの研究成果報告のみでなく、特任助教が国内外の学会等で研究発表する機会
におけるプレゼンテーション力や質疑応答への対応力等も適正に評価されている。
(４) ３年目終了時における具体的な目標－４：採用後 3 年度目には、年度毎の評価に加えて中間評価
を実施する。この中間評価段階では主に研究計画と実施状況などを評価する。この段階で既に准教
授のテニュアポストを取得するに十分な研究成果を成し遂げているとみなせる特任助教に対しては、テ
ニュア審査を前倒しで実施する。一方、研究方法や戦略で問題が認識された場合には、外部機関で
の活躍の場が見出せる方法を検討する。
達成状況（予定含む）： 採用後３年度目に中間評価を実施するために、中間評価基準及び手順を
策定した（参考 3：中間審査基準参照）。この中間評価段階では、当初計画に沿って、主に研究
計画と実施状況などを評価し、あわせて育成環境の改善も図る。
本課題の目的に基づいて、テニュアトラック教員には、研究業績とともに、これまでの研究に
基づいて将来の研究拠点の展開に関する考察を行った成果を示す「拠点展開計画趣意書」を
提出することを義務付けており、教員審査委員会及び運営委員会はこれらの内容を精査し、人
材養成システムとしての本課題の自己評価を併せて行う。このような本課題を運営する「先端領
域若手研究リーダー育成拠点」の自己評価とシステム改善のサイクルに加え、今後、本課題の
外部評価を含む、評価システムの構築を検討する予定である。
この段階で既に准教授のテニュアポストを取得するに十分な研究成果を成し遂げているとみ
なせる特任助教に対しては、テニュア審査を前倒しで実施する規程・手順を、テニュア審査基
準に設けている（参考 4：テニュア審査基準参照）。本課題は、大学の将来を担う先端研究拠点
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の形成と展開を中心となって推進する先端領域若手研究者育成サイクルを構築しようとするも
のであるので、テニュアポストを獲得するに十分な成果を成し遂げているかどうかの判断は、研
究業績等の実績評価に加え、テニュアトラック教員の提出する「拠点展開計画書」に基づいて
行う。また、当初計画どおり、研究方法や戦略で問題が認められた場合には、育成環境改善の
可能性も勘案した上で、外部機関での活躍の場が見出せる方法を、運営委員会及びメンター
が中心となって検討する予定である。
(５) ３年目終了時における具体的な目標－５：当初決定した雇用制度（年俸制）や支援体制、研究環境
が適切であったかどうかの見直しを実施し、5 年後の完成を見据えた更なる改革を行う。
達成状況： 当初予定に沿って、3 年目終了時に、当初決定した雇用制度（年俸制）や支援体制、研
究環境が適切であったかどうかの見直しを実施し、5 年後の完成を見据えた更なる改革を行う。
これまでにも、テニュアトラック教員の年次評価等において、若手教員育成状況と育成環境の
評価を行っており、これらを通じて継続的に支援体制や研究環境の継続的改善を続け、3 年目
終了時には、これらの蓄積と、テニュアトラック教員の中間審査結果等に基づいて、総合的な評
価を行い、雇用制度（年俸制）や支援体制、研究環境が適切であったかどうかの見直しを実施
し、5 年後の完成を見据えた更なる改革を行う予定である。
計画通り、3 年目中に独自経費による 2 名のテニュアトラック教員が担うべき次世代拠点創成
分野を決め、その分野でのテニュアトラック教員の採用活動を行う。計画段階での予定を踏まえ、
工学系学域主任会議を中心に分野の決定を 7 月中に終え、採用活動に入る予定である。併せ
て、5 月から自主経費採用教員に対する研究経費、拠点形成のための助成、およびスペースに
ついての協議を始めた。
７．実施期間終了後を含めた今後の人材養成システム改革に関する計画の概要
本課題が目指している「小規模大学の特徴と優れた環境条件を活かした世界的研究拠点の役割を継
続的に果たすために、次世代研究拠点の担い手となる若手人材育成サイクルを構築し、人事制度の改
革と世界的研究拠点のさらなる展開を図る。」という目的に沿って、世界的研究拠点の展開・創成を実現
していくことのできる組織の構築と人材養成の活性化を継続的に図っていく。そのためには、全学的なテ
ニュアトラック規程を整備する必要があるため、早急に検討を行う予定である。
現時点での実施状況及び改革構想は以下のとおりである。
（１） 医学工学総合研究部医学系学域基礎医学系講座において、新規採用する助教を対象に平成 23
年度からテニュアトラック制の導入を決定した。これは工学系学域を中心に実施している本拠点事業の
成果を受けて、医学系学域で検討・決定したもので、自主経費にて行う点で工学系学域の取り組みを
先取りするものである。
（２） 医学工学総合研究部附属等の工学系研究センター（クリーンエネルギー研究センター、クリスタル
科学研究センター）における助教の新規採用については、原則としてテニュアトラック教員として公募・
採用する方向で検討中である。
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（３） 工学系学域では、新たな拠点創成ステップ分野として拠点創成を目指す研究分野（グループ）を募
り、審査の上、決定する。その分野の助教をテニュアトラック教員として採用した場合には、研究費の優
遇措置のほか研究エフォートを伝統的な助教よりも高く設定でき、かつ独立した研究が行える環境を整
え、拠点形成の柱になる若手人材を養成する仕組みを作り上げる。
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Ⅳ．機関による自己評価
本課題の特徴は、本学の研究活動における先進分野のさらなる発展と若手研究リーダー養成とを車
の両輪として進めようとするものであり、本学の研究拠点の活動が採用されたテニュアトラック教員の研
究活動へプラスの影響を与え、リーダーとしての成長を促し、テニュアトラック教員の活躍が当該研究
拠点のアクティビティを高めるという相乗効果が順調に生まれていると自己評価する。以下、項目ごとに
評価を記す。
(１) 国際公募･選考・業績評価
以下に記す視点から、採択時から本成果報告書提出時までにおける「国際公募・選考・業績評価」
に関して、本事業が掲げる、「山梨大学が、小規模大学の特徴と優れた環境条件を活かした世界的研
究拠点の役割を継続的に果たすために、次世代研究拠点の担い手となる若手人材育成サイクルを構
築し、人事制度の改革と世界的研究拠点のさらなる展開を図る」との目的を達成するために、必要な事
業推進が適切になされているものと考える。
・ テニュアトラック教員の育成目標、国際公募・選考基準の適切性
「先端領域若手研究リーダー育成拠点」構築の目的に基づいて、「成熟型拠点展開」と「次世代拠点
創成」のそれぞれの領域の個別分野において必要とされる資質を明確にし、これを和文および英文で
公表し、国際公募によるテニュアトラック教員採用を行った。
国際公募においては、2 年度目の募集時には、初年度の国際公募における広報に加え、さらに
Nature 誌にも広告を掲載するなど、国際性の一層の強化を図った。
選考基準に関しては、「成熟型拠点展開」と「次世代拠点創成」のそれぞれの領域の個別分野ごとに
採用されるべき教員の資質の詳細な分析を行い、「テニュア像」を明確にした審査基準を定め、さらに
審査委員会が委嘱する専門性の高い作業部会を設置し応募書類を分析し評価報告書を教員審査委
員会に提出する仕組みと、学外研究者および外国人研究者を含む教員審査委員会がこれらの報告内
容と候補者の面接を行う審査手順を定めた。
山梨大学のオリジナリティーを誇る分野に関する採用であり、諸外国の研究者が応募しにくい可能
性もあるため、現在の専門領域を募集の要件にせず、将来当該分野で活躍できる資質を求める内容と
して募集しており、また相談窓口を設け応募前に研究内容の整合性などをアドバイスするなど、応募の
しやすさに関して十分配慮した内容であったと考える。なお、事前相談により応募を控えた例もあり、実
際の応募者が少数であった。また女性研究者の採用に関しても、応募者の目指したい方向性と拠点の
目的の不整合から採用に至らなかったこともあり、これらの点を含め、今後、自主経費によるテニュアト
ラック教員募集の際には、事項に挙げる内容など、さらに応募しやすさに配慮した募集形態の改善を
行う予定である。
これらに基づいて、本課題の目的を十分に反映した適切な国際公募・選考がなされたものと考える。
・ 女性研究者・外国人研究者の採用目標とその達成状況（見込みを含む）
外国人研究者については、1 名以上の採用を目標とし、1 名の外国籍教員を採用した。女性研究者
についても、採用の可能性を追求したが、各拠点分野における拠点の目的と、応募者の研究領域ある
いは応募者が希望する研究展開領域とが整合しないなどの理由により、採用には至らなかった。4 年
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度目に大学独自で行う、新領域でのテニュアトラック教員 2 名の採用においては、特に、これまでに採
用できなかった女性教員についても、結婚、出産、育児などライフイベントへの対応として任用期間の
延長制度などを早急に検討し、募集要項に織り込むなどの、応募し易さに十分配慮した、国際公募の
準備を進める予定である。
・ 外国人研究者の応募のしやすさ
英文の募集要項には、外国人研究者の応募を容易にする目的で相談窓口を明示し、実際、各分野
の分野代表者等が、海外からの問い合わせに対して丁寧な説明を行っており、制度上の応募のしや
すさは十分に確保できたものと考える。山梨大学のオリジナリティーを誇ることができる分野に関する継
続的拠点展開を目的としている採用であるため、分野によっては、諸外国の研究者の専門領域が異な
り応募しにくい可能性もあるため、現在の専門領域を募集の要件にせず、将来当該分野で活躍できる
資質を求める内容として募集しており、応募のしやすさに関して十分配慮した内容であったと考える。
相談窓口では、各専門分野の研究領域代表者が、メール等による詳細な説明を行ったため、実際の
応募者は、かなり絞られた数となっているが、本課題の特色をよく理解した、たいへん能力の高い若手
教員を採用することができた。
・ 自機関出身者（採用したテニュアトラック教員の直前職が自機関の者）の比率
8 人中 1 名の教員が、本学で推進するプロジェクトの研究員から採用されたが、当該教員は応募者
全体の中で突出した素養と業績を有しており、審査は適切であったと考える。採用後においても、当該
教員は着実に研究成果を発表している。
・ テニュアトラック教員の選考・採用の適正性、客観性、透明性
選考・採用に当たっては、学外研究者および外国人研究者を含み全学的構成員からなる審査委員
会を設置し、本課題の目的を十分に具体化した審査基準・手順を領域と分野ごとに詳細かつ明確に
定め、審査委員会が委嘱する作業部会による専門的評価も併せて、慎重な審査過程を経た採用決定
をしており、適正性、客観性・透明性を十分備えた選考・採用が行われたものと考える。
・ 採用したテニュアトラック教員の業績評価の内容・評価プロセス・適正性
採用した若手教員の着任時に、「成熟型拠点展開」と「次世代拠点創成」のそれぞれの領域の目的
に応じて、その個別分野において必要とされる資質を教員ごとに明確にした「テニュア獲得要件」を提
示し、2 年度目以降の年次評価、中間評価、テニュア採用審査における業績評価は、すべてこの「テニ
ュア獲得要件」に基づいて定めている。評価には、それぞれの評価において特記事項を設け、テニュ
アトラック教員の自由な発想に基づく研究展開等を評価するとともに、拠点の教員育成環境に関する
評価と改善の提案をも含め、「継続的先端研究拠点の形成とその展開を可能にする若手人材育成サ
イクル」という、小規模大学における若手研究者育成の先駆的なモデルの構築を達成するための多様
な工夫を行った。中間評価およびテニュア審査における評価プロセスでは、学外研究者および外国人
研究者を含む広領域の委員からなる審査委員会が、分野ごとに委嘱する作業部会による専門性の高
い業績および資質の評価に基づいて審査を行う仕組みを構築し、本事業の目的達成を目指す適正な
評価体制を構築した。
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本課題の実施によって、本課題の趣旨をよく理解し、自立的研究環境のもとで長期的展望に立った
研究を進める強い意欲を有し、さらに拠点が選択した先端分野の挑戦的な内容に共感した、大変優秀
なテニュアトラック教員を採用することができた。さらに本課題で整備を行った拠点の充実した研究環
境と、これに加えて現行の最先端研究拠点や先端研究者との討論や共同研究はじめ、技術の利用に
基づく研究支援等を得て、通常より速いスピードで先進的な研究装置の立ち上げや、研究の推進が多
様な形態で行われている。具体的には、表－３に示す本学の現行先端研究プロジェクトとの研究交流
と、これらの拠点が有する先端研究技術や理論研究に基づく研究支援などがなされ、テニュアトラック
教員からのアイデアに基づいて、拠点発展や拠点創生に向けての多様な討論が進んでいる。このよう
な将来の発展が大きく期待される研究基盤の構築と同時に、それぞれのテニュアトラック教員が多様な
個性を発揮し、多数の論文公表や、科学研究費の獲得等の成果を上げ、テニュアトラック教員の 1 名
は、さきがけ研究を提案し採択されるなど、目に見える形の成果のみにおいても、通常の研究環境によ
る教員育成よりも多数の成果が得られている。このような多様な側面において、本課題は大きな波及効
果を生み出しており、小規模大学における若手研究者育成の先駆的なモデルとしての、「継続的先端
研究拠点の形成とその展開を可能にする若手人材育成サイクル」の構築は、順調に進み、予想以上
の成果をあげている。
表－３ 連携研究支援プロジェクト一覧
成熟型拠点展開ステップ

Ⅰ－１

クリーンエネ

「山梨くになかエリア分散型クリーンエネルギーシステム

ルギー研究関

の構築」（都市エリア産学官連携促進事業）、「次世代型燃料

連分野

電池研究・開発プロジェクト」
（リーディングプロジェクト）、
「固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発/劣化機構解
析とナノテクノロジーを融合した高性能セルの基礎的材料
研究」
（ＮＥＤＯ委託事業:Hiper-FC プロジェクト）

次世代拠点創成ステップ

Ⅰ－２,

アジア域での

「アジアモンスーン域流域総合水管理研究教育」（２１世紀

３

流域総合水管

ＣＯＥプログラム）、
「アジア域での流域総合水管理研究教育

理研究

の展開」（グローバルＣＯＥプログラム）
、

Ⅱ－１， ナノ光電子機

「ナノ光電子機能の創生と局所光シミュレーション」（戦略

２，３

的創造研究推進事業）

能創生分野

Ⅲ－１， 医工融合世界

「走査エレクトロスプレーによる分子イメージング」（先端

２

計測分析技術・機器開発事業）
、

最先端機器開
発・研究

・ 評価結果のテニュアトラック教員へのフィードバックの状況
平成 22 年度までの業績評価として実施した年次評価においては、評価結果に基づいて、拠点長が
テニュアトラック教員との面談を行い、今後の研究展開等に適切な助言を行うとともに、評価報告書に
記載された若手教員育成環境に対する提言に基づいて、拠点長が今後の拠点運営を改善する措置
を講じる仕組みを確立している。なお、中間評価およびテニュア審査に関しては、テニュアトラック教員
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の自己評価も資料として用いる規定を定めているが、評価結果に対するテニュアトラック教員からの異
議申し立てに関する対応についても、今後、制度策定に関する検討を行う予定である。
(２) 人材養成システム改革（上記(１)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
以下に記す視点から、採択時から本成果報告書提出時までにおける「人材養成システム改革」の実
施内容・実績に関して、本事業が掲げる目的を達成するために、必要な事業推進が適切になされてい
るものと考える。
・ テニュアトラック制の制度設計
本課題の開始とともに、運営委員会と教員審査委員会を立ち上げ、本課題の理念に沿って、当初に
は具体的に明示していなかった、テニュアトラック教員の採用、中間およびテニュア審査・評価の基準・
手順を、両委員会の審議のもとに学内規則として明確に定め（参考 3、４：中間評価基準、テニュア審査
基準）メンターや分野拠点代表者からなる教員育成体制と事務支援体制などを構成し、これらの具体
的な施策を公表して、国際公募を通しテニュアトラック制による若手研究者を採用し、育成を進めてい
る。
本課題は、大学の将来を担う先端研究拠点の形成と展開を中心となって推進する、先端領域若手
研究者育成サイクルを構築しようとするものであるので、テニュアポストを獲得するに十分な成果を成し
遂げているかどうかの判断は、研究業績等の実績評価に加え、テニュアトラック教員の提出する「拠点
展開計画書」に基づいて行う。なお、中間評価において、「拠点展開計画趣意書」に代えて「拠点展開
計画書」が提出された場合には、メンター等の助言に基づいてテニュア審査規定および手順に基づく
テニュア審査を前倒しで行う規定を設けている。
・ テニュアトラック教員の独立性確保のための研究資金・スペース等の提供
当初計画に沿って、若手教員の独立性確保のための研究資金とスペースが提供されており、また
拠点設備費によって導入された装置の立ち上げもほぼ完了させた状況にある。これらに加えて、既存
の先端研究設備の供与など、共同研究による支援体制も整えており、各分野の特色に適った育成環
境が実現されている。
若手研究者には、5 年の間、研究及び自己研鑽に集中できる独立した環境を提供するために、スタ
ートアップ資金（200 万円）、研究費（年額約 650 万円/1 人あたり）、研究スペース（１人あたり平均 46.5
㎡）を配分し、さらに最先端研究機器（拠点設備費各分野あたり 1600 万円）を配備した。平成 21 年度
に立ち上げとなった 3 拠点分野については平成 21 年度に、平成 22 年度に立ち上げとなった 1 拠点
分野は平成 22 年度に、分野設備費にて大型実験装置を分野ごと整備した。これらはテニュアトラック
教員が主に使用している。大型実験装置を初年度に導入したことで、各テニュアトラック教員の早期研
究室立ち上げに役立っている。
併せて、テニュアトラック教員相互および学内外の有識者との交流を図るために、国際サイエンスカ
フェを整備し、既に、トラック教員自らの企画により国内外の著名研究者を招いての国際サイエンスカフ
ェを活発に開催し、資質向上や人脈構築はじめ学内外の研究者、教員との交流および情報発信の場
として効果的に利用されている。また、日常的な運営状況の把握、テニュアトラック教員への助言、援
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助のために、拠点長を委員長とする「工学部テニュアトラック実施委員会」を設置し、これによる運営管
理の下に本課題の推進を行う事務的支援体制も整備して円滑に運用している。
研究テーマや研究方法、経費の使用などもテニュアトラック教員に一任されており、自由な環境で
研究に専念している。国際サイエンスカフェ、シンポジウム等の運営についてもテニュアトラック教員自
身が企画、運営を行うことにより自立した環境で研究生活を送ることが出来ている。
・ メンター・アドバイザーを配置する際のテニュアトラック教員の独立性への配慮
テニュアトラック教員の独立した研究環境を維持し、また本課題の目的とする拠点展開に向けての助
言と、日常的な研究活動における専門的助言をそれぞれ効果的に行う目的から、役割の異なる複数の
メンターを配置した。具体的には、専門分野の異なる相談役としての主メンター1 名、専門分野に関連
し拠点形成レベルの先駆的業績を有する先駆者メンター1～2 名、研究内容や研究推進の相談役とな
るサブメンター2 名を、テニュアトラック教員ごとに選定し、独立性の確保に十分配慮するとともに、年次
評価等においてはその意見を参考にして若手教員育成環境の評価を行い、今後の改善に生かすなど
の施策を取っている。主メンターは、研究分野を異にする研究者であり、テニュアトラック教員の独立し
た研究環境整備に特に配慮した総括的助言と支援を行う役割を担い、サブメンターは異なる研究領域
からの研究に関する支援・助言を、先駆者メンターは先駆的研究を成し遂げた経験に基づく研究展開
や拠点創成等にかかわる支援・助言を行い、さらにメンターからの提言等に基づいて、各分野代表者
が研究推進における多様な支援を行うことができる体制を構築している。これらの複数メンターからの
助言と、本課題で構築した先端領域若手研究リーダー育成拠点が、当初計画に沿って提供した研究
スペースおよび研究費を含む研究環境および拠点設備の導入等により、テニュアトラック教員の独立し
た研究環境のもとでの育成が順調に進んでいる。
・ 優れた研究者の輩出、テニュアトラック教員が国際的に活躍する仕組み
本課題では、山梨大学が世界に誇ることのできる現有の世界最先端拠点と最先端研究および医工
融合教育研究組織を基盤として、世界最先端拠点の継続的展開と新たな拠点形成を目指す分野を大
学全体の意思として選定し、その目的を明確に提示した上でテニュアトラック教員を採用している。テニ
ュアトラック教員の独立性を維持した拠点による研究支援とともに、世界最先端拠点や最先端研究グル
ープ等との協同による研究展開の支援と国際的活動の連携、および役割の異なる複数メンターによる
広い視野に立つ助言体制、国際サイエンスカフェ等を含む学内外研究者との活発な交流の推進等、
多様な側面から、国際的に活躍できる、優れた研究者を輩出する仕組みを構築している。特に、国際
サイエンスカフェにおいては、テニュアトラック教員自らのネットワークと企画に基づく、外部研究者を招
聘しての研究会開催、さらにテニュアトラック教員からの研究成果発信と世界的研究者との交流を行う
国際シンポジウムの開催がなされ、本学が有する各種研究プロジェクトなどによる支援体制も活かした、
積極的な活動がなされている。

・ テニュア審査に向けた目標・評価指標の TT 若手への提示
若手教員の着任時に、「成熟型拠点展開」と「次世代拠点創成」のそれぞれの領域の目的に応じて、
その個別分野において必要とされる資質を教員ごとに明確にした「テニュア獲得要件」および審査規
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定、審査項目、評価様式等提示し、研究環境や支援体制に係る詳細なガイダンスを実施して、目的意
識を明確にした人材育成システムの運用を開始した。
2 年度目以降の年次評価、中間評価、テニュア採用審査における業績評価は、すべてこの「テニュ
ア獲得要件」に基づいて定めている。テニュア審査においては、テニュア獲得要件に関する自己評価
票の提出も行うこととし、テニュア獲得要件の充足度を公平に判断できる仕組みを構築している。
・ テニュア審査における第三者の関与等の厳格性の確保
審査委員会は、学外審査委員および外国人審査委員を含む、幅広い領域の有識者で構成するとと
もに、専門性の高い作業部会を分野ごとに委嘱し、専門的評価を行うなど、多様な観点から審査を行
っている。審査項目は細かく定め、本事業が目指す「テニュア像」を明確に提示し、これに基づいて評
価基準を 5 段階で設定するなどの方法で、審査の厳格性および公平性を確保している。
・ キャリアパスの用意、Safety Net の整備、人材流動性の活性化の仕組み、
分野開拓を目指す人材育成の一環として、また将来の職業の担保として、テニュアトラック教員が専
門とする分野において学術的基盤となる基礎科目を 1 件設定し、これに関し、オリジナルな教授法の開
発を行うことを義務付けており、これを教授陣に対して実施し批評を受けることを通じて、教育力を向上
させることを計画に盛り込んでいる。同時に、サイエンスリテラシー教育活動に従事することを奨励し、
先端科学技術の開拓と同時に、科学技術の発展と普及に貢献し得る資質を養成し、広い視野と未来
世代に配慮した科学技術の展開に基づいて、山梨大学の次世代研究拠点創成と展開に貢献する資
質を養成している。これらの措置により、工学の基礎領域において深い洞察を有する講義の担当でき
るプロフェッショナルとして、大学教育、社会人教育、企業における人材教育に携わる能力を身につけ、
研究者とならない場合の将来性の担保とする。
また、本拠点において選定した分野は、いずれも山梨大学独自に発展・展開してきた先進性を持つ
ものであり、テニュアトラック期間に、その科学技術内容に通じた若手研究者は、次世代の展開を支え
る科学技術者として企業や他大学からの社会的需要もきわめて高い人材であり、テニュアとして採用さ
れない場合にも、多様な進路を見出すことが可能である。
さらに、現在計画中の、学部改組と連動して、テニュア獲得後の教員配置を検討しており、人材流動
の活性化の仕組みを、多様な側面から検討している。学科（学士課程）の担当についてはほぼ見通し
がついた段階である。テニュアとして採用されず他の学外の就職先が見つからない場合での学内での
人材の活かし方については、検討の端緒についたばかりであるが、全体として、これまで 2 年余りの経
験をもとに、現在のテニュアトラック教員の配置計画だけでなく、将来の在り方についての検討を滞りな
く行っている。
・ 機関・組織全体として機能する体制
本プロジェクト期間中におけるテニュアトラック教員の採用分野は、工学系及び医工融合系の工学
系分野であったため、日常的な運用は拠点長を委員長とする工学部テニュアトラック実施委員会が行
い、テニュアトラック教員への助言、援助を実施し、その活動状況のチェック及び重要な決定事項は運
営委員会が行うという体制をとった。現在のところ、その体制で円滑に進行している。終了後の運用や
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本学の人事システム全体の制度設計の検討については、現在以上に運営委員会における実質的な
検討が必要となり、緊要な課題である。
(３) 人材養成システム改革（上記(１)以外の制度設計に対するマネジメント）
以下に記す視点から、採択時から本成果報告書提出時までにおける「人材養成システム改革」のマ
ネジメントに関して、本事業が掲げる目的を達成するために、必要な事業推進が適切になされているも
のと考える。
・ 人材養成システム改革構想の明確性
山梨大学において、それぞれの学域の特色を活かす人材養成システムの改革が進む中で、本課
題は、学長のリーダーシップのもとに、学内特区として「先端領域若手研究リーダー育成拠点」を創設
し、これを運営・管理する組織として、理事と全学部の長および外部委員を含む全学的構成による「運
営委員会」と「教員審査委員会」を構成しており、全学的な意思決定に基づく研究拠点の展開とその継
続的発展いう明確な方向性を出すことに成功している。今後、本事業を契機として、小規模大学にお
ける若手研究者育成の先駆的なモデルとなる、多様な方向性を持つ全学的な取り組みが進展するも
のと考える。
・ PDCA サイクルの活用、ミッションステートメント達成のためのマネジメント
中間評価基準には、教員評価と同時に、メンターおよび拠点分野代表者等の意見および学外研究
者等の助言に基づく教員育成環境の評価を併せて行い、拠点運営の改善に資する仕組みを設けて
おり、またテニュア審査等においても、育成環境を勘案した業績評価を行う方向性を明確に示している
点から、拠点運営の改善を継続的に行い、ミッションステートメントを達成するマネジメント体制が構築さ
れているものと考える。
これらの審査過程において、審査委員会を構成する外部委員および外国人研究者から、テニュアト
ラック教員の自立した研究環境の維持や拠点運営に関しての評価も受けることになるが、今後さらに、
本課題の外部評価を含む、評価システムの構築を検討する予定である。
・ 若手研究者の雇用・研究費支援、波及効果、機関内外への情報発信
本課題の実施によって、自立的研究環境のもとで長期的展望に立った研究を進める強い意欲を有
し、拠点が選択した先端分野の挑戦的な内容に共感する、大変優秀な若手テニュアトラック教員を採
用することができた。本課題で整備を行った拠点の充実した研究環境と、現行の最先端研究拠点や先
端研究者との討論や共同研究、また研究手法や技術等における支援を得て、通常より速いスピードで
先進的な研究装置の立ち上げや、研究の推進が多様な形態で行われており、テニュアトラック教員が
多様な個性を発揮し、多数の論文公表や、科学研究費の獲得等の成果をあげている。また、テニュア
トラック教員の 1 名は、さきがけ研究を提案し採択されるなど、目に見える形の成果でも、通常の教員育
成に勝る成果が得られている。
これらのテニュアトラック教員の研究業績に加え、拠点が開催する国際シンポジウムや国際サイエン
スカフェを通じての研究交流や情報発信を継続的に実施し、テニュアトラック教員のマネジメント能力
や自律性をはぐくむとともに、テニュアトラック教員相互の研究交流、およびテニュアトラック教員と一般
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教員の交流と相互啓発の場、また国際サイエンスカフェを訪れる学生も含めた全学的研究交流の場と
して、他の若手研究者や学生への良い刺激ともなっている。
学内外に対して、拠点のホームページにおいても情報発信を行っている。
・ 総括責任者のリーダーシップと機関全体での機能、資金計画、補助金の有効な活用
学長の統轄の下、学術研究・産学官連携担当理事を委員長とする拠点運営委員会にて重要事項を
決定し、拠点（工学部）実施委員会にて日常的な運用を行うシステムは円滑に機能している。補助金の
運用は、主に運営委員会、実施委員会のチェックの下、工学部支援課、会計課工学部会計グループ
にて適正に処理されている。
(４) 実施期間終了までの進め方
以下に示すように、実施期間終了までに、本課題が掲げる、「山梨大学が、小規模大学の特徴と優
れた環境条件を活かした世界的研究拠点の役割を継続的に果たすために、次世代研究拠点の担い
手となる若手人材育成サイクルを構築し、人事制度の改革と世界的研究拠点のさらなる展開を図る」と
の目的、およびこれに係る個々の目標が達成されるべく、事業推進を行っていく予定である。
・ 計画期間における目標達成の見込
これまで、当初計画に沿って、「先端領域若手研究リーダー育成拠点」を学内特区として創設し、
「運営委員会」と「教員審査委員会」による運営管理、メンターや拠点分野代表者からなるテニュアトラ
ック教員育成体制および事務的支援体制を構築し、山梨大学が世界的に誇れる 4 つの課題について、
「成熟型拠点展開」と「次世代拠点創生」のそれぞれの資質に沿った国際公募によるテニュアトラック教
員の採用を行い、当初計画どおり、1 名の外国籍教員を含む 8 名の優秀な教員を採用し、独立性を確
保し、国際的な活躍を促進する若手教員育成環境の整備を既に円滑に実施し、順調な拠点運営がな
されており、今後の計画通りに、中間審査、テニュア審査を経て、テニュア准教授採用が行われるととも
に、本事業に基づく学内の多様な改革が進展し、目標は十分達成されるものと考える。
今年度には、中間評価を実施し、また 5 年度目の任期終了となる数ヶ月前に、教員審査委員会を開
催して、拠点の目的に沿って作成されたテニュア審査規程および基準によって、当該特任助教の将来
性および業績に関する評価を行い、准教授としてのテニュア取得について厳格に審査し、可否を決す
る予定である。予め設定した基準を満足する特任助教を准教授のテニュアポストに採用できるだけの
ポストは確保した。テニュア審査に先行して開催する「国際シンポジウム」においては、国際サイエンス
カフェを基盤とする世界的研究者の集うシンポジウムを開催し、特任助教には研究発表と共に世界的
研究者との研究交流の機会を与え、シンポジウムに参加した世界的研究者からの人物評価・研究評価
を、教員審査委員会の参考とするという、グローバルスタンダードに基づいた人材育成・評価システム
が構築されることが期待される。
また、研究成果が本大学の必要とするものに適合せず、かつ、研究・教育のいずれの面でも将来の
本学を背負って立つことが困難と思われるテニュアトラック教員に対しては、メンター等の意見を考慮し
つつ、当人の適正に応じた産業界等外部機関、あるいは教育専従の教育機関等での活躍の場を積極
的に斡旋する制度を終了時までに構築する予定である。
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・ 実施期間終了時における人材養成システム改革の維持・運営・発展の方策とその継続性
実施期間終了後の自主的な取組を模索する目的で、4 年度目には、自主経費で 2 名のテニュアトラ
ック特任助教を採用する準備を進めており、「山梨大学が、小規模大学の特徴と優れた環境条件を活
かした世界的研究拠点の役割を継続的に果たすために、次世代研究拠点の担い手となる若手人材育
成サイクルを構築し、人事制度の改革と世界的研究拠点のさらなる展開を図る」との目的を継続的に達
成する、人材養成システム改革の自立的維持・運営・発展のための基盤となる制度として発展させる予
定である。
更に、実施期間終了時には、医学工学総合研究部医学系学域基礎医学系講座での取り組みに加
え、他の学部、領域へのテニュアトラック制度の普及についての課題・対策・制度設計等について、先
端領域若手研究リーダー育成拠点内に設置する運営委員会にて検討する予定である。
(５) 実施期間終了後における取組の継続性・発展性
実施期間終了後も、若手教員育成のための人事制度改革を引き続き推進するための検討を、学長
の下、担当理事、各学部長等をメンバーとする組織で継続する。
独自経費による平成 24 年度採用予定テニュアトラック教員への研究費及びテニュアトラック教員が
属する予定の研究拠点（形成をめざす研究グループ）に対する資金支援を引き続き行う。また、基礎医
学系におけるテニュアトラック制度も自主経費で行うこととした。実施期間終了後の資金計画について
全学的な検討を行う予定であるが、テニュアトラック教員自身のこれまでの実績、テニュアトラック教員
が関係する各研究拠点分野への好影響を踏まえ、本課題で実施している本制度は継続、発展させる
のが妥当と判断している。
(６) その他
・ 明確な目標に基づく小規模大学の特色を活かした人事制度改革モデル構築
本課題は、地方の小規模大学が、限られた資源を有効に活かし、研究拠点としての役割を継続的に
果たすために、大学全体の意思の下に拠点とすべき研究領域・分野を選定して、テニュアトラック制に
よる若手教員を採用し、大学を挙げて自立的研究環境と支援体制を整えて、次世代若手研究者を育
成するという人事制度改革を完成し定着させるという明確な意図の下に推進しているものである。大学
における研究拠点とは、まさに研究者と学生が集まるところである。小規模大学が研究拠点の役割を果
たすことができるのは、独創的な発想に基づく研究の「種」を長期間にわたり独自に成長させ、これを世
界的先端研究の「核」に結晶化させることで、地域の中心となり、世界的人材を輩出できる優れた環境
を備えるからであり、さらに、優秀な研究者と学生が集まり、高めあうことによって、研究拠点の継続的
発展の仕組みが自然に維持されることが重要である。
本課題では、テニュアトラック教員の「テニュア像」を、山梨大学が現在世界的研究拠点となっている
研究領域の次世代の牽引役として「成熟型拠点展開」の「種」となる資質を有するテニュア准教授と、山
梨大学が先端的研究を推進している研究領域を発展させて「次世代拠点創成」の「核」となる資質を備
えたテニュア准教授の、二つの特徴的人材育成ステップに対応付けて明確化することによって、たい
へん優秀な若手研究者を採用することができ、既に業績面での成果においても、「JST さきがけ」に採
択されるなど、その効果は顕著になっている。
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・ 特徴ある複数メンター制による若手研究者の独立した研究環境の維持と改善サイクルの構築
特に、本課題では、若手教員の自立した研究環境を、「成熟型拠点展開」と「次世代拠点創成」のそ
れぞれの方向性をもって維持する仕組みとして、テニュアトラック教員ごとに、主メンター、サブメンター、
先駆者メンターを定め、複数メンターによる助言・支援の体制を構築し、これらの複数メンターからの助
言と、本課題で構築した先端領域若手研究リーダー育成拠点が、当初計画に沿って提供した研究ス
ペースおよび研究費を含む研究環境および拠点設備の導入等により、テニュアトラック教員の独立し
た研究環境のもとでの育成が順調に進んでいる。このような本課題実施の経験は、若手教員育成にお
ける研究の独立性の確保と、研究グループによる相互啓発と協働に基づく研究プロジェクト立ち上げ、
さらに大学全体として戦略的に取り組む課題の設定と拠点化推進など、大学の特徴を一層高めるため
の、多様な側面に配慮した今後の一般の教員人材育成に、その知見が活かされるものと期待される。

・ 国際サイエンスカフェによる研究支援と学内外への波及効果
本課題においては、テニュアトラック教員が、多くの先端研究者との情報交換により、国際的な研究
資質を養成し、人脈の開拓を行うための支援体制として、学内でも最高レベルの環境を有する国際サ
イエンスカフェを設置している。国際サイエンスカフェにおいては、テニュアトラック教員の自主的な運
営のもとに、国内外の著名な研究者を招聘するなどの支援を行い、テニュアトラック教員のマネジメント
能力や自律性をはぐくんでいる。さらに、テニュアトラック教員相互の研究交流、およびテニュアトラック
教員と一般教員の交流と相互啓発の場、また国際サイエンスカフェを訪れる学生も含めた全学的研究
交流の場として運営し、学内に対しても、学外に対しても、本課題における先端若手研究者育成の意
義と効果を広く広報するものとなっており、大きな効果をあげている。
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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
（１） 国際公募の実施状況と国際公募要領の概要
平成 21 年度、公募媒体に国際公募要領を掲載し、3 回（表-4～8）の国際公募を行った。平成 21 年
度に 6 名、平成 22 年度に 2 名の合計 8 名のテニュアトラック教員を採用した。今後平成 24 年度に自
主財源によるテニュアトラック教員を 2 名採用するため、現在国際公募に向けて準備を進めている。
表－4 平成 21 年度第１回目（通算第１回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究関連分野、
公募分野・部局

アジア域での流域総合水管理研究関連分野、
ナノ光電子機能創生関連分野

公募期間

平成 21 年 7 月 8 日～平成 21 年 8 月 20 日

公募媒体

山梨大学ホームページ、科学技術振興機構研究人材データベース
（JREC-IN）、各研究分野学会へのメール

公募費用

なし

表－5 平成 21 年度第 2 回目（通算第 2 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

クリーンエネルギー研究関連分野、
アジア域での流域総合水管理研究関連分野

公募期間

平成 21 年 10 月 16 日～平成 2１年 12 月 4 日

公募媒体

山梨大学ホームページ、科学技術振興機構研究人材データベース
（JREC-IN）、各研究分野学会へのメール

公募費用

なし

表－6 平成 21 年度第 3 回目（通算第 3 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

医工融合世界最先端機器開発・研究分野

公募期間

平成 21 年 11 月 11 日～平成 22 年 1 月 8 日

公募媒体

山梨大学ホームページ、科学技術振興機構研究人材データベース
（JREC-IN）、国際誌 Nature

公募費用

171,000 円
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表－7 平成 21 年度第１回目（通算第１回目）の国際公募要領の概要〔詳細は参考２-１参照〕

記載項目
大項目

小項目

公募期間（月数又は日数）
研究分野別の公募人数
応募資格

募集条件

記載内容の概要
（記載が無い項目は斜線を引いて下さい）
約 2 カ月
クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究関連分野 １名
アジア域での流域総合水管理研究関連分野 ２名
ナノ光電子機能創生関連分野 ３名
①博士の学位を取得後１０年以内の若手研究者で、各分野
の募集要件に挙げる研究推進に意欲を持つ方
②外国籍の研究者の場合は任期終了までに十分な日本語
能力を修得すること

自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募

応募者の選考・審査等の方法・プロセス等

一次審査（書類審査）、二次審査（面接・プレゼンテーション
を含む）

テニュアトラック期間中の
職務・
処遇等

テニュアトラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

テニュアトラック期間中の所属組織

山梨大学大学院医学工学総合研究部

テニュアトラック期間中の職位及び呼称

特任助教

テニュアトラック期間中の職務内容

研究教育活動
先端科学技術の開拓と同時に、科学技術の発展と普及に
貢献することを目的として、大学院生指導と、基礎的科目に
ついての授業、およびサイエンスリテラシー教育推進に携
わることを奨励します。

（研究指導認定の可否、講義の義務等を含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件

女性研究者・
外国籍研究者
等への配慮

テニュアトラックの任期

平成 26 年 3 月 31 日

テニュアトラック期間中の給与・諸手当等

年俸制
5,100,000 円～6,100,000 円

女性研究者への支援体制・内容
ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業等に対する措置（任期延長等）
外国籍研究者への支援体制・内容
外国籍研究者が応募しやすい配慮
（英文公募要領の提示を除く）

研究環境

スタートアップ資金
年間研究費
研究スペース
利用可能な共通研究機器・設備

・200 万円
・分野ごとの先端設備費
助教 1 名あたり年額 650 万円（初年度は 625 万円）を 5 年
間支給
任期中は相応の研究環境を提供

研究支援

研究発展と国際的研究交流を支援する「国際サイエンスカ
フェ」の利用

研究支援員（ポストドクター）による研究支援
技術補佐員による研究支援
事務補佐員による研究・事務支援
メンター等の配置とその選定方法

年次・
中間評価

年次評価の方法・プロセス・基準等

雇用 3 年目に審査

中間評価の時期・方法・プロセス・基準等

テニュア職への
採用

本機関テニュア職が持つべき資質・能力
ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準等

任期終了時に審査

（TT 若手からの申請の可否等を含む）

用意している職位別のテニュアポスト数
テニュア採用後の所属部局
（テニュア職としての職務内容等を含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net

その他
特記事項
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表－8 通算第２回目以降の国際公募要領改訂の有無と改訂の概要〔詳細は参考２-２～３参照〕

記載項目
大項目

小項目

（“有”の時

通算何回目から改訂したか及び
改訂後の記載内容の概要

○を記入）

（記載が無い項目は斜線を引いて下さい）

改訂有無

公募期間（月数又は日数）
研究分野別の公募人数

募集条件

○

第 3 回目
医工融合世界最先端機器開発・研究分野（機
器開発）1 名
医工融合世界最先端機器開発・研究分野（医
工融合）1 名

応募資格
自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募

女性研究者・
テニュアトラック期間中の
外国籍研究者
職務・
処遇等
等への配慮

応募者の選考・審査等の方法・プロセス等

○

第 3 回目
募集分野で第 2 希望がある場合は記入する

○

第 3 回目は平成 22 年 4 月採用のため、任期
平成 27 年 3 月 31 日まで

○

第 2 回目 公募分野名称変更
クリーンエネルギー研究関連分野

テニュアトラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

テニュアトラック期間中の所属組織
テニュアトラック期間中の職位及び呼称
テニュアトラック期間中の職務内容
（研究指導認定の可否、講義の義務等を含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件
テニュアトラックの任期
テニュアトラック期間中の給与・諸手当等
女性研究者への支援体制・内容
ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業等に対する措置（任期延長等）
外国籍研究者への支援体制・内容
外国籍研究者が応募しやすい配慮
（英文公募要領の提示を除く）

研究環境

スタートアップ資金
年間研究費
研究スペース
利用可能な共通研究機器・設備

研究支援

研究支援員（ポストドクター）による研究支援
技術補佐員による研究支援
事務補佐員による研究・事務支援
メンター等の配置とその選定方法

年次・
中間評価

年次評価の方法・プロセス・基準等
中間評価の時期・方法・プロセス・基準等

テニュア職への
採用

本機関テニュア職が持つべき資質・能力
ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準等
（TT 若手からの申請の可否等を含む）

用意している職位別のテニュアポスト数
テニュア採用後の所属部局
（テニュア職としての職務内容等を含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net

その他
特記事項
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(２) 国際公募への応募・採用状況
山梨大学のオリジナリティーを誇る分野に関するテニュアトラック教員の公募であり、資質の要求レベ
ルも比較的高く設定したことから、応募者は比較的少ない状況であったが、本課題の趣旨を理解した、
優れた応募者が集まった。特に、専門性の観点から、諸外国の研究者が応募しにくい可能性もあるた
め、現在の専門領域を募集の要件にせず、将来当該分野で活躍できる資質を求める内容として募集
しており、また相談窓口を設け応募前に研究内容の整合性などをアドバイスするなど、応募のしやすさ
に関しては十分な配慮を行った。
国内外とも、相談窓口では、各専門分野の研究領域代表者が、メール等による詳細な説明を行った
ため、実際の応募者は、かなり絞られた数となっているが、本課題の特色をよく理解した、能力の高い
若手教員を採用することができた。選考・採用に当たっては、学外研究者および外国人研究者を含み
全学的構成員からなる審査委員会を設置し、本課題の目的を十分に具体化した審査基準・手順を領
域と分野ごとに詳細かつ明確に定め、審査委員会が委嘱する作業部会による専門的評価も併せて、
慎重な審査過程を経た採用決定をしており、適正性、客観性・透明性を十分備えた選考・採用が行わ
れたものと考える。
平成 21 年度採用の国際公募、クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究については、1 回目公募
審査の面接審査にて、合格者がいなかったため、またアジア域での流域総合水管理研究については
合格者が採用を辞退したため、2 回目の公募を行った。そのため各公募分野の応募者は 2 回の総数と
なっている。 12 月に 4 名、2 月に 2 名のテニュアトラック教員を採用した。
平成 22 年度採用の医工融合世界最先端機器開発・研究分野の応募については、海外在住の研究
者からの公募が多くあった。4 月に 2 名のテニュアトラック教員を採用した。（表-9～表-11）
また、本学の工学領域は、他大学に比べて一般の女性教員が多いことで知られており、女性研究者
が応募しやすい環境であったと思われるが、実際の女性の応募は 2 件にとどまった。この女性研究者
の採用審査に関しても、応募者の目指したい方向性と拠点の目的の不整合、特に応募者の必要とす
る実験機器が本学では用意できないことから、採用に至らなかった。現在、平成 23 年秋の自主経費に
よるテニュアトラック教員公募に向けて、当該分野のテニュア像及び公募案作成、自主経費に関する
学内合意の検討に入っており、特に、これまでに採用できなかった女性研究者についても、結婚、出
産、育児などライフイベントへの対応として任用期間の延長制度などを早急に検討し、募集要項に織り
込むなどの、一層の応募しやすさに配慮した、国際公募の準備を進める予定である。
外国人研究者については、1 名以上の採用を目標とし、初回の公募においては外国籍研究者の採
用ができなかったため、2 年度目の国際公募においては、さらに国際広報の範囲を広げて Nature 誌に
も広報するなどの工夫を行い、外国からの応募者を増やし、結果として 1 名の外国籍教員を採用した。
8 人中 1 名の教員が、本学で推進するプロジェクトの研究員から採用されたが、当該教員は応募者
全体の中で突出した素養と業績を有しており、審査は適切であったと考える。採用後においても、当該
教員は着実に研究成果を発表している。
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表－9 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）

21 年度

22 年度

公募分野

応募者数

公募
人数

総数

日本国籍

外国籍

女性

1

17

13(0)

4(0)

0

2

15

11(0)

4 (0)

0

3

9

9(1)

0(0)

1

6

41

33(1)

8(0)

1

2

20

10（1）

10(0)

1

2

20

10（1）

10(0)

1

8

61

43(2)

18（0）

2

クリーンエネルギー・燃料電
池ナノ材料研究関連分野
アジア域での流域総合水管
理研究関連分野
ナノ光電子機能創生関連分
野
小計
医工融合世界最先端機器
開発・研究分野
小計
合

単位：人、 （ ）内は女性の内数

計

表－10 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
61

（2）

(0)

[70]

[30]

[3]

2

13

3

[81]

[19]

女性

18

外国籍

43

8
日本国籍

2

採用者数

女性

対象数：16
外国籍

[30]

対象数：61

日本国籍

[70]

【面接審査】
女性

(0)

【書類選考】
外国籍

(2)

審査（2）

日本国籍

18

審査（1）

女性

外国籍

日本国籍
43

単位：人、（ ）内は女性の内数

0

7

1

0

[87.5]

[12.5]

注 1：【 】内には審査の方法等を記入して下さい。
注 2：[ ]内は各段階対象者総数に対する比率（％）
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表－11 年度・分野別の選考・採用状況（自主的取組を含む）
応募者

書類審査通過

面接審査通過

外国籍

日本国籍

外国籍

女性

0

4

3

１

0

1

1

0

0

15

11

4

0

5

4

1

0

2

2

0

0

9

9

0

1

5

5

0

0

3

3

0

0

41

33

8

1

14

12

2

0

6

6

0

0

20

10

10

1

2

１

1

0

2

1

１

0

小計

20

10

10

1

2

1

1

0

2

1

1

0

計

61

43

18

2

16

13

3

0

8

7

1

0

総
数

女性

日本国籍

4

数

（平成）

女性

13

総

外国籍

17

公募分野

年度

日本国籍

採用

単位：人、（ ）内は女性の内数

総
数

クリーンエ ネルギ
ー・燃料電池ナノ
材料研究関連分
野
21 年度

アジア域での流域
総合水管理研究
関連分野
ナノ光電子機能
創生関連分野
小計
医工融合世界最

22 年度

先端機器開発・研
究分野

合

(３) 国際公募に当たっての女性研究者や外国籍研究者への配慮
公募要領については、全 3 回の公募要領内の募集内容、応募資格欄に外国籍の研究者の場合は
任期終了までに十分な日本語能力を修得すること、また提出書類については英語による申請を可能と
それぞれ記載し、日本語能力に関わらず本拠点が求める研究者像と一致した場合は、積極的に採用
をすることとした。
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
学内の各専門分野の教員 5～6 名による教員審査委員会作業部会において、応募資料の整理を行
い、コメントを添えて教員審査委員会に報告した。教員審査委員会は作業部会の報告を受け、学内委
員 8 名による第一次審査（書類審査）を行い、第一次審査合格者を決定した。第二次審査は、教員審
査委員会委員に各専門分野の教員（作業部会委員）を加えた学内委員 11～13 名、学外委員 2 名によ
る面接審査を行い、採用候補者を決定した。この採用候補者は、運営委員会において審議の後、最
終決定を行った。（表-12～表-15）
採用審査基準は、作業部会による専門性等の評価に加え、各領域、各分野として求める資質を定
め、特任助教としての資質（人物、専門性）、本学で研究に取り組みたいという意欲、拠点の展開を考
慮した研究者としての将来性を評価項目とした。
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表－12 TT 若手の選考・採用の体制（平成 21 年度：部局・研究分野等：クリーンエネルギー・燃料電池
ナノ材料研究関連分野）
選考の内容
（書類審査、
面接審査等）

選考の段階

第１次選考
最終選考

書類審査
面接審査（プレゼンテ
ーションを含む）

選考委員等の構成（人）

その他

国内

海外

1

自機関内
関係部
局
6

1

0

0

1

11

1

2

0

執行部

自機関外

表－13 TT 若手の選考・採用の体制（平成 21 年度：部局・研究分野等：アジア域での流域総合水管理
研究関連分野）
選考委員等の構成（人）
選考の内容
（書類審査、
面接審査等）

選考の段階

第１次選考
最終選考

書類審査
面接審査（プレゼンテ
ーションを含む）

自機関内

1

関係部
局
6

1

10

執行部

自機関外
その他

国内

海外

1

0

0

1

2

0

表－14 TT 若手の選考・採用の体制（平成 21 年度：部局・研究分野等：ナノ光電子機能創生研究関連
分野）
選考の内容
（書類審査、
面接審査等）

選考の段階

第 1 次選考
最終選考

書類審査
面接審査（プレゼンテ
ーションを含む）

選考委員等の構成（人）

その他

国内

海外

1

自機関内
関係部
局
6

1

0

0

1

10

1

2

0

執行部

自機関外

表－15 TT 若手の選考・採用の体制（平成 22 年度：部局・研究分野等：医工融合世界最先端機器開
発・研究分野）

選考の段階

第 1 次選考
最終選考

選考の内容
（書類審査、
面接審査等）
書類審査
面接審査（プレゼンテ
ーションを含む）

選考委員等の構成（人）

その他

国内

海外

1

自機関内
関係部
局
6

1

0

0

1

9

1

2

0

執行部

自機関外

(２) TT 若手の選考・審査に当たっての国内外の機関外第三者の役割等
機関外からは 2 名の各研究分野で活躍の先生方に学外審査委員として審査に参加して頂いた。国
内外を問わず、学会、行政機関等で幅広く活躍されている先生方であり、若手研究者の選考、育成に
ついて有益なアドバイスをいただくため、本学教員審査委員会の委員を通じて、お願いした。学外審
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査委員には面接審査（プレゼンテーションを含む）に参加していただき、具体的な研究内容、人物につ
いて、拠点形成のため必要な若手研究者を外部からの目線で審査していただいた。
(３) 採用者の状況
平成 21 年度第 1 回の国際公募にて 4 名を採用し、平成 21 年度第 2 回目の国際公募では 2 名を
採用した。
平成 21 年度第 3 回の国際公募にて 2 名の募集枠を設け、平成 22 年 4 月に 2 名採用した。内 1 名
は本学の学位授与者であり、本学のポストドクターであった。また外国籍である。（表-16）
表－16 ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）
採用人数

採用
年度

単位：人

部局等

（平成）

内訳（[ ]内は採用者総数に対する％）
自機関
学位
直前職
授与

振興調整費
で採用

自主経費
で採用

日本
国籍

外国籍

女性

4

0

4

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

6

0

6

0

0

0

0

2

0

1

1

0

1

１[50]

2

0

1

1

0

1

1[50]

8

0

7[87]

1[12]

0

1[12]

2[25]

医学工学総
合研究部
工学系学域
（第 1 回）
21 年度

医学工学総
合研究部
工学系学域
（第 2 回）
小計
医学工学総

22 年度

合研究部
工学系学域
小計
合計

(４) 女性研究者・外国籍研究者の採用目標の達成状況
提案書にあるように、本学が求めたい研究者像に適う人材であれば、「女性研究者」や「外国人研究
者」という範疇に囚われることなく採用をすることを目標としている。これまでの公募については、本拠点
が求める資質に適う人材が女性応募者に該当しなかったため、女性研究者については採用がないが、
外国人研究者については、拠点が求める研究者像と合致したため採用することとした。
これまでに採用できなかった女性教員については、現在検討中の平成 23 年秋の自主経費によるテ
ニュアトラック教員公募においては、新たな取り組み（V．1．(2) p.35 参照)を行い、一層の応募し易さに
配慮した国際公募を行う予定である。
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３．TT 若手の研究環境の整備状況
(１) TT 若手の所属・研究室等
医学工学総合研究部内に先端領域若手研究リーダー育成拠点を設置し、テニュアトラック教員 8 名
が所属している。各教員は、各研究分野に関連した、土木環境工学科、燃料電池ナノ材料センター、
電気電子工学科、クリーンエネルギー研究センターとそれぞれ連携して研究を進めている。研究室は
工業会館、B1 号館、燃料電池ナノ材料研究センターにあり、各研究分野関連学科・センターに近い場
所となっている。
(２) TT 若手へのメンター等の配置状況
メンター選考には主メンターとして、テニュアトラック教員の研究領域から離れた研究領域にて研究
をしている本学教員を採用した。これは、あえて離れた分野の教員をメンターとすることにより、研究に
関する強制的な師弟関係的スタイルを排除し、相談・助言・アドバイスをするという客観的な形を作りや
すくするためである。また、サブメンターは、直接研究指導・支援が行える、各テニュアトラック教員の研
究領域と関係のある教員を配置した。先駆者メンターは各研究分野で先駆的な研究を成し遂げている
教員を配置し、各テニュアトラック教員が拠点形成のための研究助言を受けやすいようにした。
中間評価、テニュア審査の際には、各メンターは「若手研究リーダー育成経過中間報告書」及び
「若手研究リーダー育成経過報告書」を作成し、テニュアトラック教員の育成状況を報告する。
(３) TT 若手の自立性確保の状況
テニュアトラック教員の自立性は確保されており、それぞれが独立して研究を行っている。研究テー
マや研究方法、経費の使用などもテニュアトラック教員に一任されており、自由な環境で研究に専念す
ることができている。また国際サイエンスカフェ、シンポジウム等の運営についてもテニュアトラック教員
自身が企画、運営を行うことにより自立した環境で研究生活を送ることが出来ている。
(４) 共通研究機器・設備の整備と活用状況
表-17 のとおり、平成 21 年度に国際サイエンスカフェ設備の整備、また各分野に配分した分野設備
費を使用した、分野の実験装置を整備した。
国際サイエンスカフェは研究者を招いて、講演やディスカッションを行う場として使用している。また、
異分野のテニュアトラック教員が在籍しているため分野を超えたテニュアトラック教員同士のディスカッ
ションを行う際などにも活用している。今後はさらに国際サイエンスカフェを発展させたサイエンスリテラ
シー教育を充実させていく予定である。
平成 21 年度に立ち上げとなった 3 分野については平成 21 年度に、平成 22 年度に立ち上げとなっ
た 1 分野は平成 22 年度に、分野設備費にて大型実験装置を分野ごと整備した。これらはテニュアトラ
ック教員が主に使用している。大型実験装置を初年度に導入したことで、各テニュアトラック教員の早
期研究室立ち上げに役立っている。
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表－17 ＴＴ若手の研究環境等の整備状況（自主的取組を含む）
研究環境の整備状況
工業会館、Ｂ１号館、燃料電池ナノ材料研究センターに各ＴＴ教員の居室を用意し

研究環境（所属・研究室等）

た。
所属：医学工学総合研究部 先端領域若手研究リーダー育成拠点

メンターの配置等

各ＴＴ教員に、メンター、サブメンター、先駆者メンターを配置し、研究
指導・支援をする。
なし

ポストドクター等の人的研究支援

研究

スタートアップ資金

資金

年間研究費

研究スペース

200 万円／人
650 万円／人・年 （H21 年度採用者初年度のみ 625 万円）
研究室：18 ㎡，実験室１：78 ㎡，実験室 2：52 ㎡，実験室 3：26 ㎡，実験
室 4：26 ㎡，実験室 5：18 ㎡，実験室 6：26 ㎡

共通研究機器・設備

国際サイエンスカフェ設備、各分野の大型実験装置

４．TT 若手の育成施策とその状況
(１) TT 若手の研究活動状況
表-１8 にある通り、論文発表及び口頭発表を積極的に行っている。特に各テニュアトラック教員は国
内外の多くの学会や研究会に参加し研究成果発表をしている。
また、テニュアトラック教員は積極的に競争的資金に応募している。本格的に本拠点にて研究活動
をスタートさせた平成 23 年度の科研費から、本学にて申請を行ったが、平成 23 年度は 2 名が科研費
を獲得し、現在研究活動をおこなっている。また、戦略的創造研究推進事業、さきがけに採択された教
員や、NEDO 研究分担者として研究活動を行っている教員、助成金を獲得した教員もいる。
平成 23 年度の採択率を一般教員と比較すると、若手Ｂ及び新学術ともに一般教員の採択率よりテ
ニュアトラック教員の採択率は高く、また挑戦的萌芽に応募するなど、意欲的に研究費獲得を行ってい
る。
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表－18 ＴＴ若手の研究活動実績（自主的取組を含む）
振興調整費・

自主的取組の別

TT 若手

左記論文
以外による
発表・著書等
(件)

査読付き
原著論文
(報)

口頭発表（件）

特許出願(件)

受賞（件）

21
年
度

22
年
度

23
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

ＴＴ若手：A

振

0

2

2

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｂ

振

0

5

5

0

0

1

0

8

7

0

0

0

0

2

1

ＴＴ若手：Ｃ

振

0

1

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｄ

振

0

5

0

0

1

0

2

11

6

0

0

1

0

0

0

ＴＴ若手：Ｅ

振

0

2

0

0

0

1

1

6

3

0

0

1

0

0

0

ＴＴ若手：Ｆ

振

1

0

1

0

1

0

0

2

2

0

0

1

0

0

0

ＴＴ若手：Ｇ

振

3

6

1

2

1

0

0

1

0

0

ＴＴ若手：Ｈ

振

12

1

9

5

4

3

0

0

1

0

30

15

14

9

37

26

0

4

3

1

合計

1

0

3

0

0

(２) TT 若手の教育能力の育成施策
各教員はテニュア審査後に所属する予定の部局にて、研究活動に支障がないことを前提に、テニュ
アトラック教員とメンターのとの話し合いにより、教育活動を行っている。例えば、平成 23 年度には着任
3 年目の教員に、学部授業の一部や卒論指導などを担当させている。ただし、研究指導認定は行って
いない。（表-19～表－20）
また、サイエンスリテラシー教育活動に従事することを奨励し、国際サイエンスカフェの企画、運営を
行うことで、今後教育活動の更なる発展を目指している。
表-19 TT 若手の職位別研究指導認定状況等【博士前期課程、修士課程等】
（自主的取組を含む）
TT 若手が所属またはテニュア採用後に
所属する可能性のある部局等
医学工学総合研究 教員数
部
研究指導認定済み教員数

TT 若手

単位：人

一般（テニュア）教員

准教授

講師

助教

教授

准教授

講師

助教

0
0

0
0

8
0

67
67

73
73

1
1

45
0

表-20 TT 若手の職位別研究指導認定状況等【博士後期課程、博士課程、後期３年博士課程等】
（自主的取組を含む）
TT 若手が所属またはテニュア採用後に
所属する可能性のある部局等
医学工学総合研究 教員数
部
研究指導認定済み教員数

TT 若手

単位：人

一般（テニュア）教員

准教授

講師

助教

教授

准教授

講師

助教

0
0

0
0

8
0

67
67

73
73

1
0

45
0

(３) TT 若手の国際性を涵養するための育成施策
国際サイエンスカフェ及び国際シンポジウムを定期的に開催することにより、海外の研究者との意見
交換、研究ディスカッションを積極的に行っている。また、各テニュアトラック教員には海外での学会や
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研究会に積極的に参加することを奨励し、国際性を養うための機会を与えている。
(４) 本課題で目指している「テニュア像」を TT 若手が満たすための施策の実施状況
テニュアトラック教員は、各自の独立した研究課題への取り組みとともに、山梨大学が世界に誇る分
野において現在推進しているプロジェクトに関連した共同研究を各分野の状況に応じて実施し、拠点
や最先端研究の現状の把握・分析と、拠点展開、新拠点形成に向けての計画立案能力の向上を図っ
ている。
学内外で開催されるセミナーや研究会に、テニュアトラック教員を積極的に参加させるとともに、テニ
ュアトラック教員が中心となって国際シンポジウムおよび国際サイエンスカフェにおける講演会の企画・
運営を行い、研究マネジメントを含む研究者としての能力向上を図っている。また、国際サイエンスカフ
ェを通じて異分野研究者との交流を図るために、トラック教員が参画して企画された講演会等には、教
員の専門分野にかかわらず積極的に参加し、各分野での研究に対する取り組み方、またその内容等
について広い見識を得る取り組みを実施している。また、国際サイエンスカフェにテニュアトラック教員
が集まって、研究その他幅広い交流が経常的に行われており、新しい大学の拠点のリーダーとなるべ
き素養を互いに磨いている。なお、これらの取り組みは、テニュアトラック教員のみならず、一般の若手
研究者に対しても刺激を与えるところとなっており、本事業の成果が研究部全体に広がり、さらに今後
全学的な拡大の方向性を持つものとなっていくことが期待される。
学内外の国際サイエンスカフェ活動への参加を必須とし、また学外におけるサイエンスカフェ活動へ
の参加を奨励し、科学者倫理や広い意味での科学教育に対する素養を身に着けるよう配慮している。
実際、三鷹ネットワーク大学において開催された、日本学術会議の「科学技術の智プロジェクト」と連携
したサイエンスリテラシーカフェにテニュアトラック教員が参加して、その内容や運営方法等を調査する
など、積極的な支援を行っている。
拠点研究費を有効に利用し、機関外および海外に出張し、世界的な人材の交流する研究ネットワー
クを構築するための資質を養成している。
５．機関としてのＴＴ若手支援体制
(１) 機関としての組織的な TT 若手支援体制
若手研究者支援室、工学部支援課にて、各委員会の運営支援、研究室等の管理・運営、国際サイ
エンスカフェの運営・国際シンポジウムの開催などによる研究者の研究環境整備及び研究支援を行っ
ている。
(２) TT 若手のライフイベントに対する施策
現在本拠点に在籍している 8 名のテニュアトラック教員については、ライフイベントに関する施策は特
別に設けていないが、4 年度目にあたる平成 24 年度には、本課題の発展的継続と定着を目的とする、
自主経費による 2 名のテニュアトラック教員の採用を計画しており、これまでに採用できなかった女性教
員についても、結婚、出産、育児などライフイベントへの対応として任用期間の延長制度などを早急に
検討し、募集要項に織り込むなどの、応募し易さに十分配慮した、国際公募の準備を進める予定であ
る。
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６．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）等のキャリアパス支援
(１) TT 若手へのキャリアアップ施策の実施状況
他大学にて行っている国際サイエンスカフェへの参加や、テニュアトラック教員が自ら本拠点の国際
サイエンスカフェ、国際シンポジウム等の企画、運営を行うこと、またそこでの他大学の研究者との交流
を通して、研究活動だけではなく、社会性やリーダーシップ力などのキャリアを身につけさせるようにし
ている。また、メンターによる将来の相談支援を行うことにより、キャリアアップのための助言を行ってい
る。
(２) TT 若手への救済措置（Ｓａｆｅｔｙ Ｎｅｔ）
本拠点にて行っていく研究においては、本学でテニュアを獲得しない場合でも、科学技術者として
企業や他大学からの社会的需要もきわめて高い人材となるため、テニュアトラック期間の研究を活かし
て、多方面でも活躍の期待できる人材として成長してもらいたいこと、また、教育活動にも徐々に携わっ
てもらい、大学教育、社会人教育、企業における人材教育に携わる能力を身につけることにより、研究
者とならない場合の資質を身につけてもらいたいことを、テニュア要件とともに就任時に伝えた。
現在のところ、テニュア取得にむけてほぼ順調に成長していると判断しており、個別的な具体策は検
討していないが、工学系学域全体の人事構成に余裕をもたせ、個別的な対応をある程度の期間をもっ
て行える態勢を整えている。
(３) TT 若手の研究支援員（ポストドクター）のキャリアアップ施策等
ポストドクターの採用はない。
(４) TT 若手の転出・辞職状況
転職・辞職をしたテニュアトラック教員はいない。
７．年次評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(１) TT 若手の年次評価等の体制
表－21 のとおり、最初に教員審査委員会作業部会（表－１）が、分野ごとに各テニュアトラック教員が
提出した業績評価資料により書類審査及び面談を行い、年次評価票を作成する。次に、これに基づき、
拠点長が各テニュアトラック教員と面談を行い、評価結果の伝達及びアドバイス等を行う体制をとって
いる。
表－21 TT 若手の年次評価の体制
評価の内容
（書類評価、
面接評価等）
年次評価－１
年次評価－２

書類審査及び面談
面接

評価委員等の構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

0
0

20
1

0
0

0
0

0
0
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(２) TT 若手の年次評価の基準・方法
平成 21 年度については、就任して 4 カ月しかたっていなかったために年次評価は行わず、22 年度
にまとめて 8 名全員について行った。評価基準は中間審査基準テニュア審査基準を参照し、教員審査
委員会作業部会にて、業績評価等の書式を決定して 23 年 4 月にテニュアトラック教員からの報告を求
め、5 月に評価委員が評価を行った。それに基づき、拠点長が面談により評価を伝え、併せて今後の
活動へのアドバイスを行った。その後、育成環境の改善については大きな問題は見出されていないが、
自主経費でのテニュアトラック教員採用にむけて、拠点実施委員会にて検討している。
(３) 年次評価におけるメンター、アドバイザー等の関与状況
国際シンポジウムにおいてテニュアトラック教員に対する外部評価を実施した。外部評価者のコメン
トは、年次評価時に反映させた。また、面談は当該の作業部会委員およびメンターを構成員として実施
し、先端領域若手研究リーダー育成状況を把握し評価するために、トラック教員からの研究展開経過
および拠点展開計画に関する報告、質疑応答およびトラック教員育成環境に係る意見交換を行った。
(４) TT 若手の年次評価結果
平成 22 年度末の業績評価では、1 名が 5 点（5～1 の 5 段階評価）、その他の 7 名は 4 点と、いずれ
も順調に研究業績をあげ、リーダーの素養が育成されているという結果となった（表－22）。各テニュア
トラック教員が拠点長と面談し、研究生活におけるアドバイスも受けられる良い機会となっている。

表－22 ＴＴ若手の年次評価結果（自主的取組を含む）

ＴＴ若手：Ｂ
ＴＴ若手：C
ＴＴ若手：D
ＴＴ若手：E
ＴＴ若手：F

職名

特任助教
特任助教
特任助教
特任助教
特任助教
特任助教

振興調整費・

ＴＴ若手：A

ＴＴ若手の

自主的取組の別

ＴＴ若手

平成 21 年度

結果

年次評価後の
指導内容等

振

平成 22 年度

結果

4

振

5

振

4

振

4

振

4

振

4
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年次評価後の
指導内容等
作業部会の評価に基づいて、実
施責任者が面談し助言した。
作業部会の評価に基づいて、実
施責任者が面談し助言した。
作業部会の評価に基づいて、実
施責任者が面談し助言した。
作業部会の評価に基づいて、実
施責任者が面談し助言した。
作業部会の評価に基づいて、実
施責任者が面談し助言した。
作業部会の評価に基づいて、実
施責任者が面談し助言した。

ＴＴ若手：G

特任助教

振

採用 2 年目より正式な年次評価
を行うが、本年度もこれに準じて

4

作業部会の評価に基づいて、実
施責任者が面談し助言した。

ＴＴ若手:H

特任助教

振

採用 2 年目より正式な年次評価
を行うが、本年度もこれに準じて

4

作業部会の評価に基づいて、実
施責任者が面談し助言した。

８．中間評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(１) TT 若手の中間評価の体制
評価の体制は、表－23 のとおりメンター、学外有識者、教員審査作業部会にて、教員審査委員会に
挙げる書類を平成 23 年度末までに作成する。それぞれ作成した書類に基づいて、教員審査員会がテ
ニュアトラック教員に対して面接を行う。
表－23 TT 若手の中間評価の体制

評価の段階

評価の内容
（書類評価、
面接評価等）

評価委員等の構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

第１次段階

書類審査

0

20

0

0

0

第２次段階

面接

１

6

1

2

0

(２) TT 若手の中間評価の基準・方法及び策定方法
評価は、表－24 のとおり、トラック教員の提出する「研究展開経過中間報告書」「拠点展開計画趣意
書」、メンターが提出する「若手研究リーダー育成経過中間報告書」、学外有識者の「外部評価書」に
基づき、教員審査作業部会が作成する、「研究計画の実施状況中間報告書」、「拠点における業績中
間報告書」、および教員審査作業部会がコメントとして添える「若手研究リーダー育成拠点への提案
書」を基に、教員審査委員会にて面接を行う。
表－24 TT 若手の中間評価の評価基準・方法等
評価基準
評価項目「若手研究リーダー育成状況」及び「若手研究リーダー育成環境」について、評価項目ごとに
5 段階の総合評価を行う。
「若手研究リーダー育成状況」のキーワードと点数
１. 5 点 拠点展開リーダーの素養が順調に育成されている。
2.

4 点 拠点展開に貢献する素養が順調に育成されている。

3.

3 点 本学教員として活躍する素養が順調に育成されている。

4． 2 点 研究展開方法の改善が必要である。
46

5． 1 点 研究展開方法の見直しが必要である。
「若手研究リーダー育成環境」のキーワードと点数
１. 5 点 拠点展開リーダー育成に相応しい環境が提供されている。
2.

4 点 拠点展開に貢献する研究者育成に相応しい環境が提供されている。

3.

3 点 本学教員の育成に相応しい環境が提供されている。

4． 2 点 研究環境の改善が必要である。
5． 1 点 研究環境の見直しが必要である。
評価結果を集計し、原則として、評価点の審査委員全体の平均点が３点に満たなかった場合には、審
査委員会が判断理由の説明書と改善提案書を作成し、拠点およびトラック教員への改善の提言を行う。
評価方法
評価は、トラック教員の提出する「研究展開経過中間報告書」「拠点展開計画趣意書」、メンターが提
出する「若手研究リーダー育成経過中間報告書」、学外有識者の「外部評価書」、に基づき、教員審査
作業部会が作成する、「研究計画の実施状況中間報告書」（研究環境評価中間報告書、若手研究リー
ダー育成状況中間報告書、外部中間評価資料の３部より構成）、および「拠点における業績中間報告
書」、および教員審査作業部会がコメントとして添える「若手研究リーダー育成拠点への提案書」（トラック
教員への専門的アドバイスをまとめた「研究展開提案書」および育成拠点に対する提案である「研究環
境改善提案書」を含む）と、トラック教員の面接に基づいて行う。
中間評価の実施（予定）年月日

平成 24 年 2 月

研究活動業績の項目
研究業績リスト(査読有学術論文，解説・総説，著書，国際・国内会議（口頭ポスター発表の区別），特
許など)，外部研究資金の獲得状況（科学研究費，共同研究，受託研究など），社会貢献等その他の業
績，賞罰

(３) 中間評価の体制・基準・方法等の TT 若手への周知時期・方法
平成 22 年 7 月 21 日に中間評価の詳細についての説明会を行った。拠点長より、中間評価の具体
的な評価項目・評価基準などをＴＴ教員に提示し、説明をした。
(４) 中間評価におけるメンター、アドバイザー等の関与状況
メンターは中間評価用資料として、各テニュアトラック教員に対して、「若手研究リーダー育成経過中
間報告書」を作成し、教員審査委員会作業部会に提出する。また学外有識者にはテニュアトラック教員
に対する「外部評価書」を作成して教員審査委員会作業部会に提出することにより、教員審査用中間
評価書類作成の際に参考とする。

(５) TT 若手の中間評価結果
中間評価はまだ行っていない。本課題の 3 年度目にあたる平成 23 年度に実施予定である。
評価結果に基づいて、拠点長がテニュアトラック教員と面談を行い、テニュアトラック教員への指導と
ともに、テニュアトラック教員からの申し立ての聴取等を行い、育成環境の改善および拠点運営の改善
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に反映させる。
審査の結果と、評価の過程で教員審査作業部会がコメントとして添える「若手研究リーダー育成拠点
への提案書」（トラック教員への専門的アドバイスをまとめた「研究展開提案書」および育成拠点に対す
る提案である「研究環境改善提案書」を含む）に基づいて、テニュアトラック教員への指導と、テニュアト
ラック教員育成環境を含む拠点運営及び支援体制へのフィードバックを行う。
９．テニュア審査の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(１) TT 若手のテニュア審査の体制（予定を含む）
表－25 のとおり、トラック教員、メンター、学外有識者が作成した書類に基づき、教員審査作業部会
が作成する「研究計画の実施状況報告書」および「拠点における業績報告書」、および教員審査作業
部会がコメントとして添える「若手研究者進路提案書」と、トラック教員の面接に基づいて、教員審査委
員会にて審査を行う。
表－25 TT 若手のテニュア審査の体制（予定を含む）
審査の内容
（書類審査、
面接審査等）

審査の段階

審査委員等の構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

第 1 次審査

書類審査

0

20

0

0

0

第 2 次審査

面接審査

1

6

1

2

0

(２) TT 若手に対するテニュア審査の基準・方法及び策定方法（案の段階を含む）
審査基準は、表－26 のとおり教員審査員会を経て運営委員会にて了承され策定された。また、具体
的な審査項目は、各教員審査委員会作業部会にて作成し、教員審査員会及び運営委員会にて了承
され策定された。
審査基準は、研究分野ごとに定められた審査項目に基づいて定め、業績評価は業績評価基準によ
って行う。
審査は、トラック教員の提出する「研究展開経過報告書」「拠点展開計画提案書」「自己評価書」、メ
ンターが提出する「若手研究リーダー育成経過報告書」、学外有識者の「外部評価書」に基づき、教員
審査作業部会が作成する、「研究計画の実施状況報告書」（研究環境評価報告書、若手研究リーダー
育成状況報告書、外部評価資料の３部より構成）、および「拠点における業績報告書」、および教員審
査作業部会がコメントとして添える「若手研究者進路提案書」と、トラック教員の面接に基づいて行う。
表－26 TT 若手のテニュア審査の基準・方法等（案を含む）
審査基準
審査項目ごとに策定された 5 段階の評価キーワードに基づき、最高を 5 点、最低を１点とする整数の評
価点を付ける。
総合評価キーワードと点数は、
５．拠点展開リーダーとしての活躍が期待される。
48

４．拠点展開への貢献が期待される。
３．本学教員としての活躍が期待される。
２．外部機関で活躍することが望ましい。
１．外部機関で活躍すべきである。
審査結果を集計し、これに基づいて審議を行い、審査規定に基づいて投票を行い、出席した審査委
員の過半数以上が可と判断した場合に、テニュア審査合格となる。
審査方法
審査は、トラック教員の提出する「研究展開経過報告書」「拠点展開計画提案書」「自己評価書」、メンタ
ーが提出する「若手研究リーダー育成経過報告書」、学外有識者の「外部評価書」に基づき、教員審査
作業部会が作成する、「研究計画の実施状況報告書」（研究環境評価報告書、若手研究リーダー育成状
況報告書、外部評価資料の３部より構成）、および「拠点における業績報告書」、および教員審査作業部
会がコメントとして添える「若手研究者進路提案書」と、トラック教員の面接に基づいて行う。
テニュア審査の実施（予定）年月日

平成 26 年 2 月及び平成 27 年 2 月

研究活動業績の項目
研究業績リスト(査読有学術論文，解説・総説，著書，国際・国内会議（口頭ポスター発表の区別），特
許など)，外部研究資金の獲得状況（科学研究費，共同研究，受託研究など），社会貢献等その他の業
績，賞罰

(３) テニュア審査の基準・方法等及び用意した職位別テニュアポスト数の TT 若手への周知時期・方法
（予定を含む）
テニュア審査基準及び評価票については、各テニュアトラック教員の着任時に、提示し拠点長から
説明を行った。平成 22 年度年次評価に関する拠点長による面談（平成 23 年 6 月 28 日）において、テ
ニュアポストの見通しを説明し、テニュアトラック教員の意向聴取を行った。
(４) テニュア審査におけるメンター、アドバイザー等の関与状況（予定を含む）
メンターはテニュア審査用資料として、各テニュアトラック教員に対して、「若手研究リーダー育成経
過報告書」を作成し、教員審査委員会作業部会に提出する。また学外有識者にはテニュアトラック教員
に対する「外部評価書」を作成して教員審査委員会作業部会に提出することにより、教員審査用テニュ
ア審査書類作成の際に参考とする。
(５) 既に自機関のテニュア職に採用した TT 若手の状況
テニュア職に採用した教員はいない。
10．テニュアポストの準備状況
テニュアポストは表－27 のとおり 100％確保しており、土木環境工学科、クリーンエネルギー研究セ
ンター、燃料電池ナノ材料研究センター、電気電子システム工学科にそれぞれの准教授職を用意して
いる。
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表－27 現時点でのテニュアポストの準備状況（自主的取組を含む）
実施期間中に採用を予定している TT 若手数（人） 【Ａ】
職位
振興調整費
自主経費
助教
8
2
講師
0
0
准教授
0
0
教授
0
0
実施期間終了時に用意する職位別テニュアポスト数 【Ｂ】
職位
自主経費
助教
0
講師
0
准教授
10
教授
0

テニュア率(％)
【Ｂの合計／Ａの合計】

100％

11．機関の人材流動性への配慮
工学系学域内の学科間の担当教員交流を推奨し、学域主任会議に提案できることを盛り込んだ人
事に関する内規を、現在、学域主任会議で検討中であり、２４年から施行する予定である。

12．人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
学部改組にあわせて、工学系学域の人事審査委員会の在り方、内規等を全面的に検討中であり 24
年度より実施予定である。人事に関する内規は、法人化後、何度も改訂を重ねてきたところであり、テ
ニュアトラック制度の成果を反映させた見直し（Check and Do）を引き続き検討する。

13．本課題に関する情報発信・アウトリーチ活動等の状況とその波及効果
国際サイエンスカフェや国際シンポジウムを定期的に行い、そのイベント情報を拠点ホームページ、
山梨大学ホームページに掲載し、学内外に情報を発信している。また国際シンポジウムに関しては地
元紙に掲載され、拠点でのテニュアトラック教員の活動を広く周知することが出来ている。（表－28）
学内に対しては、工学学域における人事制度改革に係る会議等において、本課題に関する説明と
広報を継続して行うとともに、全学的には、国際サイエンスカフェを、テニュアトラック教員と一般教員の
交流と相互啓発の場、学生も含めた全学的研究交流の場として運営し、本課題における先端若手研
究者育成の意義と効果を広報し、効果をあげている。
表－28 情報発信・アウトリーチ活動等の開催件数（自主的取組を含む）

単位：件

年度

イベント

広報活動

マスコミ報道

その他

21 年度

2

2

0

0

22 年度

8

8

1

0

23 年度

0

0

0

0

(１) 構成員への説明状況
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工学系学域主任会議にて、先端領域若手研究リーダー育成拠点の概要や実施について、説明を
行ってきた。平成 21 年 7 月 16 日には、工学系教員全員を対象に説明会を実施し、拠点長より、拠点
概要、運営組織である委員会などの実施体制、特任助教の採用予定などについて説明を行った。
テニュア取得後のポスト及び自主経費で採用するポスト枠について 22 年以降現在に至るまで工学
系学域主任会議にて検討を重ねている。併せて、テニュアトラック教員の活動状況についても報告して
いる。
テニュアトラック教員は、それぞれの研究成果を、表－３に挙げた連携研究グループとの密接な研究
交流の中で発表しており、さらに学内者が参加できる国際シンポジウムを通じて発信する機会を既に
得た。今後は国際サイエンスカフェにおいても成果発表を活発に行い、本課題の目指すテニュアトラッ
ク制の意義の伝達も含めた、一般教職員への広報活動を行う予定である。
(２) 構成員へのアンケート調査等による周知状況
工学系学域主任会議を通じて、テニュアトラック人事制度について学科等に諮りつつ継続的に検討
を重ねている。
(３) 機関内外への波及効果等
本学ホームページにおいて、拠点の趣旨、活動内容を公開している。また、国際サイエンスカフェに
おける、国内外の著名研究者招聘により、招聘者を通じての本課題の特徴的若手人材養成の制度を
広報することもできており、さらにテニュアトラック教員と一般教員の交流と相互啓発や、学生も含めた
全学的研究交流により、学内に対しても、学外に対しても、本課題における先端若手研究者育成の意
義と効果を広く広報し、効果をあげている。特に国際シンポジウム開催に関しては、若手研究者が山梨
大学にて国際シンポジウムを行ったことについて、山梨日日新聞に記事として掲載された。
14．資金活用実績及び実施期間終了までの資金計画
計画通り、4 年目からの自主経費については、全学と工学系学域において現在検討中である。（表
－29）
表－29 資金活用実績及び実施期間終了までの資金計画
振興調整費（百万円）
１２．７ (TT 若手：６名
その他：１名)

自主経費（百万円）
０ (TT 若手：０名
その他：０名)

研究費

９１．８

５．３

その他の経費

３４．４

１８．８

人件費

５６.2 (TT 若手：８名
その他：１名)

０ (TT 若手：０名
その他：０名)

研究費

７４．６

４．８

その他の経費

４２．０

２．１

人件費
１年目
（21 年度）

２年目
（22 年度）

51

人件費

５８．０ (TT 若手：８名
その他：２名)

０ (TT 若手：０名
その他：０名)

研究費

５２．０

０

その他の経費

１４．１

０

人件費

６１．９ (TT 若手：８名
その他：０名)

３５．０ (TT 若手：２名
その他：０名)

研究費

７２．０

１５．０

その他の経費

２９．６

０

人件費

６３．９ (TT 若手：８名
その他：０名)

３６．０ (TT 若手：２名
その他：０名)

研究費

５２．０

１３．０

その他の経費

２５．７

０

３年目
（23 年度）

４年目
（24 年度）

５年目
(25 年度)

注１) 平成 21 年度は決算額、平成 22 年度は執行額、平成 23 年度は予算額、平成 24 年
度、平成 25 年度は「Ⅱ．所要経費」に示した額を記入して下さい。
注２) 年度途中転出・辞職等による補充者は人数に追加しないで下さい。

15．総括責任者のリーダーシップ
（１）国際公募
総括責任者である山梨大学長と運営委員会委員長がリーダーシップをとって、拠点の戦略目標を含
む募集要項の英文化を行い、国際公募による多様な若手研究者採用となるように配慮した。
（２）選考・採用審査
総括責任者は、運営委員会を通じて、外国籍及び女性研究者を含む、多様な若手研究者の採用に
配慮した拠点の目的を達成するための資質を十分兼ね備えた若手研究者採用を行うことを指示し、外
部審査委員を含む審査を経て、テニュアトラック制による若手教員の選考・採用審査を行った。審査の
各段階において、総括責任者は、審査委員会、運営委員会を通じて応募状況や選考状況を把握しつ
つ、審査規定等に沿って円滑な審査を実施し、初年度には 6 名、2 年度目に 2 名の総計 8 名の若手
教員を採用した。また、今後自主経費にて採用予定のテニュアトラック教員の応募について、これまで
に採用できなかった女性研究者の応募増加に対する対策を検討し、それを募集要項に織り込むなど
の、一層の応募しやすさに配慮した国際公募の準備を進めるよう指示を行った。

（３）ＴＴ若手の研究環境の整備
総括責任者は、当初計画に沿って、若手研究者が５年の間研究及び自己研鑽に集中できる独立し
た環境を提供するために、スタートアップ資金（200 万円）、研究費（年額約 650 万円/1 人あたり）、研究
スペース（１人あたり平均 46.5 ㎡）を配分し、さらに最先端研究機器（拠点設備費各分野あたり 1600 万
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円）を配備した。特に、総括責任者は、本制度と併せて、学内全体の研究スペース（学長裁量スペー
ス）配分に関する総合的な管理を行い、戦略的運用を図っている。
（４）ＴＴ若手の育成施策
総括責任者のリーダーシップの下に、戦略目標に適った分野代表者、およびそれぞれ異なる役割を
持つ複数のメンターを選定し、自立性の保証と支援を行う体制を確立した。併せて国際サイエンスカフ
ェ等の整備を行い、テニュアトラック教員相互および学内外の有識者との交流を図るとともに、国際シン
ポジウムを開催して若手教員の国際的活躍の基盤となる施策を実施した。
（５）機関としてのＴＴ若手支援
総括責任者のリーダーシップの下に、若手研究者支援室、工学部支援課におけるテニュアトラック
若手教員の支援体制を構築し、各委員会の運営支援、研究室等の管理・運営、国際サイエンスカフェ
の運営・国際シンポジウムの開催などによる研究者の研究環境整備及び研究支援を行っている。
（６）ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）等のキャリアパス支援
総括責任者は、若手教員に対して、学外の国際サイエンスカフェへの参加や、本拠点の国際サイエ
ンスカフェ、国際シンポジウム等の自主的な企画・運営を行うなど、自主的な活動を奨励し、多様な研
究者との交流を通して、研究活動だけではなく、社会性やリーダーシップ力などのキャリアを身につけ
させるようにしている。また、メンター制度の円滑な運用に配慮し、キャリアアップのための助言を行って
いる。
（７）年次評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
総括責任者は、運営委員会、教員審査委員会を通じて定めた拠点運営規定に基づき、拠点長を中
心する年次評価体制を確立し、国際シンポジウム等を通じての外部有識者の意見と、メンターによるア
ドバイス、および専門的内容を評価できる作業部会を中心とする評価によって、テニュアトラック制によ
る若手教員育成の促進と、研究支援体制および拠点運営体制の改善を図っている。
（８）中間評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
総括責任者は、運営委員会および教員審査委員会を通じて定めた、拠点運営規程および中間評
価基準に基づき、平成 23 年度内に中間評価を実施する。評価は、①トラック教員の提出する「研究展
開経過中間報告書」及び「拠点展開計画趣意書」、②メンターが提出する「若手研究リーダー育成経
過中間報告書」、③学外有識者の「外部評価書」に基づき教員審査作業部会が作成する「研究計画の
実施状況中間報告書」及び「拠点における業績中間報告書」、④教員審査作業部会がコメントとして添
える「若手研究リーダー育成拠点への提案書」により、教員審査委員会にて面接を行う制度としている。
また、メンター、学外有識者の意見を反映し、当初計画に基づいて、拠点展開に向けた本制度の目的
が十分達成される中間評価体制としている。中間評価時において、既に優れた資質を実証しうる若手
教員が、「拠点展開計画趣意書」に代えて「拠点展開計画書」を提出した場合には、メンター等の助言
に基づいて、テニュア審査規程および手順に基づく前倒しテニュア審査を行う制度も設けている。
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（９）テニュア審査の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
総括責任者は、運営委員会および教員審査委員会を通じて定めた、拠点運営規程およびテニュア
審査基準に基づき、テニュア期間終了年度にテニュア審査を実施する。評価は、①トラック教員の提出
する「研究展開経過報告書」、「拠点展開計画提案書」及び「自己評価書」、②メンターが提出する「若
手研究リーダー育成経過報告書」、③学外有識者の「外部評価書」に基づき教員審査作業部会が作
成する「研究計画の実施状況報告書」（研究環境評価報告書、若手研究リーダー育成状況報告書、外
部評価資料の 3 部より構成）、および「拠点における業績報告書」、④教員審査作業部会がコメントとし
て添える「若手研究者進路提案書」と、トラック教員の面接に基づいて、教員審査委員会にて審査を行
う制度を構築している。メンター、学外有識者の意見を反映し、当初計画に基づいて、拠点展開に向け
た本制度の目的が十分達成されるテニュア審査体制としている。
(10)テニュアポストの準備
テニュアポストは、総括責任者のリーダーシップの下に、100％確保しており、医学工学総合研究部
教員が併任する、土木環境工学科、クリーンエネルギー研究センター、燃料電池ナノ材料研究センタ
ー、電気電子システム工学科にそれぞれの准教授職を用意している。
(11)機関の人材流動性への配慮
総括責任者のリーダーシップの下に、機関全体の人材流動性に配慮した、任期の導入などに取り組
んでいる。医学工学総合研究部工学系学域内においては、学科間の担当教員交流を推奨し、学域主
任会議に提案できることを盛り込んだ人事に関する内規を作成中である。医学工学総合研究部医学
系学域基礎医学系講座では、平成 23 年度から新たに採用予定の助教から、テニュアトラック（新任期）
制を導入することを決定した。
(12)人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
テニュアトラック制度を活用した人材養成システムは、テニュアトラック教員の優れた研究成果及び年
次評価の結果によっても証明できるとおり、順調な成果を上げている。これを受け、平成 23 年度から新
たに医学工学総合研究部医学系学域基礎系医学講座にテニュアトラック（新任期）制を導入することと
した。今後は、制度の定着と全学的な導入に向けて検討を行う。
(13)本課題に関する情報発信・アウトリーチ活動等の状況とその波及効果
総括責任者のリーダーシップの下に構築した、若手研究者支援室、工学部支援課におけるテニュア
トラック若手教員の支援体制により、国際サイエンスカフェや国際シンポジウムを定期的に行い、イベン
ト情報を拠点ホームページ、山梨大学ホームページに掲載し、学内外に情報発信を行っている。特に、
国際シンポジウムに関しては地元紙に掲載され、拠点でのテニュアトラック教員の活動を広く周知する
ことができた。
(14)資金活用実績及び実施期間終了までの資金計画
総括責任者のリーダーシップの下に、当初計画に沿った資金活用実績を上げており、今後も改善を図り
ながら、目標達成に向けて計画通り実施する予定である。さらに盛り込んだ 4 年目からの自主経費につい
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ても、全学および工学系学域において検討を行っている。採用を現在の教員定員の枠内で行う。また、
研究経費については、法人化後実施している学内戦略的プロジェクト経費の枠に新たにテニュアトラック
枠を設ける方向で検討する。
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Ⅵ．今後の人材養成システム改革の計画
１．実施期間終了時の達成目標
① 実施期間終了後の自主的な取組を模索する目的で、4 年度目には、自主経費で 2 名のテニュア・
トラックポスト特任助教を採用する。
② 5 年度目の任期終了となる数ヶ月前に、教員審査委員会を開催して、当該特任助教の業績に関し
て明確な基準に基づき評価を行い、准教授としてのテニュア取得について厳格に審査し、可否を決
する。教員審査委員会には学外者を 1 名以上含め、審査の透明性を確保する。予め設定した基準
を満足する特任助教を准教授のテニュアポストに採用できるだけのポストは、実施期間終了後５年間
の定年退職予定教員数とその専門分野を考慮すると、十分に確保可能である。なお、この審査に先
行して開催する「国際シンポジウム」は、国際サイエンスカフェを基盤とする世界的研究者の集うシン
ポジウム（2 名を招聘予定）とし、特任助教には研究発表と共に世界的研究者との研究交流の機会を
与え、シンポジウムに参加した世界的研究者からの人物評価・研究評価を、教員審査委員会の参考
とするという、グローバルスタンダードに基づいた人材育成・評価システムを 4 年度目終了時点まで
に構築する。
③ 研究成果が本大学の必要とするものに適合せず、かつ、研究・教育のいずれの面でも将来の本学
を背負って立つことが困難と思われる教員に対しては、当人の適正に応じた産業界等外部機関、あ
るいは教育専従の教育機関等での活躍の場を積極的に斡旋する制度とする。
④ 実施期間終了時に、テニュアトラック制度の全学への普及についての課題・対策・制度設計等に
ついて、先端領域若手研究リーダー育成拠点内に設置する運営委員会にて検討する。
ミッションステートメント通り、以上を実施する。
２．実施期間終了後の人材養成システム改革の構想
（１） 機関に定着することを計画しているテニュアトラック制（表－30）
【テニュアトラック制導入に向けての機関の方針】
Ⅲ.7 に記した方向でテニュアトラック制の定着方法を検討する。10 年程度の長期的な人事計画を
もって採用分野、員数を決定する仕組み作りを実施期間中に確立する。
【導入を計画しているテニュアトラック制の内容】
本プロジェクトが目指した方向に沿って、先端的な研究拠点形成にテニュアトラック制度を活かす
こととする。先端的な研究拠点としては、大学あるいは研究部附属研究センターとして組織的な運営
をすることとし、研究センター助教はテニュアトラック教員として採用し、育成する方向で検討する。そ
れに加え、新たな研究拠点形成の試みのために、テニュアトラック教員として採用する枠を用意し、
当該教員に対し、十分な研究費、研究スペースを組織的に保証する。可能な員数、経費を終了時ま
でに決定する。また、研究センターの人事方針（内規）をそれまでに検討する。
【導入を計画しているテニュアトラック制の適用範囲（適用する部局等）】
前項で述べたように、工学系の附属研究センター助教定員に対してテニュアトラック制度を導入
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する。また、拠点形成を目指す研究グループからの提案があった場合について、工学系学域の助教
定員の枠内でテニュアトラック教員として採用する。その場合の、経費は全学的経費から拠出する。
【導入を計画しているテニュアトラック制の適用規模（機関全体での適用人数等）】
現在設置されている附属研究センターの助教定員を新規募集からテニュアトラック制度に切り替
えていくこととする。したがって、移行期間は相当長期になると想定される。
【テニュアトラック制導入に向けた今後の課題】
テニュア取得が困難になった教員が、その後の人生において、持てる能力を発揮できるようにする
ことが重要と考えられる。そのためには、新しい職場探しにおいてメンターが協力するとともに、本学
の人事システムのなかで、たとえば、教育エフォートが相対的に高い職種を設けそのような待遇のも
とに本学において引き続き活躍してもらうなどの人事システムの検討を行う予定である。テニュアトラ
ック教員が長期的展望をもってスケールの大きな仕事を成し遂げるためには、大学としてもそのよう
な safety-net を設けておく必要があると考える。
表－30 実施期間終了後に計画しているテニュアトラック制

テニュアトラッ
ク導入予定部局

大学院医学工学
総合研究部
機関合計

Ａ：年度平均
新規採用人数
(准教授以下)
（人）

Ｂ：テニュアト

Ｂ／Ａ

ラック教員新規

テニュアトラッ

採用計画

ク教員率

（年度平均，人）

（％）

資金計画

人件費：部局定員
6

0.4

7

研究費：大学経費と部
局経費の折半

6

0.4

7

(２) 実施期間終了後の人事制度
若手教員は、相対的に教育よりも研究エフォートを高くすることが望ましく、必要な研究費を支給し、
独創的で質の高い成果をあげられるよう人材養成システムの工夫を継続的に行う。
テニュアトラック教員の活躍を通じて、本学の重点的な研究分野（研究拠点）を創成し、継続的に運
営していくことは必要なことであるが、一方、テニュア取得後の教員は、教育における貢献も期待される
ため、テニュアトラック採用時においては、どのような分野の講義、実習をどの学科、専攻の学生に対し
て担当してもらうかを想定した長期的な人材養成の構想を描いておく必要もある。
また、低学年の学士教育や卒論、修論指導に若手の教員が携わることは学生の教育の活性化のた
めに必要なことであり、そのためには、助教のすべてにエフォート 100％に近い研究エフォートを認める
わけにはいかない。したがって、エフォート配分の意味において、本プログラム型のテニュアトラック教
員と従来型の助教の両方のタイプの助教が併存することは必要である。
したがって、次項で具体的に述べるように相対的に研究エフォートが高い助教枠にテニュアトラック
制度を採用する。テニュアトラック教員数は、本課題での教員数（１０名）程度を軸に検討する。この数
は、工学系研究センター（クリーンエネルギー研究センター、クリスタル科学研究センター、国際流域環
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境研究センター）の助教定員に５名程度を加えた数である。研究センター助教のすべてと工学系学域
の助教５名程度をテニュアトラック教員枠に割り当てる方向で検討する。最終的には、テニュアトラック
教員と従来型助教とのパフォーマンスを比較、チェックして方針を決定する。（表－3１）
(３) 実施期間終了後の人材養成システム改革の方向性
（１）で述べたように、先端的研究拠点育成にテニュアトラック制度を活用することとし、教育システム
に必要な助教の役割とを勘案してその定員配分を、実施状況を見ながら適切に配分する。
拠点運営委員会等で原案を作成し、教育研究評議会等において審議する。
(４) 実施期間終了後の人材養成システム改革推進における課題
分野ごとに人事慣行、研究スタイル（研究グループ組織の在り方など）が異なり、助教に求められる
役割が異なる。したがって、全学展開にあたってどの分野、組織に対して共通システムとしてテニュアト
ラック制度を適用するかは慎重に検討する必要がある。共通化ができれば、その枠を学長裁量定員と
して拠点形成に活用することも考えられる。
３．実施期間終了後の資金計画
実施期間終了後には表－3１のとおり人件費及び研究費の確保が必要である。運営費交付金を充
てることを想定しているが、大学全体の長期的な経営判断を踏まえ今後検討することとする。
表－31 実施期間終了後の資金計画

６年目
（26 年度）

７年目
(27 年度)
８～15 年
目
（28～
35 年度）

運営費交付金(百万円)

その他(百万円)

人件費

26

0

研究費

19

0

その他の経費

0

0

人件費

27

0

研究費

12

0

その他の経費

2

0

人件費

218

0

研究費

96

0

その他の経費

6

0

４．実施期間終了後の継続性に関する機関の長のコミットメント
機関の長は、全学の人事体制のなかで、どの分野に対してどの程度の員数でテニュアトラック制度
を導入するかに関して、分野の特質、それぞれの組織のパフォーマンスをチェックして、全体の判断を
下すとともに、その活動状況をつねにチェックし必要な見直しを行うことに責任をもつ。
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また、テニュアトラック教員及び拠点に対して行う資金援助ついて、大学全体の長期的な経営判断と
して、その額の決定に責任をもつ。
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参考１ 「中期目標・中期計画」等における“若手研究者の採用・育成”、“テニュアトラック制の導入”、“機
関の人材養成システム改革（人事システム改革等）”等に関連する記載状況
○ 第二期中期目標期間の重点目標 ＜中期目標＞
本学は、「地域の知の拠点」として、地域の産業・文化・教育・医療の中核を担うことのできる、高い知
的能力と道徳意識を持った高度専門職業人の養成を重要な使命とする。この使命を達成するために、
これまでの研究成果を基に高度な研究を推進するとともに、先端領域の世界的研究拠点を形成し、こ
れらから得られた成果を広く社会に提供する。また、これら高度な研究を推進する過程で、優れた課題
探求能力と応用力を持った国際的に活躍できる人材を養成する。
○ 研究水準及び研究の成果等に関する目標 ＜中期目標＞
・ 世界水準の研究成果を上げ、新産業の創出、先端医療の推進に努める。
◇ 研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 ＜中期計画＞
22. 燃料電池、ナノ光電子、有機エレクトロニクス、先端計測、グリア細胞などの最先端研究に、一層
取り組む。
23. 若手研究者の自立的研究環境整備促進事業などにより、先端領域の若手研究リーダーを養成し、
世界的研究拠点の形成に取り組む。
24. 流域を総合した水管理研究をさらに進め、海外機関とも共同した水災害防止対策に取り組む。
○ 研究実施体制等に関する目標 ＜中期目標＞
・ テニュアトラック制度を導入して若手研究リーダー育成システムを確立し、世界的研究拠点を形成
する。
◇ 研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置 ＜中期計画＞
31. 「先端領域若手研究リーダー育成拠点」を形成して、任期付の特任助教 10 名を確保し、十分な
研究費、研究スペースの提供を行うなど手厚い支援によって、本学に最先端領域研究拠点を創出・
発展させることのできる人材を育成する。
○ 多様な教職員の活躍の促進に関する目標 ＜中期目標＞
・ 女性・外国人・若手の教員の能力を一層活かせるよう、採用・昇進などにおける取組を進めるととも
に、女性教職員の働きやすい条件の整備に努める。
◇ 多様な教職員の活躍の促進に関する目標を達成するための措置 ＜中期計画＞
56. 教員の採用・昇任において、性別、国籍、年齢にかかわらず優れた人材が活かされるよう、各学部
等で人事方針を取りまとめ、公表する。
57. 教職員が性別にかかわらず能力を活かせる職場環境や機会の整備を進める。
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参考２-1 平成 21 年度第１回目（通算第１回目）国際公募要領（和文及び英文）
(簡略版)
山梨大学特任助教公募要領
山梨大学では、新たな若手研究リーダー育成システムを確立し、世界的研究拠点の形成を目指すた
め、「先端領域若手研究リーダー育成拠点」事業を実施します。この事業では、最先端で活躍が期待され
る若手研究者（特任助教）を募集します。
採用者には、本学が世界に誇る最先端の研究領域において、研究活動を行う上で必要となる研究環
境を提供します。
本学で永く先端領域で活躍される意思を持った方を募集します。
詳細についてはホームページ http://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/をご参照下さい。
１．募集領域、募集分野、募集人数等
（１）成熟型拠点展開ステップ
クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究関連分野 特任助教１名
アジア域での流域総合水管理研究関連分野
特任助教２名
（２）次世代拠点創成ステップ
ナノ光電子機能創生関連分野（ナノエレクトロニクス系）特任助教１名
ナノ光電子機能創生関連分野（物質材料系）
特任助教１名
ナノ光電子機能創生関連分野（理論系）
特任助教１名
２．募集内容
（１）応募資格
①博士の学位を取得後10年以内の若手研究者
②外国籍の研究者の場合は任期終了までに十分な日本語能力を修得すること
（２）採用予定時期：2009年10月1日
（３）任期：2014年3月31日まで
（４）所属：山梨大学大学院医学工学総合研究部
３．雇用条件等
（１）給与は年俸制(年齢・経歴等をもとに本学の規定により決定) となります。
例）5,100,000円～6,100,000円程度
（２）雇用３年目と任期終了時に審査を行います。このいずれかに合格した、永く本学で活躍する意思を
持った者は、更新可能な６年の任期を付した定員枠の准教授として採用されます。
４．提出書類、応募方法等
ホームページhttp://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/を参照してください。
５．応募締切：2009年8月20日 17時必着
≪ 問合せ先 ≫
（各研究分野の照会等）
クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究分野
教授 柴田正実 e-mail：shibata@yamanashi.ac.jp
アジア域での流域総合水管理研究分野
教授 杉山俊幸 e-mail：t-sugiyama@yamanashi.ac.jp
ナノ光電子機能創生分野
教授 小林 潔 e-mail：kkoba@yamanashi.ac.jp
（その他全般）
山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点
若手研究者支援室 e-mail：wakate@yamanashi.ac.jp

61

(HP用)
山梨大学特任助教募集要項
山梨大学では、新たな若手研究リーダー育成システムを確立し、世界的研究拠点の形成を目指すた
め、「先端領域若手研究リーダー育成拠点」事業を実施します。この事業では、最先端で活躍が期待され
る若手研究者（特任助教）を募集します。
採用者には、本学が世界に誇る最先端の研究領域において、研究活動を行う上で必要となる研究環
境を提供します。
本学で永く先端領域で活躍される意思を持った方を募集します。
１．募集領域、募集分野、募集人数等
成熟型拠点展開ステップと次世代拠点創成ステップの２つの領域(ステップ)で募集します。
（１）成熟型拠点展開ステップ
山梨大学が世界に誇る現行の研究拠点を活用した萌芽的研究を、特任助教として展開し、次世
代最先端研究の「種」を生み出す素養を持った若手研究リーダーとして活躍できる方。
募集分野(Ⅰ- 1)クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究関連分野 特任助教 1 名
募集分野(Ⅰ- 2)アジア域での流域総合水管理研究関連分野
特任助教 1 名
募集分野(Ⅰ- 3)アジア域での流域総合水管理研究関連分野
特任助教 1 名
（２）次世代拠点創成ステップ
山梨大学が推進する最先端研究を、特任助教として発展させ、当該研究分野の世界的な研究拠
点形成を行う「核」となる素養を持った若手研究究リーダーとして活躍できる方。
募集分野(Ⅱ- 1) ナノ光電子機能創生関連分野 (ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ系)
特任助教 1 名
募集分野(Ⅱ- 2) ナノ光電子機能創生関連分野（物質材料系）
特任助教 1 名
募集分野(Ⅱ- 3) ナノ光電子機能創生関連分野（理論系）
特任助教 1 名
２．募集内容
（１）応募資格
① 博士の学位を取得後 10 年以内の若手研究者で、各分野の募集要件に挙げる研究推進に意
欲を持つ方。
② 外国籍の研究者の場合は任期終了までに十分な日本語能力を修得すること
（２）採用予定日 平成 21 年 10 月 1 日
（３）任
期 平成 26 年 3 月 31 日まで
（４）所
属 山梨大学大学院医学工学総合研究部
３．審査方法
山梨大学の先端領域若手研究リーダー育成拠点教員の募集要件の項目に沿って、別途定める選考
基準に基づき審査します。一次審査は書類審査を行います。二次審査は面接（プレゼンテーションを
含む）で行います。
４．雇用条件等
（１）審査等
雇用３年目と任期終了時に審査を行います。このいずれかに合格した、永く本学で活躍する意
思を持った者は、更新可能な６年の任期を付した定員枠の准教授として採用されます。
なお、任期終了時の審査で合格した場合は、平成 26 年 4 月 1 日付けで、雇用３年目の審査に
合格した場合は、平成 24 年 4 月 1 日付けで採用します。
（２）給与
年俸制で、年齢･経歴等をもとに本学の規定により決定されます。
例）5,100,000円～6,100,000円程度
（３）研究環境等
① 研究費
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研究費として助教 1 名あたり年額約 650 万円(初年度は 625 万円)を 5 年間支給します。
② 研究環境
初年度にはスタートアップ資金 200 万円と、分野ごとに先端設備費を設けて研究機器の新規導
入を行い、これらを研究推進に活用して頂きます。任期中は相応の研究環境を提供します。
また、研究発展と国際的研究交流を支援する「国際サイエンスカフェ」を設けます。
③ 研究教育活動
先端科学技術の開拓と同時に、科学技術の発展と普及に貢献することを目的として、大学院
生指導と、基礎的科目についての授業、およびサイエンスリテラシー教育推進に携わることを奨
励します。
５．募集要件
募集分野は、将来ご活躍頂きたい分野ですので、幅広い分野で現在ご活躍中の若手研究者の応
募を歓迎します。
領域（Ⅰ）
領域として求める資質
成熟型拠点展開
山梨大学が世界に誇る研究拠点を活用した萌芽的研究を、特任助教として
ステップ
発展させ、次世代最先端研究の「種」を生み出す素養を持った若手研究リ
ーダーとして活躍できる方。
企画力、統率力、洞察力、独創性を重視します。
募集分野（Ⅰ- 1）
分野として求める資質
現在の研究分野等
燃料電池の材料およびシステムに関連する研 電気電子工学、機械工
クリーンエネルギ
究（表面科学、電子物性、量子科学計算・シミ 学、材料工学、応用物理
ー・燃料電池ナノ材 ュレーションなどを含む）の推進に強い意欲を 学、情報工学
料研究(1 名)
持つ方
募集分野（Ⅰ- 2）
分野として求める資質
現在の研究分野等
アジア域での流域総合水管理分野における
流域環境科学分野の内，
アジア域での流域
既往の研究成果を踏まえて、今後のさらなる
特に，水環境工学分野、
総合水管理研究
展開が必要と思われることを見出して取り組む 環境生物工学・環境生態
(1 名)
先進性、研究を地道かつ着実に遂行できる持 工学分野
続力、ならびに分野の異なる他の研究者と共
募集分野（Ⅰ- 3）
現在の研究分野
同して研究を遂行できる協調性をお持ちの
流域環境科学分野の内，
方。
アジア域での流域
特に，水文学・河川工学分
総合水管理研究
野、水資源工学分野
(1 名)
領域（Ⅱ）
次世代拠点創成
ステップ

募集分野（II- 1）
ナノ光電子機能創
生（ナノエレクトロニ
クス系）(1 名)
募集分野（II- 2）
ナノ光電子機能創
生（物質材料系）
(1 名)

領域として求める資質
山梨大学が推進する最先端研究を、特任助教として発展させ、当該研究分
野の世界的な研究拠点形成を行う「核」となる素養を持った若手研究リーダ
ーとして活躍できる方。
先見性、挑戦・開発力、指導力、独創性を重視します。
分野として求める資質
現在の研究分野等
広義のナノ科学、ナノ光科学・技術を基盤とし 電子工学、応用物理学、
て、ナノ領域における光系と電子系の結合が
量子工学、物性実験物理
もたらす機能に係る実験研究を推進し、光電
学
子融合デバイスの創生に強い意欲を持つ方。
分野として求める資質
現在の研究分野等
ナノ領域における光系と電子系の研究分野を 物質科学、材料工学、応
融合する、機能材料設計・創製に係る実験研
用物理学
究を推進し、新機能デバイス開発を目指す物
質材料系の研究推進に強い意欲を持つ方。
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募集分野（II- 3）
ナノ光電子機能創
生（理論系）(1 名)

分野として求める資質
広い視野に立って、基礎的な観点からナノ領
域における信号・情報伝達メカニズムに係わる
様々な現象を解明し、そこから生まれる機能を
考察して、実験研究と連携した理論展開がで
きる方。

現在の研究分野等
特に専門分野は問わない

６．提出書類、応募方法等
（１）提出資料
次の（２）（３）について A４用紙で提出してください。
日本語を母語としない方は、英文による申請が可能です。詳細は英文募集要項をご覧ください。
（２）応募票 （様式をダウンロードしてください。）
（３）研究展開計画書
下記の項目を含めて、自由形式で作成してください。
（応募分野と氏名を記入してください。ページ数制限はありません。）
① これまでの研究概要
② 研究計画および抱負
③ 応募者が目指す研究者像
④ 主要業績リスト
審査付き論文については明示してください。
主要論文 5 編程度の別刷（コピー可）を添付してください。
学会発表、学会活動、受賞等の研究業績に係る事項も自由に記載ください。
（４）応募方法
封筒に「特任助教公募書類」と朱書し，簡易書留でご郵送下さい。
書類提出先：〒400-8510 山梨県甲府市武田４－４－37
山梨大学産学官連携・研究推進機構内
若手研究者支援室
（５）応募締切：2009 年 8 月 20 日(木) 17 時必着
≪ 問い合わせ先 ≫
（各研究分野の照会等）
クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究分野（Ⅰ－１）
教授 柴田正実 e-mail：shibata@yamanashi.ac.jp
アジア域での流域総合水管理研究分野（Ⅰ－２）、（Ⅰ－３）
教授 杉山俊幸 e-mail：t-sugiyama@yamanashi.ac.jp
ナノ光電子機能創生分野（Ⅱ－１）、（Ⅱ－２）、（Ⅱ－３）
教授 小林 潔 e-mail：kkoba@yamanashi.ac.jp
（その他全般）
山梨大学若先端領域若手研究リーダー育成拠点
若手研究者支援室 e-mail：wakate@yamanashi.ac.jp
〒400-8510 甲府市武田 4-4-37 山梨大学
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(Abridged version)
Application Guideline for Specially-Appointed Research Associates
University of Yamanashi
University of Yamanashi has been conducting a project named “Base for Fostering Young Research
Leaders in Leading-Edge Fields” to establish a new system to foster young research leaders and aim to
create a global research base.
In this project, the university recruits young researchers
(specially-appointed research associates) who can be expected to perform outstandingly in
leading-edge fields.
The university will provide the accepted applicants with the adequate environment to conduct
research in our world-class research fields.
Herewith, the university seeks applicants with the spirit of challenge in the leading-edge fields for a
long period of time.
Please refer to the website at http://www.yamanashi.ac.jp/ for more details.
1. Research areas/fields, and number of positions available
(1) Step for developing matured research bases
• Clean energy/fuel cell nanomaterials
1 (one) specially-appointed research associate
• Integrated river basin management in Asian region
2 (two) specially-appointed research associates
(2) Step for creating next generation research bases
• Study related to creation of nano-photoelectron functions (nano-electronics)
1 (one) specially-appointed research associate
• Study related to creation of nano-photoelectron functions (materials)
1 (one) specially-appointed research associate
• Study related to creation of nano-photoelectron functions (theoretical study)
1 (one) specially-appointed research associate
2. Application description
(1) Qualifications required
1) Applicants must be young researchers with a PhD degree acquired within the past 10
years
2) For non-Japanese applicants, acquisition of proficient Japanese language skills shall be
required by the end of the appointment term.
(2) Expected date of employment: October 1st, 2009
(3) Appointment term: By March 31st, 2014
(4) Assigned institution: Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University
of Yamanashi
3. Conditions of employment
(1) This is an annual salary system. The salary will be determined according to the university
regulation, depending on the applicant’s age, career and suchlike.
E.g. Approximately ¥5,100,000 to ¥6,100,000
(2) Assessments will be conducted in the 3rd year of the term and at the end of the appointment term.
After successfully passing either of the assessments, those who have strong intention to work for the
university for a long period of time will start their careers as a regular associate professor with a
renewable six-year term.
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4. Documents to be submitted and application method
Please refer to the website at http://www.yamanashi.ac.jp/
5. Submission deadline: Not later than 17:00 JST on August 20th, 2009
<<Contact information>>
(For questions regarding each research area)
Clean energy/fuel cell nanomaterials
Prof. Masami Shibata, e-mail: shibata@yamanashi.ac.jp
Integrated river basin management in Asian region
Prof. Toshiyuki Sugiyama, e-mail: t-sugiyama@ yamanashi.ac.jp
Nano-electro-photonics
Prof. Kiyoshi Kobayashi, e-mail: kkoba@yamanashi.ac.jp
(For questions regarding general affairs)
Young Researchers Support Office,
Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge Areas,
University of Yamanashi
e-mail: wakate@yamanashi.ac.jp
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(For the website)
Application Guideline for Specially-Appointed Research Associates
University of Yamanashi
University of Yamanashi has been conducting a project named “Base for Fostering Young Research
Leaders in Leading-Edge Fields” to establish a new system to foster young research leaders and aim to
create a global research base.
In this project, the university recruits young researchers
(specially-appointed research associates) who can be expected to perform outstandingly in
leading-edge fields.
The university will provide the accepted applicants with the adequate environment to conduct
research in our world-class research fields.
Herewith, the university seeks applicants with the spirit of challenge in the leading-edge fields for
a long period of time.
1. Research areas/fields, and number of positions available
University of Yamanashi seeks applicants in two areas (steps) which are “step for developing
matured research bases” and “step for creating next generation research bases.”
(1) Step for developing matured research bases
Applicants must have quality to cultivate an emerging or rudimentary research based on the
current famous research institutes in the university as a specially-appointed research associate, and
to create “seeds” of leading-edge research in the near future as a young research leader.
Code (I-1) Clean energy/fuel cell nanomaterials
1 (one) specially-appointed research associate
Code (I-2) Integrated river basin management in Asian region
1 (one) specially-appointed research associate
Code (I-3) Integrated river basin management in Asian region
1 (one) specially-appointed research associate
(2) Step for creating next generation research bases
Applicants must have quality to make further progress in leading-edge studies conducted in the
university as a specially-appointed research associate, and to become a “core” of establishing a global
research base to conduct research in the relevant areas as a young research leader.
Code (II-1) Study related to creation of nano-photoelectron functions (nano-electronics)
1 (one) specially-appointed research associate
Code (II-2) Study related to creation of nano-photoelectron functions (materials)
1 (one) specially-appointed research associate
Code (II-3) Study related to creation of nano-photoelectron functions (theoretical study)
1 (one) specially-appointed research associate
2. Application description
(1) Qualifications required
1) Applicants must be young researchers with a PhD degree acquired within the past 10
years and have strong motivation to promote research mentioned in application
requirements of each research field.
2) For non-Japanese applicants, acquisition of proficient Japanese skills shall be required by
the end of the appointment term.
(2) Expected date of employment: October 1st, 2009
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(3) Appointment term: By March 31st, 2014
(4) Assigned institution: Department of Research Interdisciplinary Graduate School of Medicine and
Engineering, University of Yamanashi
3. Application review and selection process
The selection will be preceded according to separately regulated criteria on the basis of the selection
criteria for academics of “Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge Areas,
University of Yamanashi.”
At the first stage of selection, application documents will be reviewed, and then interviews (including
presentations) will be conducted at the second stage of selection.
4. Conditions of employment
(1) Assessments
Assessments will be conducted in the 3rd year of the term and at the end of the appointment
term. After successfully passing either of the assessments, those who have strong intention to work
for the university for a long period of time will start their careers as a regular associate professor with
a renewable six-year term.
Furthermore, those who passed the assessment at the end of appointment term would be
employed as of April 1st, 2014, and those who passed the assessment in the 3rd year of the term would
be employed as of April 1st, 2012.
(2) Salary
This is an annual salary system. The salary will be determined according to the university
regulation, depending on the applicant'’s age, career and suchlike.
E.g. Approximately ¥5,100,000 to ¥6,100,000
(3) Research environment, etc.
1) Research funds
Approximately ¥6,500,000 p.a. will be provided as a research fund to each research associate
for 5 years. However, the amount for the first academic year will be ¥6,250,000.
2) Research environment
In the first academic year, the start-up fund of ¥2,000,000 will be provided. In addition,
equipment expenses will be ensured in each research field, and research equipment will be newly
introduced so that research can be promoted. Reasonable research environment will be ensured
during the appointment period.
Furthermore, “International Science Café” will be held for the purpose of contributing to
research development and international research exchanges.
3) Research and education activities
Research guidance for graduate school students, teaching fundamental subjects, and promotion
of science literacy are highly recommended as a future career, in addition to advancement of science
and technology.
5. Application Requirements
University of Yamanashi expects young researchers to work outstandingly in the research areas
listed below and seeks candidates who actively conduct research in a variety of fields.

Research area (I)
Step for developing
matured research
bases

Criteria required for the research area
Applicants must have quality to cultivate an emerging or rudimentary
research based on the current famous research institutes in the
university as a specially-appointed research associate, and to create
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“seeds” of leading-edge research in the near future as a young research
leader.
Planning abilities, leadership, foresight and creativity are highly
appreciated.
Area code (I-1)
Criteria required for the research area
Current RD field
A person who is self-motivated to conduct
Electrical electronic
Clean energy/fuel
material and/or system research on fuel
engineering, mechanical
cell nanomaterials
cells, including surface science, physics of
engineering, material
(One person) solid state electronics, quantum physics
engineering, applied
calculation/simulation, and so on.
physics, information
technology
Area code (I-2)
Criteria required for the research area
Current RD field
People who have the following
Field of river basin
Integrated river
characteristics:
environment science ,
basin management
・Spirit of innovation to find the necessity of especially, water
in Asian region
further development and tackle it on the
environmental
(One person)
basis of past research achievements in the
engineering,
field of Integrated River Basin
environmental
Management in Asian Region
bio-engineering,
environmental and
・Enduring strength to execute the research
ecological engineering
consistently
・Cooperativeness to conduct collaborative
Area code (I-3)
Current RD field
researches with other researchers in
Field of river basin
different fields
Integrated river
environment science,
basin management
especially, hydrology,
in Asian region
river engineering and
(One person)
water resources
engineering
Research area (II)
Step for creating
next generation
research bases

Area code (II-1)
Study related to
creation of
nano-photoelectron
functions
(nano-electronics)

Criteria required for the research area
Applicants must have quality to make further progress in leading-edge
studies conducted in the university as a specially-appointed research
associate, and to become a “core” of establishing a global research base
to conduct research in the relevant areas as a young research leader.
Foresight, spirit of challenge, development capability, leadership, and
creativity are highly appreciated.
Criteria required for the research area
Current RD field
A person who is self-motivated to conduct
Electronics, applied
experimental studies on novel functions and
physics, quantum
electro-photonic devices originating in
engineering,
optical and electronic couplings at the
experimental physics
nanoscale based on nanoscience, and
nano-photonic science and technology.

(One person)
Area code (II-2)
Criteria required for the research area
A person who is self-motivated to conduct
Study related to
material research for design and creation of
creation of
functional materials that results in novel
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Current RD field
Material science and
engineering, applied
physics

nano-photoelectron functional devices combining optical and
functions
electronic research at the nanoscale.
(materials)
(One person)
Area code (II-3)
Criteria required for research (II-3)
A person who can elucidate a variety of
Study related to
phenomena, which result in novel functions,
creation of
related to signal and information transfer
nano-photoelectron mechanism at the nanoscale, and conduct
functions
theoretical study in cooperation with
(theoretical study)
experimental study, from the wide and
(One person) fundamental viewpoints.

Current RD field
Not specified
particularly.

6. Documents to be submitted and application method
(1) Documents to be submitted
Documents corresponding to the following (2) and (3) should be submitted in A4 size.
Unless the applicant’s native language is Japanese, it is possible to apply in English. Please
refer to the application guideline written in English for more details.
(2) Application form (Please download the form.)
(3) Research plan and prospects
Any format can be used for the following documents (i) to (iv) without page restriction, but the
area to be applied and your name should be printed.
(i) Summary of past research activities and achievements
(ii) Research plan and goal
(iii) Image of ideal researchers for the applicant
(iv) List of major research achievements
Please specify peer-reviewed papers.
Please attach separate prints of approximately five major papers (photocopies acceptable).
Presentations at conferences, activities in academic and general societies, awards and so
forth may be included.
(4) Submission method
All documents should be sent by registered mail to:
Young Researchers Support Office,
c/o Organization for Social Collaboration and Research Promotion,
University of Yamanashi
4-4-37 Takeda, Kofu, Yamanashi 400-8510, Japan
On the front of the envelope, please write “Application for Specially-Appointed Research
Associate” in red.
(5) Submission deadline: Not later than 17:00 JST on August 20th, 2009
<<Contact information>>
(For questions regarding each research area)
Clean energy/fuel cell nanomaterials
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Prof. Masami Shibata, e-mail: shibata@yamanashi.ac.jp
Integrated river basin management in Asian region
Prof. Toshiyuki Sugiyama, e-mail: t-sugiyama@ yamanashi.ac.jp
Nano-electro-photonics
Prof. Kiyoshi Kobayashi, e-mail: kkoba@yamanashi.ac.jp
(For questions regarding general affairs)
Young Researchers Support Office,
Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge Areas,
University of Yamanashi
e-mail: wakate@yamanashi.ac.jp
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参考 2-2 平成 21 年度第 2 回目（通算第 2 回目）国際公募要領（和文及び英文）
(簡略版)
山梨大学特任助教公募要領
山梨大学では、新たな若手研究リーダー育成システムを確立し、世界的研究拠点の形成を目指すた
め、「先端領域若手研究リーダー育成拠点」事業を実施します。この事業では、最先端で活躍が期待され
る若手研究者（特任助教）を募集します。
採用者には、本学が世界に誇る最先端の研究領域において、研究活動を行う上で必要となる研究環
境を提供します。
本学で永く先端領域で活躍される意思を持った方を募集いたします。
詳細についてはホームページhttp://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/をご参照下さい。
１．募集領域、募集分野、募集人数等
（募集領域）成熟型拠点展開ステップ
1 クリーンエネルギー研究関連分野
2 アジア域での流域総合水管理研究関連分野

特任助教１名
特任助教１名

２．募集内容
（１）応募資格
①博士の学位を取得後10年以内の若手研究者
②外国籍の研究者の場合は任期終了までに十分な日本語能力を修得すること
（２）着任希望時期：平成22年2月1日
（３）任期：平成26年3月31日まで
（４）所 属：山梨大学大学院医学工学総合研究部
３．雇用条件等
（１）給与は年俸制(年齢・経歴等をもとに本学の規定により決定) となります。
例）5,100,000円～6,100,000円程度
（２）雇用３年目と任期終了時に審査を行います。このいずれかに合格した、永く本学で活躍する意思を
持った者は、更新可能な６年の任期を付した定員枠の准教授として採用されます。
４．提出書類、応募方法等
ホームページhttp://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/を参照してください。
５．応募締切：平成 21 年 12 月 4 日(金) 17 時必着
≪ 問合せ先 ≫
（各研究分野の照会等）
1 クリーンエネルギー研究分野
教授 柴田正実 e-mail：shibata@yamanashi.ac.jp
2 アジア域での流域総合水管理研究分野
教授 杉山俊幸 e-mail：t-sugiyama@yamanashi.ac.jp
（その他全般）
山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点
若手研究者支援室 e-mail：wakate@yamanashi.ac.jp
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(HP用)
山梨大学特任助教募集要項
山梨大学では、新たな若手研究リーダー育成システムを確立し、世界的研究拠点の形成を目指す
ため、「先端領域若手研究リーダー育成拠点」事業を実施します。この事業では、最先端で活躍が期
待される若手研究者（特任助教）を募集します。
採用者には、本学が世界に誇る最先端の研究領域において、研究活動を行う上で必要となる研究
環境を提供します。
本学で永く先端領域で活躍される意思を持った方を募集いたします。
１．募集領域、募集分野、募集人数等
成熟型拠点展開ステップの領域で募集します。
山梨大学が世界に誇る現行の研究拠点を活用した萌芽的研究を、特任助教として展開し、
次世代最先端研究の「種」を生み出す素養を持った若手研究リーダーとして活躍できる方。
募集分野 1 クリーンエネルギー研究関連分野
募集分野 2 アジア域での流域総合水管理研究関連分野

特任助教 1 名
特任助教 1 名

２．募集内容
（１）応募資格
① 博士の学位を取得後 10 年以内の若手研究者で、各分野の募集要件に挙げる研究推進に意
欲を持つ方。
② 外国籍の研究者の場合は任期終了までに十分な日本語能力を修得すること
（２）着任希望時期 平成22年2月1日
（３）任
期
平成 26 年 3 月 31 日まで
（４）所
属
山梨大学大学院医学工学総合研究部
３．審査方法
山梨大学の先端領域若手研究リーダー育成拠点教員の募集要件の項目に沿って、別途定める
選考基準に基づき審査します。一次審査は書類審査を行います。二次審査は面接（プレゼンテ
ーションを含む）で行います。
４．雇用条件等
（１）審査等
雇用３年目と任期終了時に審査を行います。このいずれかに合格した、永く本学で活躍す
る意思を持った方は、更新可能な６年の任期を付した定員枠の准教授として採用されます。
なお、任期終了時の審査で合格した場合は、平成 26 年 4 月 1 日付けで、雇用３年目の審
査に合格した場合は、平成 24 年 4 月 1 日付けで採用します。
（２）給与
年俸制で、年齢･経歴等をもとに本学の規定により決定されます。
例）5,100,000円～6,100,000円程度
（３）研究環境等
① 研究費
研究費として助教 1 名あたり年額約 650 万円(初年度は 625 万円)を 5 年間支給します。
② 研究環境
初年度にはスタートアップ資金 200 万円と、分野ごとに先端設備費を設けて研究機器の
新規導入を行い、これらを研究推進に活用して頂きます。任期中は相応の研究環境を提供
します。
また、研究発展と国際的研究交流を支援する「国際サイエンスカフェ」を設けます。
③ 研究教育活動
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先端科学技術の開拓と同時に、科学技術の発展と普及に貢献することを目的として、大
学院生指導と、基礎的科目についての授業、およびサイエンスリテラシー教育推進に携わ
ることを奨励します。
５．募集要件
募集分野は、将来ご活躍頂きたい分野ですので、幅広い分野で現在ご活躍中の若手研究者の
応募を歓迎します。
領域
領域として求める資質
成熟型拠点展開
山梨大学が世界に誇る研究拠点を活用した萌芽的研究を、特任助教と
ステップ
して発展させ、次世代最先端研究の「種」を生み出す素養を持った若
手研究リーダーとして活躍できる方。
企画力、統率力、洞察力、独創性を重視します。
募集分野 1
分野として求める資質
現在の研究分野等
クリーンエネルギー（太陽エネルギー変換ある 電気電子工学、機械工
クリーンエネルギ いは燃料電池）に関連する材料およびシステム 学、材料工学、応用物
ー研究(1 名)
に関連する研究（電子物性、量子科学計算・シ 理学、情報工学
ミュレーションなどを含む）の推進に強い意欲
をお持ちの方。
募集分野 2
分野として求める資質
現在の研究分野等
アジア域での流域総合水管理分野における既
流域環境科学分野の
アジア域での流域 往の研究成果を踏まえて、今後のさらなる展開 内，特に，水文・水資
総合水管理研究
が必要と思われることを見出して取り組む先
源工学分野、河川工学
(1 名)
進性、研究を地道かつ着実に遂行できる持続
分野
力、ならびに分野の異なる他の研究者と共同し
て研究を遂行できる協調性をお持ちの方。
６．提出書類、応募方法等
（１）提出資料
次の（１）
（２）について A４用紙で提出してください。
日本語を母語としない方は、英文による申請が可能です。詳細は英文募集要項をご覧くだ
さい。
（２）応募票 （様式をダウンロードしてください。）
（３）研究展開計画書
下記の項目を含めて、自由形式で作成してください。
（応募分野と氏名を記入してください。ページ数制限はありません。
）
① これまでの研究概要
② 研究計画および抱負
③ 応募者が目指す研究者像
④ 主要業績リスト
審査付き論文については明示してください。
主要論文 5 編程度の別刷（コピー可）を添付してください。
学会発表、学会活動、受賞等の研究業績に係る事項も自由に記載ください。
（４）応募方法
封筒に「特任助教公募書類」と朱書し，簡易書留でご郵送下さい。
書類提出先：〒400-8510 山梨県甲府市武田４－４－37
山梨大学産学官連携・研究推進機構内
若手研究者支援室
（５）応募締切：平成 21 年 12 月 4 日(金) 17 時必着
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≪ 問い合わせ先 ≫
（各研究分野の照会等）
クリーンエネルギー研究分野１
教授 柴田正実 e-mail：shibata@yamanashi.ac.jp
アジア域での流域総合水管理研究分野２
教授 杉山俊幸 e-mail：t-sugiyama@yamanashi.ac.jp
（その他全般）
山梨大学若先端領域若手研究リーダー育成拠点
若手研究者支援室 e-mail：wakate@yamanashi.ac.jp
〒400-8510 甲府市武田 4-4-37 山梨大学
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(Abridged version)
Application Guideline for Specially-Appointed Research Associates
University of Yamanashi
University of Yamanashi has been conducting a project named “Base for Fostering Young Research
Leaders in Leading-Edge Fields” to establish a new system to foster young research leaders and aim to
create a global research base.
In this project, the university recruits young researchers
(specially-appointed research associates) who can be expected to perform outstandingly in leading-edge
fields.
The university will provide the accepted applicants with the adequate environment to conduct research in
our world-class research fields.
Herewith, the university seeks applicants with the spirit of challenge in the leading-edge fields for a long
period of time.
Please refer to the website at http://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/ for more details.
1. Research areas/fields, and number of positions available
Step for developing matured research bases
（1）Clean energy
1 (one) specially-appointed research associate
(2) Integrated river basin management in Asian region
1 (one) specially-appointed research associate
2. Application description
(1) Qualifications required
1) Applicants must be young researchers with a PhD degree acquired within the past 10 years
2) For non-Japanese applicants, acquisition of proficient Japanese language skills shall be
required by the end of the appointment term.
(2) Expected date of employment: February 1st, 2010
(3) Appointment term: By March 31st, 2014
(4) Assigned institution: Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of
Yamanashi
3. Conditions of employment
(1) This is an annual salary system. The salary will be determined according to the university regulation,
depending on the applicant’s age, career and suchlike.
E.g. Approximately ¥5,100,000 to ¥6,100,000
(2) Assessments will be conducted in the 3rd year of the term and at the end of the appointment term.
After successfully passing either of the assessments, those who have strong intention to work for the
university for a long period of time will start their careers as a regular associate professor with a renewable
six-year term.
4. Documents to be submitted and application method
Please refer to the website at http://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/
5. Submission deadline: Not later than 17:00 JST on December 4th, 2009
<<Contact information>>
(For questions regarding each research area)
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・Clean energy
Prof. Masami Shibata, e-mail: shibata@yamanashi.ac.jp
・Integrated river basin management in Asian region
Prof. Toshiyuki Sugiyama, e-mail: t-sugiyama@ yamanashi.ac.jp
(For questions regarding general affairs)
Young Researchers Support Office,
Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge Areas,
University of Yamanashi
e-mail: wakate@yamanashi.ac.jp
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(For the website)
Application Guideline for Specially-Appointed Research Associates
University of Yamanashi
University of Yamanashi has been conducting a project named “Base for Fostering Young Research
Leaders in Leading-Edge Fields” to establish a new system to foster young research leaders and aim to
create a global research base.
In this project, the university recruits young researchers
(specially-appointed research associates) who can be expected to perform outstandingly in leading-edge
fields.
The university will provide the accepted applicants with the adequate environment to conduct research in
our world-class research fields.
Herewith, the university seeks applicants with the spirit of challenge in the leading-edge fields for a
long period of time.
1. Research areas/fields, and number of positions available
University of Yamanashi seeks applicants in the research area of “step for developing matured research
bases.”
・Step for developing matured research bases
Applicants must have quality to cultivate an emerging or rudimentary research based on the current
famous research institutes in the university as a specially-appointed research associate, and to create
“seeds” of leading-edge research in the near future as a young research leader.
(1) Clean energy
1 (one) specially-appointed research associate
(2) Integrated river basin management in Asian region
1 (one) specially-appointed research associate
2. Application description
(1) Qualifications required
1) Applicants must be young researchers with a PhD degree acquired within the past 10 years
and have strong motivation to promote research mentioned in application requirements of
each research field.
2) For non-Japanese applicants, acquisition of proficient Japanese skills shall be required by the
end of the appointment term.
(2) Expected date of employment: February 1st, 2010
(3) Appointment term: By March 31st, 2014
(4) Assigned institution: Department of Research Interdisciplinary Graduate School of Medicine and
Engineering, University of Yamanashi
3. Application review and selection process
The selection will be preceded according to separately regulated criteria on the basis of the selection
criteria for academics of “Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge Areas, University
of Yamanashi.”
At the first stage of selection, application documents will be reviewed, and then interviews (including
presentations) will be conducted at the second stage of selection.
4. Conditions of employment
(1) Assessments
Assessments will be conducted in the 3rd year of the term and at the end of the appointment term.
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After successfully passing either of the assessments, those who have strong intention to work for the
university for a long period of time will start their careers as a regular associate professor with a renewable
six-year term.
Furthermore, those who passed the assessment at the end of appointment term would be employed as
of April 1st, 2014, and those who passed the assessment in the 3rd year of the term would be employed as
of April 1st, 2012.
(2) Salary
This is an annual salary system. The salary will be determined according to the university
regulation, depending on the applicant’s age, career and suchlike.
E.g. Approximately ¥5,100,000 to ¥6,100,000
(3) Research environment, etc.
1) Research funds
Approximately ¥6,500,000 p.a. will be provided as a research fund to each research associate for 5
years. However, the amount for the first academic year will be ¥6,250,000.
2) Research environment
In the first academic year, the start-up fund of ¥2,000,000 will be provided. In addition,
equipment expenses will be ensured in each research field, and research equipment will be newly
introduced so that research can be promoted. Reasonable research environment will be ensured during the
appointment period.
Furthermore, “International Science Café” will be held for the purpose of contributing to research
development and international research exchanges.
3) Research and education activities
Research guidance for graduate school students, teaching fundamental subjects, and promotion of
science literacy are highly recommended as a future career, in addition to advancement of science and
technology.
5. Application Requirements
University of Yamanashi expects young researchers to work outstandingly in the research areas
listed below and seeks candidates who actively conduct research in a variety of fields.
Research area
Step for developing
matured research
bases

Area code 1
Clean energy
(One person)

Area code 2
Integrated river
basin management
in Asian region

Criteria required for the research area
Applicants must have quality to cultivate an emerging or rudimentary
research based on the current famous research institutes in the university as
a specially-appointed research associate, and to create “seeds” of
leading-edge research in the near future as a young research leader.
Planning abilities, leadership, foresight and creativity are highly
appreciated.
Current RD field
Criteria required for the research area
A person who is highly motivated to conduct
Electrical electronic
material and/or system research on clean
engineering, mechanical
energy (solar energy conversion or fuel cells), engineering, material
including physics of solid state electronics,
engineering, applied
quantum physics calculation/simulation, and
physics, information
so on.
technology
Criteria required for the research area
Current RD field
People who have the following characteristics:
Field of river basin
environment science,
・Spirit of innovation to find the necessity of
especially, hydrology,
further development and tackle it on the
basis of past research achievements in the
water resources
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(One person)

field of Integrated River Basin Management
in Asian Region
・Enduring strength to execute the research
consistently
・Cooperativeness to conduct collaborative
researches with other researchers in different
fields

engineering and river
engineering

6. Documents to be submitted and application method
(1) Documents to be submitted
Documents corresponding to the following (2) and (3) should be submitted in A4 size.
Unless the applicant’s native language is Japanese, it is possible to apply in English. Please refer to
the application guideline written in English for more details.
(2) Application form (Please download the form.)
(3) Research plan and prospects
Any format can be used for the following documents (i) to (iv) without page restriction, but the area
to be applied and your name should be printed.
(i) Summary of past research activities and achievements
(ii) Research plan and goal
(iii) Image of ideal researchers for the applicant
(iv) List of major research achievements
Please specify peer-reviewed papers.
Please attach separate prints of approximately five major papers (photocopies acceptable).
Presentations at conferences, activities in academic and general societies, awards and so forth
may be included.
(4) Submission method
All documents should be sent by registered mail to:
Young Researchers Support Office,
c/o Organization for Social Collaboration and Research Promotion,
University of Yamanashi
4-4-37 Takeda, Kofu, Yamanashi 400-8510, Japan
On the front of the envelope, please write “Application for Specially-Appointed Research Associate” in
red.
(5) Submission deadline: Not later than 17:00 JST on December 4th, 2009
<<Contact information>>
(For questions regarding each research area)
・Clean energy
Prof. Masami Shibata, e-mail: shibata@yamanashi.ac.jp
・Integrated river basin management in Asian region
Prof. Toshiyuki Sugiyama, e-mail: t-sugiyama@ yamanashi.ac.jp
(For questions regarding general affairs)
Young Researchers Support Office,
Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge Areas,
University of Yamanashi
e-mail: wakate@yamanashi.ac.jp
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参考 2-3 平成 21 年度第 3 回目（通算第 3 回目）国際公募要領（和文及び英文）
(簡略版)
山梨大学特任助教公募要領
山梨大学では、新たな若手研究リーダー育成システムを確立し、世界的研究拠点の形成を目指す
ため、「先端領域若手研究リーダー育成拠点」事業を実施します。この事業では、最先端で活躍が期
待される若手研究者（特任助教）を募集します。
採用者には、本学が世界に誇る最先端の研究領域において、研究活動を行う上で必要となる研究
環境を提供します。
本学で永く先端領域で活躍される意思を持った方を募集いたします。
詳細についてはホームページhttp://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/をご参照下さい。
１．募集領域、募集分野、募集人数等
（募集領域）次世代拠点創成ステップ
1 医工融合世界最先端機器開発・研究分野（機器開発） 特任助教１名
2 医工融合世界最先端機器開発・研究分野（医工融合） 特任助教 1 名
２．募集内容
（１）応募資格
①博士の学位を取得後10年以内の若手研究者
②外国籍の研究者の場合は任期終了までに十分な日本語能力を修得すること
（２）着任希望時期：平成22年4月1日
（３）任期：平成27年3月31日まで
（４）所 属：山梨大学大学院医学工学総合研究部
３．雇用条件等
（１）給与は年俸制(年齢・経歴等をもとに本学の規定により決定) となります。
例）5,100,000円～6,100,000円程度
（２）雇用３年目と任期終了時に審査を行います。このいずれかに合格した、永く本学で活躍す
る意思を持った者は、更新可能な６年の任期を付した定員枠の准教授として採用されます。
４．提出書類、応募方法等
ホームページhttp://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/を参照してください。
５．応募締切：平成 22 年 1 月 8 日(金) 17 時必着
≪ 問合せ先 ≫
（研究分野の照会等）
1,2 医工融合世界最先端機器開発・研究分野
教授 堀 裕和 e-mail：hirohori@yamanashi.ac.jp
（その他全般）
山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点
若手研究者支援室 e-mail：wakate@yamanashi.ac.jp
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(HP用)
山梨大学特任助教募集要項
山梨大学では、新たな若手研究リーダー育成システムを確立し、世界的研究拠点の形成を目指す
ため、「先端領域若手研究リーダー育成拠点」事業を実施します。この事業では、最先端で活躍が期
待される若手研究者（特任助教）を募集します。
採用者には、本学が世界に誇る最先端の研究領域において、研究活動を行う上で必要となる研究
環境を提供します。
本学で永く先端領域で活躍される意思を持った方を募集いたします。
１．募集領域、募集分野、募集人数等
次世代拠点創成ステップの領域で募集します。
山梨大学が世界に先駆けて推進する現行の最先端研究を、特任助教として発展させ、将来
は、当該研究分野の研究拠点形成を行う「核」となる素養を持った若手リーダー研究者とし
て活躍できる方。
募集分野 1 医工融合世界最先端機器開発・研究分野（機器開発）特任助教 1 名
募集分野 2 医工融合世界最先端機器開発・研究分野（医工融合）特任助教 1 名
２．募集内容
（１）応募資格
① 博士の学位を取得後 10 年以内の若手研究者で、各分野の募集要件に挙げる研究推進に意
欲を持つ方。
② 外国籍の研究者の場合は任期終了までに十分な日本語能力を修得すること
（２）着任希望時期 平成２２年４月１日
（３）任
期
平成 27 年 3 月 31 日まで
（４）所
属
山梨大学大学院医学工学総合研究部
３．審査方法
山梨大学の先端領域若手研究リーダー育成拠点教員の募集要件の項目に沿って、別途定める
選考基準に基づき審査します。一次審査は書類審査を行います。二次審査は面接（プレゼンテ
ーションを含む）で行います。
４．雇用条件等
（１）審査等
雇用３年目と任期終了時に審査を行います。このいずれかに合格した、永く本学で活躍す
る意思を持った方は、更新可能な６年の任期を付した定員枠の准教授として採用されます。
なお、任期終了時の審査で合格した場合は、平成 27 年 4 月 1 日付けで、雇用３年目の審
査に合格した場合は、平成 25 年 4 月 1 日付けで採用します。
（２）給与
年俸制で、年齢･経歴等をもとに本学の規定により決定されます。
例）5,100,000円～6,100,000円程度
（３）研究環境等
① 研究費
研究費として助教 1 名あたり年額約 650 万円(初年度は 625 万円)を 5 年間支給します。
② 研究環境
初年度にはスタートアップ資金 200 万円と、分野ごとに先端設備費を設けて研究機器の
新規導入を行い、これらを研究推進に活用して頂きます。任期中は相応の研究環境を提供
します。
また、研究発展と国際的研究交流を支援する「国際サイエンスカフェ」を設けます。
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③ 研究教育活動
先端科学技術の開拓と同時に、科学技術の発展と普及に貢献することを目的として、大
学院生指導と、基礎的科目についての授業、およびサイエンスリテラシー教育推進に携わ
ることを奨励します。
５．募集要件
募集分野は、将来ご活躍頂きたい分野ですので、幅広い分野で現在ご活躍中の若手研究者の
応募を歓迎します。
募集分野１および２の両分野での選考を希望される方は、応募票に第 1 希望を記入したうえ
で，第２希望欄に希望する旨を明記ください。
領域
領域として求める資質
次世代拠点創成ス
山梨大学が世界に先駆けて推進する現行の最先端研究を、特任助教と
テップ
して発展させ、将来は、当該研究分野の研究拠点形成を行う「核」と
なる素養を持った若手リーダー研究者として活躍できる方。
先見性、挑戦・開発力、指導力、独創性を重視します。
募集分野 1
分野として求める資質
現在の研究分野等
質量分析における新規イオン化法、分子イメ バイオ分析機器開発、
医工融合世界最先 ージング法等を、生体分子の検出に焦点を絞 機械工学、電子工学、
端機器開発・研究 って開発する素養を有し、可動部等を含むイ 応用物理学
（機器開発）
メージング機構およびその制御系などの開
(1 名)
発や装置設計に関する資質と、医工融合のコ
ンセプトに基づく世界最先端機器開発・研究
の推進に対する強い意欲をお持ちの方。
募集分野 2
分野として求める資質
現在の研究分野等
先端生命研究、臨床診断の新時代を切り拓く 生命科学、情報科学、
医工融合世界最先 ために、医学と工学の研究者が協働して推進 バイオ分析機器開発、
端機器開発・研究 する最先端機器開発・研究において、質量分 分析化学、数理統計学
（医工融合）
析法を核とする分析機器研究を遂行する能
(1 名)
力を有し、統計数理解析に基づく分析手法研
究等にも興味を持ち、広領域の先端研究をリ
ードし発展させる研究推進に強い意欲をお
持ちの方。
６．提出書類、応募方法等
（１）提出資料
次の（２）
（３）について A４用紙で提出してください。
日本語を母語としない方は、英文による申請が可能です。詳細は英文募集要項をご覧くだ
さい。
（２）応募票 （様式をダウンロードしてください。）
（３）研究展開計画書
下記の項目を含めて、自由形式で作成してください。
（応募分野と氏名を記入してください。ページ数制限はありません。
）
① これまでの研究概要
② 研究計画および抱負
③ 応募者が目指す研究者像
④ 主要業績リスト
審査付き論文については明示してください。
主要論文 5 編程度の別刷（コピー可）を添付してください。
学会発表、学会活動、受賞等の研究業績に係る事項も自由に記載ください。
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（４）応募方法
封筒に「特任助教公募書類」と朱書し，簡易書留でご郵送下さい。
書類提出先：〒400-8510 山梨県甲府市武田４－４－37
山梨大学産学官連携・研究推進機構内
若手研究者支援室
（５）応募締切：平成２２年１月８日(金) 17 時必着
≪ 問い合わせ先 ≫
（研究分野の照会等）
1,2 医工融合世界最先端機器開発・研究分野
教授 堀 裕和 e-mail：hirohori@yamanashi.ac.jp
（その他全般）
山梨大学若先端領域若手研究リーダー育成拠点
若手研究者支援室 e-mail：wakate@yamanashi.ac.jp
〒400-8510 甲府市武田 4-4-37 山梨大学

84

(Abridged version)
Application Guidelines for Specially-Appointed Research Associates
University of Yamanashi
The University of Yamanashi has been conducting a project called “Base for Fostering Young Research
Leaders in Leading-Edge Fields” to establish a new system to foster young research leaders and in this way
aims to create a global research base. In this project, the university recruits young researchers
(specially-appointed research associates) who can be expected to perform outstandingly in leading-edge
fields.
The University will provide the accepted applicants with an environment that is conducive to conducting
world-class research in our chosen research fields.
Herewith, the University seeks applicants with the spirit of challenge, with high creativity and with
leadership qualities, with which they could even establish a new research field. For the most highly
qualified individuals, there will be the possibility of continuing as a regular tenure-track faculty member.
Please refer to the website at http://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/ for more details.
1. Research areas and number of positions available
Step I: Creating Next-Generation Research Bases
•
Leading research for the development of systems and technology for advanced
measurement and analysis based on the interdisciplinary study of medicine and
engineering.（Development of systems and technology）
1 (one) specially-appointed research associate
•

Leading research for the development of systems and technology for advanced
measurement and analysis based on the interdisciplinary study of medicine and
engineering.（Interdisciplinary study of medicine and engineering）
1 (one) specially-appointed research associate

2. Application description
(1) Qualifications required
3) Applicants must be young researchers with a PhD degree acquired within the past 10 years
4) For non-Japanese applicants, acquisition of proficient Japanese language skills shall be
required by the end of the appointment term.
(2) Expected date of employment: April 1st, 2010
(3) Appointment term: By March 31st, 2015
(4) Assigned institution: Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of
Yamanashi
3. Conditions of employment
(1) This is an annual salary system. The salary will be determined according to the university regulation,
depending on the applicant’s age, career and so forth,
e.g., approximately ¥5,100,000 to ¥6,100,000.
(2) Assessments will be conducted in the 3rd year of the term and at the end of the appointment term.
After successfully passing either of the assessments, those who have a strong intention to work for the
university for a long period of time will start their careers as a regular associate professor with a renewable
six-year term.
4. Documents to be submitted and application method
Please refer to the website at http://www.eng.yamanashi.ac.jp/tenure/
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5. Submission deadline: Not later than 17:00 JST on January 8th, 2010
<<Contact information>>
(For questions regarding each research area)
Prof. Hirokazu Hori, e-mail: hirohori@yamanashi.ac.jp
(For questions regarding general affairs)
Young Researchers Support Office,
Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge Areas,
University of Yamanashi
e-mail: wakate@yamanashi.ac.jp
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(For the website)
Application Guidelines for Specially-Appointed Research Associates
University of Yamanashi
The University of Yamanashi has been conducting a project called “Base for Fostering Young Research
Leaders in Leading-Edge Fields” to establish a new system to foster young research leaders and in this way
aims to create a global research base. In this project, the University recruits young researchers
(specially-appointed research associates) who can be expected to perform outstandingly in leading-edge
fields.
The University will provide the accepted applicants with an environment that is conducive for
conducting world-class research in our chosen research fields.
Herewith, the University seeks applicants with the spirit of challenge with high creativity and with
leadership qualities, with which they could even establish a new research field. For the most highly
qualified individuals, there will be the possibility of continuing as a regular tenure-track faculty member.
1. Research areas and number of positions available
The University of Yamanashi seeks applicants in two areas (steps) which are: “Step I: developing mature
research bases” and “Step II: creating next-generation research bases.”
Step II: Creating Next-Generation Research Bases
Applicants must have the qualities to make further progress in leading-edge studies conducted in the
University as a specially-appointed research associate, and to become a “core” in establishing a global
research base to conduct research in the relevant areas as a young research leader.
Code (I-1) Leading research for development of systems and technology for advanced
measurement and analysis based on the interdisciplinary study of medicine
and engineering.
（Development of systems and technology）
1 (one) specially-appointed research associate
Code (I-2) Leading research for development of systems and technology for advanced
measurement and analysis based on the interdisciplinary study of medicine
and engineering.
（Interdisciplinary study of medicine and engineering）
1 (one) specially-appointed research associate
2. Application description
(1) Qualifications required
3) Applicants must be young researchers with a PhD degree acquired within the past 10 years
and have strong motivation to promote research mentioned in the application requirements of
each research field.
4) For non-Japanese applicants, acquisition of proficient Japanese skills shall be required by the
end of the appointment term.
(2) Expected date of employment: April 1st, 2010
(3) Appointment term: By March 31st, 2015
(4) Assigned institution: Department of Research, Interdisciplinary Graduate School of Medicine and
Engineering, University of Yamanashi
3. Application review and selection process
The selection will be conducted according to criteria given below, which are based on the selection criteria
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for academics presented in the document “Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge
Areas, University of Yamanashi.”
At the first stage of selection, the application documents will be reviewed, and then interviews (including
presentations) will be conducted at the second stage of selection.
4. Conditions of employment
(1) Assessments
Assessments will be conducted in the 3rd year of the term and at the end of the appointment term.
After successfully passing either of the assessments, those who have strong intention to work for the
university for a long period of time will start their careers as a regular associate professor with a renewable
six-year term.
Furthermore, those who passed the assessment at the end of appointment term would be employed as
of April 1st, 2015, and those who passed the assessment in the 3rd year of the term would be employed as
of April 1st, 2013.
(2) Salary
This is an annual salary system. The salary will be determined according to the University
regulations, depending on the applicant’s age, career and so forth,
e.g., approximately ¥5,100,000 to ¥6,100,000.
(3) Research environment, etc.
1) Research funds
Approximately ¥6,500,000 p.a. will be provided as a research fund to each research associate for 5
years. However, the amount for the first academic year will be ¥6,250,000.
2) Research environment
In the first academic year, a start-up fund of ¥2,000,000 will be provided. In addition, equipment
expenses will be ensured in each research field, and research equipment will be newly introduced so that
research can be promoted. A reasonable research environment will be ensured during the appointment
period.
Furthermore, an “International Science Café” will be held for the purpose of contributing to
research development and international research exchanges.
3) Research and education activities
Research guidance for graduate school students, teaching fundamental subjects and the promotion
of science literacy are highly recommended as a future career, in addition to the advancement of science
and technology.
5. Application Requirements
The University of Yamanashi expects young researchers to work outstandingly in the research areas
listed below and seeks candidates who actively conduct research in a variety of fields.
Applicants may indicate their second preference of research areas on the application form.
Research area (II)
Step for creating
next-generation
research bases

Area code (I-1)

Criteria required for the research area
Applicants must have the qualities to make further progress in
leading-edge studies conducted in the University as a specially-appointed
research associate, and to become a “core” in establishing a global
research base to conduct research in the relevant areas as a young research
leader.
Foresight, spirit of challenge, development capability, leadership, and
creativity are highly appreciated.
Criteria required for the research area
Current RD field
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Leading research
for the development
of systems and
technology for
advanced
measurement and
analysis based on
the
interdisciplinary
study of medicine
and engineering.
（Development of
systems and
technology）
(One person)

Area code (I-2)
Leading research
for the development
of systems and
technology for
advanced
measurement and
analysis based on
the
interdisciplinary
study of medicine
and engineering.
（Interdisciplinary
study of medicine
and engineering）
(One person)

In order to meet frontier research needs
in advanced bioscience and medical
diagnosis, this project promotes leading
research for the development of systems
and technology for advanced
measurement and analysis based on the
interdisciplinary study of medicine and
engineering. This program seeks a
motivated researcher with experience in
related research fields to lead frontier
research for the development of novel
ionization methods for mass
spectrometry aiming at the diagnosis of
biological samples and molecular
imaging, including design and
development of imaging apparatus and
related control units.
Criteria required for the research area
In order to meet frontier research needs
in advanced bioscience and medical
diagnosis, this project promotes leading
research for the development of systems
and technology for advanced
measurement and analysis based on the
interdisciplinary study of medicine and
engineering. This program seeks a
motivated researcher with experience in
related research fields to lead frontier
research in the above approach based on
mass spectrometry and mathematical
statistics for data analysis.

Bioanalytical
devices, Mechanical
engineering,
Electronics, Applied
physics

Current RD field
Bioscience,
Information science
and technology,
Bioanalytical
devices, Analytical
chemistry,
Mathematical
statistics

6. Documents to be submitted and application method
(1) Documents to be submitted
Documents corresponding to the following (2) and (3) should be submitted in A4 size.
Unless the applicant’s native language is Japanese, it is possible to apply in English. Please refer to
the application guideline written in English for more details.
(2) Application form (please download the form.)
(3) Research plan and prospects
Any format can be used for the following documents (i) to (iv) without page restriction, but the area
to be applied and your name should be printed.
(i) Summary of past research activities and achievements
(ii) Research plan and goal
(iii) Image of ideal researchers for the applicant
Please address these questions: Who are your ideal researchers, or what kind of a researcher
would you like to be, in the near future. Please also include your research motto, philosophy, and
items to be taken into account to conduct your research.
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(iv) List of major research achievements
Please specify peer-reviewed papers.
Please attach separate prints of approximately five major papers (photocopies acceptable).
Presentations at conferences, activities in academic and general societies, awards and so forth
may be included.
(4) Submission method
All documents should be sent by registered mail to:
Young Researchers Support Office,
c/o Organization for Social Collaboration and Research Promotion,
University of Yamanashi
4-4-37 Takeda, Kofu, Yamanashi 400-8510, Japan
On the front of the envelope, please write “Application for Specially-Appointed Research Associate” in
red.
(5) Submission deadline: Not later than 17:00 JST on January 8th, 2010
<<Contact information>>
(For questions regarding each research area)
Prof. Hirokazu Hori, e-mail: hirohori@yamanashi.ac.jp
(For questions regarding general affairs)
Young Researchers Support Office,
Base for Fostering Young Research Leaders in Leading-Edge Areas,
University of Yamanashi
e-mail: wakate@yamanashi.ac.jp
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参考３ TT 若手に対する中間評価基準（案を含む。和文及び英文）

先端領域若手研究リーダー育成拠点中間評価基準
2010.7.16
先端領域若手研究リーダー育成拠点における教員審査委員会の中間評価基準を以下のように
定める。
評価基準は、以下の評価項目に対して、研究分野ごとに定められた細目に基づいて定め、業績
評価は以下の業績評価基準によって行う。
評価は、トラック教員の提出する「研究展開経過中間報告書」「拠点展開計画趣意書」、メンターが
提出する「若手研究リーダー育成経過中間報告書」、学外有識者の「外部評価書」に基づき、教員
審査作業部会が作成する、「研究計画の実施状況中間報告書」（研究環境評価中間報告書、若手
研究リーダー育成状況中間報告書、外部中間評価資料の３部より構成）、および「拠点における業
績中間報告書」、および教員審査作業部会がコメントとして添える「若手研究リーダー育成拠点への
提案書」（トラック教員への専門的アドバイスをまとめた「研究展開提案書」および育成拠点に対する
提案である「研究環境改善提案書」を含む）と、トラック教員の面接に基づいて行う。
（１）評価基準 （評価票参照）
・ 評価は、「若手研究リーダー育成状況」および「若手研究リーダー育成環境」の評価項目のそれ
ぞれ対して、評価細目を設け、以下のように評価を行う。
・ 評価細目ごとに策定された 5 段階の評価キーワードに基づき、最高を 5 点、最低を１点とする整数
の評価点を付ける。
・ ５段階評価の点数に細目ごとに百分率で定められた重みを掛けて合計したものを、評価点とする。
3 点を良好な育成状況および良好な育成環境の目安とする。
・ 審査委員が顕著な特質を認めれば、特記事項として、最大２件まで、それぞれ５パーセント以内
の重みを付けて、評価点に加点することができる。（注：この場合最高点では５点以上の評価結果
が出ることもありうる。）
・ 審査委員は、評価点を勘案し、評価項目ごとに 5 段階の総合評価を行う。
総合評価キーワードと点数は、
評価項目「若手研究リーダー育成状況」の評価細目に関して
５．拠点展開リーダーの素養が順調に育成されている。
４．拠点展開に貢献する素養が順調に育成されている。
３．本学教員として活躍する素養が順調に育成されている。
２．研究展開方法の改善が必要である。
１．研究展開方法の見直しが必要である。
評価項目「若手研究リーダー育成環境」の評価細目に関して
５．拠点展開リーダー育成に相応しい環境が提供されている。
４．拠点展開に貢献する研究者育成に相応しい環境が提供されている。
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３．本学教員の育成に相応しい環境が提供されている。
２．研究環境の改善が必要である。
１．研究環境の見直しが必要である。
・ 評価結果を集計し、原則として、評価点の審査委員全体の平均点が３点に満たなかった場合に
は、審査委員会が判断理由の説明書と改善提案書を作成し、拠点およびトラック教員への改善の
提言を行う。
（２）拠点における業績中間評価基準
・ テニュア獲得に向けての中間評価と提言の意味で業績評価を行う。
・ 「拠点における業績報告書」に基づいて、教員審査におけるトラック教員育成状況の根拠となる
業績評価基準を、次のように策定する。
・ 当該分野における准教授の採用条件を十分に満たす分野ごとの業績評価基準。
別表「分野ごとの業績評価基準」（論文数、他特記事項）
「中間評価においては、研究課題および研究展開計画に基づき、テニュア獲得時に上記の条件
が満たされると考えられる業績評価基準を、中間評価の目安として設定するものとする。」
審査委員会は、中間評価において、上記要件を勘案したうえで総合的な評価を行うものとする。
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参考４ TT 若手に対するテニュア審査基準（和文及び英文）
先端領域若手研究リーダー育成拠点教員審査委員会テニュア審査基準

第 5 回先端領域若手研究リーダー育成拠点運営委員会了承
2009.11.11
先端領域若手研究リーダー育成拠点における教員審査委員会のテニュア審査基準を以下のように定
める。
審査基準は、研究分野ごとに定められた以下の審査項目に基づいて定め、業績評価は以下の業績評
価基準によって行う。
審査は、トラック教員の提出する「研究展開経過報告書」「拠点展開計画提案書」「自己評価書」、メン
ターが提出する「若手研究リーダー育成経過報告書」、学外有識者の「外部評価書」に基づき、教員審査
作業部会が作成する、「研究計画の実施状況報告書」（研究環境評価報告書、若手研究リーダー育成状
況報告書、外部評価資料の３部より構成）、および「拠点における業績報告書」、および教員審査作業部
会がコメントとして添える「若手研究者進路提案書」と、トラック教員の面接に基づいて行う。

（１）審査基準 （審査票参照）
・ 審査項目ごとに策定された 5 段階の評価キーワードに基づき、最高を 5 点、最低を１点とする整数の評
価点を付ける。
・ ５段階評価の点数に項目ごとに百分率で定められた重みを掛けて合計したものを、評価点とする。3 点
をテニュア審査合格の目安とする。（注：これを以て不合格の場合の根拠となる数値とする。なおトラック
教員からは同形式での自己評価票が、部会からは同形式の部会としての評価票が参考資料として提
出されるものとする。）
・ 審査委員が顕著な特質を認めれば、特記事項として、最大２件まで、それぞれ５パーセント以内の重
みを付けて、評価点に加点することができる。（注：この場合最高点では５点以上の評価結果が出ること
もありうる。）
・ 審査委員は、評価点を勘案し（注）、5 段階の総合評価を行う。
総合評価キーワードと点数は、
５．拠点展開リーダーとしての活躍が期待される。
４．拠点展開への貢献が期待される。
３．本学教員としての活躍が期待される。
２．外部機関で活躍することが望ましい。
１．外部機関で活躍すべきである。
・ 審査結果を集計し、これに基づいて審議を行い、審査規定に基づいて投票を行い、出席した審査委
員の過半数以上が可と判断した場合に、テニュア審査合格となる。
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注：テニュア審査において不可となるのは、原則として、テニュア審査票の評価点の審査委員全体の平均
点が３点に満たなかったものである。例外的最終判断については、審査委員会が判断理由の説明書
を作成し、評価結果とともにトラック教員への提示と説明を行うことを条件とする。
（２）業績評価基準
「拠点における業績報告書」に基づいて、教員審査におけるトラック教員育成状況の根拠となる業績評
価基準を、次のように策定する。
・当該分野における准教授の採用条件を十分に満たす、分野ごとの業績評価基準。
別表 分野ごとの業績評価基準 （論文数、他特記事項）
審査委員会は、テニュア審査において、上記要件を勘案したうえで総合的な審査を行うものとする。

テニュア獲得要件

Ⅰ－１ クリーンエネルギー研究関連分野

アジア域での流域総合水管理分野における既往の研究成果を踏まえて、次世代最先端研究の「種」を
生み出す素養を持ち、今後のさらなる展開が必要と思われることを見出して取り組む感性・イメージ力・
Ⅰ－２ アジア域での流域総合水管理研究 直感力、研究を地道かつ着実に遂行できる粘り強さ、分野の異なる他の研究者等を惹きつける統率力
や考え方を有している。また、最先端研究プロジェクトを遂行するベースとなる知識・技術を有し、バラン
ス感覚と協調性を持ってプロジェクトを企画・推進することができる。
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山梨大学が世界に誇るクリーンエネルギー研究拠点を活用した萌芽的研究を発展させ、次世代最先端
研究の「種」を生み出す素養と、その研究のベースとなる技術力、機器開発能力等を持っている。その
研究が当該分野にどのようなインパクトを与え、新規な拠点形成につながるのかを俯瞰でき、独創性に
優れた研究を企画し、その推進に強い意欲を持つ。バランス感覚と協調性を持ってプロジェクトを指導・
推進することができる。

アジア域での流域総合水管理研究

アジア域での流域総合水管理分野における既往の研究成果を踏まえて、次世代最先端研究の「種」を
生み出す素養を持ち、今後のさらなる展開が必要と思われることを見出して取り組む感性・イメージ力・
直感力、研究を地道かつ着実に遂行できる粘り強さ、分野の異なる他の研究者等を惹きつける統率力
や考え方を有している。また、最先端研究プロジェクトを遂行するベースとなる知識・技術を有し、バラン
ス感覚と協調性を持ってプロジェクトを企画・推進することができる。

ナノ光電子機能創生分野 (ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ系)

広義のナノ科学，ナノ光科学・技術を基盤として，当該研究分野の世界的な研究拠点形成を行う「核」と
なる素養を持ち，ナノ領域における光系と電子系の結合がもたらす機能に係る実験研究を推進し，光電
子融合デバイスの創生をめざす先見性，独創性，挑戦・開発力をもっている．また，最先端研究プロジェ
クトを遂行するベースとなる知識・技術を有し，バランス感覚と協調性を持ってプロジェクトを指導・推進す
ることができる．

ナノ光電子機能創生分野 (物質材料系)

広義のナノ科学，ナノ光科学・技術を基盤として，当該研究分野の世界的な研究拠点形成を行う「核」と
なる素養を持ち，ナノ領域における光系と電子系の研究分野を融合し，機能材料設計・創製に係る実験
研究をめざす先見性，独創性，挑戦・開発力をもっている．また，新機能デバイス開発を目指す物質材
料系の最先端研究プロジェクトを遂行するベースとなる知識・技術を有し，バランス感覚と協調性を持っ
てプロジェクトを指導・推進することができる．

プ
Ⅰ－３

Ⅱ－１

Ⅱ－２

広義のナノ科学，ナノ光科学・技術を基盤として，当該研究分野の世界的な研究拠点形成を行う「核」と
なる素養を持ち，広い視野に立って，基礎的な観点からナノ領域における信号・情報伝達メカニズムに
Ⅱ－３ ナノ光電子機能創生分野 (理論系) 係わる様々な現象を解明し，そこから生まれる機能を考察して，実験研究と連携した光電子融合理論展
開をめざす先見性，独創性，挑戦・開発力をもっている．また，最先端研究プロジェクトを遂行するベース
となる知識・技術を有し，バランス感覚と協調性を持ってプロジェクトを指導・推進することができる．
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医工融合世界最先端機器開発・研究（機器開発）

生体分子の検出に焦点を絞った，質量分析における新規イオン化法，分子イメージング法等を基盤とし
て，当該研究分野の世界的な研究拠点形成を行う「核」となる素養を持ち，医工融合のコンセプトに基づ
く世界最先端機器開発・研究を推進する，先見性，独創性，挑戦・開発力をもっている．また，イメージン
グ機構およびその制御系などの開発や装置設計に関する資質と，最先端研究プロジェクトを遂行する
ベースとなる知識・技術を有し，バランス感覚と協調性を持ってプロジェクトを指導・推進することができ
る．

医工融合世界最先端機器開発・研究（医工融合）

質量分析法を核とする分析機器研究を基盤として，当該研究分野の世界的な研究拠点形成を行う「核」
となる素養を持ち，先端生命研究，臨床診断の新時代を切り拓くために，医学と工学の研究者が協働し
て展開する，最先端機器開発・研究を推進する，先見性，独創性，挑戦・開発力をもっている．また，統
計数理解析に基づく分析手法等を含む，広領域の先端研究をリードし発展させる素養と，最先端研究プ
ロジェクトを遂行するベースとなる知識・技術を有し，バランス感覚と協調性を持ってプロジェクトを指導・
推進することができる．
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