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「TT 若手」とは本プロジェクト実施期間中にテニュアトラック制〔本プロジェクトに基づくテニュアトラック制のみではなく、部局などで独自
に実施しているテニュアトラック制を含む。〕によって採用または研究費などを支援した若手研究者を指す。ただし、採用当初から「テニ
ュアトラック普及・定着事業」によって研究費などの支援を受けているテニュアトラック教員は除く。

【成果報告書本文】

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（事後評価）
■プロジェクト名： 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： ５ヵ年度の総額：718.2 百万円（間接経費及び人材育成システム改革促進費を含む）
■人材養成システム改革の概要
□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。
□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。
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□実施体制

□実施内容

【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
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

度（平成）

21 年度 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等

１．人件費合計
（1）職階：特任助教
（2）職階：事務補佐員
２．備品及び
試作品費

12.8
11.0
(6 名)
1.8
(1 名)

56.1
52.8
(8 名)
3.3
(1 名)

58.7
53.4
(8 名)
5.3
(2 名)

60.1
54.9
(8 名)
5.2
(2 名)

59.1
54.0
(8 名)
5.1
(2 名)

246.8
226.1

87.1

43.8

29.7

51.7

34.7

247.0

20.7

３．消耗品

3.4

22.1

24.3

20.8

33.5

104.1

４．旅費

2.4

5.3

5.5

4.8

3.9

21.9

５．その他

1.2

5.5

4.3

3.1

9.4

23.5

106.9

132.8

122.5

140.5

140.6

643.3

（人材育成システム改革促進費）

32.1

39.9

1.7

0.7

0.6

75.0

科学技術振興調整費等計

139.0

172.7

141.2

141.2

718.3

7.1

0.7

直接経費(1.～5.)計
６．間接経費 7)

自主経費
・運営費交付金
・その他
自主経費計

22.0

5.8

2.1

1.1

24.1

6.9

124.2

0.9

40

76.5
3.2

0.9

7.1

0.7

40

79.7

注 １）平成 23 年度以降の科学技術人材育成費補助金は「科学技術振興調整費等」に含めてくださ
い。
２）人件費は TT 若手の職階（准教授、講師、助教）別及びその他に分けて記載し、併せて、年度
毎に人件費が発生した TT 若手の人数を( )内に記載してください(年度途中での採用や転出・辞
職等はそれぞれ人件費が発生した TT 若手としてカウントしてください)。
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ください。
４）１万円単位で四捨五入し、10 万円単位（小数点一桁）まで記載してください。
５）平成21～24年度は決算額、平成25年度は執行額を記入してください（提案書の計画を変更し
ている場合は、その旨明記してください。）。
６）平成23年度以降については、人材育成システム改革促進費を記載してください。
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Ⅲ．プロジェクト実施の内容
１．若手研究者育成の基本的方針
(１) 最新の「中期目標」における記述の概要
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。」ことを中期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。
「研究水準及び研究の成果等」の項目において、「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。」ことや「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。」こと、「ワインに含まれるポリフェノール研究、
ＢＭＩ（Brain-Machine interface）や新しいイオン化法を用いた質量分析法の医学研究への展開など、
医学工学の融合領域での研究をさらに進め、関連した機関と連携した研究に取り組む。」ことなど、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。
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２．プロジェクトの実施体制と実施概要
〔「表Ⅲ-２-１ プロジェクトの運営・実施体制」参照〕

□本プロジェクトが目指す若手人材育成の流れ

本プロジェクトでは、上記体制のもとに、小規模地方大学でも実施可能な制度を目指し、既に本学で
国際的な実績を上げている研究拠点の維持と一層の進展を目指す「成熟型拠点展開ステップ」と、国
際的な先端研究において近い将来高い成果をあげ新研究拠点形成を目指すことが期待される分野、
すなわち「芽」を育てることを目的とする「次世代拠点創成ステップ」の 2 つのステップにより、研究の「種」
を育て、世界研究拠点の「核」となる研究リーダーをスパイラルアップ的に育成することを目的とした、若
手研究者の研究環境整備及び人材育成システムを構築した。
『成熟型拠点展開ステップ』では 2 分野を選定し、現在の世界的拠点を将来飛躍的に発展させる「萌
芽的研究の推進」を行う研究リーダーとなる TT 若手 3 名を国際公募によって採用した。
『次世代拠点創生ステップ』として 2 分野を選定し、次世代の世界的研究拠点の構築を目指す「先端
研究の推進」を行う研究リーダーとなる TT 若手５名を広く人材を求める国際公募によって採用した。
採用時点でテニュア審査後に就く准教授ポストを 100%確保するとともに、計画通りの充実した研究ス
ペース、研究資金、研究を大きく進展させる先端的拠点設備と、上記の支援体制のもとに順調に育成
を行った。
本プロジェクトで選定された研究分野ごとに、当該分野での最先端研究を推進する本学教員を「分
野代表」として選出し、運営委員会、教員審査委員会の委員として拠点運営に参画し、本プロジェクト
の理念を明確にし、目的が十分達成されるよう拠点運営と若手研究者育成の現場を橋渡しする役割を
担う仕組みとした。採用や評価は、専門性の高い審査委員会作業部会の評価資料作成を活用しつつ、
本プロジェクトの理念を広い立場から評価できる外部委員と外国人委員を含む審査委員会が実施し
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た。
本プロジェクトにより、TT 制によるインセンティブによって優れた若手研究者を採用することができた。
教員ごとに選定した特色ある三種の役割を分担する複数のメンターの助言、国際シンポジウム等にお
ける外部研究者からの助言と、国際サイエンスカフェにおける学外研究者はじめ TT 若手間および学
内一般教員との研究交流、および年次評価・中間評価に基づく拠点長の助言のもとに、TT 若手全員
が研究リーダーとしての資質を大いに磨き、自立した研究に専念できる環境のもとに、研究拠点の展開
や創成の基盤となる大きな研究成果を挙げている。
TT 若手は中間評価後に、大学院生および学部 4 年生の実質的な研究指導を担い、教育経験も積
んでいる。
５年のトラック期間を満了した６名については、テニュア審査を行い、国内外部委員および外国人委
員を含む審査委員会が、テニュア獲得要件を十分に満たす資質の育成がなされたことを全員に対して
認め、うち５名が本学大学院医学工学総合研究部准教授に採用され、1 名が他大学に准教授として転
出した。
2 年度採用の 2 名については、中間評価を終え、研究リーダーにふさわしい資質の順調な育成が確
認され、今年度末のテニュア審査に向けてさらに成長しつつある。４年度目以降は、自主経費による制
度として、「運営委員会」がさらに隔年に 2 分野程度を選定し、各分野において TT 若手を採用し、継続
した若手研究リーダー育成を行っている。
本プロジェクト３年目が終了した時点で、5 名の学外有識者を委員とする外部評価を実施し、実施状
況の説明および TT 若手の面談等に基づく評価を頂き、この結果等を活用し PDCA サイクルを活用し
て本プロジェクトの運営及び人事制度改革の施策等に反映させている。
３．ＴＴ若手の国際公募と選考・審査結果
３-１ 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
〔「表Ⅲ-３-１-1～3 平成 21 年度第 3 回目（通算第 3 回目）国際公募の実施状況」参照〕

これまでの全ての TT 若手公募において、本プロジェクトの目的とテニュア像およびテニュア獲得要
件を明確にし、更に研究環境を明示した日本語と英語による公募要領を作成し、ホームページ等で広
く公募を実施した。平成 21 年度には、公募媒体に国際公募要領を掲載し、3 回（表Ⅲ-３－１－１～２）
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 TT 若手を採用した。平
成 24 年度に自主財源による TT 若手を 3 名採用したが、この 3 名については平成 24 年度後半より、
テニュアトラック普及定着事業に移行した。平成２６年度に自主経費採用を行うため、平成 25 年度に２
分野で国際公募を行った。
本学の独自性の高い研究課題に関わる拠点展開や創成を掲げた高レベルの研究リーダーを広い
領域から募集し、また事前の相談窓口なども設け拠点の目的や応募要件等の詳細説明を行ったことか
ら、応募者数は比較的少数にとどまったが、公募時に採用目的の説明とテニュア獲得要件を明示し、
研究環境に関する支援体制等を明確にしたことにより、通常より優秀な先導性のある若手研究者を採
用するのに相応しい公募ができた。
公募には、ＪＲＥＣ－ＩＮや当該異分野へのメール配信等も併用し、2 年度目の募集に当たっては、国
際公募をより効果的にするためにＮａｔｕｒｅ誌への広告掲載も実施した。本プロジェクトの中間評価以降
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の公募においては、女性、外国人の研究者を積極的に採用する姿勢や各種のサポート体制を明記し
たことで、女性、外国人の応募も増加した。また、中間評価以降 5 分野の募集を行ってきているが、各 1
名の採用枠に対して、総数で 56 名の応募者があり、応募倍率も 10 倍以上となった。
（２） 選考・採用審査基準、審査方法、審査委員の構成
〔「表Ⅲ-３-２-１～4 TT 若手の選考体制」参照〕

プロジェクトの理念の実現および目的の達成と、高度な先端研究を担う研究資質の判断を両立させ
るために、運営委員会は教員審査規定を定め、理事、拠点長、各部局長、各分野代表、学外委員、外
国人委員、分野ごとに定める専門委員から成る広い視野に立った総合的判断のできる教員審査委員
会を構成した。あわせて教員審査委員会には、教員審査委員会作業部会を設け、専門的見地から応
募者を評価し専門的意見を含む審査資料を作成して審査委員会に報告させ、これに基づいて審査委
員会が選考を行う仕組みを構築した。
審査委員会は、各分野の公募ごとに、テニュア獲得要件等を含む教員採用条件および評価基準を
詳細に定め、運営委員会の承認を経て、この基準に基づく採用審査を行った。採用審査基準として、
作業部会が策定した専門性等の評価項目に加え、各領域、各分野として求める若手研究リーダーの
資質を定めるとともに、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に重点を置いた評価項目を策定した。
採用審査においては、学内の各専門分野の教員５～６名により教員審査委員会作業部会を構成し、
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（外国人審査委員を含む）、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。
（３） 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など
機関外からは 2 名の広い識見と高い専門性を併せ持つ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依頼した。
学外審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グローバルな視点に基づいて審査していただい
た。
３-２ 選考・採用審査とその結果
（１） TT 若手公募への応募者の選考過程
〔「表Ⅲ-３-３ 年度別・公募分野別の選考状況」参照

山梨大学のオリジナリティーを誇る分野に関する TT 若手の公募であり、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、
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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。
相談窓口では、各専門分野の代表者が、国内外の応募問い合わせに対して、メール等による詳細
な説明を行った。この結果、実際の応募者は事前に少数に絞られており、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できた。選考・採用に当たっては、3−1（2）に記載したように、学外者と
外国人を含む全学的な審査委員会を設置し、本課題の目的を具体化した明確な審査基準・手順を領
域・分野ごとに定めた。審査委員会は専門的評価については作業部会に委嘱し、これを参考に本課
題の目的にかなう慎重な審査過程を経た採用決定を行った。この結果、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。
（２） 採用した TT 若手の状況
〔「表Ⅲ-３-４ 年度別・採用部局（予定を含む）別ＴＴ若手採用者数」参照〕

採用部局はいずれも医学工学総合研究部工学学域であり、成熟型拠点展開ステップの 2 分野と次
世代拠点創生ステップの医工融合を含む２分野における若手研究リーダーとして、8 名のＴＴ若手を採
用した。専門性と資質を重視し選考した結果、女性研究者採用には至らなかったが、初年度の第 1 回
および第 2 回（再公募）では、海外でのポスドク経験者 2 名を含む 6 名を、2 年度第 3 回には、外国人
研究者 1 名を含む 2 名を採用した。2 年度目に、本学が高いオリジナリティーを有する医工融合分野に
おいて、本学のポスドク研究者であった自機関者 1 名を採用した。自校学位授与者の採用は、実施期
間全体を通して 1 名であった。
３-３ 本プロジェクトで育成する TT 若手採用計画の変更状況
〔「表Ⅲ-３-５ 年度別のＴＴ若手採用計画数と実際のＴＴ若手採用数との比較」参照〕

当初４年目には自主経費にて２名のＴＴ若手を採用する予定であったが、空ポストの検討などを行い、
３名を採用することとした。採用後、テニュアトラック普及・定着事業に移行した。
また、６年目には自主経費にて４名を採用することとしていたが、平成 24 年度の学部改組に伴う空き
ポストの関係で、２名の自主経費採用を行うこととし、先端機械工学分野 1 名の採用を平成 26 年 4 月 1
日付で行い、適任者のいなかった結晶ボンドエンジニアリング研究分野については再公募を実施中で
ある。
今後も、大学改革等との整合性をとりながら、常時５名程度の全学的な戦略的若手研究リーダーの育
成を継続して展開する予定である。
４．ＴＴ若手の育成状況、研究環境整備及び支援体制
４-１ TT 若手の育成状況
１年度目に採用した６名については、５年間のテニュアトラック期間について人件費及び研究費につ
いて本プログラムの支援を受けた。
２年度目に採用した２名については、テニュアトラック期間の４年間は人件費及び研究費について本
プログラムの支援を受け、プログラム終了後の１年間は、本学自主経費にて、人件費及び研究費を支
援することとしている。
４年度目に採用した３名については、テニュアトラック期間５年間の人件費については、本学自主経
費にて支援する。研究費については、最初の２年間テニュアトラック普及・定着事業の支援を受け、平
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成 26 年度より、本学自主経費にて研究経費を支援することとしている。既に平成 26 年度に自主経費に
よる 1 名の TT 若手を採用し、支援を開始している。
４-２ ＴＴ若手の研究環境の整備内容
（１） TT 若手の所属・研究室など
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、TT 若手 8 名が所属して
いる。ＴＴ若手は、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。
４年度目に採用となったＴＴ若手（ＴＴ普及定着による支援）３名の所属については、テニュア審査後
に配属となる予定の学科である応用化学科、コンピュータ理工学科、クリーンエネルギー研究センター
にそれぞれ配置し、研究室、実験室についても、各学科の棟内に設置した。平成 26 年度から採用の
TT 若手についても、テニュア審査後配属予定の機械工学科所属とし、研究室・実験室も機械工学科
がある建物内にスペースを提供している。
研究スペースについては、各教員一人当たり、約 50 ㎡を確保した。これは、TT 若手の所属部署で
ある医学工学総合研究部工学学域の一般教員の平均研究スペースより若干広いものとなっているが、
同窓会建物の一部を改修するなどして確保した。研究実態に応じて配分した面積は、研究室として１５
から 30 ㎡、実験室として 25 から 78 ㎡であった。また、実験室等は関連分野の研究室に近い場所に設
置することに努め、ナノ光電子機能創生分野においては、TT 若手相互の研究の連携性を重視して、
近接した実験室を用意したまた、自主経費で採用した 1 名の TT 若手についても、51 ㎡の研究スペー
スを確保し支援を開始している。
これらに加えて、環境条件の優れた部屋を選定し視聴覚機器等を整備して、本プロジェクトの大きな
特徴の一つである「国際サイエンスカフェ」を設置し、TT 若手相互の交流および一般の学内外の研究
者との交流、さらに学外から招聘した著名研究者との交流を支援した。国際サイエンスカフェには映像
機器等の充実した設備を設置し、研究交流を促進する支援を行った。実際、TT 若手のミーティングが
日常的に行われ、分野が異なる TT 若手相互の融合的交流が促進され、共同研究に結び付いた実績
も生まれた。例をあげると、「クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究分野」と「ナノ光電子機能創生
分野」の TT 若手が連携し、コヒーレント反ストークスラマン散乱(CARS)法による燃料電池内部変化の高
速時間分解計測に成功し、これに基づいて JST 研究成果展開事業（先端計測分析技術）への展開が
なされている。また、「ナノ光電子機能創生分野」の 3 名の TT 若手が共同した「近接場光プローブ及び
その製造方法、並びにそれを用いた近接場光顕微鏡」の特許出願の成果も得られている。さらに、一
般教員との研究交流によっても、「医工融合世界先端機器開発分野」の TT 若手が、サイエンスカフェ
での交流を通じて、本学が推進する医工融合の「迅速がん診断支援装置開発」における「統計数理学
的診断アルゴリズム研究」に貢献し診断結果の解析と評価において成果を挙げており、また、「医工融
合世界先端機器開発分野」と「ナノ光電子機能創生分野」の TT 若手らが、医工融合研究を推進する
一般教員と連携した「グリア細胞の機能計測を基盤とする脳機能研究」が目覚しく進展し、学内戦略プ
ロジェクトとして推進されている。
また、TT 若手やメンター等からの発案に基づき、年に７～８回程度の割合で著名な研究者を国内外
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から招聘し、拠点の主催によるサイエンスカフェ講演会を企画・実施し、これにより、TT 若手の研究マ
ネジメントを含む研究者としての能力向上を図った。TT 若手は、専門分野にかかわらず講演会に積極
的に参加して異分野研究者との交流を図り、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仕組みが構築されている。国際サイエンスカフェでの講演会等の開催にあたっ
ては全学に開催案内を行い、多数の一般教員が参加して多くの研究交流がなされ、新たな協働研究
がスタートするなどの波及効果を生むと同時に、本プロジェクトの学内での広報活動の一環ともなった。
本プロジェクト終了後も、国際サイエンスカフェの運営を継続し、自主経費で採用する TT 若手の支
援を行っている。運営資金は大学本部が「プロジェクト成果定着経費」として支援している。
（２） TT 若手へのメンターなどの配置状況
本プロジェクトでは、「主メンター」、「サブメンター」、「先駆者メンター」の３種類のメンターを配置し、
それぞれ役割を明確にし適切な助言ができるという特色あるメンター制度を構築し、各 TT 若手に概ね
６名程度配置している。また、運営委員会に「分野代表者」を置き、拠点とメンターおよび関係分野研究
者の連携を高め、TT 若手の自立的研究環境の維持に十分配慮しつつ、適切な助言を行う体制とし
た。
メンターの役割と特徴等は，以下のとおりである。
① 「主メンター」は、研究上の師弟関係的スタイルを排除し、総合的な相談・助言・アドバイスを行うも
のとし、TT 若手と異なる領域の先端的研究を行う本学教員から適任者を選考した。
「サブメンター」は、各 TT 若手の研究推進において、直接的な助言と支援を行うものとし、各 TT
若手の研究と関連性の高い分野の先端的研究を行う本学教員から適任者を選考した。
「先駆者メンター」は、各 TT 若手に必要に応じて拠点形成に関する助言を行うものとし、世界的研
究に基づき拠点創成等の経験を有し、大型プロジェクトを推進する本学教員から適任者を選考し
た。
② メンター選考は、審査委員会作業部会委員の助言のもとに、拠点長が当該分野の分野代表者と
協議して候補者を推薦し、これに基づいて運営委員会が適性を判断し選定した。
③ メンターは、自立的研究環境の維持に十分配慮し、TT 若手の要請に基づいて助言を与えることを
主たる役割とした。年次評価、中間評価、テニュア審査においては、TT 若手と面談し、研究環境と
研究の進捗状況等が適切であるかを調査し、拠点に報告と助言を行った。
中間評価、テニュア審査の際には、各メンターは審査資料となる「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、TT 若手の育成状況について報告
をした。
メンターの実質的活動としては、各 TT 若手の要請に基づいて、知見の提供や助言、実験等の支
援、外部資金獲得等に関する助言、中間審査、テニュア審査前における助言、テニュア獲得要件達
成に向けての助言、中間審査後は学生指導における助言などを適宜行っている。
④ 各メンターは、本プロジェクトが運営する国際シンポジウム、サイエンスカフェ等に参加し、TT 若手
活動状況を把握するとともに、各研究分野のメンター相互の意識統一を深めた。
自主経費で採用する TT 若手にも、これまでと同じ体制で役割を明確にした複数のメンターを定め、
アドバイス等の支援を継続している。
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（３） ＴＴ若手に配分した研究費
当初計画どおり、豊富な資金により研究を支援するために、各 TT 若手に、スタートアップ経費 200
万円と年度ごとの研究費 650 万円を配分した。スタートアップ経費は、初年度に研究推進に直接関わ
る経費の他に環境整備の経費が必要となることを配慮したもので、使途の限定は特に無い。併せて、
先端的研究を加速するための拠点設備費を分野あたり 1,600 万円配分し、プロジェクト期間を通じて導
入したその他の拠点設備および個別研究設備を活用し、TT 若手のいずれもが、世界に先駆けた研究
課題を効果的に推進し、世界的研究拠点の展開や創成に資する大きな成果を挙げた。
ＴＴ普及・定着の支援を受けたＴＴ若手３名については、当初自主経費での研究費支援を大学の予
算に計上し、スタートアップ経費 200 万円、研究費 200 万円としていたが、その後、テニュアトラック普
及・定着事業の支援を受け、スタートアップ経費 200 万円、初年度研究費 850 万円をＴＴ若手に支援で
きた。ＴＴ普及・定着事業終了後は、自主経費で採用する TT 若手と同様の支援を行う予定である。
本プロジェクト終了後の、自主経費で採用する TT 若手には、スタートアップ経費 200 万円、研究費
年間 200 万円の支援を行う。資金は大学本部と当該部局が折半し、継続的な TT 若手の採用を行う。
（４） ＴＴ若手への研究支援員（ポストドクターなど）の人的研究支援
研究デューティーを高く設定した TT 若手の研究推進状況および関連分野研究者等からの研究支
援体制を、分野代表およびメンターが把握した状況により、研究支援者等の必要性が生じなかったこと
から、ＴＴ若手への研究支援員（ポストドクター）の採用はなかった。
４-３ 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
TT 若手に配分する研究費に加えて、先端的研究を加速する拠点設備費を、分野あたり 1,600 万円
配分し、TT 若手の研究推進に適した機器等を配備した。これにより、各研究者は大型実験装置の構
築などの十分な自立的研究環境整備を行い、順調に研究活動を行った。大型の研究設備として、初
年度から２年度目には、高速液体クロマトグラフ、人工気象室、ピコ秒蛍光寿命測定装置、PC クラスタ
システム、超高真空極低温走査型トンネル顕微鏡システム、リニアイオントラップ型質量分析装置等を
導入し、プロジェクト期間を通じて導入したその他の拠点設備および個別研究設備により、TT 若手の
世界に先駆けた研究推進と拠点展開に向けての活動を強力に支援した。
若手研究者支援室を設置し、工学部支援課と協働で、運営委員会、教員審査委員会の運営支援、
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た。
本プロジェクト終了後の、自主経費で採用する TT 若手にも、継続して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支援を継続しており、運営資金は大学本部が「プロジェクト成果定
着軽費」として支援している。
「国際サイエンスカフェ」は、TT 若手の日常的な交流やメンターおよび学内外の研究者との交流、
TT 若手や分野代表・メンターの発案による国内外著名研究者の招待講演を企画・実施し、研究マネジ
メントを含む能力向上を図り、また一般教員を含む異分野研究者の交流を促進した。
「国際シンポジウム」は、平成 22 年度以降毎年、若手研究者が企画・運営・実施の全般を担当して
開催され、国際会議運営能力の涵養、および国際的な研究交流に基づく研究評価を経験する機会と
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した。TT 若手は、国際シンポジウムで口頭発表、ポスター発表を行い、国際的に活躍する招聘研究者
の評価を受け、研究能力向上に大きく資するものとなった。学外参加者により作成された TT 若手の評
価書は、外部評価資料として年次評価、中間評価、テニュア審査資料として活用した。最終年度に、一
般市民向け講演会を含む総括的国際シンポジウムを開催し、国内外の幅広い学外有識者と研究交流
し合わせて評価を受けた。中高生を含む一般向けには、TT 若手が創意に富んだ研究紹介ブースを設
置して広報活動を行い、学外招待者からも高い評価を受けた。
（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 11 名のＴＴ若手については、現在までに必要性が生じなかったので、ラ
イフイベントに関する施策は特別に設けていないが、中間評価後の４年度目にあたる平成 24 年度に、
本課題の発展的継続と定着を目的として３名のＴＴ若手の公募を行った際には、募集要項において、
女性教員の積極的な採用、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
などを織り込んでおり、必要に応じて対応することとした。応募し易さに十分配慮した国際公募を行い、
平成 21 年度、22 年度に比べ、平成 24 年度募集では５名、平成 25 年度は４名と各分野の女性応募者
の割合が増えてきており，今後の公募においても丁寧な情報の提供に努めていくこととしている。
４-４ TT 若手の育成施策とその内容
(１) TT 若手の研究活動状況
〔「表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績」参照〕

論文発表・学会発表や国際会議での受賞など各 TT 若手が順調に研究成果を挙げることが出来た。
８人の TT 若手が、初年度を除く４年間で 92 編の査読付き原著論文を発表し、１人当たりの平均は 4
年間で 11.5 編に上る数となっており、着任以来精力的に独自の先端研究を立ち上げ急速に研究を進
展させ成果を挙げたものである。
科学研究費補助金については、ほぼ全員が５年間の間に採択されており、一般教員よりはるかに高
い採択率となっている。その他、JST さきがけなど大型資金の獲得も達成しており、本プロジェクトでの
研究環境整備により、一般教員よりはるかに多数の成果を挙げている。
TT 若手がこれまでに獲得した外部資金（H22-25 年度）の総額は 1 億 4245 万円に達し、その具体
的な件数は，科学研究費若手 B（代表者）５件、科学研究費新学術領域公募研究（代表者）１件、科学
研究費基盤研究 B（代表者）１件、JST さきがけ（代表者）１件、JST A-STEP（責任者）１件、JST 先導的
創造科学技術開発費（安全・安心）（分担機関代表）１件、NEDO ナノテク・先端部材実用化研究開発
（研究開発責任者）１件、河川整備基金助成金（代表者）２件、笹川研究助成（責任者）１件ほか、研究
分担者、連携研究者として数多くのプロジェクトに参画し、一般教員の平均を大きく上回る目覚ましい
活躍をしている。
本プロジェクトで実施した研究環境整備などの施策の効果を以下にまとめて報告する。
TT 若手は研究リーダーとして、本学一般教員の若手時代に比べ著しく高度な研究機材と研究環境
に関する支援を受け、特色あるメンター制が支える自立的研究環境において、著しい研究業績をあげ
るとともに、学内の戦略目標と整合性のある研究リーダーとしての資質を涵養している。学内の戦略的
研究拠点展開の将来を担う研究基盤の構築が、わずか５年の期間で成果を挙げており、本プロジェク
トの成果が今後の人材育成の方向性を示す重要な知見となった。さらに、学内研究者との交流が効果
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的になされ、学内の戦略的プロジェクトとの自然な連携に基づく相乗効果をもたらしている。具体的な
成果については、以下に分野ごとに取りまとめて述べる。
これらの成果から、大学が総合的判断のもとに戦略的研究分野を選択し、若手研究リーダー育成を
行うことで、斬新な研究活動と既存の研究アクティビティーとが連携し、拠点展開の原動力となるという、
本プロジェクトの理念と施策の効果が実証されたものである。今後の若手研究者支援と人事方針に関
する知見として、小規模大学の人材育成プログラムの在り方の先駆的例となりえたものと考える。
さらに、TT 若手間の融合研究の開拓および学内融合研究プロジェクトとの連携も大きく進展し、分野
横断的な全学的人材育成システムが、融合研究の加速という大きな波及効果をもたらしたものである。
国際サイエンスカフェおよび国際シンポジウムが異分野間の研究交流に果たす役割の重要性も、本プ
ロジェクトの推進により明確になったところである。 本プロジェクトの理念であり特色である、萌芽的研
究を推進する若手研究リーダーを育成する「成熟型拠点展開ステップ」と次世代の世界的研究拠点の
構築を目指す研究リーダーを育成する「次世代拠点創成ステップ」のそれぞれの分野での、TT 若手の
活動の成果を以下にまとめる。
成熟型拠点展開ステップ
「アジア域での総合水管理研究分野」
TT 若手 A は、植物を利用した環境浄化と資源生産・循環、難分解性化学物質の生分解メカニズム
の解明、植物と微生物の共生関係の解明、化学物質分解と資源生産に有用な微生物の探索など植物
や微生物を利用した総合水管理の研究を大きく進展させ、拠点の次世代を担うに相応しい研究成果と
新規研究課題を開拓し、研究リーダーとして活躍している。
TT 若手 B は、局所気象への斬新なアプローチから、アジアにおける都市活動が気候・水循環に与
える影響評価、最先端降水レーダー情報の減災への活用の研究を大きく進展させ、拠点の継続的発
展を次世代に引き継ぐ研究領域開拓を行い、研究リーダーとして活躍している。
次世代の研究リーダー2 名の育成は、テニュア審査においても高く評価されたとおり、期待以上であ
り、２名テニュア準教授の若手研究リーダーのとしての活躍は、拠点継続的発展と新展開をもたらすも
のと大いなる期待される。既存の研究拠点の萌芽的研究を基盤とした発展を目指す、本プロジェクトに
おける大学としての戦略的目標が大いに達成されているところである。
「クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究分野」
TT 若手 C は、ビデオ STM の新手法導入などに基づく、燃料電池電極に関する触媒反応の解明及
び新規な触媒の創製研究を大きく進展させ、クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究分野の国際
的な研究交流の領域を拡大させており、また他分野の TT 若手との協働により新たな光学計測法を開
拓し、当該分野における新規外部資金獲得に貢献した。若手研究リーダーは他大学に転出したが、拠
点の総合的研究展開に資する成果が得られているものである。
次世代拠点創成ステップ
「ナノ光電子機能創生分野」
ナノ光物性研究、ナノ光電子機能研究、ナノ光電子理論研究の相補的な三本柱の研究領域で、優れ
た個別の研究成果を挙げ、また協働して研究拠点創成に寄与できる３人の若手研究リーダーが順調
に育成された。
13

ＴＴ若手Ｄは、高度な分光システム構築に基づき、半導体ナノ結晶の光学特性、光近接場と微小構造
物質との相互作用の実験研究を推進し、ＪＳＴさきがけ研究の獲得による支援も得て、優れた研究成果
を挙げ、ナノ光物性研究における研究リーダーとして活躍している。
ＴＴ若手Ｅは、世界でオンリーワンのマルチプローブ近接場光学顕微分光システムを構築し、ナノ領域
における新しい光・電子機能評価に成功し、またランダム系における光の局在現象の実験的研究で成
果を挙げ、ナノ光電子機能研究における若手研究リーダーとして活躍している。
ＴＴ若手Ｆは、閉じ込め励起子と輻射場との相互作用、光物性と量子光学の融合領域における理論構
築と新奇ナノ光電子機能創生に係わる理論研究などの新領域研究を進展させ、優れた成果を挙げ、
学内の研究者もこれに触発されつつ新領域の研究を展開し、拠点創成に向けての相乗的な効果を生
み出し、ナノ光電子理論研究における研究リーダーとして活躍している。
また、本領域の 3 名のＴＴ若手は、それぞれの特色を活かした研究連携に基づき共同の特許申請も行
っている。さらに、学内研究者とのサイエンスカフェを通じた交流等に基づき、グリア細胞の機能計測に
基づく医学領域の脳機能研究と、ナノ光電子機能における計測評価技術および機能理論研究とを相
乗的に進展させる、画期的な医工融合研究グループの創出に貢献し、本プロジェクトにおける若手研
究者育成の成果が医工融合研究の新領域開拓を推進し、全学的な拠点創成を目指す動きが活発化
している。
「医工融合世界先端機器開発分野」
ＴＴ若手ＧとＨは、今年度テニュア審査を迎えるが、両者は相補的に、これまでにない大気圧化や真
空下などの特殊な環境条件での質量分析を目指したバイオ分子イオン化に関する先駆的研究を独自
に開拓するとともに、質量分析を基盤とした医工融合世界先端機器開発において、医療診断や手術
現場に応用できる分析手法を開発し、基礎から実用に到る広範な研究領域で既に大きな成果を挙げ
ている。TT 若手２名は、自立的な研究環境のもとに、多様な協働研究に参画し、さらに後進の大学院
生指導にも貢献している。学内外のプロジェクト研究にも積極的に携わり、薬物検知や爆発物検知など
の安心・安全等に関わるプロジェクトでは、各種技術開発を率先して推し進め多大な効果をもたらし、
現在では研究プロジェクトのリーダーとなって外部資金獲得も行っている。特に、近年の学内の医工融
合研究の成果である「迅速がん診断支援装置開発」においては、基礎技術及び機器の設計製作、計
測法の評価のみならず、統計数理的診断アルゴリズムの研究にも積極的に参画しており、これらの医
工融合領域において、既に、欠くことのできない重要な研究技術を有する研究リーダーとしての活躍を
する中で、今年度のテニュア獲得を目指している。
（２） TT 若手の教育能力の育成施策
〔「表Ⅲ-４-２，-３ ＴＴ若手の職位別研究指導認定状況など」参照〕

本学では助教については研究指導教員の認定を行っていないが、中間評価終了後より、ＴＴ若手は
各メンターおよび分野代表等の助言を受けながら、実質的に学部４年生及び大学院生の研究指導と
授業の一部を担当し教育経験の育成を行った。各教員とも、優れた研究実績に裏付けされた学識と経
験に基づいてそれぞれ創意工夫をして授業担当および学生指導を的確に行った。実際、TT 若手の
一人は、実質的に指導した大学院修士課程の学生１名に２編の英文論文を筆頭著者で査読付の国際
的論文誌に発表させるなどの目覚ましい活躍を行い、テニュア審査においても賞賛を受けた。
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５．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）のキャリアパス支援と人材流動性への配慮
５-１ ＴＴ若手のキャリアパス支援
（１） TT 若手への特徴あるキャリアアップ施策の実施状況
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、TT 若手が専門とする分
野において学術的基盤となる基礎科目において、オリジナルな教授法の開発を心がけ、教育力を向上
させることを、分野代表やメンターを通じて積極的に支援した。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、サイエンスカフェの運営と開催に携わることを義務付けている。これは、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こととした。実際に、TT 若手は、学外で開催されたサイエンス
カフェ等によるサイエンスリテラシー活動に参加し、この経験を TT 若手相互で共有し、サイエンスカフ
ェの理念や運営手法を学び、本プロジェクトの国際サイエンスカフェおよび国際シンポジウムの企画立
案を多数経験し、これらの素養を高めるとともに、学内外の多数の研究者の研究交流にも貢献するとい
う大きな波及効果をもたらした。また、成熟型拠点展開ステップの各分野の TT 若手は、現行の本学拠
点が開催する国際的なイベントを通じて、研究交流の促進やサイエンスリテラシーにあたる一般向けの
情報公開などの手法を学び取り、人材教育等に関わる広い素養を身に付けている。
（２） 自機関のテニュア職に採用しなかった TT 若手への支援措置
本研究プロジェクトでは、手厚い自立的研究推進の支援により拠点創成を目指す若手研究リーダー
育成を順調に進めており、本学の継続的拠点展開を可能にする高いレベルのテニュア獲得を可能に
する、少数の優秀な TT 若手を育成する支援体制に重点を置いた拠点を構築している。このため、自
機関のテニュア職に採用しなかった TT 若手への支援措置については、メンターおよび分野代表によ
る TT 若手の将来像の構築に適切なアドバイスを行い、本学が先進的に先端研究を推進している分野
の強みを活かした進路指導をすることとしている。
実際には、テニュア審査の基礎資料として、専門分野ごとに組織された教員審査委員会作業部会が
メンターの意見等を参考にして業績評価等を行った結果に基づいて、「若手研究者進路提案書」を作
成し、自機関における採用を推薦できない場合には、他機関での可能な活躍の場を提言することとし
た。テニュア審査においてテニュア資格を獲得できなかった場合には、「若手研究者進路提案書」に基
づき、拠点長が TT 若手にとるべき進路を指導することとした。これによって TT 若手の任期終了後の支
援措置としている。
これまでに、最終年度のテニュア審査を受けた TT 若手は、全員テニュア資格を獲得し、１名を除き
本学准教授に採用されている。自機関のテニュア職に採用しなかった TT 若手 1 名は、他大学の准教
授職に就いたものである。本年度最終テニュア審査を迎える 2 名の教員についても、中間評価で若手
研究リーダーとしての資質の順調な育成が確認され、以後の年次評価においても優れた研究成果を
挙げており、リーダーシップを発揮した研究プロジェクト等を推進していることから、現在のところテニュ
ア資格獲得に向けて順調に育成されている状況が確認されている。
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（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など
ＴＴ若手への研究支援員（ポストドクター）の採用はなかった。
（４） TT 若手の転出・辞職（テニュア審査以前）の状況
〔「表Ⅲ-５-１ ＴＴ若手の転出・辞職状況」参照〕

テニュア審査以前に転出・辞職したＴＴ若手はいなかった。
５-２ 機関の人材流動性への役割と期待
現在、工学系研究センターの助教はテニュア TT 若手として採用することとしており、また、医学工学
総合研究部基礎医学系講座では、テニュアトラック制を助教としての試用期間という位置づけで運用し
ており、自主経費で実施している。
学内規定に関しては、工学部での運用を想定して制定していた学内規定を、全学的に実施可能と
なるよう改定した。今後は、年俸制の導入とも関連して、若手及び外国人の優秀な研究者の採用に向
けた制度として拡充することを検討課題としている。
６．年次評価及び中間評価の体制、基準・方法、評価結果など
６-１ 年次評価の体制、基準・方法、評価結果など
(１) TT 若手の年次評価の体制
〔「表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制」参照〕

年次評価の体制は、表Ⅲ－６－1 のとおり、TT 若手ごとに定められた教員審査委員会作業部会が、
TT 若手が提出する業績評価資料の書類審査と TT 若手の面談を行い、メンターの意見および国際シ
ンポジウムでの外部評価を総合して業績評価票を作成し、これに基づいて拠点長が各 TT 若手と面談
し、評価の伝達とアドバイスを行い、併せて拠点運営の改善を行うものとした。
(２) TT 若手の年次評価の基準・方法
年次評価は、TT 若手の育成状況および育成環境の確認と向上を図ることを目的として行うこととし、
着任 2 年度目以降の５月に実施している。運営委員会が年次評価規定を定め、これに基づいて分野
ごとに、教員審査委員会作業部会が中間審査基準・テニュア審査基準を参照し、各教員のテニュア獲
得要件等を明示した業績評価票を策定し、評価を行うこととした。各 TT 若手が提出した業績評価資料
およびメンターのコメントと国際シンポジウムで受けたアドバイス等に基づいて、教員審査委員会作業
部会が書類審査と TT 若手の面談を行い、業績評価票を作成し、拠点長はこれに基づいて各 TT 若手
と面談を行い、評価結果の伝達及びアドバイス等を行った。あわせて拠点長は育成環境についての評
価に基づいて、必要に応じて拠点の支援体制についての改善を行うこととしている。
TT 若手は、研究業績リスト（外部研究資金の獲得状況、社会貢献等その他の業績，賞罰等を含む）、
現在までの研究概要、今後の研究計画を提出する。研究分野ごとに組織された教員審査作業部会は、
TT 若手が提出する業績評価書類の評価と、TT 若手との面談を行い、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)における評価等を勘案して、年次評価票による評価を
行う。教員審査作業部会による評価の結果を受けて、拠点長は TT 若手と面談し、評価を伝えるととも
に、今後の活動へのアドバイスを行った。 以後、毎年同時期に年次評価を実施している。
自主経費で採用する TT 若手についても、同様の体制で年次評価を行うこととしている。
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(３) TT 若手の年次評価におけるメンターなどの関与の状況
メンターは、年次評価において、日常的な TT 若手との関わりおよび年次評価にあたっての面談に
基づき、TT 若手の育成状況について育成環境の妥当性を含めた評価を行い、メンターコメントとして
教員審査委員会作業部会に提出し、年次評価の基礎資料としている。
メンターは、TT 若手の自立性の観点から、年次評価には直接関与しないこととしている。
(４) TT 若手の年次評価結果とその反映
平成 21 年度採用の６名は、平成 21 年度末（２年目終了時）、平成 24 年度末（４年目終了時）に業績
評価を行った。平成 22 年度採用の２名は平成 23 年度（２年目終了時）末、平成 25 年度末（４年目終
了時）に業績評価を行った。
いずれも順調に研究業績をあげており、リーダーの素養が育成されているという結果となった。この
結果については、終了後に各 TT 若手が拠点長と面談し伝えている。その際には、TT 若手からの研究
生活における意見なども聴収することとしており、拠点側も TT 若手の研究とその環境を検討する機会
としている。また、TT 若手側は、アドバイスも受けられる良い機会となっている。
育成環境の評価においても、若手研究リーダー育成の環境として概ね妥当との判断がなされ、付帯
意見については拠点長が掌握し、拠点運営の改善に反映させるものとした。
６-２中間評価の体制、基準・方法、評価結果など
（１） TT 若手の中間評価の体制
〔「表Ⅲ-６-２ TT 若手の中間評価の体制」参照〕

中間評価の体制は、表Ⅲ－６－2 のとおり、TT 若手ごとに定められた教員審査委員会作業部会が、
TT 若手が提出する評価資料、メンターの意見、国際シンポジウム等での外部評価等の資料の整理を
行い、若手研究リーダーとしての育成状況と育成環境の評価と改善に資することを目的とした「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「若手研究リーダー育成拠点
への提案書」を作成し、これに基づいて教員審査委員会が TT 若手の面談を行い、定められた中間評
価評価票に基づいて評価を行う体制とした。拠点長は評価結果に基づき、各 TT 若手と面談しアドバイ
スを行うと共に、拠点運営および育成環境の改善を行うものとした。
（２） TT 若手の中間評価の基準・方法の策定方法など
本プロジェクトの目的を達成するために、TT 若手の育成状況を評価し、これに基づいて育成環境
や支援体制の総合的な改善に結び付けることを念頭において中間評価を実施した。運営委員会が、
中間評価基準を制定し、着任３年度目を終えた TT 若手の中間評価を実施した。
一般教員の評価と異なり、若手研究リーダーとしての資質の養成に重点を置いた評価を行うこと、ま
た TT 若手の自覚を高めることを目的として、中間審査では、通常の業績評価とともに、「拠点展開計画
趣意書」の内容に重点を置いて評価を行った。「拠点展開計画趣意書」は、テニュア審査の際に提出
する「拠点展開計画書」の構想の概要あるいは方向性をまとめたものであり、テニュアトラック期間に「成
熟型拠点展開ステップ」あるいは「次世代拠点創成ステップ」の各分野研究リーダーとしての自覚に基
づいて先進的研究をどのように推進し、これを基盤としてどのような拠点の発展的展開や新拠点の創
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成を行おうと計画するかを論じたものである。本プロジェクトの理念を TT 若手に十分理解いただくこと
を目的として、「研究展開」「拠点展開」等の用語を用い、大学の戦略的研究展開および継続的拠点展
開に対する若手研究リーダーとしての自覚を促すものとしている。
中間評価の基礎資料は、TT 若手が提出する「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」、国際シンポジウム等における学外有識
者の「外部評価書」とした。教員審査委員会作業部会が、これらの資料をとりまとめ、「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」（TT 若手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）を作成し、教員
審査委員会に提出した。
教員審査委員会は、分野ごとに定めた教員審査委員会作業部会委員を加えて構成し、中間評価資
料に基づいて TT 若手の面接を行い、TT 若手ごとに定めた中間評価票に基づいて評価を行った。審
査委員会の面接では、研究の進捗状況及び成果と拠点展開構想について同程度の重みの発表と質
疑応答を行い、本プロジェクトの目標達成に向けた育成の状況を評価した。評点の基準も、下記評価
基準に示すように、拠点展開リーダーの資質が順調に育成されていること、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ことを満点とし、達成度を評価することとした。これにより、育成状況と、
育成環境の両側面の中間評価を行い、テニュア審査に向けての目標達成に資するものとした。
なお、中間評価時において、TT 若手から「拠点展開計画趣意書」ではなく、テニュア審査資料となる
「拠点展開計画書」が提出された場合には、テニュア審査の前倒しを検討する制度も盛り込んでいる。
また、一般教員の業績評価と比較し得る論文発表や外部資金獲得等の評価においては、当該分野
の准教授の採用条件を十分満たすこととしている。
「若手研究リーダー育成環境」の評価は、TT 若手の育成状況の評価に基づいて、その研究環境と
支援体制の改善に関する提言を行うものであり、本拠点の PDCA サイクルの一環として活用するもので
ある。
具体的な評価基準は下記のとおりである。
① 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。
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。
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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 TT 若手への改善の提言
を行う。
② 評価方法
評価は、TT 若手が提出する「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」（TT 若手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、TT 若手の面接に基づいて行う。
③ 中間評価の実施年月日
平成 21 年度採用 平成 24 年 3 月 21 日
平成 22 年度採用 平成 25 年 3 月 19 日
④ 研究活動業績を評価する項目
なお、一般の教員の人事書類と同等の書式で、論文、国際会議報告論文、口頭発表、ポスター発
表、解説・総説、各種計画・特許など、著書、受賞、外部資金、共同研究の項目について、各 TT 若
手に業績報告をさせているが、これらの業績についての評価は、審査委員会作業部会がメンターか
らの意見等も取り入れて「若手研究リーダー育成経過中間報告書」の中で専門的な評価を行っており、
これを審査資料として審査委員会における総合的な若手研究リーダーとしての資質の育成状況を評
価している。

（３） 中間評価の体制・基準・方法などの 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８名に行った。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若手に提示し、説明をした。
（４） TT 若手の中間評価におけるメンターなどの関与の状況
メンターは、それぞれの特徴ある立場からの育成の途中経過に関わる意見をとりまとめ、中間評価用
資料として、各 TT 若手に対する「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
作業部会に提出し、作業部会はこれを取りまとめて中間評価資料とした。
また、メンターは、中間評価に向けての準備段階で、各 TT 若手の要請に基づいて、研究成果発表
における工夫や拠点展開への方向性の探索等に関して広い視野に基づくアドバイス等を行い、中間
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評価における研究進捗状況の報告やその評価が適切に行えるような支援を必要に応じて行った。
メンターは、TT 若手の自立性の観点から、中間評価には直接関与しないこととしている。
（５） TT 若手の中間評価結果
〔「表Ⅲ-６-３ ＴＴ若手の中間評価結果」参照〕

本プロジェクトで採用した８名全ての TT 若手の中間評価が終了している。評価結果に基づいて、拠
点長が TT 若手と面談を行い、TT 若手への指導とともに、TT 若手からの申し立ての聴取等を行い、そ
れらを活かして育成環境の改善および拠点運営の改善に反映させることとした。
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た「若手研究リーダー育成拠
点への提案書」（TT 若手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、TT 若手への指導と、TT 若手育成環境を含
む拠点運営及び支援体制へのフィードバックを行った。具体的改善内容は人材養成システム改革に
向けた PDCA サイクルの項で説明する。
７．テニュア審査の体制、基準・方法、審査結果など
７-１ テニュア審査の体制、基準、方法
（１） TT 若手のテニュア審査の体制
〔「表Ⅲ-７-１ TT 若手のテニュア審査の体制」参照〕〕

TT 若手、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、TT 若手の面接に基づいて、教員審査委員会にて審査を行う。

（２） TT 若手に対するテニュア審査の基準・方法の策定方法など
本プロジェクトの目的を達成するために、TT 若手のテニュア要件を満たす資質を評価する審査基準
を、運営委員会が策定した。業績評価に当たっては、研究分野ごとに審査項目を定め評価を行うもの
とした。TT 若手ごとの具体的な審査項目は、各教員審査委員会作業部会が原案を作成し、教員審査
員会の審議および運営委員会の了承を経て策定した
本学でのテニュア取得基準は教育研究業績や将来の拠点展開計画書を相対的に判断するもので、
点数や数値のみで表されるものではない。このことは、曖昧や不明確と指摘される要因ともなるが、本
拠点では、点数を付す絶対的な評価はテニュア取得審査には馴染まないと考え、本拠点の目的に適
った研究拠点の創成あるいは展開をどのように具体化していくかを表明することを求めた「拠点展開計
画書」を作成させた上で面談を行い、研究リーダーとしての素養を求めることによって、一般教員とは明
確に差別化された厳しい審査基準で評価を行う評価方法としている。あわせて、学内にこの制度の理
解を求め、本拠点で育成された若手研究リーダーが明確な全学的な戦略目的をもって研究教育に臨
んでいることを構成員に明確に示すことを肝要ととらえ継続的取り組みとしている。
具体的な評価基準は下記のとおりである。
分野ごとに若手研究リーダーの資質を評価する重みづけされた評価項目および評価キーワードを
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設け、特記事項評価を含む重みづけ評点付けを各審査委員が行い、分野の目的に適った研究リーダ
ーの育成状況を評価する。各審査委員が、これらの観点を総合して、総合評価キーワードに対する５
段階の評価点をつけ、これを集計して審査委員全員の平均点がテニュア審査合格の目安となる点数
を超えていることを確認したのち、審議および最終的な合否の投票を行いテニュア獲得要件の充足を
判断する仕組みとした。これにより、大学の継続的拠点展開の基盤としての人事制度改革を目指した
本プロジェクトの目的に適った若手教員の採用を行う仕組みの構築を目指した。
① 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。
・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 TT 若手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、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。
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 TT 若手への提示と説明を行うことを条件とする。
なお、上記拠点展開リーダーとしての資質評価においては、一般教員の業績評価に対応する、「論
文数や学会活動、外部資金獲得、他特記事項等に基づく業績評価基準」を、「当該分野における准教
授の採用条件を十分に満たすこと」とし、テニュア審査においては、審査委員会が「拠点における業績
報告書」の資料に基づいて当該分野の業績評価基準を十分満たすことを勘案したうえで、総合的な拠
点展開リーダーとしての資質を判断し、テニュア付与の可否を審査することと定めた。これによって、テ
ニュア審査においては、一般教員の准教授採択の業績基準を十分満たすことに加え、さらに拠点展開
リーダーとしての資質の備わった者と認められることで、テニュア資格を付与されることとなる。
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② 審査方法
審査に用いる資料は、TT 若手の提出する「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
づいて、教員審査委員会作業部会が書式を整え取りまとめたものである。その内容は、「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」としてまとめられている。
審査は、教員審査委員会が、上記の審査資料と TT 若手の面接に基づいて行う。審査委員会は、専
門的な見地から評価を行うために、分野ごとの教員審査委員会作業部会委員を含む構成とした。
審査にあたっては、審査基準・審査手順と併せて策定された審査票を用いた。審査票には、当該分
野のテニュア獲得要件と審査基準に基づく評価項目が記載され、審査基準と評価結果の記載の対応
が明確になるよう工夫した。審査票は、TT 若手の採用時に明示されており、TT 若手自身も、テニュア
評価にあたっては審査票に対応する書式の自己評価票に自己評価と評価理由を記載して提出するこ
ととし、TT 若手からの意見聴取の一環とした 。
審査資料と面接に基づく審査においては、審査委員ごとに、７－１（２）に示した 5 段階の総合評価キ
ーワードによる TT 若手の評点付けを行い、評点の集計結果に基づいて、さらに審査委員会において
テニュア資格付与の可否を審議し、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。
③ テニュア審査の実施年月日
平成 21 年度に採用した６名は平成 25 年 12 月 6 日、13 日に行った。
平成 22 年度に採用した２名は平成 26 年 12 月を予定している。
④ 研究活動業績を評価する項目
論文、国際会議報告論文、口頭発表、ポスター発表、解説・総説、各種計画・特許など、著書、受
賞、外部資金、共同研究の項目について、各 TT 若手に報告をしてもらう。
各分野により、各項目の重視する点は異なっているが、数を重視するのではなく、内容が今後の
研究へ発展・展開するか、またプロジェクトの企画立案能力があるか、そのためのバランス感覚と協
調性を持って指導・推進する能力を身につけているかなどを項目立てて評価を行っている。
⑤ テニュア審査結果に対する異議申し立てとそれに対応する体制
TT 若手が、テニュア審査に対して異議ある場合は、拠点長に対してこれを申し立て、拠点長が状
況に応じて運営委員会との協議により審査結果および異議申し立ての内容を検討し、対応について
判断することとした。
５年目に行った審査では審査を受けた６名は全員テニュア審査合格基準を超えることができたた
め、異議申し立てはなかった。
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（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
テニュア審査基準及び評価票については、各 TT 若手の着任時に、提示し拠点長から説明を行っ
た。
また、審査委員会が定めたテニュア審査の評価票については、同等の書式で自己評価を提出させ
ることとし、テニュア獲得要件及び評価項目の周知を徹底して行った。
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、将来の所属分野および専攻等に関わる TT 若手の意向聴取を行った。

（４） TT 若手のテニュア審査におけるメンターなどの関与の状況
メンターは、それぞれの特徴ある立場からの育成経過に関わる意見をとりまとめ、各 TT 若手に対す
る「若手研究リーダー育成経過報告書」を作成して提出し、教員審査委員会作業部会がこれを審査資
料の一部として取りまとめた。
また、メンターは、テニュア審査に向けての準備段階で、各 TT 若手の要請に基づいて、研究成果発
表における工夫や拠点展開への構想策定等に関して広い視野に基づくアドバイス等を行い、審査に
おける育成状況の把握やその評価が適切に行えるような支援を必要に応じて行った。
メンターは、TT 若手の自立性の観点から、テニュア審査には直接関与しないこととしている。
７-２ 早期に実施したテニュア審査の実施状況とその結果
採用から３年目の中間審査の際に、ＴＴ若手本人からの申し出によりテニュア審査を受けることがで
きる仕組みとなっている。
中間評価を行った８名のＴＴ若手については、早期にテニュア審査を申し出る者がいなかったため、
行っていない。
（１） 早期テニュア審査対象者の選定状況
テニュア審査規定に、中間評価時において TT 若手から中間評価資料となる「拠点展開計画趣意書」
ではなく、テニュア審査資料となる「拠点展開計画書」が提出された場合には、テニュア審査の前倒し
を検討する制度を盛り込んだが、申請者はいなかった。
（２） 早期テニュア審査の結果及びそれに基づいて実施したＴＴ若手の処遇
〔「表Ⅲ-７-２ 早期に実施したテニュア審査結果及びそれに基づく実施施策」参照〕

中間評価時にテニュア審査の前倒しを希望した TT 若手はいなかった。
７-３ トラック期間内での最終テニュア審査の実施状況とその結果
（１） トラック期間内に最終のテニュア審査を実施しなかった TT 若手の状況
〔「表Ⅲ-７-３ トラック期間内に最終テニュア審査を行わなかったＴＴ若手の状況」参照〕

トラック期間内にテニュア審査を実施しなかったものはいなかった。
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（２） TT 若手の最終テニュア審査結果
〔「表Ⅲ-７-４ ＴＴ若手の最終テニュア審査結果」参照〕

最終テニュア審査を受けた６名全員が、テニュア審査合格基準を超える評価キーワードに相当する
評点を獲得し、この結果に基づく審査委員会での審議を経て投票により、テニュア資格を獲得した。
審査委員会における評点は、「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。」の評価キーワードに対応し、評点 （審査
委員全員の評点の平均）が４点を超えたものが５名で、最高点は 4.9、最低点は 3.6 点であった。多くの
TT 若手が拠点研究リーダーとしての活躍が期待される高い評価結果を得ることができた。
テニュア審査を実施した教員審査委員会においては、TT 若手のほぼ全員が、挑戦的研究課題に
取り組み 、創造性とリーダーシップを存分に発揮し、極めて優れた成果を挙げていることが確認された。
特に、学外審査委員より多くの賞賛の言葉を頂いた。また、学生指導においても大きな成果を挙げた
TT 若手に対しても、審査委員から高い評価があった。分野ごとに、TT 若手の研究および拠点創成に
向けての連携に基づく優れた構想が提示され、本プロジェクトの TT 若手の支援が、本学の拠点展開
の基盤となる若手研究リーダーの育成を目指した人事改革構想の実例として、成果をあげたことが確
認された。
最終テニュア審査の結果は運営委員会にて了承後、拠点長より各ＴＴ若手へ連絡をした。
准教授採用決定は、最終的には全学の教育研究評議会での審議を経て承認され、当該部局はこ
れを受けて教授会での報告事項として採用を確認し、拠点長および各専攻等との協議を経て、若手研
究リーダーとしての資質を十分に活かし、また教育経験との整合性のとれた専攻等への配属を行っ
た。
（３） 最終テニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用した TT 若手の状況
〔「表Ⅲ-７-５ 最終テニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用したＴＴ若手の状況」参照〕

当初の計画書では、最終テニュア審査を受けたＴＴ若手については、任期６年（再任可）という条件
での准教授職として採用されることとなっていたが、テニュア職としての受け入れ部局である医学工学
総合研究部工学学域と拠点での検討に基づいて、学長のリーダーシップのもとに任期なしの准教授と
して採用することを決定し、教育研究評議会において採用決定を行った。テニュア職としては、研究費
の配分や教育の担当等を含め一般教員と同等としているが、拠点設備等を継続して活用し、若手研究
リーダーとしての自覚を持ち、外部資金獲得等に積極的に取り組むことを基盤として、テニュア審査に
おいて提出した拠点展開計画書の理念を活かし、拠点の継続的展開を自覚した研究教育活動を行う
ことを期待するものとしている。実際、採用された教員全てが、これらの自覚のもとにテニュアトラック期
間に構築した独自性の高い研究環境を活かして先端領域の研究課題に取り組み、また各種融合研究
や学内研究プロジェクトの推進力となって既に活発な活動を開始しており、教育においても講義担当
等の職務を順調に果たしている。
７-４ 最終テニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況と処遇・動向
(１) 最終テニュア審査が不合格で自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況・処遇・動向
〔「表Ⅲ-７-６ 最終テニュア審査が不合格となり自機関のテニュア職に採用できなかったＴＴ若手の処遇・動向」参照〕

最終テニュア審査で不合格となったＴＴ若手はいなかった。
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(２) 最終テニュア審査は合格したものの自機関のテニュア職に採用しなかった TT 若手の処遇・動向
〔「表Ⅲ-７-７ 最終テニュア審査は合格したものの自機関のテニュア職に採用しなかったＴＴ若手の状況・動向」参照〕

平成 25 年度に最終テニュア審査を受けた６名は全員テニュア審査に合格したが、そのうち１名は、
最終テニュア審査後に、他大学での採用が決まり、テニュア職を辞退したいという申し出があったため、
自主機関のテニュア職に採用しなかった。当該研究分野は、本学が既に世界的研究拠点として実績
を有する分野であり、育成した人材が本学以外の研究教育の場で活躍することも、本学研究拠点の発
展にとって意味のあることととらえており、またテニュアトラック期間にあげられた研究や技術開発の成
果や国際シンポジウム等における世界的研究者との交流も、本学研究拠点の発展に資する内容であ
ったと判断している。
７-５ TT 若手のトラック期間中のテニュア審査結果などのまとめ
〔「表Ⅲ-７-８ トラック期間終了までのテニュア審査結果などの総括表」参照〕

TT 若手のトラック期間終了までに最終テニュア審査を行うＴＴ若手教員６名全員が、最終テニュア審
査においてテニュア獲得要件を満たすものと判断されテニュア資格を獲得し、テニュア付与率は 100％
となった。うち１名が他大学の准教授職に就いたため、自機関のテニュア職への採用率は 83％であっ
た。若手研究リーダーとして育成した教員の１名が採用できなかったことは残念ではあるが、本学が既
に世界的拠点を形成している当該分野において育成された若手研究リーダーが他機関で活躍するこ
とも大変意義のあることであり、83％のテニュア資格を獲得した若手研究リーダーを本学に採用できた
ことで、本プロジェクトの理念である本学の継続的拠点展開のための若手研究リーダー育成の目的は、
十分達成されたものと考えている。
８．人材養成システム改革に向けたＰＤＣＡサイクルの活用状況
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た本プロジェクトは、「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を輩
出できる環境の整備・確立を目指す、大きな人材育成の PDCA サイクルである。長期的観点からの
Plan は、大学が戦略的に推し進める分野を選定し、将来当該分野を研究リーダーとして発展させる若
手研究者を採用し育てる制度と評価システムを構築することである。Do はこれに基づき全学的組織に
おいて TT 若手の採用を行い、目的を達成する拠点の運営および潤沢な研究資金と優れた自立的研
究環境の維持のもとに TT 若手の育成を行うこと、そして若手研究リーダーの活躍状況に応じて次世代
拠点創成あるいは成熟型拠点展開への全学的支援を行うこと、Check は、短期的には外部評価を取り
入れた全学的体制での TT 若手の評価を通じて支援体制の改善を図ること、長期的には選定した戦略
的課題の推進と拠点形成等大学全体としての状況を把握し次のサイクルの方向性を探索することであ
る。Action は再び人材育成の大きなサイクルとして、大学が目指す将来像にかなった戦略的課題を選
定し、上記サイクルをまわし続けることである。本プロジェクトを実施したことにより、この大きな PDCA の
１サイクルを実施することが可能となり、自主経費による TT 若手採用の分野選定と支援体制の再構築
の過程から、次のサイクルの人材育成システム改善がスタートするものである。本プロジェクトの成果に
より、このような人材育成サイクルが、小規模大学の人材育成サイクルの有効なモデルとなりうることを、
TT 若手の育成状況から実証したところであるが、今後の自主経費による取り組みと大学を取り巻く環
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境やグローバルな研究教育のあり方を含む社会的要請を勘案した PDCA サイクルの構築を目指す予
定である。
次に、本プロジェクト実施期間において取り組んだ PDCA について取りまとめる。
Plan に当たる制度設計については、学内特区として若手研究リーダー育成拠点を設け、全学的な
拠点運営委員会と教員審査委員会を設置した。運営委員会では、特色ある若手研究リーダー育成の
手法として、採用に当たってのテニュア人物像という目標設定と、育成に必要な組織および支援内容と
ともに、年次評価、中間評価、テニュア審査の手続きと内容を定め、外部評価および国際的評価を含
む評価から TT 若手の育成状況を把握し、拠点運営のありかたにフィードバックを行う仕組みを構築し
た。拠点では、Do として本部および医学工学総合研究部工学領域に支援組織を設置し、研究スペー
スの確保と整備および拠点運営の体制を整え、８名の TT 若手を採用して研究支援を行い、それぞれ
特色ある立場から TT 若手の育成状況を把握し適切にアドバイスを行うメンターと分野代表を配置した。
Check 機能は、経常的な TT 若手の研究活動の把握と環境改善はメンターと分野代表を通して拠点長
にフィードバックする体制とし、年次評価、中間評価においては、TT 若手の育成状況等から、審査委
員会での育成環境評価を Action に活用し、拠点運営改善に活用するという複合的な仕組みを設定し、
計画通り実施した。また、採用の手続きにおいては、Check 機能として、前年度の募集における応募人
数、外国人や女性研究者の応募に関する知見を分析し、Action として、国際的な広報活動の強化やラ
イフイベントに対する対応の明記、外国人と女性研究者に対する応募のし易さについて工夫し、着実
に応募状況の改善がなされていることを確認してきた。また、グローバルスタンダードに基づく Check 機
能として、２年度以降毎年開催した国際シンポジウムにおいて、外部研究者による TT 若手の評価を行
い、これを通じて拠点運営にも改善提案としてのコメントを頂くこととし、Action として研究室の環境の改
善提案などに従って実際に改善を図ったところである。拠点運営全般に対する Check 機構として、本
プロジェクトの外部評価委員会を開催し、指摘されたさまざまな点についての検討と改善案を取りまと
めた報告書を作成し、大きな人材育成サイクルから、育成過程の詳細に至る Do プランの立案に活かし
ている。
上記 PDCA サイクルの特に重要な具体例として、中間評価を活用しての拠点運営の改善と、外部評
価委員会の実施について、以下に詳述する。
中間評価は拠点運営の重要な Check ポイントであることから、中間評価手順の中に、TT 若手教員の
評価結果に基づいて支援体制や研究環境の改善を図ることを目的とする評価項目を設けた。メンター
および分野代表者等の意見および学外研究者等の助言を「研究計画の実施状況中間報告書」の中の
「研究環境評価中間報告書」として取りまとめ、教員審査委員会はこの資料と TT 若手評価に基づいて
TT 若手育成環境の評価を行い、この結果を Action としての拠点運営の改善に活用する仕組みを設け
た。本プロジェクトで採用した８名全員の TT 若手の中間評価結果に基づいて拠点長が TT 若手と面談
して TT 若手への指導を行うとともに、TT 若手からの申し立ての聴取等を行い、それらを活かして育成
環境の改善および拠点運営の改善に反映させることとした。具体的には、「研究・実験を充実させるた
めテニュアトラック後半期間の教育担当は講義を年間２コマ程度に抑えるのが望ましい」、「人的補助が
必要な活動に対して優秀な学生を配置する必要がある」等の中間評価コメントに対しては、拠点長が
当該専攻等と協議し、教育経験に相応しい年間１～２コマの講義を担当させることとし、４年目以降は
修士課程大学院生あるいは学部卒論生の配属を行う措置をとるという対応を行った。また、「成熟型拠
点展開ステップの分野においては、現行の拠点施設に近い位置にも活動スペースが確保されることが
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望ましいこと」、「工学部改組、新学部開設に伴い、育成期間後の研究スペースについて不安感がある
こと」、「現在の飛び地的スペースが利用しにくいこと」等が指摘されたが、これらについては、拠点長が
当該専攻等に諮り、拠点との共通スペース利用を行うことや、テニュア職採用後に向けて研究スペース
を移動する等の対応を行っている。
外部評価に基づく Check 機構としては、中間評価終了後に、テニュアトラック制を導入している他大
学の有識者で組織した外部評価委員会を開催し、これまでの拠点運営と今後の本学でのテニュアトラ
ック制の運営について検討を行った。この外部評価委員会からの評価を運営委員会にて検討し、
Action として改善できる事項に関しては早々に対処した。具体的には、安全管理に関する指摘を受け
た実験室については機器用配電設備を改修することとした。また、一般教員のテニュアトラック制に対
する理解を深めるために、平成 26 年 1 月 8 日に開催したテニュアトラック制シンポジウムへの参加を積
極的に呼びかけるとともに（教員参加者数 60 名）、平成 25 年度の工学系学域主任会議にてテニュアト
ラック制の今後のありかたに関する検討を２度に渡って議論した。
９．情報発信・アウトリーチ活動とその成果
（１） 情報発信・アウトリーチ活動の状況
〔「表Ⅲ-９-１ 情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数」参照〕

拠点で主催をしたサイエンスカフェ講演会は全 38 回となり、開催時には、ホームページやメール配
信などで広く周知を行った。また、２年目より毎年開催した国際シンポジウムについては、ホームページ
での周知の他、山梨県の新聞やラジオ、テレビ放送、また県内の中・高校へ出向くなどを通して、アウト
リーチ活動を行った。さらに、本プロジェクト最終年度の国際シンポジウムにおいては、一般市民向け
の講演会も企画し多くの聴講者に若手研究リーダー育成拠点の活動状況を報告するとともに、各 TT
若手が、最先端研究を中高生向けに分かり易く創意工夫を凝らして展示するブースを設け、全ての TT
若手が研究の一般向け情報発信を行った。理論分野の研究者も内容を分かり易く示す実験器具を工
夫して示すなどさまざまな工夫を行った結果、参加者にたいへん喜ばれるとともに、展示を見学した招
待講演者からも高い評価を得た。
（２） 情報発信・アウトリーチ活動の機関内外への波及効果など
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、TT 若手のマネジメント能力や自律性をはぐくむとともに、TT 若手相互の研究交流、およ
び TT 若手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、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。
また特に最終年度は国際シンポジウムを２部構成で行い、ＴＴ若手の研究を地域にも還元するため、
一般向けの研究紹介を行う場を設けた。本学での研究を学外にも発信することにより、TT 若手のサイ
エンスリテラシー教育推進も行うことができた。
10．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
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む募集要項の策定とその英文化を行い、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。応募状況に鑑み、女性研究者，外国籍研究者の応募者の増加に対する対策を検討す
るように指示を行い、公募内容の検討と改善を促進した。また、自主経費にて採用予定の TT 若手の応
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 1,600 万
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、TT 若手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継続して行ってい
る。
(６)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た。総括責任者のリーダーシップのもと
に、社会情勢に対応した新学部創設を含む学部改革を行ったことを受けて、実施部局である医学工学
総合研究部工学学域の人員体制および工学部学科構成が変化したことに対応し、テニュア資格を得
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た准教授採用者の配属先を、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、先端材料理工学
科に変更するとともに、さらに自主経費採用による新規支援分野を定め、そのテニュア採用後のポスト
の 100％確保も行った。今後も、常時５人程度の TT 若手を育成する方針で継続することとしている。
(７)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）制を導入し
ている。
また、テニュア審査に合格した若手研究リーダーの採用後の任期を、当初は再任を可とする 6 年とし
ていたが、総轄責任者のリーダーシップのもとに、当該部局における一般教員の人事体制との整合性
等に鑑み任期無しの採用とすることを決定した。
(８)人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
本拠点の運営状況や成果並びに今後の方向性等について、外部の有識者からの様々な角度での
評価意見に基づいて、事業の今後の運営に活用していくことが重要であると考え、外部評価委員会を
組織した。平成 24 年 9 月に第１回委員会を開催し、本学側から４年間の実施状況並びに成果等を説
明し、各委員から「書面調査による報告書」をいただき、その際、書面のみでは不明確な点も挙げてい
ただき、平成 24 年 10 月 26 日に開催した第２回目の委員会において、理事や拠点長との意見交換、
若手研究者との面談、施設や研究室の視察等を実施し、最終的な報告書をまとめ、これを PDCA サイ
クルの一環として本プロジェクトの改善と今後の継続的人事制度改革に活かす施策を検討している。
テニュアトラック制を活用した人材養成システムは、TT 若手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、順調な成果を上げた。これを受け、平成 23 年度から新たに医学工学総合
研究部基礎医学系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の検討を大学改革や人事制度の他の改革等と総合して継続している。本プロジ
ェクト終了後の平成 26 年度以降も、学長のリーダーシップのもとに、助教の一定割合を TT 若手として
採用し、育成していく計画である。
(９)本プロジェクトに関する情報発信・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た。特に、国
際シンポジウムに関しては地元紙に掲載され、また最終年度には一般市民向けの講演会や TT 若手に
よる分かり易い研究紹介ブースの設置などの取り組みを実施し、拠点での TT 若手の活動を広く周知
することができた。
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(10)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
についても、スタートアップ資金200万円と年間研究費200万円を大学本部と当該部局の折半により支
援し、本プロジェクトと同等の研究スペースの配分や支援体制の維持を行っている。
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Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価
１．採択時コメントへの対応状況
採択時コメントとして、本プロジェクトの特色に対するご評価と、展開における具体化の必要性、外国
籍および女性研究者の採用についての配慮について以下に下線を付した内容のご指摘を頂いた。
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。
(対応): 当初計画に沿って、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、TT 若手への助言、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プロジェクトの推進を行う組織を、支援体制も含
めて構築した。
(コメント): 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・公表して進めること
(対応): 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 TT
若手に近い現場で補い、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、TT 若手へのサポート、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。
本事業実施当初には具体的に明示していなかった、TT 若手の採用、中間評価およびテニュア審
査・評価の基準・手順についても、各分野の特色に適した評価項目を含めて明確に定め、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、拠点展開の原動力となる資質を備えた若手研究リ
ーダー育成効果的に行うことができた。
(コメント): 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
(対応): 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 TT 若手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、TT 若手採用においては、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、採用には至らなかった。本課題４
年度目に採用した３名の TT 若手採用において、引き続き、外国籍及び女性研究者を含む、多様な若
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手研究者採用となるように配慮した。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を募集要項に織り込み、応募し易さに十分配慮した、国際公募
を行った。女性研究者については、研究分野の整合性等の点から、本プロジェクト終了時までに採用
には至らなかったが、公募の工夫により応募者が著しく増加し、今後のさらなる改善に向けた公募にお
ける工夫の方向性が得られたものと考えている。
２．中間評価への対応状況（本プロジェクトの中間評価の評点は S～C 及び s～c の４等級であった）
（１） 総合評価
(コメント): 小規模大学の特徴と優れた研究環境を活かした世界的研究拠点構築の役割を継続的に
果たす次世代研究拠点の担い手となる若手人材育成サイクルの構築を目指しており、テニュア像を
「成熟型拠点展開 (機関の牽引役の“種”)」と「次世代拠点創生(機関の牽引役の“核”)」の二つの特徴
的人材育成ステップに対応付けて明確化し、目標に従った公募を実施していることは評価できる。また、
計画通りにテニュアトラック若手研究者（以下、「TT 若手」という）を採用し、今後の自主経費による採
用においても、既に公募の準備が進められており、育成環境も十分に整備され、アウトリーチ活動も活
発であることは評価できる。
(対応): 継続して特色ある２つのステップにより、研究の「種」を育て、世界研究拠点の「核」となる研究
リーダーをスパイラルアップ的に育成することを目的とした若手研究者の研究環境整備及び人材育成
システム構築を行った。
（２） 個別評価①国際公募・選考・業績評価
(コメント):「募集分野の見直しで国際公募への応募者数が少ない点を改善し、女性研究員の採用につ
なげるなど、今後の国際公募で女性研究者の採用へ向けた改善が必要である
(対応): 中間評価後の公募では、女性研究者・外国人研究者の採用に向け募集要項を改善し、女
性・外国人が応募しやすいよう積極的に募集を行うことを明記した。また、女性研究者のライフイベント
を考慮し、雇用期間の延長や研究支援者の配置を行うことと外国人研究者については日本語のサポ
ートを行うこととして、募集要項に明記した。
その結果、平成24年度、26年度に国際公募を行った各分野では、女性及び外国人の応募者が増
加した。
（３） 個別評価②人材養成システム改革（上記(３)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
(コメント): 主メンターに加え異なる研究領域からのサブメンターと先駆者メンターによりTT 若手を支
援する体制を構築している点、また、国際サイエンスカフェを継続的に開催して、TT 若手を自らのネッ
トワーク構築と企画のために参加させる点などは評価できるが、更にTT 若手が国際的に活躍する仕
組みの構築を期待する。
(対応): TT若手の中間評価やテニュア審査に向けたさまざまな支援の取り組みにおいて、各メンタ
ーの特色を活かした自立的研究環境の維持と適切なアドバイスによる支援を行い、サイエンスカフェで
の活動もより活発に行うとともに、本拠点におけるTT若手の国際的活躍する仕組みとして、国際シンポ
ジウムの企画運営におけるTT若手の自主的取り組みを一層活発化し、国際的に高いレベルの研究の
推進支援や国際会議での発表の奨励を行った。
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（４） 個別評価③人材養成システム改革（上記(３)以外の制度設計に対するマネジメント）
(コメント): 既に外部評価委員会を設置し、学長のリーダーシップが発揮されPDCA サイクルを活用し
ている。今後予定されているテニュアトラック制の外部評価を生かし、更なる制度改善につなげること
を期待する。
(対応): 他大学の有識者で組織された外部評価委員会（平成24年9月10日および10月26日に開催）
により提示された５名の各委員の「総評」、「優れた点」、「改善を要する点」について運営委員会にて
検討し、改善できる事項に関しては早々に対処した。具体的には、安全管理に関する指摘を受けた
実験室については機器用電源コードを適切に配置することとし、一般教員のテニュアトラック制の理解
を深めるために平成26年1月8日に開催したテニュアトラック制シンポジウムへの参加を積極的に呼び
かけるとともに（教員参加者数60名）、平成25年度の工学系学域主任会議にてテニュアトラック制の今
後のありかたに関する検討を２度に渡って議論した。また、学科等に所属する一般教員との交流の場
を増やすため、テニュア獲得後に所属すると思われる学科・専攻の学科会議への出席を勧めるととも
に、博士論文・修士論文・卒業論文発表会に参加し積極的に質疑応答に加わるように促した。結果と
して、TT若手教員が指導に主体的に関与した学生が優秀発表賞を獲得するケースも生じ、TT若手の
エフォートを検討する上で大いに参考となっている。
（５） 個別評価④今後の進め方における取組
(コメント): テニュアトラック制の全学展開を進めているが、大学全体での議論に基づく制度設計を早
期に進め、全学的なテニュアトラック規程の整備など具体的施策の推進を行う必要がある。
(対応): TT 制度の全学展開を進めるため、これまで工学部専用の要項であった「山梨大学工学部
先端領域若手研究リーダー育成拠点」を、「山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点運営要項」
へと改訂した。また、これに併せそれに関連する運営委員会要項及び教員審査委員会要項を改訂し
た。
現在、本学の工学系分野から導入したTT制度は、医学工学総合研究部基礎医学系講座における
TT制度の導入につながった。この医学工学総合研究部基礎医学系講座におけるTT制度は、助教と
して５年以内に定められた条件をクリアすれば特任でなく通常の助教として採用するものであり、学内
の自主経費で実施している。生命環境学部（H24年度新設）、教育人間科学部（H24年度改組）につ
いては、TT制度導入に伴う准教授のポストの確保等を含め、TT制度導入については、今後、継続し
て検討することとしている。
３．実施期間終了時におけるミッションステートメント全体の達成状況
(１) 「人材システム改革構想の概要」の達成状況
人材養成システム改革構想の概要として、人事制度として研究能力や教育能力を維持・発展してい
く研究者を励まして報われるシステムに移行していく必要性、さらに、世の中の趨勢を的確に読み取り、
大学としての将来を見据えて、今後の方向性・スペクトラムをダイナミックにシフトする必要が生じた場
合に、これを円滑に実現できるような人材養成システムの構築の必要性に基づき、以下の目的を掲げ
ている。
本学が、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、医学工学総合研究部においてテニュアトラック制を導入し、次世代研究拠点の担い手とな
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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目指す。
具体的には、以下実施することとしており、それぞれについての達成状況を記す。
① 本学が現有する世界的研究拠点と最先端研究および医工融合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」を設定する。
達成状況： 小規模地方大学でも実施可能な制度を目指し、既に本学で世界的な成果を上げている
研究プロジェクト等の一層の進展と維持を目指す「成熟型拠点展開ステップ」と、今後の世界的研究拠
点形成を目指す新分野すなわち「芽」を育てることを目的とする「次世代拠点創成ステップ」の２つのス
テップにより、研究の「種」を育て、世界研究拠点の「核」となる研究リーダーをスパイラルアップ的に育
成することを目的とした若手研究者の研究環境整備及び人材育成システムを構築した。
② 学長統括の下に各部局長と学内先端研究者から成る運営委員会を組織し、コンセプトを達成するに
相応しい「若手研究者」を育成する。
達成状況： 平成 21 年度に６名（アジア域での流域総合水管理研究関連分野（成熟型拠点展開ステッ
プ）：２名、クリーンエネルギー研究関連分野（成熟型拠点展開ステップ）：１名、ナノ光電気機能創生分
野（次世代拠点創成ステップ）：２名）、翌 22 年度に２名（医工融合世界最先端機器開発・研究分野（次
世代拠点創成ステップ：２名）の特任助教を採用して支援を行った。また、平成 24 年度には自主経費
により３名（次世代拠点創成ステップとして、ユビキタスナノ材料創生研究分野、クリーンエネルギー・光
機能材料研究分野、融合知覚理工学分野で各１名）の教員を雇用し、この３名はテニュアトラック普及・
定着事業の支援を受けることとなった。平成 25 年度には、１名の自主経費による TT 若手を採用し、継
続的支援を行っている。同年度に公募を行ったが採用審査の結果適任者のいなかった分野について
は、再度国際公募を実施中である。
③ 現有の先端研究機器と最高の研究環境の提供と、世界の先端研究者であり現有の拠点創成を果た
した「先駆者メンター」を含む、異分野研究者から成るメンターグループとの頭脳の交流に基づいて、
「若手研究者」を育成する。
達成状況： 計画通り、拠点設備費とスタートアップ資金、および年度ごとの研究費の支援と、当該分
野における一般教員と同等以上の研究スペースを用意し、それぞれ異なる立場からのアドバイスがで
きる、「主メンター」「サブメンター」「先駆者メンター」から成る特色あるメンター制度を導入し、TT 若手
の育成を行い、中間評価、テニュア審査において育成が計画通り順調に進み、初年度採用の６名につ
いては、全員テニュア審査に合格し、他大学に転出した１名を除き、本学の医学工学総合研究部工学
学域の任期無しの准教授として採用し、拠点展開リーダーとしての研究教育活動を開始しており、目
標は十分に達成された。
④ サイエンスカフェを設置し、外部からの研究者招聘による頭脳の交流と研究情報・人脈の確立を援助
する。また、優秀な大学院生・卒業研究生を配属させ、教育スキルを養成する。
達成状況： 計画通りに国際サイエンスカフェを設置し、TT 若手の自主的な運営に基づいて活発な研
究交流活動を行い、本プロジェクト実施期間内に 38 回の講演会を実施した。これにより、目的の達成と
共に、学内の一般研究者の研究活動の活性化にもつながる大きな波及効果が生じ、たいへん有効な
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施策となった。中間評価後には、学部卒業研究生あるいは大学院生を配属させ、研究指導を通じての
教育スキルの要請を実施し、修士課程学生に２編の査読付き英文論文を筆頭著者で発表させるなど
の予想以上の成果を挙げた教員もあり、各 TT 若手の研究推進に支援においても効果があった。
⑤ 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する「次世代拠点のコンセプト」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す。同時に、テニュアトラック制の導入に
よって、５年後、10 年後の各フェーズに対応した、「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」を確立する。
達成状況： 初年度に、TT 若手が学外のサイエンスリテラシー教育活動に参加し、そのコンセプトと実
施状況を学び、これを活かして国際サイエンスカフェおよび国際シンポジウムの効果的な企画・運営を
行うなどの成果があった。あわせて、最終年度に実施した国際シンポジウムにおける一般市民向けの
講演会においては、中高生を含む一般市民を対象とする分かり易い研究紹介ブースを展示するなど
の啓蒙活動を行っている。初年度採用者に対して実施した最終年度のテニュア審査においては、拠点
の目的を十分に達成する拠点展開リーダーとしての資質の高い評価のもとに、全員がテニュア資格を
得ており、うち他大学の職に就いた１名を除き、５名が本学大学院医学工学総合研究部准教授として
採用されており、世界的研究拠点の発展と次世代研究拠点の形成を目指す目標の第一歩としての本
プロジェクトの目標は十分達成された。
継続的に、自主経費採用の TT 若手の育成を、本課題に準ずる支援体制の下で実施しつつ、テニ
ュアトラック制の定着方法を検討する。
(２) 「３年目における具体的な目標」の達成状況
３年目終了時における具体的な目標と達成状況を以下にまとめる。
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： （１）項における記載のとおり、初年度において達成し順調に運営している。

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： （１）項における記載のとおり、初年度および２年度において計画通りの国際公募を行い、
優秀な TT 若手を採用することができ、計画通りの自立的研究環境の構築と研究支援を行った。

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
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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年度以降において毎年、計４回の国際シンポジウムを開催し、テニュア TT 若手の研究
発表に基づいて、国内外の学外研究者との研究交流による国際的研究資質の育成とともに、外部評
価を実施した。評価項目には、研究内容の評価に加え、プレゼンテーションおよび質疑応答について
の評価を設けた外部評価票により評価を行い、結果は教員審査委員会作業部会が外部評価資料とし
て取りまとめ、年次評価、中間評価、およびテニュア審査における評価資料とした。

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： 計画通り中間評価を実施し、初年度および２年度に採用した全ての TT 若手について、若
手研究リーダーとしての資質の育成と先端研究が順調に進んでいること、および育成環境の適切性の
評価と改善点の抽出を行い、拠点運営に反映させた。テニュア審査の前倒し実施の制度も設けたが、
希望者はいなかった。育成状況に問題点が生じていないことから、自機関での准教授採用に向けた継
続的育成を順調に進めることとした。

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： 雇用制度（年俸制）、教員ごとに選定した特色ある三種の役割を分担する複数のメンター
制度等の支援体制、自立した研究に専念できる研究環境については、効果的に運用されていたため、
継続して実施した。改革を行った点として、３年目中に自主経費採用の TT 若手が担うべき次世代拠点
創成分野を決め、その分野での TT 若手の採用活動を行ったが、採用時の所属を拠点ではなく、５年
後に配属予定の学科とした。着任当初から学科に所属することにより、学科内でテニュア TT 若手が所
属部局に溶け込みやすい環境を作ることができ、同学科の他の教員とも共同研究などを積極的に行う
ことができる。また着任当初から所属することで、学生との交流接点を作ることができ、今後の教育活動
へも参加しやすい状況を作ることができる。
(３) 「実施期間終了時における具体的な目標」の達成状況
実施期間終了時における具体的な目標と達成状況を以下に報告する。
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
ク特任助教を採用する。
達成状況： 当初４年目には自主経費にて２名のＴＴ若手を採用する予定であったが、空ポストの検討
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などを行い、３名を採用することとした。採用後、テニュアトラック普及・定着事業による研究費の支援を
受けることとなった。また、６年目には自主経費にて４名を採用することとしていたが、平成 24 年度の学
部改組に伴う空きポストの関係で、２名の自主経費採用を行うこととし、先端機械工学分野１名の採用
を平成 26 年 4 月 1 日付で行い、適任者のいなかった結晶ボンドエンジニアリング研究分野については
再公募を実施中である。今後も、大学改革等との整合性をとりながら、常時５名程度の全学的な戦略的
若手研究リーダーの育成を継続して展開する予定である。
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、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。
達成状況： 計画通り、最終年度となる５年度目に、外部委員および外国人委員を含む教員審査委員
会により、策定したテニュア審査規定および手順に基づくテニュア審査を行い、明確なテニュア獲得要
件に基準に基づく厳格かつ透明な審査を行い、６人全員がテニュア資格を取得した。テニュア職のポ
ストは 100%確保されており、他大学の職に就くことを願い出た１名を除く全てのテニュア資格取得者が
本学医学工学総合研究部工学学域の准教授に採用され、専門性と拠点展開リーダーとしての資質を
十分に活かし今後の研究・教育活動が行える専攻等に配属された。テニュア審査にあたっては、中間
評価と同様に当初計画の通りに開催した国際シンポジウムにおける世界的研究者からの外部評価をと
りまとめた資料を用い、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達成した。
③ 研究成果が思わしくなく、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。
達成状況： テニュア審査にあたっては、専門的立場から TT 若手の研究成果と資質の育成状況を評
価する審査委員会作業部会が、審査資料のひとつとして「若手研究者進路提案書」を作成し、本学教
員としての採用が望ましいかどうかを審査委員会に提言し、本学教員としての採用が望ましくない無い
場合には専門性や能力を活かすことのできる進路を提言することがテニュア審査規定に基づくテニュ
ア審査手順に盛り込まれており、計画通りの制度構築を達成した。
④ 実施期間終了時に、テニュアトラック制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。
達成状況： TT 制度を定着させながら持続的な運用を図るため、これまで工学部専用の要項であった
「山梨大学工学部先端領域若手研究リーダー育成拠点」を、全学に適用できるように「山梨大学先端
領域若手研究リーダー育成拠点運営要項」へと改訂した。また、これに併せそれに関連する運営委員
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会要項及び教員審査委員会要項を改訂した。
制度設計に関しては、全ての助教に 100％に近い研究エフォートを認めることは困難であるため、テ
ニュア TT 若手と従来型の助教の両方のタイプの助教を併存させる方針とした。また、TT 若手の公募
は国際公募とし、分野、採用方法は各部局において定めることとした。関連して、平成 24 度からの事
業として認められた「女性研究者研究活動支援事業」も活用し、女性研究者の TT 助教教員採用を推
進することとした。
TT 若手の研究環境に関しては、スタートアップ経費及び年度ごとの研究経費、研究スペースの確保
について運営委員会の責任において手当てすることとした。
(４) 「実施期間終了後の取組」の達成状況
実施期間終了後の取組と達成状況を以下に報告する。
① 実施期間終了直後の６年度目は、２年度目に採用した２名、および、４年度目に採用した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、７年度目、９年
度目、12 年度目、14 年度目、･･･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、本制度を運
用していく。
達成状況： 当初４年目には自主経費にて２名のＴＴ若手を採用する予定であったが、空ポストの検討
などを行い、３名を採用することとした。採用後、テニュアトラック普及・定着事業による研究費の支援を
受けることとなった。２年度目に採用した２名については計画通り自主経費での支援を継続し、国際サ
イエンスカフェおよび国際シンポジウム等の運営に当たっては、学長のリーダーシップのもとに「プロジ
ェクト成果定着支援経費」による支援を行っている。また、６年目には自主経費にて４名を採用すること
としていたが、平成 24 年度の学部改組に伴う空きポストの関係で、２名の自主経費採用を行うこととし、
先端機械工学分野１名の採用を平成 26 年 4 月 1 日付で行い、適任者のいなかった結晶ボンドエンジ
ニアリング研究分野については再公募を実施中である。今後も、大学改革等との整合性をとりながら、
常時５名程度の全学的な戦略的若手研究リーダーの育成を継続して展開する予定である。

② テニュアトラックポストとして採用する特任助教４名の研究分野・課題については、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選定する。
達成状況： 計画通り、運営委員会に置いてＴＴ若手として採用する特任助教の研究分野・課題を、
「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つのステップにより、研究の「種」を育て、
世界研究拠点の「核」となる研究リーダーをスパイラルアップ的に育成することを目的とした若手研究者
の研究環境整備及び人材育成システム構築の理念に沿って選定し、継続的に TT 若手の採用を継続
する仕組みの構築を達成している。

③ テニュアポスト移行後教授昇任までの期間は、「研究以外の任務の量的目安は一般教員の 1/2 程
度とし、半年間のサバティカル制度の適用を可とする」という研究優先の待遇を提供し、当該研究領域
の世界的研究拠点としての充実・発展、あるいは、次世代研究拠点の形成に貢献できるような制度の
構築を検討する。この制度においては、３年経過後の中間業績評価、５年経過後の業績評価を教員審
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査委員会で厳格に実施し、予め設定した基準をクリアしなかった場合には優遇措置を解除することを
想定している。
達成状況： 計画通り、TT 若手の研究エフォートを高く設定し、当該研究領域の世界的研究拠点とし
ての充実・発展、あるいは、次世代研究拠点の形成に貢献できるような制度の構築を達成することがで
き、その成果が、テニュア審査および中間評価において高く評価された、TT 若手の若手研究リーダー
としての資質の育成によって実証され、また各種の融合研究が活性化されるという波及効果を生んで
いる。中間評価では本プロジェクトで採用した全ての TT 若手が、テニュア要件の充足に向けて順調に
育成されていることが確認されたことから、優遇措置の解除は実施しなかった。

④ 実施期間終了から５年を目途にテニュアトラック制を全学に普及させることにより、大学全体の人事制
度の更なる改革を進め、前途ある若手研究者に競争的環境の中で自立性と活躍の機会を与えるととも
に大学の活力を経常的に高める人材養成システムへと発展させる。
達成状況： 実施期間終了から５年を目途に TT 制度を全学に普及させ、大学全体の人事制度の更な
る改革を進め、前途ある若手研究者に競争的環境の中で自立性と活躍の機会を与えるとともに大学の
活力を経常的に高める人材養成システムへと発展させることとしている。
(５) 「期待される波及効果」の達成状況
期待される波及効果と達成状況について以下に報告する。
「先端領域若手研究リーダー育成拠点」での人材養成システムをベースとした人事制度の改革によ
り、「人事制度の柔軟化」、「他の大学および研究機関との人材の流動化の加速」、並びに「外国人の
登用による国際化の推進」が図られることになる。また、テニュアトラック制の導入によって、５年後、10
年後の各フェーズに対応した、「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」を確立し、次世代の中核となる人材発掘と育成を行うことにより、世界的な先端領域研究拠点
としての本学の継続的発展が図られる。この結果、本学内が活性化され、その成果を学外へ発信する
ことで、小規模大学における人事制度改革の先駆的なモデルとして機能することが期待される。
達成状況： 本学の TT 制度は、継続的な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
成サイクルを確立するところにある。本学の TT 制度により、次世代の中核となる人材発掘と育成を行う
ことができ、その成果を学外へ発信することで、小規模大学における人事制度改革の先駆的なモデル
として機能することが期待され、また、本プログラムでの人材養成システムをベースとした人事制度の改
革により、「人事制度の柔軟化」、「他の大学および研究機関との人材の流動化の加速」、「外国人の登
用による国際化の推進」が図られた。
本学の工学系分野から導入した TT 制度は、医学工学総合研究部基礎医学系講座における TT 制
度の導入につながった。この医学工学総合研究部基礎医学系講座における TT 制度は、助教として５
年以内に定められた条件をクリアすれば特任でなく通常の助教として採用するものであり、学内の自主
経費で実施している。以上の他、生命環境学部（H24 年度新設）、教育人間科学部（H24 年度改組）に
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ついては、TT 制度導入に伴う准教授のポストの確保等を含め、TT 制度導入については、今後、継続
して検討することとしている。
４．テニュアトラック制の導入による若手研究者育成システム改革の状況
[「表Ⅳ−４−１

テニュアトラック制の導入がもたらした若手研究者育成システム改革の事例」を参照]

① 戦略的な分野選択に基づく自立的研究環境整備と支援による若手研究者の優れた研究業績
本プロジェクトにより、本学が独自性の高い世界的研究を推進する分野において、優秀な若手教員
を TT 若手として採用できた。著しく高度な研究機材と研究環境に関する支援と、特色あるメンター制度
など分野ごとに特色ある知の支援による若手研究者の自立的研究環境の構築を行ったことが、学内の
戦略的プロジェクトと融合し、相乗効果による研究の著しい進展がみられた。実際、TT 若手が、初年度
を除く４年間で１人当たり平均 11.5 編に上る査読付き原著論文を出版し、着任以来の精力的な先端研
究推進の成果が表れていう。また、８人の TT 若手が、これまでに科学研究費若手 B（代表者）５件、科
学研究費新学術領域公募研究（代表者）１件、JST さきがけ（代表者）１件など、一般教員の平均を大き
く上回る数多くの研究プロジェクトを獲得し目覚ましい活躍をしている。研究リーダーとしての資質と、最
先端の新展開をもたらす研究基盤が５年の期間で構築されている。これらの成果から、大学が総合的
判断のもとに戦略的に研究分野を選択し、若手研究者を強力に支援し、自立的な環境のもとに研究を
展開することが、大学の戦略的拠点展開向けての原動力となるという、本プロジェクトの理念が、今後
の若手研究者支援と人事方針における重要な知見となり、小規模大学の人材育成プログラムの在り方
についての先駆的例となりえたものと考える。
② 成熟型拠点展開ステップにおける新たな拠点展開にむけた萌芽的研究の進展
「アジア域での総合水管理研究分野」では、植物を利用した環境浄化と資源生産・循環、難分解性
化学物質の生分解メカニズムの解明、植物と微生物の共生関係の解明、化学物質分解と資源生産に
有用な微生物の探索など植物や微生物を利用した総合水管理の観点についての研究が大きく展開し、
拠点の次世代を担う新しい研究課題が開拓され、そのリーダーとなる研究者が育成された。また、局所
気象への斬新なアプローチから、アジアにおける都市活動が気候・水循環に与える影響評価、最先端
降水レーダー情報の減災への活用の研究が大きく進展し、拠点の継続的発展のもとに次世代を担う
研究領域の開拓と次世代の研究リーダー育成がなされた。この２名の若手研究リーダーの准教授とし
ての活躍は、今後、拠点をさらに発展させることおよび拠点に新たな展開をもたらすことの両側面にお
いて大いなる期待ができるものであり、本プロジェクトにおける既存の研究拠点の新たな萌芽的研究に
基づく発展という理念に基づく目的をおおいに実現したものであるということができる。
「クリーンエネルギー・燃料電池ナノ材料研究分野」では、ビデオ STM の新手法導入などに基づく、
燃料電池電極に関する触媒反応の解明及び新規な触媒の創製研究が大きく進展し、クリーンエネル
ギー・燃料電池ナノ材料研究分野の国際的な研究交流の領域が拡大しており、若手研究リーダーは
他大学に転出したが、拠点の総合的研究展開に資する成果が得られている。
③ 次世代拠点創成ステップにおける融合研究の新展開
「ナノ光電子機能創生分野」では、ナノ光物性研究、ナノ光電子機能研究、ナノ光電子理論研究と
いう相補的な三本の柱となる研究領域の３人の先進的研究能力を有する若手研究者を戦略的に採用
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し育成したことにより、当該分野において本学が研究設備及び研究者人材ともに世界でオンリーワンの
実力を有する総合的な拠点創成への基盤づくりがなされた。学内の研究者もこれに触発されつつ新領
域の研究を展開し、拠点創成に向けての相乗的な効果がもたらされた。さらに、これらの成果を基盤と
して、グリア細胞の機能に基づく医学領域の脳機能研究とナノ光電子機能における計測評価技術およ
び機能理論研究とを相互に進展させる、画期的な医工融合研究グループが生み出され、本プロジェク
トの若手研究者育成の成果が医工融合研究の新領域を開拓し、３人の若手准教授が工学系の研究リ
ーダーとなり、これまでにない全学的な広領域を巻き込んだ斬新な課題に取り組む拠点創成を目指す
動きが活発化し研究成果を挙げつつある。
④ 次世代拠点創成ステップにおける医工融合研究への多大な貢献
「医工融合世界先端機器開発分野」では、質量分析法に基づくバイオ分子分析を基盤とした医工融
合世界先端機器開発において、質量分析における新規イオン化法の開発とその応用や、質量分析に
よる医療診断や手術現場に応用できる分析手法の開発が、若手研究リーダーの活躍と医工融合の研
究プロジェクトとの連携によって著しく進展した。TT 若手２名は、自立的な研究環境のもとに、実際の
医療分析やバイオ分子分析に大きく貢献する多様な画期的イオン化法を独自に開拓し、その機器開
発を実用化レベルまで遂行するとともに、これまでにない大気圧化や真空下などの特殊な環境条件で
のイオン化技術に拡張する研究を開拓するとともに、後進の大学院生指導にも貢献している。さらに、
特筆すべきは、学内外のプロジェクト研究に積極的に携わり、各種技術開発を率先して推し進め多大
な効果をもたらし、現在では研究プロジェクトのリーダーとなって外部資金獲得も行っていることをはじ
め、近年の学内の医工融合研究の目覚ましい成果である「迅速がん診断支援装置開発」においても、
基礎技術及び機器の設計製作、計測法の評価のみならず、診断アルゴリズムの研究にも積極的に参
画し、これらの医工融合領域において、欠くことのできない重要な研究技術を有する研究リーダーとし
ての活躍をしつつ、今年度のテニュア獲得を目指して研究を推進している。
⑤ 国際サイエンスカフェおよび国際シンポジウム開催における研究リーダー資質の育成と波及効果
「国際サイエンスカフェ」は、本学で最も見晴らしの良い場所に若手研究者同士の交流や学外の著
名研究者との交流を目的として設置し、映像機器等の整備されたミーティングや講演会の会場として運
用し、TT 若手の日常的な交流やメンターとの交流が行われるとともに、年に７～８回程度の割合で、TT
若手や分野代表・メンターの発案により、著名な研究者を国内外から招聘し講演会を企画・実施し、研
究マネジメントを含む能力向上を図り、また一般教員を含む異分野研究者の交流を促進した。
「国際シンポジウム」は、平成 22 年度以降毎年、若手研究者が企画・運営・実施の全般を担当して
開催され、国際会議を運営する能力の涵養や、国際的な研究交流のもとに研究の進捗状況をアピー
ルし評価を受ける経験をする機会とした。初年度は「アジア域での流域総合水管理研究関連分野」、
翌年度以降は「クリーンエネルギー研究関連及びナノ光電子機能創生分野」、「医工融合研究分野」
に焦点を当てたシンポジウムを開催した。当該研究分野の TT 若手は、国際シンポジウムで口頭発表
を行うとともに、主課題以外の分野の TT 若手全員も併設会場でポスター発表を行い、各分野で国際
的に活躍する著名な招聘研究者と、学内外から多くの参加者と交流し評価を受けることができ、研究者
としての能力向上に大きく資するものとなった。招聘研究者および学外からの参加者には、全ての TT
若手についての評価書を作成していただき、外部評価資料として年次評価、中間評価、テニュア審査
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資料として活用した。最終年度には、一般市民向けの講演会を含む総括的な国際シンポジウムを開催
し、広領域の外国人を含む学外有識者との交流を行うとともに、講演会会場に TT 若手が中高生を含
む一般市民向けに研究内容に基づく創意に富んだ展示ブースを設置して広く広報活動を行い、見学
した学外招待者からも高い評価を受けた。
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５．機関による自己評価
(１) 目標達成度
目標に対する達成状況の自己評価
本プロジェクト採択後ただちに「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、採
択時に若干の具体性を欠くことが指摘された支援体制と規定等の整備を、実施責任者のリーダーシッ
プのもとに推進し、特色あるメンター制度や国際的な研究交流支援などを含む体制を構築することが
できた。
本プロジェクトの実施により、優秀な若手研究者を TT 若手として採用し、充実した支援体制を整えて
育成を行うことができた。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た、「成熟型拠
点展開ステップ」と「次世代拠点創成ステップ」は計画通り順調に進み、本学の次世代を担う先端領域
若手研究リーダーを輩出する研究支援等の環境整備と支援体制の確立を目指した目的は、十分に達
成されたと考える。これは、テニュア審査を終了した准教授採用者すべてが、「拠点展開リーダーとして
の活躍が大いに期待される」との審査結果のように高い資質を有するとの評価を得たこと、および本プ
ロジェクト期間に挙げられた優れた研究業績、および多くの教員が科学研究研費を獲得し、また JST さ
きがけなどの大型外部資金を獲得するなどの、一般教員との比較において際立った成果の状況が、十
分に裏付けるものであると考える。
以上の観点から、本プロジェクトにおいて、大学が総合的判断のもとに戦略的に研究分野を選択し、
その推進のために若手研究者を強力に支援し、自立的な環境のもとに自由に研究を展開させることが、
大学の戦略的拠点展開や創成に向けての研究の著しい進展と、学内の現行プロジェクト研究の相乗
的発展をもたらし、既存の研究アクティビティーと若手研究リーダーの斬新な研究活動が、拠点を発展
させ新拠点創成の原動力となるという、本プロジェクトの理念のもとに掲げた目標が大いに達成された
と同時に、今後の若手研究者支援と人事方針における重要な知見となり、小規模大学の人材育成プロ
グラムの在り方についての先駆的例となりえたものと考える。
本プロジェクトの成果に基づいて、今後も拠点の整備を継続し、常時５名程度の TT 若手を確保する
こととしている。
社会情勢（外部要因）の変化への対応
本学では、本プロジェクト実施期間中において、社会情勢の変化に対応するために、生命環境工学
科の新設を含む大きな学部改組を行い、これに伴い本プロジェクトの実施の中心となった医学工学総
合研究部工学学域の人員配置も大きく変動した。これを受けて、本プロジェクトでは、自主経費による
TT 若手の採用人数の調整等を行いつつ、継続的な若手研究リーダー育成の基盤づくりを推進した。
本プロジェクトの理念は、本学が継続的な研究拠点展開を行う人材育成サイクルの構築を目指すもの
であり、この理念のもとに社会情勢に応じて本学の果たすべき役割を総合的に判断し、戦略的に研究
分野を選択したうえで人材育成を行う仕組みを構築したものであり、社会情勢の変化に対応し本学が
社会的責任を果たす制度の一環として有効に機能するものであると考える。また、支援体制の中に、国
際サイエンスカフェや国際シンポジウム開催等の、世界的な研究動向の把握や国際交流研究の基盤
づくりを推進するとともに国際的な外部評価を受ける仕組みを取り入れ、社会情勢の変化への対応をこ
れまで以上に多様な形で反映する制度としても貢献できるものであると考える。

43

検証による軌道修正（内部要因）
本プロジェクトは、概ね当初計画どおりに順調に推進できたことから、基本理念および実施内容につ
いての大きな軌道修正はなかった。前項にもあげた学部改革による TT 若手の採用数の調整やテニュ
ア職採用時の配属部局の見直し等を行うとともに、外部評価等の結果やメンターの意見等を反映した、
教員採用手続きや支援体制の改善を継続して行い、終了時には円滑かつ効果的に機能する若手研
究リーダー育成の体制が構築されたものと考える。全学展開に関しては、実施部局の状況に適した多
様な展開を検討し、継続的展開と改善に向けての取り組みを実施している。
自己評価： 以上のことから、プロジェクト全体として所期の目標を上回っているものと判断できる。
(２) 国際公募･選考・業績評価
「国際公募・選考・業績評価」に関する自己評価は以下のとおりである。
TT 若手の育成目標
研究の「種」を育て、世界研究拠点の「核」となる研究リーダーをスパイラルアップ的に育成することを
目的とした若手研究者の研究環境整備及び人材育成システムを構築することができ、テニュア審査お
よび中間評価結果における、本プロジェクトで育成した TT 若手全ての高い評価から実証されたように、
計画通りの効果が得られ、今後の人事改革のモデルとなり得る成果であったと考える。
自己評価：以上のことから、TT 若手の育成目標は十分に達成できたと判断している。
国際公募・選考の内容・選抜プロセス（機関内外の第三者の関与などの公正性・透明性）
公募・選考の内容は、専門的意見を取り入れつつ、大学の戦略的な人材育成目標に適った分野の
選択と選考方法を、学長のリーダーシップのもとに設置した拠点運営委員会で策定し、これに基づい
て明確に定められた募集要項においても周知されたテニュア獲得要件のもとに、国際公募を実施した。
採用審査にあたっては、審査委員会を部局長等に少なくともそれぞれ１名の外部審査委員と外国人審
査委員を加えた構成で組織し、また専門性が反映されるよう審査委員会作業部会委員を加えた審査
委員会を開催し、審査手順に定めた審査資質とこれを反映した詳細な評価項目に従って、厳格で透
明な選考を行い、たいへん優秀な若手教員を TT 若手として採用することができた。
自己評価：以上のことから、国際公募・選考の内容・選抜プロセスに関しては特に問題なく適切に実施
できたと判断している。
採用した TT 若手の業績評価の内容・評価プロセス・適正性
採用した TT 若手の業績評価は、年次評価・中間評価・テニュア審査の各々について、TT 若手ごと
に定められた内容に関して審査を実施した。評価プロセスとしては、例えばテニュア審査では、教員審
査委員会作業部会が作成する「研究計画の実施状況報告書」と「拠点における業績報告書」および
「若手研究者進路提案書」と、TT 若手教員の面談に基づき教員審査委員会において評価を行うという
プロセスを規程化し、これに則って評価を実施した。業績評価を実施する教員審査委員会も、学外者２
名、および、本学に在籍する外国人研究者をメンバーに加えて透明性やグローバルスタンダードを確
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保した［ページ 16～25；６．年次評価及び中間評価の体制、基準・方法、評価結果など、 ７．テニュア
審査の体制、基準・方法、評価結果など］。
自己評価：以上のことから、業績評価を適切に行うことができたと評価している。
評価結果の TT 若手へのフィードバックの状況
年次評価・中間評価の結果については、終了後に拠点長が各 TT 若手と面談し伝えると同時に今後
の研究遂行等に関するアドバイスを行った。年次評価及び中間評価の結果伝達に際しては、TT 若手
から、研究生活における意見や研究環境等に関する要望等を聴取し、拠点側の環境改善にも活かし
た。年次評価及び中間評価での指摘事項に関しては、テニュア審査の段階までに確実かつ着実に改
善等が試みられていたことをテニュア審査時に確認した。
テニュア審査の結果については、運営委員会にて了承後、拠点長より各 TT 若手に連絡するとともに、
教員審査委員会及び運営委員会で出された各 TT 若手に対するアドバイスを伝えた。
このように、評価結果の TT 若手へのフィードバックは確実になされており、TT 若手の成長に適切に
反映している。
自己評価：以上のことから、全体として当初の目標以上に達成されたものと判断できる。
(３) 人材養成システム改革（上記(２)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
学長のリーダーシップの基に、世界研究拠点の継続的維持と新たな形成と発展を目指し「成熟型拠
点展開ステップ」と、「次世代拠点創世ステップ」とに分けて、それぞれの研究分野のリーダーとなるべ
き人材を育てる、という山梨大学版テニュアトラック制を構築することができた。また、学外審査委員を
含む教員審査委員会を組織して国際公募を実施し、また、評価においても、外国人を含む学外審査
委員による公正な評価制度を導入する等、抜本的な改革を行った。本事業において構築した山梨大
学版テニュアトラック制は、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
デルになるものと確信している。
自己評価：以上のように、人材養成システムの定着化に向けて様々な制度設計および環境整備は、目
標は十分に達成できたものと判断できる。
(４) 人材養成システム改革（上記(２)以外の制度設計に対するマネジメント）
本事業の継続発展のために、国のテニュアトラック普及・定着事業にも積極的に応募し、採択された
他、学長のリーダシップにより、これまでに自主経費にて４名の TT 若手を採用した。また、学長自らが
医学部との協議を重ねるなかで、医学工学総合研究部基礎医学系講座においても、テニュアトラック
制の助教としての試用期間という位置づけで運用することとした。そして、テニュアトラック制を全学に普
及させ、大学全体の人事制度の更なる改革を進めるため、これまでの実績をもとに PDCA 手順の組み
込み等を重ね、工学部専用の要項であった「山梨大学工学部先端領域若手研究リーダー育成拠点運
営要項」を、「山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点運営要項」に改訂し、これに併せて運営
委員会要項及び教員審査委員会要項を改訂した。
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自己評価：本プロジェクトの着実なマネジメントによって、テニュアトラック制度の定着ならびに人材養
成システムの大きな改革に結びついた。
(５) 実施期間終了以降の継続性・発展性
本プロジェクトの実施期間終了後も得られた成果や波及効果等を精査し、学長のリーダーシップの
もとに人材養成システム改革を推進する。特に、小規模大学の人材育成のモデルとしての本プロジェク
トの成果と波及効果の分析に基づいて、各部局の特色や大学改革の状況、年俸制の導入などの人事
制度改革等、時代の推移に応じた多様な側面を考慮した総合的な観点のもとに、学長のリーダーシッ
プのもとで諸改革を立案し実施する。
自己評価：本プロジェクトによるテニュアトラック制度をモデルとして、若手人材育成システムが整備され、
制度改革が定着する取組が行われたと判断できる。
(６) 中間評価の反映
「Ⅳ．２．中間評価への対応状況」に詳述したように、「必要である」との指摘を受けた２事項、及び、
「期待する」とのコメントがなされた２事項については全て対応し、プロジェクトの実施に反映した。女性
研究者の採用については、結果として採用には至らなかったものの、応募者数が増加したことから、改
善効果の現れであると考えている。
自己評価：以上のように、中間評価結果は十分に反映してプロジェクトが運営されたものと判断できる。
(７) その他
本プロジェクトの特徴ある取り組みは以下の 3 点であるであり、各々について十分な成果をあげること
ができた。
・ 小規模地方大学でも実施可能な制度を目指し、「成熟型拠点展開ステップ」及び「次世代拠点創成
ステップ」の２つのステップにより、研究の「種｣を育て、世界研究拠点の｢核｣となる研究リーダーをス
パイラルアップ的に育成することを目的として実施し、若手研究者の研究環境整備及び人材育成シ
ステムの構築を行ってきた。その結果、十分な数の査読付き原著論文を発表し、また、科学研究費
をはじめとする外部資金を獲得することができた。
・ 「主メンター」、「サブメンター」、「先駆者メンター」という複数メンター制度を設け、若手研究者の自立
的環境を確保することに配慮しつつ、研究推進に関わる知見の提供や助言、外部資金獲得のため
のプレゼンテーション方法についての助言、学生指導に関わる相談や助言を行った。その結果、研
究が著しく進展し極めて優れた成果をあげることができたと同時に、教員としての資質も向上できた。
・ 国際サイエンスカフェや国際シンポジウムを通じての「融合型研究」の推進につとめた。その結果、
適切かつ自然な連携に基づく学内の戦略的プロジェクトとの融合が相乗効果を呼び、研究が著しく
進展し極めて優れた成果が上げられた。
これらの成果は、既存の研究アクティビティーと若手研究リーダーの斬新な研究活動が、拠点を発
展させ新拠点創成の原動力となるという、本プロジェクトの理念のもとに掲げた目標が十分に達成され

46

たと同時に、今後の若手研究者支援と人事方針における重要な知見となり、小規模大学の人材育成
プログラムの在り方についての先駆的例となり得たものと考えている。
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Ⅴ．実施期間終了後の人材養成システム改革の状況
１．実施期間終了後の人材養成システム改革の内容
（１） 実施期間終了後、機関で導入している（導入が決定している）テニュアトラック制
〔「表Ⅴ-１-１ 実施期間終了後、既に導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の実績」参照〕

①テニュアトラック制導入に向けての機関の方針
本学は、テニュアトラック制を優れた若手教員を育成する人材システム改革手段として中期計画に
盛り込み、工学部専用の要項であった「山梨大学工学部先端領域若手研究リーダー育成拠点要項」
を、「山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点要項」に改訂し、これに併せて運営委員会要項
及び教員審査委員会要項を改訂した。
②導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の内容
本学のテニュアトラック制の要項である「山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点運営要項」
では、本学の次世代を担う若手研究リーダーの育成を図ることを目的とし、先端領域で活躍が期待
される若手研究者を任期付の特任助教として採用し、研究者としての経験を積み、厳格な審査を経
て、永く本学で活躍する意思を持った者を定員枠の准教授として採用する、としている。本学のテニ
ュアトラック制における育成拠点は、統括者である学長の下、先端領域若手研究リーダー育成拠点
長を設け、(１) 運営委員会、(２) 教員審査委員会、(３) 若手研究者支援室、(４) メンターにより構成
する、としている。
③導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の適用範囲（適用する部局など）
本学のテニュアトラック要項は全学に適用するものである。各学部等はこの全学規定をベースとし
て学部等の状況に応じてこの制度を適宜修正して適用することができる。
④導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の適用規模（機関全体での適用人数など）
テニュアトラック制の導入を完了した部局とこれまでの TT 若手数は、医学工学総合研究部工学学
域および工学系研究センター（教員数 172 人）において 12 人、医学工学総合研究部基礎医学系講
座（教員数 56 人）において、12 人である。医学工学総合研究部基礎医学系講座（教員数 56 人）に
おいては、今後の助教採用は同テニュアトラック制により採用することとしている。医学工学総合研究
部工学学域および工学系研究センター（教員数 172 人）においては、常時５名程度の全学的な若手
研究リーダーの育成を継続して展開することとしている。
⑤テニュアトラック制導入による今後の課題
学内経費による研究環境を整備する整備費の捻出が今後の課題である。実験系では、その整備
には少なくとも、数百万円から１千万円程度のスタートアップ経費が必要となる。本学は、H24 年度に
「テニュアトラック普及・定着事業」に選定されたので、その支援の範囲内においては、スタートアップ
研究費の問題ないが、純粋な学内経費による自立した研究環境整備は難しい状況にある。
⑥実施期間終了後、テニュアトラック制を導入していない（導入が決定していない）ことに対する課題
該当せず
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⑦その他
該当なし
（２） 実施期間終了後のテニュアトラック制以外の人材養成システム改革の実施とその課題
該当なし
２．実施期間終了後の資金計画
〔「表Ⅴ-２-１ 実施期間終了後の資金計画」参照〕

工学系の TT 若手には年間 200 万円の研究費および採用年度にスタートアップ資金 200 万円を、
基礎医学系の TT 若手には年間 80 万円の研究費を現在、大学運営費から支給している。また、国際
サイエンスカフェや国際シンポジウムの開催費用等については、「テニュアトラック普及・定着事業」の
補助金や大学運営費を活用し、実施している。７年度目以降の支援内容については、引き続き検討し
ていくこととしている。
３．実施期間終了後の人材養成システム改革に対する機関の長のコミットメント
本学は、学長のリーダーシップのもと、中期目標・中期計画にテニュアトラック制の導入を明記し、必
要な全学テニュアトラック制規程を H25 年度に整備した。また、すでに「テニュアトラック普及・定着事業」
に採択された他、大学経費による新たな若手研究者育成の取組を開始している。本学は、学内経費に
よる全学的なテニュアトラック制の実施による人材育成システムの改革に着手している。
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【成果報告書本文のデータ集】

「Ⅲ．プロジェクト実施の内容」に係る図表
「２．プロジェクトの実施体制と実施概要」に係る図表
表Ⅲ-２-１ プロジェクトの運営・実施体制
委員などの構成（人）
委員会などの
名称
先端領域若手研究
リ ーダー育 成拠点
運営委員会

先端領域若手研究
リ ーダー育 成拠点
教員審査委員会

先端領域若手研究
リ ーダー育 成拠点
教員審査委員会作
業部会

工学部テニュアトラ
ック実施委員会
外部評価委員会

委員会などの
役割と位置づけ
拠 点 プロ ジェク ト推
進のための管理運
営、若手研究者の
採用、メンターの配
属等、テニュアトラッ
ク制における人事制
度改革案に関するこ
と
若手研究者の募集
に関すること、審査
基準、手順の作成、
審査の実施、業績
評価基準の作成及
び業績評価の実施
に関すること
教員審査委員会が
実施する拠点の教
員に係わる採用、中
間評価及びテニュア
審査等に必要な、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
各委員会への検討
事項案、工学部内
の 拠 点 プロ ジェ ク ト
実施に関すること
拠点運営とＴＴ若手
教員育成の評価・点
検

自機関内

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

0

0

0

5

0

「執行部」とは、学長、副学長、理事など機関の運営管理などに携わり責任を有する組織
「（全機関運営）」とは、本プロジェクトを実施するに当たって設置した全機関レベルの委員会など
「（評価・点検）」とは、本プロジェクト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プロジェクトの参画者以外の委員を主とした委員会など
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「３．ＴＴ若手の国際公募と選考・審査結果」に係る図表
表Ⅲ-３-１-１ 平成 21 年度第１回目（通算第１回目）国際公募の実施状況
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Ⅲ-３-１-２ 平成２１年度第２回目（通算第２回目）国際公募の実施状況
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Ⅲ-３-１-３ 平成２１年度第３回目（通算第３回目）国際公募の実施状況
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Ⅲ-３-２-１ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：１．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

11

1

2

0

執行部

自機関外

表Ⅲ-３-２-２ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：２．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）

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Ⅲ-３-２-３ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：３．ナノ光電子機能創生研究関連分野）

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

10

1

2

0

執行部

自機関外

表Ⅲ-３-２-４ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：４．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
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自機関外

表Ⅲ-３-３ 年度別・公募分野別の公募・選考状況

単位：人

応募者数＊１
採用
年度

公募分野

公
募
人
数

選考対象者数＊２

最終審査対象者数＊
３

総数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

総数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

1

17

13

4

0

17

13

４

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

2

15

11

4

0

15

11

機能創生

3

9

９

0

1

9

9

6

41

33

8

1

41

2

20

10

10

1

小計

2

20

10

10

計

8

61

43

（平成）

外
国
籍

女
性

数

日
本
国
籍

0

1

1

0

0

0

2

2

0

0

0

1

3

3

0

0

33

8

1

6

6

0

0

15

10

5

１

2

1

１

0

1

15

10

5

1

2

1

1

0

2

56

43

13

2

8

7

1

0

総

クリーンエ
ネルギー・
燃料電池
ナノ材料研
究関連分

21 年度

４

関連分野
小計
医工融合
世界最先
22 年度

端機器開
発・研究分
野

合

18

【注】 ＊１：公募要件を満たさない者、書類不備などを含めた応募者数の総計を記載してください。
＊２：公募要件を満たさない者、書類不備などの応募者を除いた第一段階目の選考対象者数を
記載してください。
＊３：多段階の選考プロセスを経て、採用者を決定した最終段階の選考対象者数を記載してくだ
さい。
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表Ⅲ-３-４ 年度別・採用部局（予定を含む）別ＴＴ若手採用者数
採用者の国籍・性別

採用
年度

部局など

採用人数

日本
国籍

外国籍

女性

4

4[50]

0[0]

２

2[25]

６

単位(人)
注：[ ]内は採用者総数に対する％
採用者の
海外ポスドク経験

採用者と
機関との関係

経験者
総数

直前経
験者数

直前職

学位
授与

0[0]

0[0]

0[0]

0[0]

1[12.5]

0[0]

0[0]

2[25]

2[25]

0[0]

0[0]

6[75]

0[0]

0[0]

2[25]

2[25]

0[0]

1[12.5]

2

1[12.5]

1[12.5]

0[0]

0[0]

0[0]

1[12.5]

1[12.5]

２

1[12.5]

1[12.5]

0[0]

0[0]

0[0]

1[12.5]

1[12.5]

８

７[87.5]

1[12.5]

0[0]

2[25]

2[25]

１[12.5]

2[25]

（平成）

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
総合研究

22 年度

部
工学系学
域
小計
合計
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表Ⅲ-３-５ 年度別のＴＴ若手採用計画数と実際のＴＴ若手採用数との比較
提案書などで
計画した採用数

実施期間中の採用数
そ
の
他

0

0

0

6

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

3

0

3

0

0(+３)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8

3

0

3

0

８(+３)

す
べ
て
自
主
経
費

そ
の
他

合
計

す
べ
て
補
助
金

人
件
費
の
み
自
主
経
費

す
べ
て
自
主
経
費

21 年度

6

0

0

0

6

6

0

22 年度

2

0

0

0

2

2

23 年度

0

0

0

0

0

24 年度

0

0

2

0

25 年度

0

0

0

合計

8

0

2

（平成）

合
計
（
１
）

計画した採用数と実施期間中の採用数が異なった理由

*

人
件
費
の
み
自
主
経
費

年度

業
」
に
よ
っ
て
採
用
・
育
成

左
記
の
う
ち
「
Ｔ
Ｔ
普
及
・
定
着
事

す
べ
て
補
助
金

「テニュアトラック普及・定着事業」による支援に移行

＊１：合計は「すべて補助金」＋「人件費のみ自主経費」＋「すべて自主経費」＋「その他」のみとし、「『ＴＴ普及・定着事業』によって採用・
育成」欄に記載した TT 若手は（ ）内に記入してください。
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「４．TT 若手の育成状況、研究環境整備及び支援体制」に係る図表
表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績
注：当該 TT 若手が在任していない年度には“－”を記入

左記論文以外による
発表・著書など(件)

査読付き原著論文(報)

TT 若手

口頭発表（件）

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

21
年
度

22
年
度

2
3
年
度

24
年
度

25
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

ＴＴ若手：A

0

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

ＴＴ若手：Ｂ

0

4

3

3

4

0

0

1

1

1

0

8

8

10

14

ＴＴ若手：Ｃ

0

1

1

1

5

0

6

6

9

10

0

3

3

5

2

ＴＴ若手：Ｄ

0

5

1

1

2

0

2

0

1

0

2

12

10

19

12

ＴＴ若手：Ｅ

0

2

1

1

1

0

0

1

1

1

0

4

7

11

7

ＴＴ若手：Ｆ

1

0

1

5

2

0

1

0

0

0

0

3

5

5

5

ＴＴ若手：Ｇ

−

3

3

3

3

−

0

0

1

0

−

1

0

0

0

ＴＴ若手：Ｈ

−

12

4

4

7

−

1

0

0

0

−

4

4

4

3

1

29

16

20

27

0

10

8

13

12

2

36

38

54

46

合計

TT 若手

特許出願(件)
（受理件数を〔 〕書きで
内数で記入）

受賞（件）

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

ＴＴ若手：A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｂ

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

ＴＴ若手：Ｃ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｄ

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｅ

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｆ

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

ＴＴ若手：Ｇ

−

0

0

3

1

−

0

1

0

0

トラック期間中の顕著な
学術的成果及び受賞例

The 4th IWA-ASPIRE Best
Poster Award

Excellent Poster Award, 4th Asia
Oceania

ＴＴ若手：Ｈ

−

0

0

0

0

−

1

0

0

1

for

Mass

Conference

合計

0

0

3

6

1

0
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2

2

1

1

Mass

Spectrometry

Conference and 10th Taiwan Society
Spectrometry

Annual

表Ⅲ-４-２

TT 若手の職位別研究指導認定状況など【博士前期課程、修士課程など】
基準日：TT 若手が辞職した年月日
単位：人
一般のテニュア職
TT 若手
TＴ若手が所属またはテニュア採用後に
准教授
講師
助教
准教授
講師
助教
所属する可能性のある部局など
57
0
37
0
0
8
医学工学総合研究 教員数
部
研究指導認定済み教員数
40
0
0
0
0
0
表Ⅲ-４-３

TT 若手の職位別研究指導認定状況など【博士後期課程、博士課程など】
基準日は TT 若手が辞職した年月日
一般のテニュア職
TT 若手
T 若手が所属またはテニュア採用後に
准教授
講師
助教
准教授
講師
所属する可能性のある部局など
57
0
37
0
0
医学工学総合研究 教員数
部
研究指導認定済み教員数
18
0
0
0
0

57

単位：人
助教

8
0

「５．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）のキャリアパス支援と人材流動性への配慮」に係る図表
表Ⅲ-５-１ ＴＴ若手の転出・辞職状況

TT 若手

TT 若手：F

（
平採
成用
年年
度度
）

２１年度

テ
中ニ
ュ
のア
職ト
名ラ
ッ
ク
特任助教

テニュア審
査以前に転
出・辞職し
た理由

転
年出
月・
日辞
職

平成２６年３月３１日

58

在
任
月
数

転
出
・
辞
職
ま
で
の

４６ヶ月

転出先

機関名

転出先
での職
位・職
名

国立大学法人北海
道大学

准教授

任
期
の
有
無

転
出
先
で
の

無

「６．年次評価及び中間評価の体制、基準・方法、評価結果など」に係る図表
表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制
評価の内容
（書類評価、
面接評価など）

評価委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

年次評価－１

書類審査及び面談

0

24

0

0

0

年次評価－２

面談

0

1

0

0

0

表Ⅲ-６-２ 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、
面接評価など）

評価委員などの構成（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

書類審査及び面談

0

0

0

0

0

第２次段階

面接審査

１

23

0

2

0

表Ⅲ-６-３ ＴＴ若手の中間評価結果

TT 若手

評Ｔ
在価Ｔ
若
任実手
月施の
数ま中
で
の間

中間評価実施
時の配属想定
部局

TT 若手
に中間評
価結果を
開示した
年月日

ＴＴ若手：Ａ

２４ヶ月

クリーンエネル

平成２４年

ギー研究セン

６月２８日

評価結果

合格

ター

ＴＴ若手：Ｂ
ＴＴ若手：Ｃ
ＴＴ若手：Ｄ
ＴＴ若手：Ｅ
ＴＴ若手：Ｆ
ＴＴ若手：Ｇ
ＴＴ若手：Ｈ

２６ヶ月

２４ヶ月

２６ヶ月

２６ヶ月

２６ヶ月

３２ヶ月

３２ヶ月

合格

医学工学

平成２４年

総合研究部

６月２８日

医学工学

平成２４年

総合研究部

６月２８日

医学工学

平成２４年

総合研究部

６月２８日

医学工学

平成２４年

総合研究部

６月２８日

医学工学

平成２４年

総合研究部

６月２８日

医学工学

平成２５年

総合研究部

３月２５日

医学工学

平成２５年

総合研究部

３月２５日

合格
合格
合格
合格
合格
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合格

「７．テニュア審査の体制、基準・方法、審査結果など」に係る図表
表Ⅲ-７-１ TT 若手のテニュア審査の体制

審査の段階

審査の内容
（書類審査、
面接審査など）

審査委員などの構成（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

13

0

0

0

第２次段階

面接審査

1

19

0

2

0

表Ⅲ-７-２ 早期に実施したテニュア審査結果及びそれに基づくＴＴ若手の処遇
該当なし
表Ⅲ-７-３ トラック期間内に最終テニュア審査を行わなかったＴＴ若手の状況
該当なし

表Ⅲ-７-４ ＴＴ若手の最終テニュア審査結果

TT 若手

ＴＴ若手：A

最
在実終
任施テ
ニ
月まュ
で
数のア
審
査
46 ヶ

月

ＴＴ若手：B

48 ヶ

月

ＴＴ若手：Ｃ

46 ヶ

月

ＴＴ若手：Ｄ

48 ヶ

月

ＴＴ若手：Ｅ

48 ヶ

月

ＴＴ若手：Ｆ
月

48 ヶ

審査実施時
の
配属想定部
局

医学工学
総合研究
部
医学工学
総合研究
部
医学工学
総合研究
部
医学工学
総合研究
部
医学工学
総合研究
部
医学工学
総合研究
部

審査

TT 若手にテニュア審査結果を開示した

結果

年月日及びコメントの概要

合格

平成 25 年 12 月 17 日（運営委員会了承後）

合格

平成 25 年 12 月 17 日（運営委員会了承後）

合格

平成 25 年 12 月 17 日（運営委員会了承後）

合格

平成 25 年 12 月 17 日（運営委員会了承後）

合格

平成 25 年 12 月 17 日（運営委員会了承後）

合格

平成 25 年 12 月 17 日（運営委員会了承後）
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表Ⅲ-７-５ 最終テニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用したＴＴ若手の状況

TT 若手

テニュア職の
採用年月日

しＴ
Ｔ
月て
の若
数在手
任と

採用したテ
ニュア職の
職位

配属部局

その他
（任期の有無・テニュ
ア職としての職務等）

ＴＴ若手:Ｂ

平成２６年４月１日

51 ヶ月

准教授

医学工学総合研究部

任期無

ＴＴ若手:Ｃ

平成２６年４月１日

49 ヶ月

准教授

医学工学総合研究部

任期無

ＴＴ若手:Ｄ

平成２６年４月１日

51 ヶ月

准教授

医学工学総合研究部

任期無

ＴＴ若手:Ｅ

平成２６年４月１日

51 ヶ月

准教授

医学工学総合研究部

任期無

ＴＴ若手:Ｆ

平成２６年４月１日

51 ヶ月

准教授

医学工学総合研究部

任期無

表Ⅲ-７-６ 最終テニュア審査が不合格となり自機関のテニュア職に採用しなかったＴＴ若手の処遇・動向
該当なし

表Ⅲ-７-７ 最終テニュア審査は合格したが自機関のテニュア職に採用しなかったＴＴ若手の状況・動向

TT 若手

ＴＴ若手:Ａ

TT 若手に着
任した年月日

平成２２年２月１日

Ｔ
Ｔ
若
手
と
し
て
の
在
任
月
数

52 ヶ月

在任中
の職名

研究分
野

クリー
ンエネ
特任助
ルギー
教
研究関
連分野
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テニュア職に採用し
なかった理由

転出
年月日

テニュア審査合格後に他大学 平成 26 年 3 月
での採用が決定したため
31 日

転出先機
関名及び
職名

国立大学
法人 北
海道大学
准教授

表Ⅲ-７-８ 実施期間終了までのテニュア審査などの総括表

TT 若手の採用数、自機関テニュア採用数 など
①

助教

講師

准教授

合計

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

しての資格があると判定された職位別 TT 若手の人数

6

0

0

6

トラック期間終了とともに自機関のテニュア職として採
用した（採用できた）職位別 TT 若手の人数

5

0

0

5

助教

講師

准教授

教授

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

5

0

本プロジェクトの実施期間終了までにテニュア審査を行
う予定で採用した職位別 TT 若手の人数
② ①で採用した TT 若手のうち、トラック期間終了前に早期に
③

自機関テニュア職に採用した職位別 TT 若手の人数
①で採用した TT 若手のうち、本プロジェクトによるテニュア審査を
受けずに自機関に採用あるいは他機関に転出、又は辞職した職位別 TT
若手の人数

④ トラック期間内での最終テニュア審査を受けた職位別 TT
若手の人数
⑤ トラック期間内の最終テニュア審査によって自機関のテニュアと
⑥

テニュアポストの職位別ポスト数 など
A ①で採用した TT 若手の国際公募時に用意してい
た職位別テニュアポストの数
B ②でトラック期間終了前に早期に自機関のテニュア
ポストに採用した TT 若手のテニュア職の職位別人数

C

⑥でのトラック期間終了とともに自機関のテニュ
ア職に採用した TT 若手のテニュア職の職位別人数

テニュアポスト準備率、転出・辞職率、自機関テニュア職への採用率 など
【１】 テニュアポスト準備率〔％〕
（A の合計）／（①の合計）

【２】 実施期間中の最終テニュア審査前の転出・辞職率〔％〕
（③の合計）／（①の合計）

【３】 テニュア資格付与率〔％〕
｛（②の合計）＋（⑤の合計）
｝／｛（②の合計）＋（④の合計）
｝

【４】 自機関のテニュア職への採用率〔％〕
｛（②の合計）＋（⑥の合計）
｝／（①の合計）
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100％
0 ％
100％
83％

「９．情報発信・アウトリーチ活動とその成果」に係る図表
表Ⅲ-９-１ 情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数（すべて自主経費による開催を含む）
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

9

11

3

0

24 年度

10

11

0

0

25 年度

11

15

5

0
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「Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価」に係る図表
「４．テニュアトラック制の導入による若手研究者育成システム改革の状況」に係る図表
表Ⅳ−４−１ テニュアトラック制の導入がもたらした若手研究者育成システム改革の事例
得られた効果や影

分類

狙いや期待した効果

制度改革の内容

導入した新しい

・学内特区による成熟型拠
点展開ステップと拠点創成
ステップのスパイラルによる
小規模大学における人材育
成のモデル構築
・採用の目的および資格と
研究環境等を明確にした国
際公募に基づく採油の仕組
み構築
・明確な組織と評価基準によ
り若手研究者の将来性を高
める資質の養成と評価を行う
仕組みの構築
・外部評価を取り入れた国
際的基準に基づく人材評価
の仕組みの構築

・戦略的な分野選択に基づく自立的研
究環境整備と支援により若手研究者の
優れた研究業績と拠点展開リーダーの
資質育成がなされる仕組みを構築
・学内特区として若手研究リーダー育成
拠点を設け運営委員会および教員審
査委員会を設け明確な審査基準と手順
を定めて目標の達成を目指す仕組みを
構築
・全学的な若手人材育成支援の仕組み
を構築

・優秀な若手教員の採
用と効果的育成ができ
多くの研究成果や外部
資金獲得など一般教員
を超える成果が得られた
・成熟型拠点展開ステッ
プにおける新たな拠点
展開にむけた萌芽的研
究の進展があった
・次世代拠点創成ステッ
プにおける融合研究の
新展開があった
・次世代拠点創成ステッ
プにおける医工融合研
究への多大な貢献があ
った

・特徴的な役割の異なる複 ・ 「主メンター」「サブメンター」「先駆者
数メンターの配置による
メンター」から成る役割を明確にした
異分野領域の教育研究と
自立的研究環境の維持と先進的研
も融合した研究指導・支援
究の促進支援の手法の構築
体制の構築
・プレゼンテーション能力や質疑応答の
・国際サイエンスカフェの
能力など国際的に活躍できる研究リ
設置により、外部からの研
ーダーの資質を養成し評価する仕組
究者との研究交流及び人
みを構築
脈構築
・国際的なシンポジウム等の研究交流を
・国際シンポジウムによる
活発に行う研究リーダーの資質を養
世界的研究者との研究交
成する仕組みの構築
流及び国際的な研究発表
・国際シンポジウムにおける学外の著名
の機会による若手研究リ
研究者からの外部評価の仕組みを構
ーダー育成の仕組み構築
築
・国際的に活躍する研究リーダーとして
の資質育成の仕組みの構築

・国際サイエンスカフェ
および国際シンポジウム
開催における研究リーダ
ー資質の育成と波及効
果が得られた
・異分野研究交流による
新融合領域の発展の促
進につながった
・一般市民向けシンポジ
ウムや研究展示によるサ
イエンスリテラシー活動
への素養育成
・学内の一般若手教員
の研究交流促進にも大
きく寄与する効果があっ
た

制度設計の事例

若手人材養成
システムの
改革事例
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響

「Ⅴ．実施期間終了後の人材養成システム改革の状況」に係る図表
「１．実施期間終了後の人材養成システム改革の内容」に係る図表
表Ⅴ-１-１ 実施期間終了後、既に導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の内容

テニュアトラッ
ク導入部局
医学工学総合研
究部工学学域お
よび工学系研究
センター
医学工学総合研
究部基礎医学系
講座
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

4

1

25

人件費：部局定員
研究費：大学本部・部局

5

3

60

人件費：部局定員
研究費：大学本部

9

4

44
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「２．実施期間終了後の資金計画」に係る図表
表Ⅴ-２-１ 実施期間終了後の資金計画

６年目
（26 年度）

７年目
(27 年度)

8～10 年目
（28～
30 年度）

運営費交付金(百万円)

その他(百万円)

人件費

131.5

3.5

研究費

27.6

0

その他の経費

1.5

1.5

人件費

142

3.5

研究費

22

0

その他の経費

1.5

1.5

人件費

140

1.1

研究費

24

0

その他の経費

1.5

0.5

［註］ 8 年度目以降については、各年度平均値を記入して下さい。
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【参考資料】
参考１ 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。
（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
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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。

68

参考２ 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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参考３ 中間評価報告書
プロジェクトの概要
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、人事制度の改革と
世界的研究拠点の形成を目指す。「先端領域若手研究リーダー育成拠点」を設置し、若手研究者
に本学が世界に誇る最先端の研究領域において、豊かな研究費、複数メンターによる研究指導・
支援、十分な研究スペースを提供することにより若手研究リ－ダ－を育成する。採用審査と再審
査のために学外委員を含む教員審査委員会を組織し、透明性の高い人事審査を行う。テニュア・
ポストを確保し、高いテニュア取得率を目指す。３年目に本制度の中間評価を行い、４年目に工
学系全体に普及させる。終了時には医学系を含む大学全体の人事制度の更なる改革を進める。
（１） 評価結果
総合評価

国際公募・選考・
業績評価

人事養成システム改革
（制度設計に基づく実
施内容・実績）

人事養成システム改
革（制度設計に対する
マネジメント）

今後の進め方にお
ける取組

Ａ

ｂ

ａ

ａ

ｂ

総合評価：Ａ（所期の計画と同等の取組が行われている）
（２） 評価コメント
小規模大学の特徴と優れた研究環境を活かした世界的研究拠点構築の役割を継続的に果たす次
世代研究拠点の担い手となる若手人材育成サイクルの構築を目指しており、テニュア像を「成熟
型拠点展開(機関の牽引役の“種”)」と「次世代拠点創生(機関の牽引役の“核”)」の二つの特徴
的人材育成ステップに対応付けて明確化し、目標に従った公募を実施していることは評価できる。
また、計画通りにテニュアトラック若手研究者（以下、
「TT 若手」という）を採用し、今後の自
主経費による採用においても、既に公募の準備が進められており、育成環境も十分に整備され、
アウトリーチ活動も活発であることは評価できる。
・国際公募・選考・業績評価：募集分野の見直しで国際公募への応募者数が少ない点を改善し、
女性研究員の採用につなげるなど、今後の国際公募で女性研究者の採用へ向けた改善が必要で
ある。
・制度設計に基づく実施内容・実績：主メンターに加え異なる研究領域からのサブメンターと先
駆者メンターにより TT 若手を支援する体制を構築している点、また、国際サイエンスカフェ
を継続的に開催して、TT 若手を自らのネットワーク構築と企画のために参加させる点などは
評価できるが、更に TT 若手が国際的に活躍する仕組みの構築を期待する。
・制度設計に対するマネジメント：既に外部評価委員会を設置し、学長のリーダーシップが発揮
され PDCA サイクルを活用している。今後予定されているテニュアトラック制の外部評価を生
かし、更なる制度改善につなげることを期待する。
・今後の進め方における取組：テニュアトラック制の全学展開を進めているが、大学全体での議
論に基づく制度設計を早期に進め、全学的なテニュアトラック規程の整備など具体的施策の推
進を行う必要がある。
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参考４-１ 平成 21 年度第１回目（通算第１回目）国際公募要領（和文）
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。
71

（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
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）
成熟型拠点展開
ステップ

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(1 名)
募集分野（Ⅰ- 2）
アジア域での流域
総合水管理研究
(1 名)
募集分野（Ⅰ- 3）
アジア域での流域
総合水管理研究
(1 名)

領域として求める資質
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。
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 電気電子工学、機械
研究（表面科学、電子物性、量子科学計算・ 工学、材料工学、応
シミュレーションなどを含む）の推進に強 用物理学、情報工学
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
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
既往の研究成果を踏まえて、今後のさらな の内，特に，水環境
る展開が必要と思われることを見出して取 工学分野、環境生物
工学・環境生態工学
り組む先進性、研究を地道かつ着実に遂行
分野
できる持続力、ならびに分野の異なる他の
現在の研究分野
研究者と共同して研究を遂行できる協調性
流域環境科学分野
をお持ちの方。
の内，特に，水文
学・河川工学分野、
水資源工学分野
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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)
募集分野（II- 3）
ナノ光電子機能創
生（理論系）(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 電子工学、応用物理
として、ナノ領域における光系と電子系の 学、量子工学、物性
結合がもたらす機能に係る実験研究を推進 実験物理学
し、光電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 物質科学、材料工
を融合する、機能材料設計・創製に係る実 学、応用物理学
験研究を推進し、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。
分野として求める資質
現在の研究分野等
広い視野に立って、基礎的な観点からナノ 特に専門分野は問
領域における信号・情報伝達メカニズムに わない
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。

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
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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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参考４-２ 平成２１年度第３回目（通算第３回目）国際公募要領（和文）
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
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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。
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
テップ
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。
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 バイオ分析機器開
医工融合世界最先 メージング法等を、生体分子の検出に焦点 発、機械工学、電子
端機器開発・研究 を絞って開発する素養を有し、可動部等を 工学、応用物理学
（機器開発）
含むイメージング機構およびその制御系な
(1 名)
どの開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 生命科学、情報科
医工融合世界最先 くために、医学と工学の研究者が協働して 学、バイオ分析機器
端機器開発・研究
推進する最先端機器開発・研究において、 開発、分析化学、数
（医工融合）
理統計学
質量分析法を核とする分析機器研究を遂行
(1 名)
する能力を有し、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。）
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（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
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参考５ TT 若手に対する中間評価基準（和文）
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
のそれぞれに対して、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。
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。
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・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６ TT 若手に対するテニュア審査基準（和文）
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
平成 21 年 11 月 11 日
平成 25 年 12 月 17 日

制定
改訂

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、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。
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。
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（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。
附則
・平成 21 年度第 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
・平成 25 年度第 4 回先端領域若手研究リーダー育成拠点運営委員会 了承

81

参考７ 機関全体及び部局のテニュアトラック制に係る規程
山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点運営要項
制定 平成２１年６月２４日
改正 平成２６年３月２５日
（趣旨）
第１条

この要項は、山梨大学（以下「本学」という。）に設置する山梨大学先端領域若手研究リーダー

育成拠点（以下「育成拠点」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
（目的）
第２条 育成拠点は、テニュア・トラック制を用い、本学の次世代を担う若手研究リーダーの育成を図る。
（テニュア・トラック制）
第３条 テニュア・トラック制とは、先端領域で活躍が期待される若手研究者（以下、「若手研究者」という。）
を任期付の特任助教として採用し、研究者としての経験を積み、厳格な審査を経て、永く本学で活躍
する意思を持った者を定員枠の准教授として採用することをいう。
（業務）
第４条 育成拠点は、第２条の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 研究環境（設備、研究スペース、資金）の提供に関すること。
(2) 若手研究者の採用に関すること。
(3) 若手研究者へのメンターによる研究助言・支援に関すること。
(4) 国内外研究者との交流の場の提供に関すること。
(5) 教育研究指導の場の提供に関すること。
(6) 若手研究者の業績や成長度合いの審査に関すること。
(7) 育成拠点の全学展開に関すること。
(8) その他育成拠点の目的を達成するために必要な業務
（組織）
第５条 育成拠点では、統括者である学長の下、先端領域若手研究リーダー育成拠点長（以下「拠点長」
という。）を設け、次の組織をもって構成する。
(1) 運営委員会
(2) 教員審査委員会
(3) 若手研究者支援室
(4) メンター
（拠点長）
第６条 拠点長は、拠点の業務を総括し、その管理運営に当たる。
２ 拠点長は、各学部長等をもって充てる。
（運営委員会）
第７条 運営委員会は、拠点形成の詳細計画・予算案の策定、全体進捗管理等、研究 環境の向上及
びメンターの配属等行う。
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２ 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
（教員審査委員会）
第８条 教員審査委員会（以下「審査委員会」という。）は、若手研究者の募集・審査及び研究業績の評
価等を行う。
２ 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
（報告）
第９条 拠点長、運営委員会委員長及び審査委員会委員長は、活動状況を統括者である学長に報告し、
指示を受けるものとする。
（若手研究者支援室）
第 10 条 若手研究者支援室（以下「支援室」という。）は、運営委員会や審査委員会の運営等業務を行
う。
２ 支援室は、室長、常勤職員（係長）、非常勤職員等から構成する。
３ 室長は、産学官連携・研究推進機構研究支援課長をもって充てるものとする。
４ 室長は、支援室の業務を総括するものとする。
（メンター）
第 11 条 メンターは、若手研究者の自立を促進するため、必要な研究助言・支援を行う。
２ メンターは、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構成する。
（国際サイエンスカフェ）
第 12 条 育成拠点に、外部からの研究者招聘による頭脳の交流と研究情報・人脈の確立を援助するた
め、国際サイエンスカフェを設置するものとする。
２ 国際サイエンスカフェの運営は、各学部において行うものとする。
（事務）
第 13 条 育成拠点の事務は、各学部の協力を得て、支援室において処理をするものとする。
２ 育成拠点において必要な設備機器等の調達事務は各学部において処理をするものとする。
（雑則）
第 14 条 この要項に定めるもののほか、育成拠点の管理及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の
議を経て、別に定める。
附 則
１ この要項は、平成２１年６月２４日から施行し、平成２１年５月１４日から適用する。
２ この要項は、平成２６年４月１日から施行する。
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参考８ 外部評価実施要項
山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点外部評価実施要項
制定 平成２４年７月３０日
（趣旨）
第１条 この要項は、山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点運営要項第１４条の規定に基
づき、山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点（以下「拠点」という。
）における外部評価
の実施について、必要な事項を定める。
（外部評価委員会）
第３条 前条に定める外部評価を実施するために山梨大学先端領域若手研究リーダー育成拠点外
部評価委員会（以下「委員会」という。
）を置く。
２ 委員会は、本学の役員又は職員以外の者で、高等教育に関し広くかつ高い識見を有するとと
もに、テニュアトラック制に関し深い理解を有する者のうちから、学長が委嘱した委員若干人
をもって構成する。
３ 委員の任期は、平成２６年３月３１日までとする。
４ 委員会に委員長を置き、第２項の委員の中から互選により選任する。
（評価項目）
第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を評価する。
（１）拠点運営の状況及び成果並びに将来計画に関する事項
（２）その他必要な事項
（外部評価の実施）
第４条 学長は、前条に規定する評価項目に関する自己点検・評価終了後、委員会に対し評価の
実施を依頼する。
２ 委員会は、学長の依頼を受けて評価を開始し、評価結果を取りまとめ、学長に報告するもの
とする。
３ 評価の方法は、資料による調査を基本とし、その内容を検証するためにヒアリング及び実地
調査等を行うことができるものとする。
（評価結果の活用）
第５条 外部評価の結果は、拠点運営にフィードバックすることとする。
（雑則）
第６条 この要項に定めるもののほか、必要な事項については拠点運営委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成２４年７月３０日から施行する。
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