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「TT 若手」とは本プログラムによるテニュア・トラック制に基づいて採用した（自主的取組を含む）若手研究者を指す。

Ⅰ．人材養成システム改革の内容
■プログラム名：若手研究者の自立的研究環境整備促進（中間評価）
■課題名：宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル
■機関名：宮崎大学
■総括責任者名（役職）： 菅沼 龍夫（学長）
■実施期間：5 年間
■実施経費：3 年度目までの総額 529.4 百万円（間接経費を含む）
１．人材養成システム改革の概要
機関の現状
宮崎大学は、平成15年に旧宮崎大学と旧宮崎医科大学が統合して発足した4学部・5研究科等から構
成され、教員約600名（附属病院を含む）と学部学生及び大学院生約5,600名を擁する地方中規模大学
である。
医学部において21世紀COEプログラム「生理活性ペプチドと生体システムの制御」に採択された他、特
別教育研究経費、JST地域結集型共同研究事業など多くの異分野融合研究プロジェクトに採択されてい
る。平成19年4月には鹿児島大学大学院連合農学研究科から離脱し、農学と工学が融合した我が国初
の農学工学総合研究科博士課程を発足させており、さらに、平成22年には、医学系研究科と獣医学科が
融合した医学獣医学総合研究科が発足する予定である。このような組織再編により、本学は異分野融合
研究・教育の発展と世界的研究拠点形成を目指している。また、平成20年度より女性研究者支援モデル
育成事業に採択されるなど、女性研究者の育成も積極的に推進している。
過去3年間で、大学教員等に採用された大学院博士課程修了者は82名、学内昇格した若手教員は21
名、外部機関へ昇進等を果した若手教員は14名となっている。ポスドク、有期契約研究員数も着実に増
加しており、本学における人材育成は一定の成果をあげている。
教員の任期制は、医学部は旧医科大学当時に導入しており、平成16年度からは学長裁量定員及び附
属施設の全新任教員に適用し、平成19年度からは工学部、農学部においても助教に対して任期制を適
用している。
人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
最近の大学を取り巻く環境は急激に変化しており、特に人件費の大幅な削減が求められている情勢下
で、地方中規模大学での優秀な若手研究者の確保はますます困難となっている。このような状況の中で、
大学統合を成し遂げた本学が、地域貢献を果たしつつ、統合のメリットを最大限に活かして世界的な研
究拠点となるためには、学部の垣根を越えた異分野融合型研究を推進することが極めて重要であり、そ
の推進を担いうる若手研究リーダーを育成することが喫緊の課題である。
本課題では、高い潜在能力を有する若手研究者を特任助教に採用する。特に、外国在住研究者（外
国籍を含む）及び女性研究者を優先する。採用した特任助教は、部局から独立し学長が統括する研究
組織Interdisciplinary Research Organization（IR推進機構）に所属させ、独立した研究スペース、スタート
アップ研究費、研究補助員の配置等の研究環境を保障するとともに、トロイカサポーター（学内研究者2
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名及び海外研究者1名）による指導・助言を行い、また、海外の研究者訪問や国際学会へ参加させる。採
用された特任助教は、3年目と5年目に、明確な評価基準のもとで審査を受け、5年目の最終評価で「可」
と判定された場合テニュア職に採用し、希望する部局に准教授として配属する。所定の評価が得られな
かった場合、1年間の猶予期間を与え、他の進路への転換を勧奨する。
本課題では4年目に自主財源による取組を始め、さらに事業終了後も運営費交付金等を用いてテニュ
ア・トラック制を維持・発展させ、任期制を組み合わせた人事制度を整備する。このことにより全学的に重
点研究分野を牽引する若手研究リーダーを育成することができる。この「宮崎大学型若手研究リーダー育
成モデル」の取組は、地方中規模大学への波及効果は大きいと考えられ、今後の地方大学の新たな戦
略モデルになると確信する。

宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル実施体制
宮崎大学
Interdisciplinary Research Organization （IR推進機構）
若手人材選考評価委員会

運営委員会
･機構長（学長）
・運営委員会委員長（研究・企画担当副学長）
・フロンティア科学実験総合センター長
・重点課題毎の研究リーダー

･学長
・研究・企画担当副学長
・教育・学生担当副学長
・研究科長（農学工学、医学系）
・学外委員（各分野２名計８名） 等

事務支援組織
IR推進オフィス

・国際公募による特任助教の採用・審査
（海外在住研究者・女性研究者優先）

４つの異分野融合型重点領域研究を担う若手研究者（特任助教10名）
５年目の評価によりテニュアへ採用

審査
審査

トロイカサポーター体制
トロイカサポーター体制
海外研究者１名による指
導・助言及び海外訪問

学内の研究者２名による指
導・助言

国際連携センター

連携 ・ 支援

科学技術振興調整費
｢女性研究者支援ﾓﾃﾞﾙ育成｣事業

・准教授（テニュア職）の採用・審査
毎年度評価
3年目の中間評価
5年目の最終評価

○医学系研究科
（博士課程、修士課程）

○農学工学総合研究科（博士課程）
○工学研究科（修士課程）
○農学研究科（修士課程）

ﾌﾛﾝﾃｨｱ科学実験総合ｾﾝﾀｰ

「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」事業の支援内容
独立した研究組織（IR推進機構）に所属し研究に専念
研究費・研究環境・研究機会を提供・支援
★研究費（科学技術振興調整費＋自主財源）
○科学技術振興調整費
スタートアップ経費（５００万円／１年目）、研究費・旅費（４００万円／年）
短期海外派遣および長期海外派遣
○自主財源
戦略重点経費等による研究費（１００万円／年）

★研究環境

★研究機会

○研究スペース（約７０㎡／人）
○研究設備（学内施設の分析機器等の自由な利用）
○研究補助員の配置（1名）＋大学院生の配属
○トロイカサポーターによる指導・助言体制
（2名の学内メンターと1名の海外在住アドバイザー）

○研究に専念できる体制
（管理運営等の業務免除）
○海外での研究の機会を付与（最大６カ月）
○厳正な審査に基づく５年後のテニュアポスト
の保障

★外国人研究者支援
○IR推進オフィスに語学に堪能な職員を配置
○国際連携センターによる外国人研究者の支援
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２．ミッションステートメント
（１）人材養成システム改革構想の概要
宮崎大学は、平成15年10月に旧宮崎大学と旧宮崎医科大学が統合し、「生命科学に特色を持つ大学
の創造」を理念とし、４学部・５研究科等から構成される新たな宮崎大学として発足し、平成16年4月には、
「世界を視野に地域から始めよう」のスローガンを掲げ、国立大学法人宮崎大学としてスタートした地方中
規模大学である。本学は教員約600名（附属病院を含む）と学部学生及び大学院生約5,600名を擁してい
る。
中規模大学である本学が、世界的研究拠点となるためには、研究戦略に基づく重点研究分野に焦点を
絞り学部の垣根を越えた異分野融合型研究を推進することが極めて重要である。異分野融合型研究分
野で活躍できる優秀な若手研究者を国際公募により募集し、各部局から独立し、学長が統括する
Interdisciplinary Research Organization（IR推進機構）所属の特任助教として採用する。このIR推進機構
が中心となって、本学の重点研究分野の中核となりうる若手研究リーダーとして育成する。採用された特
任助教は明確な審査基準の下に、5年間の実績を審査し、基準をクリアした場合にテニュア職准教授とし
て採用する。
初年度10人の若手研究者を国際公募により募集・採用し、特に、外国在住研究者（外国人及び海外の
研究機関で研究を行っている日本人）や女性研究者の応募・採用を優先する。特任助教には年俸制を
適用し、独立した研究スペース、スタートアップ及び毎年度の研究費、研究補助員、大学院生の配属等
を措置するとともに、トロイカサポーター（学内研究者2名及び海外研究者1名）による指導・助言を受ける
体制を構築する。また、採用2年目以降には、全特任助教に対して、毎年国際学会への出席や海外アド
バイサーなどの海外研究室を短期訪問（2週間程度）する機会を与えるとともに、海外の研究室で最大6ヵ
月間滞在して研究を行わせる（海外から応募・採用された特任助教を除く）。このことによって、国際的な
視野と研究者ネットワークを兼ね備えた研究者を育成する。
（２）３年目における具体的な目標
3年目における中間評価では、若手人材選考評価委員会による５評価項目（①自己評価（到達目標の
達成度）、②リーダーシップ、③研究の自立性、④研究業績、⑤大学院学生の研究指導・教育力）の評価
で「可」と判定された場合、さらに2年間の研究継続を認める。特に、この時点でテニュア・ポストとして採用
できると判断された特任助教には、テニュア職採用の希望を確認した上で、准教授として採用する。また、
3年目までに明らかになったテニュア・トラック制の問題点等を整理し、制度的な不備・問題点等の改善を
図る。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
5年後の終了時における評価体制と評価項目は中間評価とほぼ同様であるが、評価項目①～⑤につ
いて、中間評価後～期間終了時までの間にどの程度進捗し改善されたか、加えて評価項目⑥として「将
来への展望」について評価する。最終評価で「可」とされた助教をテニュア職（准教授）として昇任させ、本
人の希望に沿って学部等へ配属する。10名全員の昇任を目標とするが、所定の評価を得られなかった
助教には、1年間の猶予を与え、他の進路（他大学や民間企業等）への転換を勧奨する。また、5年目ま
でにテニュア・トラック制を実施する上での問題点（学内制度の不備等）の改善を終了する。
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（４）実施期間終了後の取組
本事業においては、事業開始年度採用の10名（調整費）に加え、4年目に、事業の点検・評価や採用
者の中間評価を踏まえ、自主的取組（運営費交付金等）として、2名の特任助教（5年任期）を採用し、本
事業の継続を目指した取り組みを開始する。
5年間の事業終了後には、さらに3名の特任助教を採用して本事業を発展させ、本学における自主財源
による事業実施体制を確立する。その後も本事業を発展させ、本学における本事業の全学的実施体制
を確立する。
（５）期待される波及効果
本事業への採択は、短期的には、本学の研究戦略のさらなる推進・発展が図られ、さらに国際的レベル
の研究成果を生み出すことが可能となる。また、中・長期的には、本事業を全学的に拡大・波及させること
により、テニュア・トラック制による教員の採用と任期制（評価により再任可）を組み合わせた人事制度が構
築される。このことにより、各学部等の特質に応じた研究成果の発信と大学全体の活性化が期待される。
さらに、構築されたテニュア・トラック制と任期制を組み合わせた新たな人事制度は、地方中規模大学が
特色を持った発展を成し遂げるために必要な研究者育成制度改革の「宮崎大学型モデル」となり得るも
のであり、他大学等に対して大きな波及効果をもたらすことが期待され、地方大学にとっての新たな戦略
モデルになると確信する。

３．採択時コメント
統合がなされた地方中規模大学のメリットを最大限に生かすため、若手研究リーダーの育成が重要との
認識のもと、「生命科学」の異分野融合研究の４分野を重点研究分野として設定し、学長のリーダーシッ
プによって「IR推進機構」を設置し、トロイカサポーター体制で人材育成を図るという明確な方針は評価さ
れる。特に、強力な学長のリーダーシップ体制が確立され、人事システム改革が進むことが期待される。
外国人・女性の採用比率を５０％以上とし、女性教員への支援システムの確立や外国籍研究者への配慮
がなされているなど若手研究者の多様性への配慮も適切であり育成環境も十分に整備されている。提案
には全学の意志が十分に示され、計画も具体的であり、また既に公募審査基準・テニュア審査基準も決
定されているなど、採用計画にも具体性と継続性があり定着化への工夫も見られるので、着実な実行が
期待される。IR推進機構で育成されテニュア職を取得した後は希望する部局へ配属するなど、テニュア
取得に十分な配慮がなされているが、その配属が適切に進む方策を明確にしていただきたい。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
経費の内容

年

度（平成）
26 年度

総 額

21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

11.2
(10 名）

72.2
(10 名）

72.4
(10 名）

72.4
(10 名）

72.4
(10 名）

300.6

0.2
(1 名）
0.7
(16 名)

20.8
(12 名）
0.2
(2 名)

21.2
(10 名）
0

21.2
(10 名）
0

21.2
(10 名）
0

84.6

２．備品及び試作品費

78.6

12.6

8.5

5.0

5.0

３．消耗品

26.9

38.3

23.9

13.3

17.3

109.7
119.7

４．旅費

3.4

4.4

7.0

7.0

3.0

24.8

５．その他

5.5

4.8

7.3

6.0

6.0

29.6

126.5

153.3

140.3

124.9

124.9

669.9

37.9

46.0

0

0

0

83.9

７．人材育成ｼｽﾃﾑ
改革促進費

0

0

25.4

24.9

24.9

75.2

調整費計

164.4

199.3

165.7

149.8

149.8

829.0

自主経費
運営費交付金
(戦略重点経費)
1. 人件費
（1）特任助教

0

0

0

0

0

0

18.9
(3 名)
0

49.0
(7 名)
0

86.8

（2）研究補助員

18.9
(3 名)
0

10.0

10.0

10.0

28.0

16.0

16.0

90.0

0

0

0

0

0

8.0

8.0

10.0

10.0

10.0

46.9

34.9

73.0

184.8

科学技術振興調整費
1．人件費
（1）職階：特任助教
（2）職階：研究補助員
（3）職階：学生アルバイト

直接経費(1.～5.)計
６．間接経費

0.9

（直接経費の 30％）

2.特任助教への追加研究費
3.その他の経費
自主経費計

0

注 １）平成 21 年度以降の「科学技術振興調整費」は補助金交付額を記入して下さい。
２）人件費は、職階（准教授、講師、助教、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従事人数と
ともに記載して下さい (年度途中転出・辞職等による補充者は人数に追加しないで下さい)。
３）自主的な取組に係る経費（自主経費）があれば、それも含めて全体像を示して下さい。
４）１万円単位で四捨五入し、10 万円単位（小数点一桁）まで記載して下さい。
５）平成 21 年度は決算額、平成 22 年度は執行額、平成 23 年度は予算額、平成 24 年度、平成 25 年
度は計画を記入して下さい（提案書の計画を変更している場合は、その旨明記して下さい。）。
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Ⅲ．これまでの取組の総括
１． これまでの取組状況の概要（実施内容・実績）
（１）組織の立ち上げ
平成21年5月の採択を受けて、直ちに、各部局等から独立した学長統括の異分野融合研究組織として
Interdisciplinary Research Organization（IR推進機構、IRO）を設置した。同機構に、学長（機構長を兼ね
る。）、副学長（研究・企画担当）、フロンティア科学実験総合センター長、4重点研究分野の研究リーダー
及びIR推進オフィスディレクター（学術研究協力部長、現研究国際部長）で構成されるIR推進機構運営
委員会を設け、本課題の運営・実施体制を確立した。また、平成21年7月には、IR推進機構の事務支援
組織として、研究国際部長の下にIR推進オフィス（研究員2名、事務職員2名 計4名：平成23年度からは、
特任教授1名、教務職員1名、事務職員2名に変更）を設置した。IR推進オフィスには、外国籍研究者の採
用を念頭に、英語でのコミュニュケーションが堪能なスタッフを採用した。さらに、IRO特任助教の選考や
中間評価・テニュア審査（評価基準の策定を含む。）を行う組織として、学長を委員長として副学長（研
究・企画担当）、副学長（教育・学生担当）、工学部長、農学部長、医学獣医学総合研究科長（医学部長
を兼ねる。）、農学工学総合研究科長及び各分野3名の学外委員で構成されるIRO若手人材選考評価委
員会を平成21年7月に立ち上げた。
(2)国際公募及びIRO特任助教の採用
国際公募のための公募要領（英文・和文）を作成し、4重点研究分野において特任助教の国際公募
（公募期間：平成21年8月4日～9月30日）を行った。応募した125名（女性23名、外国籍または海外在住
日本人67名、本学在籍者12名を含む。）の中から、学外委員を含むIRO若手人材選考評価委員会による
書類審査（一次審査）と面接審査（二次審査）を経て、平成21年12月開催のIRO若手人材選考評価委員
会で10名（女性研究者1名、外国籍研究者1名、海外在住日本人研究者1名、本学在籍研究者2名を含
む。）をIRO特任助教採用候補者として決定した。なお、採用選考にあたっては、研究業績が同等レベル
の場合は女性研究者及び外国在住研究者（外国籍を含む。）を優先した。最終的には、10名の採用候補
者全員をIRO特任助教として採用し、全員が平成22年1月から3月にかけて着任した。
(3)若手研究者の研究環境整備と支援
採用したIRO特任助教には、自立した研究環境（1人当たり70㎡以上）を整備し、スタートアップ経費と
年間研究費等を措置した。平成22年7月には、すべての研究室の改修工事が完了し、全IRO特任助教が
本格的に研究を実施できる状況となった。
（４）若手研究者の業績評価及び本課題の評価体制の確立と改善
平成22年11月に、IRO若手人材選考評価委員会で中間評価、テニュア審査の基準及び審査書類の
様式を決定し、全IRO特任助教に開示した。さらに、テニュア職の確保に関しては、平成21年度の部局長
会議、教育研究評議会等で、10名のテニュア・ポストは学長管理定員を充てる旨、学長より報告しており、
10名のIRO特任助教全員がテニュア審査で基準を満たした場合にも対応できるようにした。
平成22年12月に各IRO特任助教の年次評価の仕組みを決定し、2年目の終了時に、各IRO特任助教
の年次評価を行い、各研究リーダー及び各トロイカサポーター（メンター）の所見を作成した。
平成23年1月、本課題の外部評価の仕組みを構築し、それを実施する事業外部評価委員会（以下、外
部評価委員会）の委員（7名）を決定した。同年3月から4月にかけて外部評価委員会による外部評価を行
った。7名の外部評価委員による平成21・22年度事業報告書の書面審査に基づき、各委員からコメントを
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徴集し、さらに平成23年4月12日、宮崎大学で外部評価委員会を開催し、学長、副学長（研究・企画担
当）、研究リーダー及び研究国際部長からヒアリングを行った後、外部評価委員による審査が行われた。
最終的に、総合的な評価として「S」と判定されたが、その中で指摘された諸事項に関してはIR推進機構
運営委員会で改善策の検討を始めた。まず、平成23年度中に第2回公募を行うことは平成21年度の当初
提案段階で既に計画されていたが、外部評価委員会から女性研究者及び外国籍研究者の比率を高め
ることが特に重要な改善事項として指摘されたこともあり、平成23年度第1回若手人材選考評価委員会に
おいて、年度内に自主経費により外国籍及び女性研究者を優先的に採用する第2回公募を行うことを決
定した。また、この第2回公募をテニュア・トラック制度の全学的な展開への第一歩と位置付け、各部局の
意向を聴取した上で、当初予定していた2名を１名増やし、3学部の基盤的教育研究分野で3名の特任助
教を公募することとし、7月末に公募を開始した。
（5）若手研究者の育成の進捗と本課題の学内広報活動の取り組み
IRO特任助教の研究は、採用決定後本学着任までに期間を要したため、実質的には平成22年度から
始まったが、1年間で各特任助教は相当の研究業績を公表し、科学研究費補助金を始めとする各種競争
的資金を全員が獲得するなど着実に研究実績を積み上げつつある。また、IRO特任助教の活動状況を
全学に周知する目的で平成22年6月にはキックオフ・シンポジウムを開催し、各特任助教の研究概要を教
職員・学生に対して紹介した。さらに、学内外での本課題に対する理解を広めるため、定期的なニュース
レターの発行を開始した。
さらに、外部評価委員会からの「本課題を発展させるためには学内広報活動が重要である」という指摘
を受けて本課題及びテニュア・トラック制度について学内での理解をより一層深めて全学的な展開につな
げるための取り組みとして、平成23年5月に研究成果報告会（ポスター発表会）を1週間にわたって開催す
るIR Weekを設け、教職員、学生・大学院生、市民に対して、本課題の内容や各特任助教の研究内容を
分かりやすく紹介した【詳細は39ページ】。同じく、外部評価委員会からの「若手研究者の育成において
は、若手研究者同士の交流が重要である」という指摘を受けて、同年6月には分野の枠を超えたIRO特任
助教及び研究リーダー・サポーターの意見交流・情報交換を目的として、4分野合同セミナーを開催し、
各ＩＲＯ特任助教が研究成果及び研究計画を発表し、相互討論を行った【詳細は11ページ】。
表－1 課題の運営・実施体制
委員会等の
名称
（全機関運営）（課題
立案）
IR 推進機構運営委
員会
（課題実施）
IR 推進機構運営担
当者会議
（全機関運営）
（選考・評価・昇任）
IRO 若手人材選考評

委員等の構成（人）
検討の内容

自機関内
執行部

関係部局

2

5

1

4

3

4

IR 推進機構の運営に
関する重要事項に関す
る審議
IR 推進機構運営委員
会で決定した事項の実
施
IRO 特任助教の選考・
評価・昇任・その他 IR
推進機構から、本課題
7

自機関外
その他

国内

7

12

海外

価委員会

を実施する上で審議依
頼のあった事項
（評価・点検）
本課題の実施状況の
7
事業外部評価委員 厳正かつ公正な評価
会
等
「執行部」とは、学長、副学長、理事等機関の運営管理等に携わり責任を有する組織
「（全機関運営）」とは、本課題を実施するに当たって設置した全機関レベルの委員会等
「（評価・点検）」とは、本課題を実施するに当たって設置した実施内容を評価・点検
するための機関外有識者や本課題の参画者以外の委員を主とした委員会等
表－2 実施状況
取組内容
国際公募・採用/

実施年月日
課題運営（実施）

年次・中間評価/

TT 若手育成

その他

テニュア審査
平成 21 年 7 月 1 日～
平成 21 年 7 月 31 日

公募要領・応募申請
書の作成作業
JST 科学技術
振興調整費説
明会

平成 21 年 7 月 27 日
平成 21 年 7 月 30 日

第 1 回 IR 推進機構
運営委員会

平成 21 年 8 月 4 日
平成 21 年 9 月 30 日

国際公募開始
第 2 回 IR 推進機構
運営委員会

平成 21 年 10 月 15 日

分野別資格審査
第 1 回 IRO 若手人
材選考評価委員会
学外委員審査/学内
委員審査

平成 21 年 10 月 28 日
平成 21 年 11 月 1 日～
平成 21 年 11 月 15 日
平成 21 年 11 月 16 日

第 3 回 IR 推進機構
運営委員会
第 2 回 IRO 若手人
材選考評価委員会
一次選考（書類審
査）
第 3 回 IRO 若手人
材選考評価委員会
二次選考（プレゼン
テ ー ショ ン ・ 面 接 審
査）

平成 21 年 11 月 26 日

平成 21 年 12 月 10 日

平成 21 年 12 月 24 日

国際公募締切

第 4 回 IR 推進機構
運営委員会

平成 21 年 1 月 1 日～
平成 22 年 3 月 16 日
平成 22 年 1 月 25 日

IRO 特任助教
10 名の着任
第 5 回 IR 推進機構
運営委員会
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平成 22 年 5 月 14 日

第 1 回 IR 推進機構
運営委員会
研究分野 I セミナ
ー
キックオフシンポジ
ウム
研究分野Ⅳセミナ
ー

平成 22 年 5 月 7 日
平成 22 年 6 月 14 日
平成 22 年 6 月 29 日
第１回 IRO 若手人材
選考評価委員会

平成 22 年 7 月 8 日

第 1 回 IR 推進機
構教員会議
研究分野Ⅳセミナ
ー

平成 22 年 8 月 20 日
平成 22 年 8 月 31 日
平成 22 年 9 月 13 日

第 2 回 IR 推進機構
運営委員会
研究分野Ⅱセミナ
ー

平成 22 年 9 月 24 日
平成 22 年 10 月 14 日
平成 22 年 10 月 18 日

第 1 回 IR 推進機構
運営教員会議
第 3 回 IR 推進機構
運営委員会

研究分野 I セミナ
ー
研究分野Ⅳセミナ
ー
研究分野Ⅲセミナ
ー

平成 22 年 10 月 18 日
平成 22 年 11 月 15 日
第 2 回 IRO 若手人
材選考評価委員会

平成 22 年 11 月 17 日

研究分野Ⅳセミナ
ー

平成 22 年 11 月 26 日
平成 22 年 12 月 ６日
平成 22 年 12 月 7 日
平成 23 年 1 月 13 日
平成 23 年 1 月 14 日

第 1 回 IR 推進機構
運営教員全体会議
第 4 回 IR 推進機構
運営委員会
第 2 回 IR 推進機構
運営教員会議
第 5 回 IR 推進機構
運営委員会

平成 23 年 1 月 17 日～
平成 23 年 2 月 9 日
平成 23 年 1 月 19 日

研究分野Ⅳセミナ
ー
第 6 回 IR 推進機構
運営委員会
研究分野 I セミナ
ー
研 究分野 Ⅱ セミ
ナー
研究分野Ⅲセミナ
ー
研究分野Ⅲセミナ
ー
研究分野 I セミナ
ー

平成 23 年 1 月 26 日
平成 23 年 1 月 28 日
平成 23 年 1 月 28 日
平成 23 年 1 月 31 日～
平成 23 年 2 月 9 日
平成 23 年 1 月 31 日～
平成 23 年 2 月 18 日
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平成 23 年 1 月 31 日～
平成 23 年 2 月 18 日
平成 23 年 2 月 1 日～
平成 23 年 2 月 17 日
平成 23 年 2 月 10 日

研究分野Ⅳセミナ
ー
研究分野Ⅳセミナ
ー
第 7 回 IR 推進機構
運営委員会
第 2 回 IR 推進機
構教員会議

平成 23 年 2 月 23 日
平成 23 年 3 月 18 日

第 8 回 IR 推進機構
運営委員会
研究分野Ⅳセミナ
ー

平成 23 年 4 月 7 日
第１回事業外部評価
委員会

平成 23 年 4 月 12 日
平成 23 年 4 月 18 日
平成 23 年 4 月 27 日

第 1 回 IR 推進機構
運営委員会
第 2 回 IR 推進機構
運営委員会
第１回 IRO 若手人材
選考評価委員会

平成 23 年 5 月 12 日
平成 23 年 5 月 16 日～
平成 23 年 5 月 20 日

研究成果報告会
（IR Week）
4 分野合同セミナ
ー /情報交換会

平成 23 年 6 月 15 日
平成 23 年 6 月 16 日

第 3 回 IR 推進機構
運営委員会

平成 23 年 6 月 24 日
平成 23 年 6 月 29 日
平成 23 年 7 月 5 日
平成 23 年 7 月 14 日
平成 23 年 7 月 20 日

JST 現地訪問
第 1 回 IR 推進機構
運営担当者会議
第 2 回 IR 推進機構
運営担当者会議
第 4 回 IR 推進機構
運営委員会
第 5 回 IR 推進機構
運営委員会

注：IR 推進機構運営教員会議は副学長（研究・企画担当）、研究リーダー、IRO 特任助教が出席する
連絡会議。IR 推進機構運営教員全体会議は副学長（研究・企画担当）、研究リーダー、トロイカサポ
ーター、IRO 特任助教が出席する連絡会議。IR 推進機構教員会議は IRO 特任助教による会議
２．これまでの本課題の実施によってもたらされた機関における人材養成システム改革の成果
［教員の採用方法及びそのプロセス、採用にあたっての選考・審査のプロセス］
教員の公募は、大学のホームページに公募要領を掲載するとともに、表-3（19ページ）にあるような人
材募集のホームページ、国内及び国際学術雑誌、国内外の大学、研究機関及び学会等のホームページ
に広告を掲載したり、公募資料を送付した。その結果、125名の応募者があった。そのうち外国籍研究者
または海外在住日本人研究者が67名と過半数を占め、女性研究者の応募は23名であった。本学在籍研
究者の応募者は12名であった。選考に当たっては分野ごとに学外の選考委員を各3名加えて公平性、透
明性を担保した。
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一次選考は以下の基準で審査した。
① 研究業績：研究業績が優れており、研究計画を遂行できる能力があるか。
② 研究計画：研究計画が具体的であり、明確な到達目標が設定された優れた研究であるか。
③ 総合評価：①②を踏まえ、研究者としての能力及び将来性を評価し、特に5年後の任期終了後
に本学の准教授となる資質があり、本学の異分野融合研究を担う優れた研究者となることが十
分期待できるか。
二次選考は面接審査を一人当たり25分（プレゼンテーション10分、質疑応答15分）で行い、以下の評
価方法により3を最高とした三段階評価で評価を行った。
評価方法
以下の①～③の事項を踏まえ、研究者としての能力及び将来性、特に5年後の任期終了後に本学
の准教授となる資質があり、本学の異分野融合研究を担う優れた研究者となることが十分期待できる
かという点を最も重視して、総合評価を行った。
① 一次選考での評価内容
② 面接審査における発表内容
③ 面接審査における質疑応答
その結果、10名を採用候補者として決定した。
［新規採用教員の研究環境整備］
採用したIRO特任助教には、異分野融合型研究推進のため、独立した研究スペース（1人当たり70㎡
以上）を整備し、改修の必要な研究室は、間接経費により2,000万円以上をかけて改修を行った。スタート
アップ研究費（500万円）、年間研究費（毎年500万円：自主財源からの100万円を含む。）等を措置した。
研究に専念出来るように大学の管理運営業務を免除し、併せて教育能力を養わせるために大学院生の
教育・研究指導も行えるよう措置した。また、自立した研究者として育成するために、4重点研究分野ごと
に研究リーダーを配置して、各分野における人材育成の進捗状況や問題点等を的確に把握するとともに、
IRO特任助教ごとにメンターとしてトロイカサポーター（IRO特任助教ごとに、関連した研究を行っている学
内教員2～3名と先端的な研究を行っている著名な海外研究者1名［海外トロイカサポーター］）を配置し、
指導・助言を行う体制を整備した。また、女性研究者については、並行して事業を展開している女性研究
者支援モデル育成事業の支援も受けることが出来ることとした。研究環境整備については、大がかりな改
修を必要とする研究室もあったが、平成22年7月には、すべての研究室の改修工事が完了し、全IRO特
任助教が本格的に研究を実施できる状況となった。
［新規採用教員・研究員等へのFD（ファカルティ・デベロップメント）］
IRO特任助教へのFD教育は各研究リーダーが分野ごとに個別または分野ミーティングやセミナー等の
場を活用して行っており、その活動内容はIR推進オフィスで集約し、把握している。また、平成22年6月に
はキックオフ・シンポジウムを開催し、本課題の全学的な周知を図るとともに、特任助教及びトロイカサポ
ーター間で研究の相互理解を図った。さらに平成23年6月には、分野間での交流・情報交換をより進める
ことを目的として、4分野合同セミナーを開催した。合同セミナーでは、各特任助教の研究データと研究計
画に関する発表に対して、大学執行部、4分野の研究リーダーとトロイカサポーターからの質疑に加え、
特任助教間での討論が行われた。また、プレゼンテーションの方法等についてもアドバイスが与えられ、
研究者としての資質向上を図った。この合同セミナーは各IRO特任助教がどのような研究を行っているか
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についての相互理解にもつながった。
［新規採用教員・研究員等の人的支援］
各 IRO 特任助教の円滑な研究の進展を目的として、それぞれに 1 名の研究補助員を配置した。また、
前述のようにトロイカサポーターを配置し、複数のメンターによる指導・助言体制を確立した。複数のメンタ
ーによるトロイカサポーター制度を取り入れた目的は、4 分野が学部の枠を越えた融合型研究分野である
こと、さらに採用した特任助教の多くが外部からの人材であって、学内での人的ネットワークを持たないた
め、異なる分野・部局からの複数メンターによる多様な支援を受けることにより、孤立しない環境を整える
ことにある。このトロイカサポーターによる助言体制は IRO 特任助教の自立的環境を担保する本学独特の
制度である。
年１回の全体の研究成果報告会に加えて、分野ごとに置かれた研究リーダーを中心とした分野別ミー
ティングを年に 3〜4 回程度実施し、研究の進め方等に対して、研究リーダーや他の特任助教のトロイカ
サポーターなどからも助言等を受けるとともに、IRO 特任助教間での議論ができる体制とした。さらに、他
分野の研究リーダーやトロイカサポーターなどからもより幅広く助言等が受けられるように、前述の合同セ
ミナーを開催した。一方、各特任助教を国際舞台で広く活躍できる若手リーダーとして育成するため、海
外での研究経験が十分でない IRO 特任助教には、採用後 2 年目以降に最大 6 カ月程度の海外での研
究（海外からの採用者を除く。）が可能な環境を整えた。また全 IRO 特任助教に対し、国際学会への参加
及び海外トロイカサポーター等の研究室への短期訪問の機会を与えている。
［教員・研究員等の定期的な評価のプロセス・基準等］
年次評価は、所定の様式の研究成果報告書をIRO特任助教が提出し、それを基にトロイカサポーター、
次いで研究リーダーが特任助教と面談し、所見を作成した。それをＩＲ推進オフィスがとりまとめている。
IRO特任助教の3年目における中間評価と5年目におけるテニュア審査の審査項目・基準・審査手順は
平成22年IRO若手人材選考評価委員会において決定し、評価・審査の透明性を確保するために、同年
12月開催のIR推進機構運営教員会議で、全IRO特任助教に直接説明するとともに、文書（日本語版・英
語版）での周知を行った【参考-3及び4参照】。同時に、評価・審査のための提出書類の様式（日本語版・
英語版）も開示した。参考のため、3年目における中間評価は以下のスケジュールで行うこととなっている。
【中間評価・テニュア審査における評価基準・方法等については表-20及び表-22を参照】
平成23年9月30日まで

IRO特任助教よりIR推進オフィスへ中間評価用書類提出

平成23年10月31日まで

研究リーダーよりIRO特任助教の所見提出

平成23年11月4日まで

IR推進オフィスから若手人材選考評価委員へ中間評価用書類提出

平成23年11月25日まで

若手人材選考評価委員による書類審査

平成23年12月12日

IRO特任助教のヒアリング
若手人材選考評価委員会で評価結果とりまとめ

平成23年12月下旬まで

中間評価結果をIRO特任助教へ通知

［機関の人材流動性］
１0名のIRO特任助教のうち8名は学外から採用された。IRO特任助教は特定の部局に配置せず、IR推
進機構に属するものとし、テニュア審査でテニュア職への採用が可と判定された者は本人の希望に添っ
て各部局へ配属が決められることとし、従来の学部の枠を超えた人事の流動性を図った。また、平成24年
度には大学の自主財源により外国籍研究者あるいは女性研究者を優先して3名採用することを決定して
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おり、これらの成果を通じて、外部からの人材獲得と人材の流動性を一層促進することとした。
［各種施策へのPDCAサイクルの導入］
本課題へのPDCAサイクル導入を図るため、当初の計画にはなかった外部評価委員会を設置した。本
課題を実施するための組織体制は、実施事項の計画・立案をIR推進機構運営委員会が担当し、国際公
募及び選考・採用の計画はIRO若手人材選考評価委員会が担う（Ｐｌａｎ）。事業計画はIR推進機構運営
委員会とＩＲ推進機構運営担当者会議が実施し（Ｄｏ）、課題の実施状況の評価は外部評価委員会で行
って（Ｃｈｅｃｋ）、評価に基づく改善はIR推進機構運営委員会とIRO若手人材選考評価委員会が検討して、
IR推進機構運営担当者会議が改善策を実行する（Action）こととなっている。課題遂行の日常的業務は
IR推進オフィスが担い、それを研究国際部研究推進課がバックアップする。
具体的なＰＤＣＡサイクルの例を挙げると、平成23年3月から4月にかけて外部評価委員会による外部
評価が行われ、外部評価委員会から指摘された諸事項についてIR推進機構運営委員会において改善
策を検討した。特に重要な指摘事項である外国籍研究者及び女性研究者の増員を図るため、IRO若手
人材選考評価委員会において、平成23年度に実施する第2回公募では外国籍研究者及び女性研究者
を優先的に採用することを決定した。さらに、テニュア・トラック制度の全学的展開に関する具体的な展望
を早期に示すべきとの指摘に対しては、学長主導により全学的な調整を図った結果、第2回公募をテニュ
ア・トラック制度の全学的展開の第一歩とすべく、当初2名の計画から3名に増員し、医・農・工学系の基盤
的教育研究分野（3分野）で国際公募を行うことを決定した。併せて、学長が全学的な検討を開始するよう
指示した。一方、外部評価委員からIRO特任助教間及び先駆者との研究交流、ディベート訓練等の場を
設けるべきであるとのコメントを受けて、平成23年6月に4分野合同セミナー（IRO特任助教による研究成果
発表会）を開催した【詳細は11ページ】。さらに、本課題に対する学内でのより一層の理解が今後の展開
において必要不可欠であるとのコメントを受けて、IR Weekと銘打った広報活動を実施した【詳細は39ペ
ージ】。
なお、IR推進機構運営委員会及びIR推進機構運営担当者会議の中で、課題実施に係わる細かな問
題点等の抽出を随時行い（自己チェック）、細かな改善を行ってきた。そのため、内部評価を実施する委
員会は現在のところ立ち上げていない。しかし、今後、本課題をさらに発展させる（特にテニュア・トラック
制度の全学への拡大）には、自己評価を組織的・体系的に行うことが重要であることは、IR推進機構運営
委員会でも認識されており、今後、第2回公募を機にテニュ・トラックの実施体制の見直しを図る中で、内
部評価のシステムを組み入れる予定である。
［さまざまな情報発信・アウトリーチ活動等とその波及］
IRO特任助教の活動状況を学内外へ発信するため平成22年度からニュースレターを発行し、学内教
職員へ配付するとともに全国の関係機関へ送付している。また、平成22年6月に公開でキックオフ・シンポ
ジウムを開催し、IRO特任助教全員が研究内容を本学構成員に紹介した。また平成23年5月16日～20日
のIR WeekではIRO特任助教の研究内容を学生・大学院生も理解できるようにポスターで発表する研究成
果報告会を行った。この催しは本課題を学内に周知させる一助となった。その他、IRO特任助教が個別ま
たは連携して各種講演会、セミナー、シンポジウム等を開催し、ここにも多くの学生及び大学院生が参加
している。
［機関の長のリーダーシップ］
科学技術振興調整費採択後、平成21年5月の役員会（戦略会議）において学長より本課題の説明があ
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り、本課題を実施することが承認され、全学的プロジェクトとしてスタートした。引き続き、宮崎大学IR推進
機構要項が制定され、学長を機構長とするIR推進機構が発足した。同要項に基づいてIR推進機構の運
営に関する重要事項を審議するIR推進機構運営委員会が発足し、本課題を遂行する組織としてIR推進
オフィスが設置され、課題の運営・実施体制が確立した。また、IRO特任助教の選考や中間評価・テニュ
ア審査を行う組織としてIRO若手人材選考評価委員会を立ち上げたが、学長が本委員会の委員長となり、
全学的に新しい人材養成システムを構築する体制が整った。学長主導によるテニュア・ポストの確保に関
して、平成23年7月の役員会（戦略会議）において、学長からテニュア・トラック制による教員採用など、今
後の本学教員採用の在り方や学内規程等との関係について、人事制度等委員会で、ワーキング・グルー
プの立ち上げも含めて検討を開始したいとの提案があり、了承された。これにより、本課題の実施体制とし
ては、本格的な全学的展開を視野に入れた体制が整った。以上のように本課題は、提案時から今後の展
開も含めて、学長の強力なリーダーシップのもとで遂行されている。
３．機関の中期目標・中期計画等における若手研究者育成等の取組
(１) 最新の「中期目標」における若手研究者育成等に係る記述の概要
第 2 期中期目標の「I 大学の教育研究等の質の向上に関する目標」における「２ 研究に関する目標」
では「基礎・基盤研究を推進し、地域から世界へ発信できる特色ある学術研究を推進する」ことを記載し
ている。また「Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標」における「１ 組織運営の改善に関する目
標」では「教職員の創意工夫を引き出し、教育研究活動を効果的且つ効率的に支援する」こと、「教育研
究組織を見直し、改善を図ること」及び「教職員の人事制度の適正化を推進する」ことを目標に掲げてい
る。
(２) 最新の「中期計画」における若手研究者育成等に係る記述の概要
第2期中期計画の「Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置」
における「２ 研究に関する目標を達成するための措置」において、特に「若手・女性研究者の研究、萌芽
的研究を推進する」ことを記載するとともに「大学の研究戦略に基づき、特色ある研究を推進する」ことを
計画している。「Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」では運営
組織の改善・効率化を図るために「運営組織の業務分担等の点検・改善を行い、効果的・機動的な組織
運営を行う」こと、全学的視点からの戦略的な学内資源配分を図るために、特に「学長のリーダーシップ
による予算、人的・物的資源の戦略的な運用を進める」ことを計画している。また教育研究組織を見直し、
改善を図るために「学問の進展や社会のニーズ等を調査・分析し、教育研究組織の見直しを進める」こと
を計画している。「４ 人事制度の改善を推進するための方策」としては「①教職員の業務評価方法を検証
し、改善する」こと、「②適格な評価に基づくインセンティブの付与による人事制度を推進する」こと、「③全
学的な観点から学部・研究科等の教職員人事を行う制度を推進する」ことを計画している。さらに「Ⅴ そ
の他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置」においても上記の①～③が計画されて
いる。
４．機関の「テニュア像」
本学は、教育文化学部、医学部、工学部及び農学部の 4 学部を基盤とするとともに、融合型の大学院
として、新たに医学獣医学総合研究科及び農学工学総合研究科を設置するなどの取組を行っている。
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そのためには、現在の科学の進展に対応し、専門性を持ちつつも融合型の教育・研究を展開できる人材
が必要不可欠であると考えている。
本課題においては、実施期間中に専門的な研究業績を上げるとともに、国際性を涵養し、さらに大学
院生への指導能力を身につけるよう人材育成プログラムを構築している。また、前述の中間評価及びテ
ニュア審査の審査項目に示すように研究業績に止まらず、リーダーシップや大学院生に対する研究指導
能力、自力で競争的資金を獲得する能力、講演会・セミナーなどを自主的に企画する能力などを審査項
目としており、専門的な研究の実施とともに融合型の教育・研究の推進を果たしていく本学テニュア教員
としての人材像に合致するか否かをテニュア・トラック期間終了時の審査で評価することとしている。
５．採択時コメントへの対応状況
(１) 機関が提案した取組において評価できる事項について
統合した地方中規模大学のメリットを最大限に活かし、生命科学を志向し、異分野融合研究を推進す
る本学において、本課題は学長のリーダーシップのもと、今後の本学の主要な研究を推進していく人材
の育成とその育成システムの構築に取り組み、当初計画を上回る速度で実施されている。
(２) 機関の取組の実施に当たって期待する事項について
本課題採択後の平成 21 年 10 月に学長が交代したが、新たに就任した学長は本課題提案時の理事・
副学長（研究・企画担当）であり、引き続き、本課題の実施にリーダーシップを発揮している。本学の人事
システム改革については、平成 24 年度にはＩＲＯに止まらず理系 3 学部の基盤的教育研究分野で学長
管理定員に依存しない形でのテニュア・トラック制による教員採用を予定しており、さらに全学の教員採用
人事制度の検討を始めたところである。これらの施策を実施することにより、本学において、テニュア・トラ
ック制の導入を軸とした新たな人事制度が確立できるものと期待される。
一方、第 1 回公募で、採用された IRO 特任助教に関しては中間及びテニュア審査基準等の整備が終
了し、IRO 特任助教へ周知するとともに、テニュア取得後のポストとして学長管理定員を確保している。テ
ニュア審査時には学長を始めとして関係学部長等で構成する IRO 若手人材選考評価委員会において審
査を行うこととしており、円滑に各 IRO 特任助教が希望する部局へ配属されるような制度設計となっている。
これによりテニュア職（准教授）を得た IRO 特任助教がそれぞれの重点融合分野のコアとなって、本学の
教育研究の発展に貢献することが期待される。なお、女性研究者及び外国籍研究者については、その採
用比率を 50％以上とした目標は達成できなかったため、平成 24 年度採用の公募において優先的に女性
研究者と外国籍研究者を採用する予定としており、この第 2 回公募において 3 名の女性研究者あるいは
外国籍研究者を採用できるものと期待している。
(３) 採択条件とする事項について
該当事項なし。
６．ミッションステートメントの「3 年目終了時における具体的な目標」の達成状況（予定を含む）
(１) 3 年目終了時における具体的な目標－1： 3 年目の中間評価における評価と研究継続の可否
平成 22 年 11 月 17 日の若手人材選考評価委員会において中間評価のスケジュールを決定し、評価
項目（①自己評価（到達目標の達成度）、②リーダーシップ、③研究の自立性、④研究業績、⑤大学院学
生の研究指導・教育力）に基づいて評価し、「可」と判定された場合、さらに 2 年間の研究継続を認めると
いう内容の方針を決定した。これら決定事項については、IRO 特任助教に文書（日本語及び英語）及び
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口頭で提示した。
(２) 3 年目終了時における具体的な目標－2:

3 年目の中間評価後のテニュア昇進

中間評価でテニュア・ポストとして採用できると判断された特任助教には、テニュア職採用の希望を確
認した上で、准教授として採用することが可能であるという方針を決定し、IRO 特任助教に提示した。
(３) 3 年目終了時における具体的な目標－3： 3 年目までに明らかになったテニュア・トラック制の問題点
等、制度的な不備・問題点等の改善
平成 23 年 3 月から 4 月にかけて実施した外部評価において、外部評価委員会から指摘された事項に
ついては IR 推進機構運営委員会及び IR 推進機構運営担当者会議において改善策を検討し、順次改
善策を実行に移している。また、第 2 回公募を機にテニュア・トラック制を全学に展開する展望が開けてき
ており、新たな人事制度を組織的に検討する段階に達した（詳細は次項 7 に記載）。
７．実施期間終了後を含めた今後の人材養成システム改革に関する計画の概要
本課題において、初年度に採用した 10 名の IRO 特任助教については、当初の計画に沿って、この 10
名が本学の重点融合領域の教育・研究を牽引する教員（准教授）となるよう育成を進めており、そのテニ
ュア職（10 名分）については、学長管理定員で確保している。
一方、これまでの事業の実施状況や外部評価の結果を踏まえ、当初の計画では平成 24 年度に自主
経費により 2 名採用する予定であったテニュア・トラック教員を、1 名追加し、理系 3 学部の基盤的教育研
究分野（3 分野）において採用することを決定し、平成 23 年７月末に国際公募を開始した。この第 2 回公
募の目的の１つは、第１回公募で目標に達しなかった女性研究者及び外国籍研究者の追加採用である
が、もう一つの大きな目的は、当初の予定を早めてテニュア・トラック制による教員採用制度を全学的に展
開することにある。この第 2 回公募はその第一段階として位置づけており、この 3 名のテニュア職はそれぞ
れの該当部局が定員を措置する形での採用を予定している。さらに、本課題期間終了後の平成 26 年度
には、第 1 回及び第 2 回公募での採用経験等を踏まえて、全学的展開の第二段階として、新たに 4 名の
テニュア・トラック教員を 4 学部で採用し、その後、順次全学での拡大・適用を図る予定である。このような
当初計画をやや上回る人事制度改革の進捗に合わせ、平成 23 年 7 月の役員会での学長提案により、
人事制度等委員会で本学教員採用の在り方についての検討を開始することとなった。
本学においては、現在、各学部等で教員の採用人事を行う際には、学部長等が学長と協議し、学長が
了承した場合には、教育研究評議会に諮り、了承された後に、原則として公募により人事を行うこととなっ
ているが、本課題の実施状況と成果を踏まえ、「若手教員の採用に当たっては、特段の事情がない限り、
国際公募の後、テニュア・トラック教員として採用し、その期間中に中間・テニュア審査を経て、本学テニュ
ア教員として採用するような制度」を構築する方向で、学長の強力なリーダーシップのもとに本格的な検
討を進めている。
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Ⅳ．機関による自己評価
(１) 国際公募･選考・業績評価
①2 カ月の国際公募期間を設け、多様な手段を通じて国内外で幅広い広報活動を行い、国際公募を実
施した。海外からの応募者が半数を超えていたことからも国際公募の方法は概ね適切であったと評価で
きる。125 名の応募者（うち、女性研究者 23 名、外国籍研究者 50 名、海外在住の日本人研究者 17 名）
があり、学外委員を含む IRO 若手人材選考評価委員会による審査を経て、最終的には 10 名の IRO 特任
助教（うち、女性研究者 1 名、外国籍 1 名、海外在住日本人 1 名）を採用した。したがって、国際公募や
審査のプロセスに関しては、当初の目標どおり実施できたと考えている。
選考に当たっては、応募者の研究業績やこれまでの研究活動の状況並びに本課題により採用された
場合の研究計画及び到達目標などについて審査した。本課題の趣旨を踏まえ、研究業績等が同レベル
であれば、女性研究者及び海外在住研究者（外国籍を含む）を優先して採用することにしていたが、結
果的に女性研究者及び及び外国籍研究者の採用が各 1 名であったことは、残念ながら、今回応募した
女性研究者及び外国籍研究者の中で採用レベルに達する研究者が少なかったためと考えられる。また、
女性研究者及び外国籍研究者を支援する具体的な条件を公募要領に明示しなかったことも理由として
考えられる。なお、第１回公募で目標に達しなかった女性研究者及び外国籍研究者の採用については、
第 2 回公募において対応できるものと考えている。
一方で、本学採用後、10 名の IRO 特任助教のうち 8 名が科学研究費補助金を取得し、それ以外の外
部資金の獲得率も高かったことは、審査の妥当性（レベルの高い IRO 特任助教を採用）を示すものと考え
られる。さらに、採用された 10 名のうち宮崎大学に籍を置く者が 2 名だけであったことは公募・選考の公平
性・透明性が保たれていたと判断する。
②IRO 特任助教採用 1 年以内に中間評価・テニュア審査の時期、基準、方法を周知し、特任助教が評価
時期までに充分な準備ができるよう配慮した。また中間評価・テニュア審査の結果については特任助教
へ通知することも周知した。早い段階で特任助教に審査の概要を伝えたことで、特任助教は無用の不安
を抱かず、計画的に研究活動を進めることができたと判断できる。
(２) 人材養成システム改革（上記(１)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
①IRO 特任助教に独立した研究スペースを確保し、初年度は 1,000 万円の研究資金を配分し、それぞれ
に 1 名の研究補助員をつけるなど充分な研究環境を整備した。また、学内共同利用研究施設の大型機
器、高額機器の利用ができるようにし、研究に支障が生じないよう配慮したことは評価できると考える。
②メンターとしてトロイカサポーターを配置し、IRO 特任助教が自立して研究できるとともに、孤立すること
がないよう配慮したことは成果の一つと考えられる。
③科学研究費補助金を始めとする競争的資金の獲得を奨励し、かつ国際的に評価の高い学術雑誌へ
の論文投稿を薦めた。その結果、（1）に述べたように外部資金獲得の顕著な実績を上げ、自力で研究費
を獲得する実力がついていることが示された。また、研究開始から 1 年を経ずして全員が研究業績を論文
で公表していることから、研究能力が順調に育っていると判断される。
④中間評価・テニュア審査には学外委員を加え、審査の公平性を担保し、また、特任助教全員分のテニ
ュア職を学長管理定員で準備すること、及びテニュア審査で不合格となったものには 1 年間の猶予期間
を与えることを特任助教に周知したことは特任助教が研究に専念できる結果につながったと評価できる。
⑤IRO 特任助教はテニュア審査によってテニュア職に就くことが可となったとき、希望する部局へ配属さ
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れることととなっており、人事の流動性を生かす仕組みを構築した。また、第 2 回公募で採用するテニュ
ア・トラック教員は、学部教育へのコミットメントが IRO 特任助教よりは強くなるようにして教育能力をさらに
重視する体制に改善した。
(３) 人材養成システム改革（上記(１)以外の制度設計に対するマネジメント）
①第 1 回公募で採用した IRO 特任助教は既存の部局から独立し、4 つの融合型研究分野を統合したＩＲ
推進機構に属する、従来にない人事形態を取ることとなった。第 2 回公募に当たって、学長より各学部へ
検討を依頼したところ、現在改組検討中のため対応が不可能であった教育文化学部を除く理系 3 学部よ
りテニュア・トラック教員の採用に対して前向きの回答が寄せられ、各学部と協議の上、理系 3 分野での公
募作業を進めている。このことは本課題の意義と成果が全学的に認められ、テニュア・トラック制の定着化
に向けて前進していることを示す。全学的に教員採用制度の見直しの検討が始まることは、本課題を実
施したことによる大きな成果である。
②平成 23 年 3～4 月に外部評価委員会による外部評価を実施したことから PDCA サイクルが効率的に稼
働することとなった。それは外部評価で指摘された事項に基づいて改善策を検討し、第 2 回公募要領に
おける諸問題点の改善、全学的な人事制度の見直し、採用 3 年目となる IRO 特任助教の研究活動のさ
らなる活性化などに反映されるという成果につながった。
③平成 22 年度から本課題の学内外への情報発信に努めた。その結果、テニュア・トラック制の認知度と
評価が高まり、各学部で前向きにこの制度を活用しようとする変化が現れるという成果につながった。
④本課題の統括責任者である学長は本課題の実施に強力なリーダーシップを発揮しており、本課題を契
機としてテニュア・トラック制の全学への普及を図っている。特に、自主経費で実施する第 2 回公募は学
長の決断によるものであり、本プロジェクトの補助金を有効に活用した結果であると言える。
(４) 実施期間終了までの進め方
本課題の 4 年目となる平成 24 年度からは、本課題の点検・評価や採用者の年次評価・中間評価を踏
まえて、自主的取組（大学の自主財源）により、3 名のテニュア・トラック助教（任期：5 年間）を採用し、テニ
ュア・トラック制度に基づく人事制度の全学への拡大を目指した取り組みを開始することになっている。こ
の第 2 回公募は医、工、農 3 学部の基盤的教育研究分野で実施し、かつそれぞれの該当部局がテニュ
ア・ポストを措置する形での採用を行うことになっており、本課題終了後のテニュア・トラック制度に基づく
新たな人事制度の全学での実施に向けた第一歩となるものである。また、平成 23 年度から、学長のリー
ダーシップのもとに、人事制度等委員会を中心に、テニュア・トラック制度の導入等を含めた新たな人事
制度の在り方や、その導入等に伴って生ずる問題点（学内規程の改訂等）について検討を進める段階に
至ったことは本課題の大きな成果である。
(５) 実施期間終了後における取組の継続性・発展性
前項に記載したように、本課題の実施経験を踏まえて、本学が目指すべき人材養成システムの具体像
についての検討を進め、本課題の成果を全学的な人材養成システム改革に結びつける展望が開けてき
た。本課題終了後の平成 26 年度に実施を計画している 4 名のテニュア・トラック教員の採用はテニュア・
トラック制による人材育成システムの構築及び定着化のための第二段階にあたるものである。
また、学長は役員会（戦略会議）においてテニュア・トラック制を含めた教員採用の在り方について検討
することを提案し、全学的なレベルでの検討が始まることとなった。このことはテニュア・トラック制の導入を
含めた人事制度改革の継続と全学的な発展へ向けた本学の方向性を示している。
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Ⅴ．テニュア・トラック制による人材養成システム改革の進捗状況
１．国際公募の状況
（１） 国際公募の実施状況と国際公募要領の概要
宮崎大学の本課題ホームページ（平成 21 年 8 月 4 日掲載、http://www.miyazaki-u.ac.jp/ir/）及び研
究者人材データベース（JREC-IN、UMIN、研究留学ネット）への掲載、海外では Nature 誌、Science 誌に
募集広告を掲載した他、表-3 に示すように医学系、工学系、農学系の学会誌に募集広告を掲載するとと
もに、国内外の各大学、学会、研究機関へポスター、チラシを配布し、掲示を依頼するなど、多様な手段
を通じた幅広い広報活動を行い、国際公募を実施した。
表－3 平成 21 年度第１回目（通算第１回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）

公募分野・部局

宮崎大学 IR 推進機構
分野Ⅰ ゲノム解析を基盤とした病原性及び有用微生物研究（人獣共通感
染症を含む）
分野Ⅱ 新規生理活性ペプチドの探索・基礎研究及び臨床応用
分野Ⅲ バイオマス・エネルギー資源変換の基礎研究及び実用化
分野Ⅳ 高品質な農水畜産物の生産及び機能性食品の開発

公募期間

平成 21 年 8 月 4 日～平成 21 年 9 月 30 日

公募媒体

公募費用

[雑誌・オンライン広告掲載]
ネイチャー、サイエンス、Ｊ-ＲＥCIN、研究留学ネット、Biotechnology Japan、
NeuroJobs、ＵＭＩＮ、Chemical & Engineering News、化学と工業、化学工学、
ぶんせき、バイオサイエンスとインダストリー、American Journal of Clinical
Nutrition(バナー広告)
［学会ホームページ広告]
日本ゲノム微生物学会、日本細菌学会、日本生化学会、日本内分泌学会（メ
ーリングリストでの宣伝）、日本畜産学会、園芸学会、日本育種学会
[ポスター・チラシ送付]
国公立大学 64 校、私立大学 23 校、国内学会 10 学会、国内研究機関 24 機
関、外国大学 54 校、外国研究機関 14 機関
1,694 千円

平成 23 年度第１回 IRO 若手人材選考評価委員会において自主経費による第 2 回公募を行うこと、ま
た第 2 回公募においては、外部評価委員会での指摘等を受けて、女性研究者及び外国籍研究者を優先
的に採用することを決定した。さらに、テニュア・トラック制度の全学的な展開を見据えて、学長が各学部
長と協議し、各学部でテニュア・トラック教員の採用について検討するよう依頼した。各学部で検討の結果、
医学部で１名、工学部で１名、農学部で 3 名のテニュア・トラック助教を採用したいという意向が示され、学
長を含めて検討した結果、第 2 回公募では、当初計画より 1 名増の 3 名のテニュア・トラック助教（医学系、
工学系、農学系各１名）を自主経費で公募することとし、平成 23 年 7 月に公募を開始した。第 2 回公募の
内容を表-4 に示す。
表－4 平成 23 年度第１回目（通算第 2 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）

公募分野・部局

宮崎大学 IR 推進機構
１．医学系 物質科学分野
２．工学系 バイオエンジニアリング（生体工学）分野
３．農学系 野菜・花き園芸分野
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公募期間

平成 23 年 7 月 28 日～平成 23 年 10 月 26 日

公募媒体

本学ホームページ、国内・国外学術雑誌への広告掲載、国内各学会ホーム
ページへの掲載、研究者人材データベース（JREC-IN、UMIN、研究留学ネッ
ト、NatureJob）への掲載、国内外各大学・研究機関へのポスター・チラシ送付

公募費用（予定）

100 千円

第 1 回公募における公募要領の概要を表-5 に示す。
表－5 平成 21 年度第１回目（通算第１回目）の国際公募要領の概要 【詳細は参考２-１参照】

記載項目
大項目
小項目
公募期間（月数又は日数）
研究分野別の公募人数

記載内容の概要
（記載が無い項目は斜線を引いて下さい）
60 日間
4 分野で公募。計 10 名
関連研究分野の博士号取得後 3 年～10 年の研究歴を有す
る者。応募時４０歳未満であることが望ましい。国籍不問

応募資格

日本語能力の有無は問わないが、英語でのコミュニケーショ

募集条件

ン能力を持つこと
自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募

応募者の選考・審査等の方法・プロセス等

テ
ニ
ュ
ア
職・
務ト
ラ
・
処ッ
遇ク
等期
間
中
の

テニュア・トラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

研究業績等が同等レベルであれば女性研究者または海外在
住研究者（日本国籍・外国籍を問わない）の採用を優先
一次選考：書類審査、二次選考：セミナー・面接審査
最終決定：平成 21 年 11 月
・独立した研究組織に所属し、70 ㎡以上の研究スペースを措
置
・大学内の管理運営等の業務免除
・指導を希望する大学院学生がいる場合は、当該大学院生
の配属
・国際学会への参加及び海外指導者の研究室への短期訪
問の機会を与える。
・海外留学等の研究のない者を対象とし、採用後 2 年以降に
最大 6 カ月程度の海外研究が可能な環境を整えている。

テニュア・トラック期間中の所属組織

IR 推進機構

テニュア・トラック期間中の職位及び呼称

職位：特任助教

テニュア・トラック期間中の職務内容
（研究指導認定の可否、講義の義務等を含む）

呼称：IRO 特任助教

大学院生への研究指導

テニュア・トラック期間中の勤務条件
テニュア・トラックの任期
テニュア・トラック期間中の給与・諸手当
等

外
へ国女
の籍性
配研研
慮究究
者者
等・
研
境究
環

女性研究者への支援体制・内容

平成 21 年 12 月～平成 26 年 3 月
年棒 630 万円＋通勤手当
科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」に
よる支援

ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業等に対する措置（任期延長等）
外国籍研究者への支援体制・内容

IR 推進オフィスに英語の堪能な職員を配置及び国際連携セ
ンターからの支援

外国籍研究者が応募しやすい配慮
（英文公募要領の提示を除く）

スタートアップ資金

500 万円（初年度）

年間研究費

500 万円（旅費含む）
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研究スペース

70 ㎡以上

利用可能な共通研究機器・設備
研究支援員（ポストドクター）による研究
支援

研
究
支
援

技術補佐員による研究支援

各特任助教へ各 1 名の研究補助員を配置

事務補佐員による研究・事務支援

IR 推進オフィスで事務支援を行う。

メンター等の配置とその選定方法

トロイカサポーター（学内教員 2～3 名及び海外研究者 1 名）
による指導・助言体制

年次評価の方法・プロセス・基準等

年次・
中間評価

中間評価の時期・方法・プロセス・基準等

本機関テニュア職が持つべき資質・能力

テ
ニ
採ュ
ア
用職
へ
の

ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準
等
（TT 若手からの申請の可否等を含む）

3 年目に中間評価を行うこと、及び評価の基準となる 6 項目を
記載。「中間評価において、極めて優れた業績を上げ、既に
本学の教員採用基準を満たすと判断された場合には、4 年目
に本学各学部・センターの准教授に採用することもありうる」こ
とを明記
大学，公的研究機関，企業等において、上記の研究分野あ
るいはそれに関連した研究分野において研究に従事してい
るか、またはその経験を有する若手研究者で、自立して研究
を行う能力を有し、かつ公募する各研究分野で独創的かつ
革新的な研究を推進する強い意欲を持つ者。応募時に 40 歳
未満であることが望ましい。
英語でのコミュニケーション能力を持つこと
テニュア審査の時期： 5 年目(平成 25 年度)
テニュア審査評価項目：①自己評価、②研究業績。③研究
の自立性、④リーダーシップ、⑤大学院学生の研究指導・教
育力、⑥将来への展望

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

本学各学部・センターのテニュア職（准教授）（医学部及びセ
ンターの場合は再任可の任期制）に採用し、配属する。

テニュア審査不合格者への Safety Net
「選考に当たっては、研究業績等が同等レベルであれば、女

その他
特記事項

性研究者または海外在住研究者（日本国籍・外国籍を問わ
ない）の採用を優先する。」ことを記載

平成 23 年度に実施する第 2 回公募では外国籍研究者及び女性研究者を優先して採用することとした。
外国籍研究者及び女性研究者を優先する理由は第 1 回国際公募で外国籍研究者及び女性研究者の
採用が 2 名に止まったためである。公募内容を表-6 に記述する。
表－6

通算第 2 回目以降の国際公募要領改訂の有無と改訂の概要 【詳細は参考 2-2 参照】

記載項目
大項目

小項目

（“有”の時

通算何回目から改訂したか及び
改訂後の記載内容の概要

○を記入）

（記載が無い項目は斜線を引いて下さい）

改訂有無

公募期間（月数又は日数）

○

第 2 回目から改訂

3 カ月間

研究分野別の公募人数

○

第 2 回目から改訂

3 分野各 1 名

○

第 2 回目から改訂 女性研究者・外国籍研究者
を優先することをより強調した。

応募資格

募集条件

自機関からの応募
女性研究者・外国籍研究者からの応募
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応募者の選考・審査等の方法・プロセス等

○

テニュア・トラック期間中の育成施策

委員会の構成は第 1 回公募の委員会から変更
第 2 回目から改訂 研究の他に学部での講
義・実習・大学院生指導を担当できる。
第 2 回目から改訂 学部との関連性をより明確
にした。

テ
ニ
ュ
ア
職・
務ト
ラ
・
処ッ
遇ク
等期
間
中
の

（各種施策への参加義務の有無を含む）

○

テニュア・トラック期間中の所属組織

○

テニュア・トラック期間中の職位及び呼称

○

第 2 回目から改訂

○

第 2 回目から改訂 学部学生・大学院生への
教育・研究指導を可とした。

外女
国性
籍研
研究
究者
者・
等
へ
の
配
慮

女性研究者への支援体制・内容

○

第 2 回目から改訂 女性支援の具体的内容を
明記

ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業等に対する措置（任期延長等）

○

第 2 回目から改訂 最長 1 年間まで評価時期を
延長できることを明記

研
究
環
境

テニュア・トラック期間中の職務内容
（研究指導認定の可否、講義の義務等を含む）

テニュア・トラック助教

テニュア・トラック期間中の勤務条件
テニュア・トラックの任期
テニュア・トラック期間中の給与・諸手当等

外国籍研究者への支援体制・内容

○

外国籍研究者が応募しやすい配慮
（英文公募要領の提示を除く）

第 2 回目から改訂 生活支援、本人・家族への
日本語研修をより具体的に記載した。また日本
語コミュニケーション能力を向上させる必要性を
強調した。
第 2 回目から改訂 外国籍研究者への支援内
容をより具体的に記載した。

スタートアップ資金

○

第 2 回目から改訂 300 万円 ただし、現在、本
学の教員である場合は 100 万円

年間研究費

○

第 2 回目から改訂 初年度 300 万円、2～3 年
目 200 万円、4～5 年目 100 万円とした。

技術補佐員による研究支援

○

第 2 回目から改訂 大学が研究補助員を配置
せず、採用されたテニュア・トラック教員が対応
することとした。

事務補佐員による研究・事務支援

○

第 2 回目から改訂 IR 推進オフィスのスタッフを
特任教授 1 名、教務職員 1 名、事務職員 2 名と
した。

メンター等の配置とその選定方法

○

第 2 回目から改訂 従来の研究リーダーをコー
ディネーターに変更した。複数のメンターによる
支援体制（トロイカサポーター制度）は継続

中間評価の時期・方法・プロセス・基準等

○

本公募に対応した選考評価委員会を組織

本機関テニュア職が持つべき資質・能力

○

第 2 回目から改訂 公募する分野での研究能
力に加え、学部等での当該分野に関する教育
能力の涵養を重視する内容に変更

○

第 2 回目から改訂 准教授 3

○

第 2 回目から改訂 分野名の前に［医学系］、
［工学系］、［農学系］と入れることでテニュア採
用後の所属部局が明確となるように変更した。

研究スペース
利用可能な共通研究機器・設備
研究支援員（ポストドクター）による研究支援

研
究
支
援

年次・
中間評価

テ
ニ
採ュ
ア
用職
へ
の

年次評価の方法・プロセス・基準等

ﾃﾆｭｱ審査の時期・方法・プロセス・基準等
（TT 若手からの申請の可否等を含む）

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

テニュア審査不合格者への Safety Net
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その他
特記事項
(２) 国際公募への応募・採用状況
第 1 回国際公募において応募者総数は 125 名、応募件数 128 件（3 件は複数分野での応募）で、内訳
は男性 102 名（81.6％）、女性 23 名（18.4％）、日本国籍 75 名（60％）、外国国籍（40％）であった。研究
分野別の応募状況を表-7 に、各選考段階での研究者数を表-8 に、分野別の選考・採用状況を表-9 に
示す。
表－7

国際公募への若手研究者応募状況（自主的取組を含む）

採用
年度
（平成）

21 年度

Ⅰ ゲノム解析を基盤とした
病原性及び有用微生物研
究(人獣共通感染症を含む)
Ⅱ 新規生理活性ペプチド
の探索・基礎研究及び臨床
応用
Ⅲ バイオマス・エネルギー
資源変換の基礎研究及び
実用化
Ⅳ 高品質な農水畜産物の
生産及び機能性食品の開
発
小計
医学系 【物質科学分野】
工学系 【バイオエンジニア

24 年度

リング（生体工学）分野】
農学系
【野菜・花き園芸分野】

合

応募者数

公募
人数

公募分野

単位：人、 （ ）内は女性の内数

総数

日本国籍

外国籍

女性

2～3
人

26

22(5)

4(0)

5

2～3
人

24

16(3)

8(1)

4

2～3
人

19

6(0)

13(0)

0

2～3
人

56

31(7)

25(7)

14

10

125

75(15)

50(8)

23

125

75(15)

50（8）

23

１人
１人
１人

小計

3

計

10

※第 2 回公募（平成 24 年度採用）は、平成 23 年 8 月現在、募集中のためデータがない。
表－8

選考・採用段階別の若手研究者数（自主的取組を含む）
応募者数
125

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

単位：人、（ ）内は女性の内数

審査（1）

審査（2）

審査（3）

【資格審査】

【書類選考】

【面接審査】

対象数：125

対象数：125

対象数：26

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

日
本
国
籍

外
国
籍

23

女
性

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

採用者数
10

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

75

50

(15)

(8)

23

75

50

(15)

(8)

23

75

50

(15)

(8)

23

21

5

3

(3)

9

1

1

[10]

[10]

（1）
〈1〉

[40]

[18]

[40]

[18]

[40]

[18]

[19]

[12]

注 1：【 】内には審査の方法等を記入して下さい。
注 2：[ ]内は各段階対象者総数に対する比率（％）
注 3：〈 〉内は外国在住の日本人
注 4：資格審査で不適格となった者はいなかった。
表－9

年度・分野別の選考・採用状況（自主的取組を含む）
応募者

単位：人、（ ）内は女性の内数

書類審査通過

面接審査通過

採用

公募分野

年度

数

（平成）

21 年度

24 年度

総

研究分野Ⅰ

26

研究分野Ⅱ

24

研究分野Ⅲ

19

研究分野Ⅳ

56

小計

125

日
本
国
籍

外
国
籍

日
本
国
籍

総

女
性

数

外
国
籍

日
本
国
籍

総

女
性

数

外
国
籍

女
性

22
(5)

4
(0)

5

6

5
(1)

1
(0)

1

3

2

1

0

16
(3)
6
(0)
31
(7)
75
(15)

8
(1)
13
(0)
25
(7)
50
(8)

4

6

1

1

0

0

5

0

3

3

0

0

14

9

2

3

1

26

3

10

3
(1)
9
(1)

0

23

0
(0)
1
(0)
3
(0)
5
(0)

0

0

6
(0)
4
(0)
6
(2)
21
(3)

1

1

75
(23)

50
(0)

23

26

21
(3)

5
(0)

3

10

9
(1)

1

1

医学系 物質科
学分野
工学系 バイオエ
ンジニアリング（生
体工学）分野
農学系 野菜・花
き園芸分野
小計
合

計
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※第 2 回公募（平成 24 年度採用）は、平成 23 年 8 月現在、募集中のためデータがない。
(３) 国際公募に当たっての女性研究者や外国籍研究者への配慮
本課題の趣旨を踏まえ、研究業績等が同レベルであれば、女性研究者及び外国籍研究者（海外在住
日本人研究者を含む）を優先して採用することとした。第 2 回公募では、この点をより強調した。また、第１
回公募においては女性研究者及び外国籍研究者への支援内容を記載したが、具体性を欠いていたた
め、平成 23 年度に実施する第 2 回公募ではより詳細で具体的な支援内容を記載した。
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２．選考・採用審査とその結果
(１) 選考・採用審査基準、審査方法、審査委員の構成
第 1 回公募における IRO 特任助教の採用に当たっては、応募者の研究業績やこれまでの研究活動の
状況並びに本課題により採用された場合の研究計画及び到達目標などを審査の対象とした。学外委員
を含む IRO 若手人材選考評価委員が審査・選考に当たった。
表－10

TT 若手の選考・採用の体制（平成 21 年度：部局・研究分野等：IR 推進機構）
選考の内容
（書類審査、
面接審査等）

選考の段階
第 1 次選考
最終選考

書面審査
面接審査

選考委員等の構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

3
3

4
4

4
4

12
12

0
0

第 2 回公募（平成 23 年度）におけるテニュア・トラック助教の採用に当たっては、応募者の研究業績や
これまでの研究活動の状況並びに本課題により採用された場合の研究計画及び到達目標などを審査の
対象とした。選考は IRO 若手人材選考評価委員会と同様に、学外委員を含むテニュア・トラック教員選考
評価委員会で行う予定としているが、各専門分野の選考委員など、その構成については検討中である。
表－11

TT 若手の選考・採用の体制（平成 23 年度：部局・研究分野等：関係学部）
選考の内容
（書類審査、
面接審査等）

選考の段階
第 1 次選考
第 2 次選考
最終選考

資格審査
書面審査
面接審査

選考委員等の構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

1
1
1

9
9
9

1
1
1

6
6
6

海外

(２) TT 若手の選考・審査に当たっての国内外の機関外第三者の役割等
第１回公募での一次選考においては学外委員（国内のみ）へ応募書類一式を送付し、学外委員は書
類に基づいて選考評価し、審査評価表を IR 推進機構へ返送した。最終選考において分野別に行った面
接には、学内委員と学外委員が出席し、応募者を選考評価した。面接に参加できなかった学外委員は書
類審査のみを行った。第 2 回公募（平成 23 年度）においては、外国籍研究者あるいは女性研究者を特に
優先して採用する計画であり、より一層の審査の公平性や透明性を担保するために、各分野の選考委員
に外国籍研究者あるいは女性研究者を含めるよう検討している。
(３) 採用者の状況
第 1 回公募では、一次選考合格者 26 名（辞退者 2 名）から二次選考により 10 名を採用した。研究分
野別の選考結果を表-12 に示す。着任直前の職が宮崎大学であった者は 2 名であり、本学で博士の学
位を授与された者は 1 名であった。直前職が自機関であった 2 名のうち 1 名は本学で学位を取得した者
であるので、自機関出身者は 2 名（20％）である。
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表－12

ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）
採用人数

採用
年度

（女性の人数は内数） 単位：人

部局等

内訳（[ ]内は採用者総数に対する％）
自機関
学位
直前職
授与

振興調整費
で採用

自主経費
で採用

日本
国籍

外国籍

女性

IR 推進機構

10

0

9[90]

1[10]

1[10]

2[20]

1[10]

小計

10

0

9[90]

1[10]

1[10]

2[20]

1[10]

医学系

0

1

24 年度

工学系

0

1

（予定）

農学系

0

1

小計

0

3

10

3

9[90]

1[10]

1[10]

2[20]

1[10]

（平成）

21 年度

合計

(４) 女性研究者・外国籍研究者の採用目標の達成状況
採用された 10 名の IRO 特任助教のうち外国籍を持つ者は 1 名、女性研究者は 1 名、外国に在住する
日本人研究者は 1 名であり、提案書記載の「海外在住研究者（外国籍研究者を含む）及び女性研究者の
採用比率を 50％以上」という目標は達成できなかった。応募者 125 名に対し、女性研究者は 23 名で応募
者に対する比率は 18％、外国籍研究者は 50 名の 40％であり、相当数の応募があったが、面接審査に進
んだ者は女性研究者が 3 名（12％）、外国籍研究者が 5 名（19％）に止まっており、このことは、採用レベ
ルに達する応募者が少なかったことを示唆している。外国籍研究者や女性研究者に対する支援体制に
ついての情報提供が不十分であったことも要因の一つであったと考えられるため第 2 回公募の公募要領
では改善を図った。
３．TT 若手の研究環境の整備状況
(１) TT 若手の所属・研究室等
IRO 特任助教が自立的に研究できる環境（研究スペース、研究設備等）として研究室（居室）及び実験
室合わせて 70ｍ２以上を措置した（表-13）。さらに、表-13 に示すようなスタートアップ研究費・年間研究
費及び各 IRO 特任助教に研究補助員 1 名を措置するなど、研究環境の整備等を行った。
(２) TT 若手へのメンター等の配置状況
①各 IRO 特任助教に対して、部局等をまたがった複数の研究者によって様々な視点から IRO 特任助教
に対する指導・助言ができるように、複数のメンター（関連した研究を行っている学内教員 2～3 名と先端
的な研究を行っている著名な海外研究者 1 名：トロイカサポーター制度）を配置した指導・助言体制を確
立した。また、分野全体のマネージメント（メンターの選定や IRO 特任助教とメンターとの関係のチェック、
自立性の確保など：次項（3）参照）を行うため各分野に研究リーダーを配置した。
②年１回の全体的な研究成果報告会に加えて、分野ごとに置かれた研究リーダーを中心とした分野別ミ
ーティングを年 3〜4 回程度実施し、研究の進め方等に対して、研究リーダーや他のトロイカサポーターな
どから助言等を受けるとともに、IRO 特任助教間での議論ができる体制とした。
(３) TT 若手の自立性確保の状況
①IRO 特任助教は、既存の各学部等からは独立した研究組織（IR 推進機構）に所属し、大学の管理運営
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等の業務を免除した。ただし、教育能力を培うため大学院生への研究指導に従事する機会を与える他、
希望する IRO 特任助教は、大学院研究科において講義を担当出来ることとし、平成 23 年 4 月には全員
が希望する研究科で講義が担当できるようにカリキュラム等を整備した。
②自立性確保のため、研究リーダー及びトロイカサポーターは必要な助言を与えてはいるが、研究内容
（実験計画・方法、データとりまとめ、研究結果の公表等）へは直接介入しないこととしている。各分野の研
究リーダーは、トロイカサポーターと特任助教の関係についてもチェックする役割を担っている。このこと
に関して IR 推進オフィスが特任助教へのアンケートを実施したが、全員から基本的には自立的環境の下
で研究が実施できているという回答があった。このことは、自立性が確保されていることを示している。
③本課題では、国際的にも活躍できる若手リーダーを育成することを目的としているため、海外での研究
経験が十分でない IRO 特任助教には、採用後 2 年目以降に最大 6 ヶ月程度の海外研究機関での研究
（海外からの採用者を除く）が可能な環境を整えている。現時点では、3 年目に当たる平成 23 年度中に 1
名の特任助教が海外での研究のため 3 ヶ月間長期出張することとなっている。
④平成 21 年度は、研究の立ち上げのため、スタートアップ研究費として、500 万円／人、研究費は 500
万円／年の計 1,000 万円、平成 22 年度以降は研究費 500 万円と外国旅費 50 万円の計 550 万円を措
置している。
(４) 共通研究機器・設備の整備と活用状況
共同教育研究施設であるフロンティア科学実験総合センターの実験支援部門等を中心に、最先端分
析機器、高額機器が計画的に整備されており、共同機器として使用できる体制が整備され、日常的に利
用されている（表-13）。
表－13 ＴＴ若手の研究環境等の整備状況（自主的取組を含む）
研究環境の整備状況
研究環境（所属・研究室等）

清武キャンパス基礎臨床研究棟・総合教育研究棟、木花キャンパス工学
部・農学部、フロンティア科学実験総合センター（占有面積 IRO 特任助教１
人あたり：実験室+研究室=70 ㎡以上）

メンターの配置等

学内教員 2～3 名、海外研究者 1 名による研究指導・助言

ポストドクター等の人的研究支援

特任助教１名につき、1 名の研究補助員の措置

研究

スタートアップ資金

研究資金 500 万円

資金

年間研究費

500 万円＋外国旅費 50 万円

研究スペース

共通研究機器・設備

TT 若手 A：研究室 18 ㎡，実験室 60 ㎡
TT 若手 B：研究室 10 ㎡，実験室 67.6 ㎡
TT 若手 C：研究室 10 ㎡，実験室 67.6 ㎡
TT 若手 D：研究室 10 ㎡，実験室 67.6 ㎡
TT 若手 E：研究室 38 ㎡，実験室 37 ㎡
TT 若手 F：研究室 38 ㎡，実験室 49 ㎡
TT 若手 G：研究室 8 ㎡，実験室 70 ㎡
TT 若手 H：研究室 21 ㎡，実験室 53 ㎡，共同実験室 12.5 ㎡
TT 若手 I：研究室 21 ㎡，実験室 51 ㎡，
TT 若手 J：研究室 22 ㎡，実験室 39 ㎡，共同実験室 12.5 ㎡
フロンティア科学実験総合センターの実験支援部門等を中心に、最先端
分析機器（超遠心機、DNA シーケンサー、新世代 DNA シーケンサー、プ
ロテイン・シーケンサー、バイオイメージ・アナライザー、電子顕微鏡、ガス
クロマトグラフィー質量分析器、FACS、磁気細胞分離装置、共焦点レーザ
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ー顕微鏡、遺伝子解析システム、細胞内イオン動態・遺伝子蛋白発現イメ
ージングシステムなど）が整備され、活用されている。またアイソトープを用
いたトレーサー実験、遺伝子改変動物を含む動物実験が可能となってい
る。また産学・地域連携センター・機器分析支援部門では核磁気共鳴装
置、元素分析装置、電子スピン共鳴装置、X 線結晶構造解析装置、顕微
赤外分光光度計、質量分析装置などの利用が可能となっている。

４．TT 若手の育成施策とその状況
(１) TT 若手の研究活動状況
IRO 特任助教の研究活動を表-14 に示すが、研究成果の公表は順調に行われている。また、この 3 年
間で 10 名の IRO 特任助教のうち 8 名が科学研究費補助金（合計 9 件）に採択された。これは本学全体
における新規の科学研究費補助金採択率が 19％（平成 23 年度）であるのに比べてもはるかに高い。また
それ以外の公的及び民間の外部資金も獲得し、全員が何らかの外部資金を獲得している。
表－14 ＴＴ若手の研究活動実績（自主的取組を含む）
自
主
的
取
組
の
別

TT 若手

振
興
調
整
費
・

査読付き
原著論文
(報)
21
年
度

22
年
度

23
年
度

ＴＴ若手：A

振興調整費

2

ＴＴ若手：B

振興調整費

2

ＴＴ若手：C

振興調整費

ＴＴ若手：D

振興調整費

ＴＴ若手：E

振興調整費

ＴＴ若手：F

振興調整費

1

4

2

ＴＴ若手：G

振興調整費

1

3

ＴＴ若手：H

振興調整費

ＴＴ若手：I

振興調整費

ＴＴ若手：J

振興調整費

合計

左記論文
以外による
発表・著書等
(件)
21 22 23
年 年 年
度 度 度

4

22
年
度

2

5

1

1

23
年
度

1
8

1

1

1

2

5

32

3

2

1

12

14

9

3

1

1

9

6

2

4

1

1

1

6

2

1

1

38

12

21
年
度

22
年
度

23
年
度

1

1

受賞（件）
21
年
度

22
年
度

23
年
度

2

14

4

3

1

1

9

2
6

特許出願(件)

1

11

2

21
年
度

1
2

2

口頭発表
（件）

34

27

3

1

1

97

19

2

0

3

1

0

2

0

(２) TT 若手の教育能力の育成施策
IRO 特任助教は将来本学での教育・研究のリーダーとなることが期待されるため、教育能力を涵養する
ことを重視している。そのため、特任助教に対し大学院での教育、大学院生の研究指導や分野セミナー、
研究成果発表会での学生との交流を奨励している。大学院生への研究指導の状況は表-15、表-16 のと
おりである。
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表-15 TT 若手の職位別研究指導認定状況等【博士前期課程、修士課程等】
（自主的取組を含む）
単位：人
TT 若手
一般（テニュア）教員
TT 若手が所属またはテニュア採用後に
准教授
講師
助教
教授
准教授
講師
助教
所属する可能性のある部局等
教員数
0
0
0
38
33
0
21
工学研究科
研究指導認定済み教員数
0
0
3
38
33
0
21
教員数
0
0
0
36
35
1
9
農学研究科
研究指導認定済み教員数
0
0
8
36
35
1
9
0
0
0
45
8
7
1
医科学看護学研究 教員数
科
研究指導認定済み教員数
0
0
3
45
8
7
1
注：IRO 特任助教はテニュア審査までは所属する可能性のある部局が未定のため、現時点で各研究科に所属
する教員数は 0 人である（表-16 についても同様）。10 名の特任助教全員が指導認定を受けているが、複数の
研究科での研究指導が認められた特任助教がいるため認定済み教員の合計は 10 人を超える。

表-16 TT 若手の職位別研究指導認定状況等【博士後期課程、博士課程、後期 3 年博士課程等】
（自主的取組を含む）
単位：人
TT 若手
一般（テニュア）教員
TT 若手が所属またはテニュア採用後に
准教授
講師
助教
教授
准教授
講師
助教
所属する可能性のある部局等
0
0
0
72
60
0
10
農学工学総合研究 教員数
科
研究指導認定済み教員数
0
0
3
72
60
0
10
0
0
0
37
21
17
13
医学獣医学総合研 教員数
究科
研究指導認定済み教員数
0
0
0
37
21
17
13
(３) TT 若手の国際性を涵養するための育成施策
海外での研究経験が十分でない IRO 特任助教には、採用後 2 年以降に最大 6 カ月程度の海外研究
（海外からの採用者を除く）が可能な環境を整えている。また、全 IRO 特任助教に対し、国際学会への参
加及び海外トロイカサポーター等の研究室への短期訪問の機会を与えている。
(４) 本課題で目指している「テニュア像」を TT 若手が満たすための施策の実施状況
各 IRO 特任助教が 5 年間の実施期間中に、自立した研究者として、それぞれの融合研究領域で優れ
た専門的な研究業績を上げるとともに、国際性を涵養し、さらに大学院生の指導能力を身につけるような
人材育成プログラムを目指している。このテニュア像を満たすため、上述のように、独立した研究環境の
整備、トロイカサポーター制度を中心とした人的な支援体制を整備している。また、科学技術振興調整費
及び自主経費で研究費を配分しているが、さらに積極的に競争的資金への応募を奨励している。また、
前述の通り、国際性を涵養するための措置、教育能力を培うための措置を講じている。
５．機関としてのＴＴ若手支援体制
(１) 機関としての組織的な TT 若手支援体制
①IR 推進機構に係わる事務支援組織として、IR 推進オフィスを設置し、本課題全体の業務を行うとともに、
各 IRO 特任助教に係わる事務的業務を支援している。
②IRO 特任助教に対して、本学が実施していた「女性研究者支援モデル育成事業」により設置した清花
Athena サポート室による各種支援を受けることが出来ることとしている。
③また、IR 推進オフィスには英語でコミュニケーションができる職員を配置しており、外国籍の IRO 特任助
教に対しても充分な事務的支援ができるようにしている。さらに、年次評価及び中間・テニュア審査等に
係わる重要書類はすべて、英語バージョンも作成している。平成 23 年度からは IR 推進オフィスに特任教
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授 1 名を配置し、特任助教との連絡・相談、各種事業の計画・実施、各委員会での決定事項の伝達等が
より円滑に行われるような体制とした。
④ＪＳＴや文部科学省等との連絡調整が必要な際などには、IR 推進オフィスとともに研究国際部研究推進
課が必要な作業を行っている。また、学内予算の確保など学内で事務的に必要となる調整も研究推進課
が行っており、大学事務局とも緊密に連携して本課題が展開できる体制となっている。
⑤各 IRO 特任助教が高額機器等を使って研究を遂行できるように、フロンティア科学実験総合センター・
実験支援部門及び産学・地域連携センター機器分析支援部門に設置されている各種共同利用機器が
自由に利用できるよう措置している【表-13 参照】。
(２) TT 若手のライフイベントに対する施策
女性に限らず、男性研究者についても本学の規程に基づき、本人あるいは配偶者の出産等があった
場合は特別休暇あるいは育児休業を取れる制度としている。育児休業をとる場合、中間評価及びテニュ
ア審査の時期を最長 1 年まで延長できる措置を講じている。
６．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）等のキャリアパス支援
(１) TT 若手へのキャリアアップ施策の実施状況
3 年目の中間評価において、極めて優れた業績を上げ、既に本学の教員採用基準を満たすと判断さ
れた場合には、本人の意向を確認した上で、4 年目に本学各学部・センターの准教授（医学部は再任可
の任期制）に採用することが可能となるよう措置を講じている。
(２) TT 若手への救済措置（Ｓａｆｅｔｙ Ｎｅｔ）
5 年目のテニュア審査において審査基準を満たさないと判定された者に対しては、本学に最長 1 年間
在籍できることとし、他の進路への転換を勧奨することとしている。
(３) TT 若手の研究支援員（ポストドクター）のキャリアアップ施策等
本課題では各 IRO 特任助教にポストドクター研究員を配置していないため、ポストドクターのキャリアア
ップ施策は立てていない。IRO 特任助教を支援するポストドクター研究員を各特任助教の裁量（各自の研
究費によって）で受け入れることは可能であるが、今のところ採用実績はない。
(４) TT 若手の転出・辞職状況
現在までのところ、本学から転出あるいは辞職した IRO 特任助教はいない。
７．年次評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(１) TT 若手の年次評価等の体制
事業発足 2 年目の平成 22 年に年次評価の評価項目（次項 (2) に記載）、様式を定めた。それに基づ
いて特任助教が作成した年次報告書を基に、学内トロイカサポーター及び分野リーダーが各特任助教と
面談を行い、この時点で改善点があれば指導を行うこととしている。
表－17 TT 若手の年次評価の体制

年次評価－１
年次評価－2

評価の内容
（書類評価、
面接評価等）
書類評価
面接評価

執行部
0
0
30

評価委員等の構成（人）
自機関内
自機関外
関係部局
その他
国内
海外
4
18
0
10
4
18
0
10

(２) TT 若手の年次評価の基準・方法
年次評価はＩＲＯ特任助教が所定の研究成果報告書を提出し、トロイカサポーター、次いで研究リーダ
ーが面談して所見を作成し、ＩＲ推進オフィスへ提出している。年次評価では以下の項目が対象となる。
①研究の進捗状況
②研究業績

採用時に掲げた到達目標の達成に向けた進捗状況等の確認

研究論文の発表状況の確認

③研究の自立性
1）学会発表や論文発表の状況（筆頭著者あるいは責任著者としての発表状況）の確認
2）科学研究費補助金など外部資金の獲得状況の確認
④リーダーシップ
1）学内外の研究者ネットワークの構築（共同研究実績）状況の確認
2）学内でのセミナーや公開研究成果発表会等の企画・運営の確認
3）学外（学会等）でのシンポジウムや研究会等の企画・運営の確認
⑤大学院学生の研究指導・教育力
1）指導学生の国内外における学会発表や発表された学術論文の有無の確認
2）大学院における講義の評価内容（学生による授業評価）の確認
(３) 年次評価におけるメンター、アドバイザー等の関与状況
①各研究分野のセミナーに研究リーダー、学内トロイカサポーターが出席し、各 IRO 特任助教から研究
の進捗状況について報告を受けた後、必要な助言を与えている。
②分野セミナーとは別に IRO 特任助教とトロイカサポーターとの個別面談を随時行い、助言を与えている。
一人の IRO 特任助教に対して研究リーダー及び学内トロイカサポーターが 3 名（または 4 名）いるので、
個別面談は年 3 回以上行われる。なお、各研究リーダーからのコメントは表-18 のとおりである。
(４) TT 若手の年次評価結果
各 IRO 特任助教が作成した年次報告書を基に研究の進捗状況を確認した後、中間評価及びテニュア
審査に向けての改善点等を表－18 に示すようにトロイカサポーター及び研究リーダーから指導を行った。
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の

別
表－18 ＴＴ若手の年次評価結果（自主的取組を含む）

ＴＴ

ＴＴ若

若

手の職

手

名

ＴＴ
若
手
：A
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

IRO 特
任助
教

IRO 特
任助
教

IRO 特
任助
教

IRO 特
任助
教

IRO 特
任助
教

IRO 特
任助
教

IRO 特
任助
教

IRO 特
任助
教

自
主
的
取
組

振
興
調
整
費

振
興
調
整
費

振
興
調
整
費

振
興
調
整
費

振
興
調
整
費

振
興
調
整
費

振
興
調
整
費

振
興
調
整
費

振
興
調
整
費
・

平成 22 年度

平成 21 年度

結
果

年次評価後の
指導内容等

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

結果

大きな
問題
なし

大きな
問題
なし

大きな
問題
なし

良好

大きな
問題
なし

大きな
問題
なし

大きな

年次評価後の
指導内容等
以下の点について指導・助言した。
1．研究の方向性、2．オリジナル論文発表の必要性、3．サ
ポーター及び分野リーダーとのコミュニケーション、４．デ
ータプレゼンテーションのスキルと英語能力の向上を図る
こと
以下の点について指導・助言した。
1．研究の進め方、2. オリジナル論文発表の奨励、3. デ
ータプレゼンテーションのスキルの向上を図ること

以下の点について指導・助言した。
1．研究の進め方、2．オリジナル論文発表の奨励、3．海外
研究室訪問の奨励、4．英語能力の向上を図ること

以下の点について指導・助言した。
1. 研究の方向性、２．新たな課題への挑戦、３．外部資金
獲得による自力での研究環境の整備

以下の点について指導・助言した。
１．研究のオリジナリティの重要性、２．外部資金獲得の奨
励、３．プレゼンテーションのスキルの向上を図ること

以下の点について指導・助言した。
１．オリジナリティのある研究成果への期待、２．論文に関
しては、数ではなく、質が重要であること、３．プレゼンテー
ションのスキルの向上を図ること

以下の点について指導・助言した。
１．しばらくは基礎研究に重点をおくことが重要であること、
２．中身のある論文を発表するようじっくり研究を進めること

問題
なし

良好
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以下の点について助言、サポートした。
1．実用的な項目での計画設定の必要性、2.学外でのシン
ポジウムやセミナーの企画運営への期待、３．研究科副指
導教官として現場での教育指導力をアップしてほしいこと

ＴＴ
若
手
：I
ＴＴ
若
手
：J

IRO 特
任助
教

IRO 特
任

助

教

振
興
調
整
費

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

平成 21 年 1～3
月採用のため
行っていない

振
興
調
整
費

良好

以下の点について助言、サポートした。
1．研究の方向性についての助言、2．大学院時代の指導
教員から独立した研究の立ち上げの重要性、3．研究室の
安定化の必要性、4．学生の指導能力向上への助言

良好

以下の点について助言、サポートした。
1．研究テーマ再検討の必要性、２．トロイカサポーターと
の関係改善、３．オリジナルな研究の必要性、４．学生の教
育指導力のアップについての助言

８．中間評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(１) TT 若手の中間評価の体制
IRO 特任助教の中間評価は、学長を委員長とする IRO 若手人材選考評価委員会が行うが、その委員
構成は表－19 に示すとおりである。
表－19 TT 若手の中間評価の体制

評価の段階

評価の内容
（書類評価、
面接評価等）

評価委員等の構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

第 1 次段階

書面審査

3

4

12

第 2 次段階

ヒアリング審査

3

4

12

第 3 次段階

委員会審査

3

4

12

海外

(２) TT 若手の中間評価の基準・方法及び策定方法
IRO 特任助教の中間評価は以下の基準・方法で行うこととなっている。なお，平成 21 年度採用の 10
名については，12 ページに記した予定で中間評価を行う。
表－20 TT 若手の中間評価の評価基準・方法等
評価基準
1．自己評価
①採用時に本人が設定した到達目標の達成度に対する自己評価
2．研究業績
①研究業績の質と量の両面から評価する。
中間評価の業績評価の目安は、発表論文に本プロジェクトでの研究であることが明記された欧文
原著論文が、国際的に高い水準の雑誌に２編以上掲載されていることとする。その中に筆頭著者
（あるいは責任著者）が１編以上含まれる事が望ましい。
3．研究の自立性
①採用後の学会発表や論文投稿・発表の状況（筆頭著者あるいは責任著者としての発表状況）
②科学研究費助補助金など外部資金の獲得状況
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4．リーダーシップ
①学内外の研究者ネットワークの構築（共同研究実績）
②領域ごとに定期的（4半期に１回）に開催されるセミナーや毎年１回開催される本課題全体の公開
研究成果発表会等の企画・運営
③学外（学会等）でのシンポジウムや研究会等の企画・運営
5．大学院学生への研究指導・教育力
①指導学生の国内外への学会発表や発表された学術論文の有無
②大学院における講義の評価内容（学生による授業評価）
※指導学生がいない場合は、評価の対象としない。
6．今後の計画
評価方法
１．書面審査
トロイカサポーター及び研究リーダーが IRO 特任助教作成の様式１－Ａ（研究成果報告書）・様式２－Ａ
（自己評価分析表）を基に各特任助教と面談を行い所見を作成する。IRO 若手人材選考評価委
員会委員は上記の所見を基に様式３－Ａ（評価用審査表）を作成し、審査を行う。
※評価用審査表は、【(1)進捗状況・(2)研究業績・（3）研究の自立性・（4）リーダーシップ・（5）大学院生の
研究指導・教育力・（6）今後の研究に向けて】の６項目において、（1）と(2)の項目に重点を置き、総合評
価（４段階評価： S:当初の計画以上に進捗し、極めて高く評価できる、A:当初の計画以上に進捗し、高く
評価できる、B:当初の計画通りに進捗し、大きな問題はない。、C:当初の計画通りには進捗せず、やや
問題がある）にて評点をつけるものとする。
2. ヒアリング審査
IRO 若手人材選考評価委員会委員、出席可能な学外委員による IRO 特任助教のヒアリングを実施する。
3. 委員会審査
IRO 若手人材選考評価委員会にて第１次：書面審査及び第２次：ヒアリング審査を踏まえて、審査結果
を取りまとめる。この時点で、中間評価でＳ評価のあった IRO 特任助教については、本人に昇任の意思を
確認し、研究リーダー及びトロイカサポーターの推薦により、昇任の再審査を行う。
中間評価の実施（予定）年月日

平成 23 年 12 月中旬

研究活動業績の項目
論文発表（欧文、邦文、その他）、国際・国内研究集会での学会等発表（口頭またはポスター）、発表会
の主催（シンポジウム、セミナー）、招待講演、受賞・表彰、知的財産権の取得状況、新聞等での報道

(３) 中間評価の体制・基準・方法等の TT 若手への周知時期・方法
中間評価の基準は、平成 22 年 11 月の第 2 回 IRO 若手人材選考評価委員会で作成し、平成 22 年
12 月に開催した第 1 回 IR 推進機構運営教員全体会議において IRO 特任助教全員へ中間評価の体制、
評価基準・方法を周知した。
(４) 中間評価におけるメンター、アドバイザー等の関与状況
分野別セミナー等での討論や、随時行うメンター（本課題ではトロイカサポーター）との面談の他に、各
IRO 特任助教は中間評価審査資料をトロイカサポーター、研究リーダーに提出し、それぞれのトロイカサ
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ポーターが面談を行い、中間評価に向けて問題等があれば指導を行い、所見を作成する。さらに、各サ
ポーターとの面談結果に基づいて、研究リーダーが面談を行い、トロイカサポーターの所見内容を考慮し
つつ、中間評価に向けての指導と所見の作成を行う。中間評価では、年次評価の際と同様に、中間評価
審査資料をトロイカサポーター、研究リーダーに提出し、トロイカサポーター及び研究リーダーによる面談
とその後の所見の作成を行う。これらの所見は、IRO 若手人材選考評価委員会での中間評価の重要な
参考資料となる。
(５) TT 若手の中間評価結果
中間評価結果をすべての IRO 特任助教に通知するとともに「S」評価の特任助教がいた場合は研究リ
ーダーより本人に准教授昇任審査の意向を確認し、希望した場合は配属を希望する部局を確認する。そ
の後、IRO 若手人材選考評価委員会において准教授採用の可否を審議し、希望する部局での資格審査
の後、採用する予定となっている。
IRO 特任助教の中間評価は平成 23 年 12 月に最終結果が出る予定となっている。
９．テニュア審査の体制、基準・方法、結果、メンターの関与等
(１) TT 若手のテニュア審査の体制（予定を含む）
審査体制については、IRO 若手人材選考評価委員会で行うこととなっているが、その際、各分野につ
いて 3 名の学外委員も加わって、審査の公平性・透明性を担保している。なお、審査体制は表－21 に示
すとおりである。
表－21 TT 若手のテニュア審査の体制（予定を含む）

審査の段階

審査の内容
（書類審査、
面接審査等）

審査委員等の構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

第 1 次段階

書面審査

3

4

12

第 2 次段階

ヒアリング審査

3

4

12

第 3 次段階

委員会審査

3

4

12

海外

(２) TT 若手に対するテニュア審査の基準・方法及び策定方法（案の段階を含む）
テニュア審査基準及び方法は表－22 に示すとおりである。提出書類の様式（日本語版、英語版）も決
定している。
表－22 TT 若手のテニュア審査の基準・方法等（案を含む）
審査基準
1．自己評価
到達目標の達成度に対する自己評価
2．研究業績
研究業績の質と量の両面から評価する。業績評価の目安は、発表論文に本プロジェクトでの研究で
あることが明記された欧文原著論文が、国際的に高い水準の雑誌に 5 編以上掲載されていること、
またその中に筆頭著者（あるいは責任著者）が 3 編以上含まれることとする。（ただし、格段に水準の
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高い雑誌に筆頭著者（あるいは責任著者）で掲載された場合にはこの限りでは無いことも有りうる。）
3．研究の自立性
①採用後の学会発表や論文投稿・発表の状況（筆頭著者あるいは責任著者としての発表状況）
②科学研究費助補助金など外部資金の獲得状況
4．リーダーシップ
①学内外の研究者ネットワークの構築（共同研究実績）
②領域ごとに定期的（4 半期に１回）に開催される学内でのセミナーや毎年１回開催される本課題全
体の公開研究成果発表会等の企画・運営
③学外（学会等）でのシンポジウムや研究会等の企画・運営
5．大学院学生への研究指導・教育力
①指導学生の国内外への学会発表や発表された学術論文の有無
②大学院における講義の評価内容（学生による授業評価）
※指導学生がいない場合は、評価の対象としない。
6．将来への展望
審査方法
１．書面審査
トロイカサポーター及び研究リーダーが IRO 特任助教作成の様式１-B（研究成果報告書）・様式 2－B
（自己評価分析表）を基に各特任助教と面談を行い所見を作成する。IRO 若手人材選考評価委員会
委員は上記の所見を基に様式 3-B（評価用審査表）を作成し、審査を行う。
※評価用審査表は、【(1)進捗状況・(2)研究業績・（3）研究の自立性・（4）リーダーシップ・（5）大学院
生の研究指導・教育力・（6）将来の展望】の 6 項目において、（1）と(2)の項目に重点を置き、総合評価
（4 段階評価： S:当初の計画以上に進捗し、極めて高く評価できる。A:当初の計画以上に進捗し、高
く評価できる。B:当初の計画通りに進捗し、大きな問題はない。C:当初の計画通りには進捗せず、や
や問題がある。）にて評点をつけるものとする。
2. ヒアリング審査
IRO 若手人材選考評価委員会委員（出席可能な学外委員を含む。）による IRO 特任助教のヒアリング
を実施する。
3.

委員会審査

IRO 若手人材選考評価委員会にて第１次：書面審査及び第２次：ヒアリング審査を踏まえて、審査結
果を取りまとめ、准教授昇任が可となった IRO 特任助教は、各部局の教員選考会議の議を経て、希
望部局に配属させる。
テニュア審査の実施（予定）年月日

平成 25 年 11 月中旬を予定

研究活動業績の項目
論文発表（欧文、邦文、その他）、国際・国内研究集会での学会等発表（口頭またはポスター）、発表会
の主催（シンポジウム、セミナー）、招待講演、受賞・表彰、知的財産権の取得状況、新聞等での報道

(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
公募要領に中間評価及びテニュア審査における評価項目を記載してあったので、応募の段階から
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IRO 特任助教はどういう項目が審査の対象となるかは充分承知していた。さらに、テニュア審査の基準を
平成 22 年度第 2 回 IRO 若手人材選考評価委員会において決定し、平成 22 年 12 月に開催した第 1 回
IR 推進機構運営教員全体会議において IRO 特任助教全員に詳細なテニュア審査基準を周知し、提出
書類の様式を提示した。テニュア・ポストとしては学長管理定員より 10 名の准教授ポストを用意しているこ
ともこの会議で IRO 特任助教に周知した。
(４) テニュア審査におけるメンター、アドバイザー等の関与状況（予定を含む）
トロイカサポーター及び研究リーダーは IRO 特任助教から提出された書類に基づいて特任助教と面談
を行い、所見を作成する。研究リーダーはオブザーバーとしてテニュア審査（ヒアリング）に出席する。
(５) 既に自機関のテニュア職に採用した TT 若手の状況
中間評価の前であり、まだテニュア職に就いた IRO 特任助教はいない。
10．テニュアポストの準備状況
テニュアポストについては、10 名分を学長管理定員で確保している。本学では、学長管理定員は国立
大学法人へ移行時の各部局の定員数等を参考に各部局に割り振って確保している。平成 25 年度に 10
名全員の IRO 特任助教がテニュア審査で基準を満たした場合は、全員をテニュア職に採用することとし
ており、また、中間評価の結果によっては 4 年目に准教授昇任を希望する IRO 特任助教が出た際の対応
も可能である。第 2 回公募により平成 24 年度に採用する予定の 3 名については、テニュア・トラック制の
学内への拡大のため、テニュアポストについては、学長管理定員ではなく、関係学部長と協議の上、関係
学部の既存の定員により確保している。医学部は全職階が任期制であるため、医学部でテニュア職（准
教授）に採用された場合は再任可の任期制が適用される。研究費は各部局での准教授としての研究費
が配分される。職務は各部局での准教授の職務に準じ、学部及び大学院の教育に携わるとともに当該部
局の管理運営業務にも従事する。
表－23 現時点でのテニュアポストの準備状況（自主的取組を含む）
実施期間中に採用を予定している TT 若手数（人） 【Ａ】
職位
振興調整費
自主経費
助教
講師
准教授
10
3
教授
実施期間終了時に用意する職位別テニュアポスト数 【Ｂ】
職位
自主経費
助教
講師
准教授
13
教授

テニュア率(％)
【Ｂの合計／Ａの合計】

100％

11．機関の人材流動性への配慮
本学おいては、医学部では宮崎医科大学時代に希望する教員と全新任教員が再任可能な任期制へ
移行し、国立大学法人となった平成 16 年度からは学長管理定員及び附属施設の全新任教員に対して、
平成 19 年度からは工学部及び農学部の助教に対して任期制を講じている。また、各学部等の教授及び
准教授の選考は、原則として公募によることとしている。さらに、全教員に対して教育・研究活動等につい
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ての評価を行っている。このようにして、機関として人材流動性に配慮している。
本課題においては、IRO 特任助教は部局に属さず、自立的環境のもとで研究に専念させ、最終年度
の評価で准教授として採用基準に達した者は本人の希望に基づいて配属を決めるなど人事の流動性を
確保している。また、平成 23 年度に大学の自主財源により女性研究者あるいは外国籍研究者を優先して
採用する第 2 回公募を行い、平成 24 年度に 3 名の採用を予定しており、これらの成果を通じて、人材の
流動性を一層促進する。
12．人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
本課題は学長の主導によりスタートしたが、当初は、学内でテニュア・トラック制そのものを充分理解し
ていない教職員もいた。しかしながら、IRO 特任助教の研究活動が本格化し、さらに広報活動などにより
学内での認知度が深まるにつれ、テニュア・トラック制が優秀な人材を確保するのに適したシステムである
ことが各部局で認識されるようになり、第 2 回公募の際には、3 学部よりテニュア・トラック制を活用したい意
向が示された。このように、人材養成システムの改革に関して当初の計画を超える進展が得られるように
なったのは、学長と IR 推進機構が緊密に連携し、下記のような PDCA サイクルが効率的に稼働するよう
になったことが大きい。
（Plan）テニュア・トラック制導入を図るため学長統括の研究組織「IR 推進機構」を発足させた。本機構
は各部局から独立した組織とし、自立性のある若手人材を育成し、融合型研究を促進する中核的役割を
担うよう図った。若手人材を育成する各種方策はＩＲ推進機構運営委員会で立案した。
（Do）本課題を進めるために必要な事項を IR 推進機構運営委員会で決定した後、ＩＲ推進機構運営担
当者会議で細部を決めて、研究環境の整備、トロイカサポーター制による助言・支援体制の確立、ＩＲＯ特
任助教間の研究交流、研究成果の内外への発信などを実施した。
（Check）平成 23 年 3 月から 4 月にかけて外部評価委員会による外部評価を実施し、本課題の中間年
度での問題点、改善すべき事項の指摘を受けた。人材養成システム改革に関しては、テニュア・トラック
制度を全学で展開する具体的な展望を早期に示すべきとの指摘があった。
（Action）外部評価委員会から受けた人材養成システム改革に関する指摘に対する改善策を学長を含
めた IR 推進機構運営委員会で検討した結果、13 ページに記載したように、第 2 回公募はテニュア・トラッ
ク制を全学で展開するための第一歩となるよう、学部とのコミットメントを強めた。さらに学長（機構長）が、
テニュア・トラック制を本学に定着させるために必要な諸規定の整備等を人事制度等委員会で検討する
よう指示するなど、人事養成システムの改革が本格的に動き出す段階となっている。
13．本課題に関する情報発信・アウトリーチ活動等の状況とその波及効果
本課題についてはホームページ（http://www.miyazaki-u.ac.jp/ir/）を作成し、事業内容、IRO 特任助
教の研究活動などを紹介している。平成 22 年 6 月にキックオフ・シンポジウムを開催し、IRO 特任助教全
員が研究発表を行った。このシンポジウムには教職員、学生、学外研究者合わせて約 150 名が参加した。
IRO 特任助教の活動状況等を学内外へ発信するため平成 22 年度にニュースレターを 2 回発行（平成 23
年度からは年 4 回の発行予定）し、学内教職員へ配付するとともに全国の関係機関へ送付した。また、本
課題の意義と実施内容について学内での理解をさらに深めることを目的として、平成 23 年 5 月 16 日～
20 日は IR Week として大学会館・生協食堂において本課題の事業内容と IRO 特任助教の研究内容をポ
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スターで発表した。大学会館を会場に選んだのはもっとも多くの学生が集まる場所であることを考慮した
ためである。このうち 2 日間は IRO 特任助教がポスターの前で説明し、質疑応答を行った。この催しには
200 名以上の教職員、学生、市民、報道関係者が参加し、IR 推進事業を学内に浸透させる効果があった。
特に、学生・大学院生に対するインパクトは大きかったと判断される。なお、この研究成果報告会は新聞
でも報道され、地域の産業に貢献するユニークな研究として紹介された。その他、IRO 特任助教が個別ま
たは連携して各種講演会、セミナー、シンポジウム等を 9 回開催しており、今後も学内外に向けて情報発
信・アウトリーチ活動を行っていく予定である。
表－24 情報発信・アウトリーチ活動等の開催件数（自主的取組を含む）
年度

イベント

広報活動

単位：件

マスコミ報道

その他

21 年度

0

3

1

0

22 年度

4

2

0

0

23 年度

7

1

1

0

(１) 構成員への説明状況
本課題提案時には学内の関係会議で報告しており、平成 21 年 5 月の科学技術振興調整費「若手研
究者の自立的環境整備促進事業」の「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」課題が採択の際には、
役員会を始めとして、教育研究評議会、部局長会議及び経営協議会などの学内関係会議等に報告し、
周知を行っている。平成 21 年 6 月 24 日及び 25 日にそれぞれ木花キャンパス及び清武キャンパスで同
プロジェクトの教職員への説明会を開催した。
その後、IRO 特任助教の活動状況はニュースレターで紹介された。さらに平成 23 年 5 月に開催した IR
Week（前述）の際に IR 推進機構は本課題の事業内容をポスターで紹介した。
(２) 構成員へのアンケート調査等による周知状況
平成 22 年後半から活発に各種の研究発表会、セミナー、講演会を開催し、ホームページやニュースレ
ターでの情報発信を行ってきたため、本課題及び各 IRO 特任助教の研究内容等は学内に浸透している
と考えている。構成員へのアンケート調査はこれまでのところ行っていないが、本課題が中間点を迎える
平成 23 年度にはアンケートを行い、学内への本課題の浸透状況、本課題への評価・期待、将来の人事
制度に関する意見などを調査する予定である。
(３) 機関内外への波及効果等
本課題の成果が現れるにつれて本課題に対する評価は高まっていると考える。特に、平成 23 年度に
実施する第 2 回公募に関して学長が各学部長と協議した結果、3 学部から 5 分野でテニュア・トラック教員
を採用したいとの希望が示された。残りの 1 学部（教育文化学部）においては改組検討中のため今回は
見送らざるをえなかったが、大きな関心を示している。このことは本課題の実施により、テニュア・トラック制
度を全学的に展開するための充分な下地ができあがってきたことを示唆している。また、ニュースレターを
学外関係機関に送付しているが、他大学から本課題の実施状況調査のための来学や新聞社からの問い
合わせなど、学外に対しても波及効果が生じている。
14．資金活用実績及び実施期間終了までの資金計画
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平成 21 年度に採用した 10 名の IRO 特任助教の人件費、研究費は主に振興調整費で賄っているが、
その他に戦略重点経費（学長裁量経費）から毎年特任助教 1 名あたり 100 万円の研究費を補助している。
平成 24 年度に採用する予定の 3 名のテニュア・トラック助教については人件費、研究費ともに自主経費を
充当することとなっている。これまでの資金活用実績及び今後の実施期間終了までの資金計画は表-25
のとおりである。
表－25 資金活用実績及び実施期間終了までの資金計画
振興調整費(百万円)
自主経費(百万円)
12.1 (TT 若手：10 名
0 (TT 若手：0 名
人件費
その他：17 名)
その他：0 名)
１年目
研究費
90.0
10.0
（21 年度）
その他の経費
62.3
0
93.2 (TT 若手：10 名
0 (TT 若手：0 名
人件費
その他：14 名)
その他：0 名)
２年目
研究費
55.0
10.0
（22 年度）
その他の経費
51.1
0
93.6(TT 若手：10 名
0 (TT 若手：0 名
人件費
その他：10 名)
その他：0 名)
３年目
研究費
40.0
10.0
（23 年度）
その他の経費
32.1
0
93.6 (TT 若手：10 名
18.9 (TT 若手：3 名
人件費
その他：10
名)
その他：0 名)
４年目
研究費
40.0
28.0
（24 年度）
その他の経費
16.2
0
93.6 (TT 若手：10 名
18.9 (TT 若手：3 名
人件費
その他：10 名)
その他：0 名)
５年目
研究費
40.0
16.0
(25 年度)
その他の経費
16.2
0
注１) 平成 21 年度は決算額、平成 22 年度は執行額、平成 23 年度は予算額、平成 24 度、
平成 25 年度は「Ⅱ．所要経費」に示した額を記入して下さい。
注２) 年度途中転出・辞職等による補充者は人数に追加しないで下さい。
15．総括責任者のリーダーシップ
本課題は、住吉前学長のリーダーシップにより立案し提案したものである。本課題採択後、速やかに学
長統括の IR 推進機構を立ち上げ、学長自らが機構長となり、現学長である当時の副学長（研究・企画担
当）や研究リーダーを始めとしたメンバーによる本課題の実施・運営体制を確立した。平成 21 年 10 月に
現在の菅沼学長に交代したが、本課題立案時から副学長（研究・企画担当）として中心的に関わっており、
引き続き、学長として強いリーダーシップを発揮して本課題を牽引している。また、学長は IRO 若手人材
選考評価委員会の委員長でもあり、今後のテニュア・ポスト審査においても准教授昇任審査及び学部配
属は学長のリーダーシップの下で行われることとなる。更に、テニュア・トラック制度を今後、全学的に展開
する上でも主導的役割を果たしている。
(１) 国際公募
優秀な若手研究者を採用するため、国際公募は必須であり、そのため、住吉前学長は平成 21 年 5 月
の役員会（戦略会議）において、国際公募を実施することを説明し、了承された。その後、学内関係会議
等での報告も行い、それを踏まえて、平成 21 年 7 月に開催の第 1 回 IR 推進機構運営委員会において
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学長管理定員を 10 名分確保した上で、国際公募の方針及び全体的な計画を審議し、募集分野、応募
資格、研究費、研究環境、研究支援体制及び給与等の雇用条件等を決定した。
(２) 選考・採用
学長を委員長とする IRO 若手人材選考評価委員会を平成 21 年 10 月から 12 月の間に 3 回開催し、
IRO 特任助教選考のスケジュール及び審査方法を決定するとともに、一次選考（書類審査）及び二次選
考（面接審査）によって 10 名の IRO 特任助教を採用した。審査方法の決定や選考審査において、学長は
選考評価委員会の委員長として委員会を主導した。また平成 23 年度第 2 回 IRO 若手人材選考評価委
員会において第 2 回公募を行うことを決定したが、学長が関係学部長と協議・意見交換した結果、3 学部
から 5 分野のテニュア・トラック制によるポストの公募提案があった。その後、平成 23 年度第 3 回 IR 推進
機構運営委員会において第 2 回公募では当初予定の 2 名を 1 名増やして 3 名公募することとした。この
ためには、当初に予定した以上の自主経費を確保する必要があるが、この決定は学長のリーダーシップ
により可能となったものである。
（3） TT 若手の研究環境の整備
平成 21 年度の第 1 回 IR 推進機構運営委員会において、IRO 特任助教の研究スペース、支援体制、
トロイカサポーター制度等の研究環境の整備内容を決定した。それに基づき、学長から各学部長等へ全
学的な施設の有効活用の検討を依頼し、採用する IRO 特任助教 10 名分の研究スペースを確保した。ま
た、その研究スペースについては、学長自らが現場を視察し、整備状況を確認した。
（4） TT 若手の育成施策
平成 21 年度第 1 回 IR 推進機構運営委員会において研究リーダー、IRO 特任助教の年俸、スタートア
ップ経費、年間研究費、外国旅費を決定した。検討に当たっては、学長のリーダーシップの下、大学とし
て研究支援体制や雇用条件が決定された。また、学長はこれまで開催されたキックオフ・シンポジウムや
4 分野合同セミナー、交流会等に出席し、IRO 特任助教全員の研究発表を聞き、積極的に質問をし、助
言を与えている。
（5） 機関としての TT 若手支援体制
学長は、本課題を推進し、IRO 特任助教を支援する事務支援組織として IR 推進オフィスを設置し、事
務室を確保するとともに、スタッフを配置した。IR 推進オフィスのスタッフは、発足当時は研究員 2 名と事
務職員 2 名であったが、より機能的な組織とするため学長の主導により平成 23 年度からは特任教授 1 名、
教務職員 1 名、事務職員 2 名の組織に改編した。IR 推進オフィスには、外国人研究者の採用を念頭に、
英語でのコミュニュケーションが堪能なスタッフを採用した。この他、学長の方針に基づき、学内共同利用
施設の機器の利用や年俸制による処遇という弾力的な給与制度の導入などを講じている。
（6） TT 若手及び研究支援員（ポストドクター）等のキャリアパス支援
学長は学長管理定員 10 名分を確保するとともに、平成 22 年 9 月 9 日開催の部局長会議及び同年 9
月 22 日開催の教育研究評議会等において、若手研究リーダー育成モデルで雇用した 10 名の IRO 特任
助教がテニュア昇進する際の准教授ポストを学長管理定員で対応することを決定事項として説明してい
る。なお、研究支援員（ポストドクター）は採用していないため、本学では該当しない。
（7） 年次評価の体制、基準・方法、結果、メンターの関与
学長の意向を踏まえ、平成 22 年度の IR 推進機構運営委員会で年次評価の体制、基準・方法を決定
した。また、メンターとしてトロイカサポーター制を取り入れることも学長の了承の下で行われており、要項
41

等は学長決定により制定している。
（8） 中間評価の体制、基準・方法、メンターの関与
中間評価の審査体制、審査基準、評価の様式、審査方法については、学長を委員長とする IRO 若手
人材選考評価委員会において決定した。メンター（トロイカサポーター）は学長から委嘱が行われた。
（9） テニュア審査の体制、基準・方法
テニュア審査の審査体制、審査基準、評価の様式、審査方法は学長を委員長とする IRO 若手人材選
考評価委員会において決定した。中間評価やテニュア審査におけるヒアリングは IRO 若手人材選考評価
委員が行うが、研究リーダーはオブザーバーとして陪席できることとした。
（10） テニュアポストの準備状況
第１回公募で採用された 10 名の特任助教のテニュア・ポスト（准教授）については、学長が学長管理定
員 10 名分を確保しており、前述のように学内関係会議等で報告している。
（11） 機関の人材流動性への配慮
学長管理定員について、全て任期制を取っている。本学での教員人事は、原則、公募によることとして
いるが、各学部等が人事を行うに当たっては、学部長等が学長と協議し、学長が了承した場合にのみ教
員人事を行うこととしている。さらに、全教員に対して教育・研究活動等についての評価を行っている。本
課題においては、国際公募により国内外から優秀な若手教員を採用するよう取り組んでおり、大学の自
主財源により女性研究者あるいは外国籍研究者を優先して 3 名の第 2 回公募を行い、平成 24 年度に採
用を予定しているが、学長が各学部長と協議の上公募分野等を決定しており、当初予定を上回る自主経
費も学長主導で確保を予定している。
（12） 人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
テニュア・トラック制導入を図るため学長統括の研究組織「IR 推進機構」を発足させた。学長はテニュ
ア・トラック教員を選考・採用する IRO 若手人材選考評価委員会の委員長であり、本課題の実施計画立
案を行う IR 推進機構運営委員会に機構長として出席している。IR 推進機構運営委員会での学長を中心
とした議論の中で、計画を実行する IR 推進機構運営担当者会議、チェック機関としての外部評価委員会
を設置することを決定した。このように学長は本学における人材養成システム改革の構想と PDCA サイク
ルの確立に深く関わっている。
（13） 本構想に対する情報発信・アウトリーチ活動等の状況とその波及効果
平成 21 年 8 月、本課題発足にあたって菅沼副学長(現学長)は宮崎県庁で記者会見を行い、本課題に
ついて説明を行い、このことは新聞等で報道された。学長はニュースレターへの寄稿、キックオフ・シンポ
ジウムへの参加など、積極的に情報発信・アウトリーチ活動に関与している。また、宮崎県議会で宮崎県
の教育・研究基盤の充実について質疑があり、その際、宮崎県当局者からの答弁において、若手研究者
の育成が重要であり、宮崎大学で本課題により 10 名の若手研究者を育成する事業を行っている旨説明
がなされており、宮崎県における重要な取組であると認識されている。
（14） 資金活用実績及び実施期間終了までの資金計画
本課題開始以来、毎年度、大学自主経費である戦略重点経費(学長裁量経費)から IRO 特任助教一人当
あたり 100 万円、計 1,000 万円の研究費を確保している。その他、研究室の改修費も一部学長裁量経費
を充当した。平成 24 年度には、3 名のテニュア・トラック教員の採用を予定しているが、この 3 名にかかる
人件費及び研究費は学長の指示により大学自主経費(学長裁量経費)から捻出する計画としている。
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Ⅵ．今後の人材養成システム改革の計画
１．実施期間終了時の達成目標
ミッションステーメントにおいては、所定の中間評価及びテニュア審査を経て、採用した IRO 特任助教
10 名全員を希望する学部等の准教授に昇任させることを目標とした。設定した評価項目は IRO 特任助教
に周知しており、当初計画通り事業が進捗している。また、5 年目までにテニュア・トラック制の導入に伴う
学内制度の不備等について改善することとしていたが、平成 24 年度には理系 3 学部で学長管理定員を
利用しない形でのテニュア・トラック教員を採用することとなった。こうした当初の計画を上回る進捗状況を
踏まえ、平成 23 年 7 月の役員会において学長から本学教員人事制度について検討を進めていきたい旨
提案があり了承された。このことを受けて人事制度等委員会ではテニュア・トラック制を含め人材養成シス
テムの在り方などについて検討を進めていくこととなっている。なお、平成 24 年度採用のテニュア・トラック
教員の公募に当たっては、外部評価委員会の指摘も勘案した上で、これまでの本課題の全体的な実施
状況や各 IRO 特任助教の研究活動を踏まえ、公募内容の見直しを行った。
２．実施期間終了後の人材養成システム改革の構想
（１） 機関に定着することを計画しているテニュア・トラック制
［テニュア・トラック制導入に向けての機関の方針］
本課題によるテニュア・トラック制は、提案時及び採択後も学内関係会議で報告・了承された上で実施
してきたが、平成 23 年度の第 2 回公募に当たって、改めて学長が各学部長と協議し、今後の方針を確認
した。その結果、当初計画を早めて学部でのテニュア・トラック制を取り入れるともに、自主経費による採
用予定数も 1 名増の 3 名とし理系 3 学部へ拡大が図られた。このことを踏まえ平成 23 年 7 月の役員会に
おいてこの方針を確認するとともに、本学人事制度の在り方について検討を開始することとしており、機関
の方針は確立されている。
テニュア・トラック制による教員採用については、学長以下執行部と各学部が連携・協力して実施して
いく予定である。そのため、教員選考審査組織として学外委員を含むテニュア・トラック教員選考評価委
員会、また運営組織としてテニュア・トラック制度運営推進委員会（仮称）を立ち上げる予定である。
［導入を計画しているテニュア・トラック制の内容］
本課題提案書の「機関全体としての将来的な構想」に記載の通り、優秀な若手教員確保のため、本学
の教員人事は、国際公募による選考審査を通じてテニュア・トラック教員を採用し、テニュア・トラック期間
中に中間評価を実施し、5 年目のテニュア審査に基づき、テニュア職に採用する人事制度を全学的に構
築する。なお、任期制（再任可）をとっている学部等では、当該任期制と組み合わせた人事システムとす
る。また、地方中規模大学である本学の教員は、研究活動とともに学部教育や大学院生の指導にも携わ
ることとなる。そのため、テニュア・トラック期間中には、研究実績を上げることを重視するが、教育活動にも
関わり、教育能力も身に付くような内容とする。このことは、大学自主経費による第 2 回公募において反映
させている。
［導入を計画しているテニュア・トラック制の適用範囲（適用する部局等）］
原則として、全部局での適用を計画している。具体的には、平成 23 年 7 月の役員会の審議に基づく人
事制度等委員会における検討において、各部局と協議する予定である。なお、平成 23 年度からの 8 年間
において、約 120 名の教員が定年退職予定となっており、これら教員を補充する過程で順次テニュア・ト
ラック制を導入していく予定である。
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［導入を計画しているテニュア・トラック制の適用規模（機関全体での適用人数等）］
現在採用済みの IRO 特任助教 10 名及び平成 24 年度採用予定のテニュア・トラック教員 3 名は、本学
理系 3 学部を中心として配属されると考えている。本課題期間終了後については、表－26 に示すように、
本学の基盤となる 4 学部において年度平均１人の採用を見込んでおり、全学に拡大・適用することを計画
している。
［テニュア・トラック制導入に向けた今後の課題］
現在、国立大学を取り巻く環境は年々厳しくなっており、特に基盤的予算である運営費交付金の削減
が大学運営上の大きな課題である。本学は宮崎県における唯一の国立大学であり、本県の教育・研究・
地域貢献において中核的な役割を担っているが、運営費交付金の削減は、教員も含め定員削減を行わ
なければならない状況になっており、テニュア・トラック教員に係る人件費及び研究費の確保に影響を及
ぼす恐れがある。
表－26 実施期間終了後に計画しているテニュア・トラック制
テニュア・トラック
導入予定部局

Ａ：年度平均
新規採用人数
(准教授以下)
（人）

Ｂ：テニュア・トラ
ック教員新規採
用計画
（年度平均，人）

Ｂ／Ａ
テニュア・トラック
教員率
（％）

教育文化系

3（3）

1

33

医学系

6（6）

1

17

工学系

3（2）

1

33

農学系

3（2）

1

33

その他

0（0）

0

0

機関合計

15（13）

4

27

資金計画
人件費：部局定員
研究費：全学及び部局
の経費
人件費：部局定員
研究費：全学及び部局
の経費
人件費：部局定員
研究費：全学及び部局
の経費
人件費：部局定員
研究費：全学及び部局
の経費

(２) 実施期間終了後の人事制度
前述の通り、平成 23 年 7 月の役員会の了承に基づき、本学教員人事制度の在り方について検討を開
始することとしているが、本課題提案書記載の通り、優秀な若手教員確保のため、本学の教員人事は、
国際公募、テニュア・トラック制による採用、5 年目のテニュア審査に基づきテニュア職に昇任させる人事
制度を全学的に構築する予定である。なお、各学部や分野によって准教授や助教の在り方が異なるが、
学部・分野の特徴に応じて教育・研究活動を実施していけるよう制度設計を図ることとする。
(３) 実施期間終了後の人材養成システム改革の方向性
上記（２）記載の通り実施期間終了後の人事制度改革を計画しているが、時代の要請や社会状況の変
化に柔軟に対応して、必要な措置を講じていく予定である。
(４) 実施期間終了後の人材養成システム改革推進における課題
前述の通り、国立大学の基盤となる予算である運営費交付金の削減は、教員も含めた定員削減といっ
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た影響が生じている。このことは、テニュア・トラック教員の採用についても同様であり、人材養成システム
の改革を推進していく上で大きな障害となる恐れがある。
３．実施期間終了後の資金計画
現時点で実施期間終了後のテニュア・トラック教員については、表－26 に示したように、4 学部で毎年
度平均各１名を見込んでいるが、その際に必要となる人件費及び研究費等は大学自主財源で確保して
いくこととしており、表－27 に示すとおりの予算を確保する予定としている。なお、平成 23 年度からの 8 年
間において、約 120 名の教員が定年退職予定となっており、人件費のシミュレーション上は十分確保でき
ると判断している。
表－27 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年目
（28 年度）
9 年目
（29 年度）

運営費交付金(百万円)

その他(百万円)

人件費

49

0

研究費
その他の経費
人件費
研究費
その他の経費
人件費
研究費
その他の経費
人件費
研究費
その他の経費

16
8
77
17
8
105
21
8
112
22
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

※平成 26 年以降はテニュア・トラック教員を毎年 4 名採用する予定で計算しているが、テニュア・トラ
ック教員の採用人数が増えた場合は資金が増加する。
４．実施期間終了後の継続性に関する機関の長のコミットメント
本学では学長のリーダーシップの下、本課題を提案し、採択後は学長が統括して進めてきた。本課題
期間終了後の展開についても、学長の発議により役員会での了承を得た上で、テニュア・トラック制を継
続するなど本学教員人事制度の検討を進めている。このように、本学の人材養成システム改革の継続と、
そのための資金確保は、学長のリーダーシップの下で行われる。
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参考１ 「中期目標・中期計画」等における“若手研究者の採用・育成”、“テニュア・トラック制の導入”、
“機関の人材養成システム改革（人事システム改革等）”等に関連する記載状況
中期目標
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標
１）基礎・基盤研究を推進し、地域から世界へ発信できる特色ある学術研究を推進する。
中期計画
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
２ 研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置
１）基礎・基盤研究を充実するための具体的方策
① 若手・女性研究者の研究、萌芽的研究を推進する。
２）特色ある研究を推進するための具体的方策
① 大学の研究戦略に基づき、特色ある研究を推進する。
中期目標
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標
１ 組織運営の改善に関する目標
１）教職員の創意工夫を引き出し、教育研究活動を効果的且つ効率的に支援する。
２）教育研究組織を見直し、改善を図る。
３）教職員の人事制度の適正化を推進する。
中期計画
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置
１）運営組織の改善・効率化を図るための具体的方策
① 運営組織の業務分担等の点検・改善を行い、効果的・機動的な組織運営を行う。
２）全学的視点からの戦略的な学内資源配分を図るための具体的方策
① 学長のリーダーシップによる予算、人的・物的資源の戦略的な運用を進める。
３）教育研究組織を見直し、改善を図るための具体的方策
① 学問の進展や社会のニーズ等を調査・分析し、教育研究組織の見直しを進める。
４）人事制度の改善を推進するための具体的方策
① 教職員の業務評価方法を検証し、改善する。
② 適格な評価に基づくインセンティブの付与による人事制度を推進する。
③ 全学的な観点から学部・研究科等の教職員人事を行う制度を推進する。
中期目標
Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
中期計画
Ⅹ その他
２．人事に関する計画
（１）人事制度の改善を推進する。
・教職員の業務評価方法を検証し、改善する。
・適格な評価に基づくインセンティブの付与による人事制度を推進する。
・全学的な観点から学部・研究科等の教職員人事を行う制度を推進する。
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参考２-1 平成 21 年度第１回目（通算第１回目）国際公募要領（和文及び英文）
文部科学省科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進事業」

宮崎大学
「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」特任助教公募

募集案内
●概 要
国立大学法人宮崎大学は医学部、農学部、工学部及び教育文化学部を有し、「生命科学に特色を持
つ大学の創造」の理念を掲げ、地域貢献を果たすと同時に世界レベルの研究拠点形成を目指していま
す。
本学では、平成２１年度文部科学省科学技術振興調整費の日本型テニュア・トラック制度事業（若手研
究者の自立的研究環境整備促進）による「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」事業を本年度から
実施します。本事業実施にあたり、平成２１年度は、学部の垣根を越えた以下の４つの融合型研究分野
で活躍できる若手研究者を募集し、１０名のIRO特任助教（以下、特任助教）を採用します。選考にあたっ
ては、研究業績が同等レベルであれば女性研究者及び外国在住研究者（外国籍を含む）を優先的に採
用します。
採用された特任助教には、研究費と独立して研究に専念できる環境が確保され、本学の重点研究分
野である当該４分野において、自由な発想に基づいて効率的に自己の研究テーマを発展させることを期
待します。５年間の任期中に優れた業績を上げ、任期終了時の最終評価において、本学の教員採用基
準に達したと判断された特任助教には、任期終了後に本学各学部・センターの准教授（任期制・再任可）
への昇進が認められます。

※IRO：Interdisciplinary Research Organization
●公募要領
１ 募集分野及び募集人員
(1) 以下の融合型重点研究分野で計１０名の特任助教を国際公募します。
Ⅰ ゲノム解析を基盤とした病原性及び有用微生物研究（人獣共通感染症を含む）
Ⅱ 新規生理活性ペプチドの探索・基礎研究及び臨床応用
Ⅲ バイオマス・エネルギー資源変換の基礎研究及び実用化
Ⅳ 高品質な農水畜産物の生産及び機能性食品の開発
各分野毎の採用数は応募の状況を勘案して決定しますが、各分野２名～３名の採用を予定し
ています。
(2) 各研究分野で指導的立場となる研究リーダーと当該分野の研究内容は以下のとおりです。
[研究分野 Ⅰ]
研究リーダー：林哲也教授、フロンティア科学実験総合センター
研究分野の概要：ゲノム解析を基盤として、人獣共通感染症を含む各種感染症の原因となる病
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原微生物、様々な産業に利用される有用微生物の研究を行います。有用微生物には、環境汚
染のモニタリングや環境浄化などへの応用が可能な環境微生物も含まれます。また、バイオイン
フォマティクスを専門とする研究者の応募も歓迎します。
[研究分野 Ⅱ]
研究リーダー：村上昇教授、農学部獣医学科
研究分野の概要：生体内の新たな生理活性ペプチド探索（新規ペプチドを標的とした探索研究
あるいは新規の受容体の探索研究）、あるいは新規ペプチドや近年発見されたペプチドの基礎
的な機能解析研究あるいは応用的研究に従事する研究者を募集します。応用的研究とは、新規
ペプチドを用いたトランスレーショナルリサーチや臨床研究を示します。なお、新規ペプチド探索
の対象動物種は問いませんが、できれば哺乳動物に繋がることが望ましいです。
[研究分野 Ⅲ]
研究リーダー：馬場由成教授、工学部物質環境化学科
研究分野の概要：バイオマス・エネルギー資源の有効利用として、光触媒を利用したエタノール
の生成、廃棄物処理、環境保全型リサイクル技術開発（希少金属元素の回収や有害金属の除去
など）の研究を行います。また、太陽光発電、燃料電池等のエネルギー変換とこれらのエネルギ
ー貯蔵に関する基礎研究と実用化の研究も含まれます。
[研究分野 Ⅳ]
研究リーダー：國武久登教授、農学部応用生物科学科
研究分野の概要：安全、かつ高品質な農水畜産物の生産技術の開発につながる研究を実施し
ます。また、多様な生物遺伝資源を探索、保存し、先端科学技術を利用した生物の遺伝的改良
や評価に関する研究を行います。さらに、細胞培養実験及び動物試験を含めた食品の機能性の
評価や新規機能性物質の探索・同定を行い、生活習慣病等を予防できる機能性食品の開発を
目指した食と健康に関連する基盤研究を実施します。
２ 応募資格
(1) 大学，公的研究機関，企業等において、上記の研究分野あるいはそれに関連した研究分野にお
いて研究に従事しているか、またはその経験を有する若手研究者で、自立して研究を行う能力を
有し、かつ上記の研究分野で独創的かつ革新的な研究を推進する強い意欲を持つ者。原則とし
て、関連研究分野の博士号取得後３年～１０年の研究歴を有する者とし、応募時において４０歳未
満であることが望ましい。国籍は問わない。
(2) 日本語能力の有無は問わないが、英語でのコミュニケーション能力を持つこと。
(3) 選考に当たっては、研究業績等が同等レベルであれば、女性研究者または海外在住研究者（日
本国籍・外国籍を問わない）の採用を優先する。
３ 研究費、研究環境及び研究支援体制
採用された特任助教が独立して研究することを可能にするため、以下のような研究費、研究環境及び
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研究支援体制が提供されます。


研究費
(1) 研究の立ち上げのためのスタートアップ研究費：500万円（初年度のみ）
(2) 研究費：500万円／年 (旅費を含む)



研究環境
(1) 独立した研究組織（IR推進機構：Interdisciplinary Research Organization）
に所属し研究スペースを措置するとともに、大学内の管理運営等の業務免除
（ただし教育能力を培うため大学院生指導には従事する）
(2) 各特任助教へ1名の研究補助員の配置
(3) 指導を希望する大学院学生がいる場合は、当該大学院生の配属
(4) トロイカサポーター（学内教員2名及び海外研究者1名）による指導・助言体制
(5) 国際的な研究者ネットワークづくりのための関連国際学会への参加、海外指導者の
研究室への短期訪問
(6) 採用後2年目以降に最大6カ月程度の海外研究（原則として、海外留学等の経験の
ない者を対象とし、海外から応募して採用された者を除く）



研究支援体制
(1) 女性研究者に対しては、本学が実施している「女性研究者支援モデル育成事業」による支援
(2) 外国人研究者に対しては、英語の堪能な職員を配置したIR推進オフィス及び国際連携センター
からの支援

４ 雇用条件
(1) 給与等：本学規定により支給する。健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出
金、雇用保険、労働災害保険について法律に応じた率で個人から控除、事業主が負担します。
(2) 任 期：平成21年12月（予定）～ 平成26年3月
（3）業績評価：任期3年目（平成23年度）に研究の進捗状況等についての中間評価を行い、5年目（平
成25年度）に到達目標の達成度や研究業績等についての最終評価を行う。最終評価において、
「5年間の任期中に優れた業績を上げ、本学の教員採用基準を満たす」と判断された者は、本学
各学部・センターの准教授（任期制・再任可）に採用する。また、3年目の中間評価において、極
めて優れた業績を上げ、既に本学の教員採用基準を満たすと判断された場合には、4年目に本
学各学部・センターの准教授（任期制・再任可）に採用することもありうる。
(4) 中間評価項目：(a)採用時に本人が設定した到達目標の達成度に対する自己評価、(b)リーダーシ
ップ（研究ネットワークの形成を含む）、(c)研究の自立性（外部資金の獲得状況
を含む）、(d)研究業績、(e)大学院学生への研究指導・教育力
最終評価項目：(a)～(e)の項目に対する中間評価後の進捗・改善状況、及び(f)将来への展望
５ 提出書類
(1)応募申請書
日本語または英語の様式をダウンロード(www.miyazaki-u.ac.jp/ir/)し，必要事項を記入する。
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(2) 業績リスト(査読のある専門誌に発表した原著論文，総説，著書，学会発表、その他)
著者名、論文名、掲載誌名、巻、最初と最後の頁数、発表年（西暦）等を記入する。
原著論文については、応募者には下線を、コレスポンディングオーサーには*印を、提出する主要
論文５編の頭には○印を付けること。
学会発表については、国際学会発表、招待演者やシンポジストとして発表したものを中心に、主
なものを記載。
(3) 獲得した外部研究費（科学研究費補助金等）、受賞（学会賞等）、特許などのリスト。外部研究費
については、研究代表者・研究分担者の区別を明記。
(4) これまでの研究概要
主要論文との関係が分かるように記載すること。また応募者が主要論文の筆頭著者あるいはコレス
ポンディングオーサーでない場合は、応募者の果たした役割が分かるように記載すること。
(5) 本学における研究計画及び５年後の到達目標
(6) 主要論文別刷（5編以内）
(7) 推薦状（2名分）
記載様式： 別紙様式に10.5ポイントの文字で記載すること。(4)～(5)については、図を含め各２枚以内
が望ましい。
６ 応募方法
「提出書類」の(1)～(6)の書類をそれぞれＰＤＦファイルにしたものを電子メールに添付の上、下記提出
先のE-mailアドレスにお送りください。その際、電子メールの件名に「特任助教応募 研究分野（番
号）」を明記してください（例：「特任助教応募 研究分野Ｉ」）。応募後７日以内に電子メールの受理通
知が届かない場合はお問い合せください。
「提出書類」(7)の推薦状は下記提出先の住所に郵送してください。受理後７日以内に受理通知を電子
メールで送ります。
応募に関する個人情報は、個人情報保護法ならびに本学規定に基づいて適切に取り扱いますが、選
考上必要な範囲において照会等を行う場合がありますので、ご了承の上応募してください。なお応募
書類は返却しませんので、予めご了承願います。
７ 選考スケジュール
(1) 応募締切
電子メールによる書類(1)～(6)の提出：平成21年9月30日 午後5時（日本時間）
郵送による推薦状(7)の提出：平成21年10月7日
(2) 一次選考：平成21年10月下旬 書面審査
(3) 二次選考：平成21年11月上旬 セミナー、面接審査（旅費の一部を支給します）
(4) 最終決定：平成21年11月下旬
(5) 着任時期：平成21年12月上旬以降、できるだけ早い時期
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８ 提出先及び問い合わせ先（問い合わせは原則として電子メールでお願いします）
宮崎大学学術研究協力部研究協力課IR推進オフィス
担当: 中治十成 （日本語による問い合わせ）
赤木真由美（英語・日本語による問い合わせ）
住所：〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西１－１
TEL: 0985-58-7859
FAX: 0985-58-7860
E-mail: iroffice@ of.miyazaki-u.ac.jp
※なお、問い合わせへの回答は平日のみとなります。土曜日、日曜日、祝日及び8月
12日～14日（大学休業日）の回答はできませんので、ご了承ください。
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（第１回国際公募 英文公募要領）

University of Miyazaki
“Model Program for Young Principal Investigators”
Supported by the Special Coordination Fund for Promoting Science and Technology
of the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology

Call to apply for assistant professor positions for the program


General Information

The University of Miyazaki, one of the National University Corporations in Japan, consists of four
faculties: Education and Culture, Medicine, Engineering, and Agriculture.

Following the motto, "Look

at the world, Start with the community", we are aiming for a world-class research institution in the fields
of both Life Science and EnvIROnmental Science, as well as contributions to the development of
communities in the Miyazaki area in Japan.
Our university has commenced the “Model Program for Young Principle Investigators”, supported by
the Special Coordination Fund for Promoting Science and Technology of the Japanese Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology in Fiscal Year 2009 (FY 2009). We are seeking
outstanding young researchers who are able to develop creative research programs in the four
interdisciplinary research areas described below. In FY 2009, we offer 10 assistant professor positions
that belong to the Interdisciplinary Research Organization (IRO assistant professor).

As a part of the

application process, female applicants and/or applicants currently residing outside Japan (both Japanese
and foreign nationals) will be preferentially appointed if their research accomplishments are at the same
level as those of the other applicants.
Research funds and independent research envIROnments will be provided to successful applicants.
Successful applicants are expected to effectively and flexibly develop their research in each research area
during a 5 year term.

Appointed IRO assistant professors achieving excellent performance during their

terms of employment will be promoted to associate professor positions in related departments or research
centers of the university through final evaluations at the end of their terms of appointment. Associate
professor positions have fixed employment terms but reappointment is possible.


Application Guidelines

1. Number of positions and research areas
(1) A total of 10 IRO assistant professor positions are available in the following interdisciplinary research
areas.
I.

Research into pathogenic and industrially important microorganisms based on genome analysis.

II.

Searches, basic research, and clinical applications for novel bioactive peptides.

III. Fundamental research and practical applications for biomass/energy resource conversion.
IV. Production of high-quality agricultural, marine, and livestock products, and development of
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functional foods.
Each area will have 2-3 positions, depending on the applications submitted.
(2) Research leaders and summaries of the research areas are as follows. Each research leader will
mentor the successful applicants in the corresponding field.
I.

Professor Tetsuya Hayashi
Frontier Science Research Center
(Summary)
We will promote basic and applied research into microorganisms which cause infectious diseases
including zoonoses and those utilized for various industrial applications based on genome
analysis of these microbes. Microorganisms that are applicable to envIROnmental pollution
monitoring and innovations of environmentally friendly technologies could also be research
subjects. The participation of bioinformaticists in this project is also encouraged.

II.

Professor Noboru Murakami
Department of Veterinary Sciences, Faculty of Agriculture
(Summary)
We are seeking researchers who are involved in searches for novel bioactive peptides or
receptors in living organisms, as well as basic and applied research into novel or recently
discovered peptides. Basic or applied research includes functional analysis, translational
research and clinical studies, etc. Although any animal species can be used as a subject for
novel peptide and receptor searches, it is desirable to make a connection to mammalian
research in the future.

III. Professor Yoshinari Baba
Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering
(Summary)
Our research is directed towards the efficient use of biomass/energy resources. This involves
research into ethanol production using photocatalysts as well as waste disposal, and the
development of recycling technologies designed for environmental preservation, such as those
involving the recovery of rare metals and the removal of hazardous metals. We also conduct
fundamental and applied research into energy conversion and storage including photovoltaic
power generation and fuel cells.
IV. Professor Hisato Kunitake
Department of Biochemistry and Applied Bioscience, Faculty of Agriculture
(Summary)
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This area covers the following research fields:
(a) Technology development for the production of safe and high-quality agricultural, marine, and
livestock products.
(b) Searches for various biological genetic resources, their conservation, and the genetic
improvement and evaluation of biological materials using state-of-the-art science and
technology.
(c) Evaluations of functional foods through in vitro and in vivo studies, and searches
for/identification of new functional ingredients.
(d) Basic research into foods and health in order to develop functional foods which can prevent
lifestyle diseases.
2. Qualifications
(1) Applicants should have research experience in the above-mentioned research areas or related fields.
In addition, applicants should be able to work independently and be highly motivated in their pursuit
of original and innovative research in their area of interest. In general, applicants should have a
Ph.D. in a related research field (awarded within the past 3 to 10 years) and be younger than 40
years old at the time of application. Applicants of any nationalities are encouraged to apply.
(2) Applicants are expected to be able to communicate in English.
(3) As a part of the application process, female applicants and/or applicants currently residing outside
Japan (both Japanese and foreign nationals) will be preferentially appointed if they have the same
level of research accomplishments as those of the other applicants.
3. Research funds and environments, and other support systems
To enable the appointed assistant professors to focus on their independent research, funds, research
environments and support systems will be provided as follows:


Research funds
(1) Start-up fund provided for the first year：5 million yen per person
(2) Research fund：5 million yen per year (Travel expenses will be covered by this fund.)



Research environments
(1) The appointed IRO assistant professors will be members of the "Interdisciplinary Research
Organization", which is an independent entity within the University of Miyazaki. Therefore, they
will have their own research space and will be exempted from activities related to the
administration and management of the university. However, they will be involved in the
supervision of graduate students in order to gain teaching skills.
(2) One research technician will be assigned to each IRO assistant professor.
(3) Graduate student(s) will be assigned if they wish to be supervised by an IRO assistant professor.
(4) Mentoring by “troika supporters”, consisting of two persons selected from faculty members from
our university and one researcher outside Japan.
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(5) Participation in related international meetings and short-term visits to the mentor outside Japan
will be supported by this program for international research networking.
(6) Opportunities to undertake research outside Japan for 6 months or less will be provided to IRO
assistant professors without research experience outside Japan from the second year of the 5 year
employment term.


Other support systems
(1) Female IRO assistant professors will be supported by the university under the “Support Programs
for Women in the Sciences”.
(2) Non-Japanese IRO assistant professors will be supported by the Global Support Office of the
Center for International Relations and Interdisciplinary Research Organization Office, which have
coordinators proficient in English.

4. Salary and other conditions
(1) Salaries will be provided based on the salary system of the University of Miyazaki.
Health insurance, long term care insurance, employee pensions, child benefits, employment
insurance and occupational injury insurance will be paid by the University of Miyazaki and individual
employees in accordance with relevant Japanese laws.
(2) Term of employment: December, 2009 (scheduled) – March, 2014
(3) Evaluations: Research progress will be evaluated in the third year of the term (the interim evaluation
during FY 2011), and research accomplishments toward goals will be evaluated in the fifth year (the
final evaluation in FY 2013). IRO assistant professors with excellent scientific achievements which
are recognized as being sufficient to meet the employment standards of an associate professor of the
university in the final evaluation will be promoted to associate professor positions (fixed terms with
possible reappointments) in related departments or research centers of the university. If the
interim evaluation assesses the research progress of IRO assistant professors as excellent, the
university may offer associate professor positions (fixed terms with possible reappointments) in the
fourth year of the term.
(4) Interim evaluation criteria: (a) self evaluation of accomplishments toward goals established at the
time of appointment, (b) leadership and research networking, (c) independence including the status
of funding from sources outside the university, (d) publication records, and (e) teaching skills for
graduate students.

Final evaluation criteria: Progress/improvement after the interim evaluation of (a)-(e), and (f) future
possibilities.
5. Application documents
(1) Application Form
(Download and fill out the form at http://www.miyazaki-u.ac.jp/ir/)
(2) List of publications including original articles in peer-reviewed journals, reviews, books,
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presentations at scientific meetings, etc
With regard to original articles, please underline the applicant’s name and indicate the
corresponding author(s) using *. Representative publications listed in (6) must be indicated using
○.
With regard to presentations at scientific meetings, list only major meetings including presentations
at international meetings/symposiums, and invited oral presentations at domestic
meetings/symposiums, etc.
(3) List of research fund(s) received, awards, patents, etc
With regard to research funds, specify whether you were the principle investigator or a research
team member.
(4) Summary of research accomplishments
Describe what you have done in connection to the representative publications. If you are neither
the first nor a corresponding author of the publications, clarify your contributions to the
publications.
(5) Five-year research plan and goal(s)
(6) Reprints of representative publications (5 articles or less)
(7) Recommendation letters from 2 references
Note: With regard to (4) and (5), up to 2 pages per each document are appropriate. Use a 10.5 point
font size. Figures can be included if necessary.
6. How to apply
Please send application documents (1)-(6) via e-mail in PDF format to the Interdisciplinary Research
Organization Office (the e-mail address is specified in section 8). When submitting documents, enter
the following in the subject line: “Application for an IRO assistant professor position, Research area
(number)”. For example: “Application for an IRO assistant professor position, Research area I”. If
you do not receive confirmation of the receipt of your e-mail within 7 business days by e-mail, please
notify us.
Please send recommendation letters (7) via mail to the address specified in section 8. Confirmation
of the receipt of recommendation letters will be made by e-mail within 7 business days.
Personal information is protected by Japanese law and the rules of the University of Miyazaki.
Inquiries may be made to the references specified in application forms if necessary during the selection
process.
Please be aware that application documents will not be returned.
7. Selection schedule
(1) Closing date for submission of application documents (1)-(6) by e-mail:
5:00 pm, September 30, 2009 (Japan Standard Time)
Closing date for submission of recommendation letters (7) by mail:
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October 7, 2009
(2) First screening involving review of documentation: Late October, 2009
(3) Second screening involving interviews and seminar presentations: Early November, 2009
(Note that a certain portion of travel expenses will be provided.）
(4) Final selection: Late November, 2009
(5) Starting date: The beginning of or the earliest possible date in December, 2009
8. Contact information for application submissions and inquiries
Interdisciplinary Research Organization Office
Research Assistance Division, Research Assistance Department
University of Miyazaki
Contact persons: Mr. Tarushige Nakaji for inquires in Japanese and Dr. Mayumi Akaki for inquires in
Japanese and English
Address: 1-1 Gakuenkibanadai-nishi, Miyazaki-shi, Miyazaki 889-2192, Japan
TEL: +81-985-58-7859
FAX: +81-985-58-7860
E-mail: iroffice@of.miyazaki-u.ac.jp
*Please contact us by e-mail for a prompt response. We are available only on business days (This
excludes Saturdays, Sundays, Japanese national holidays and the period August 12-14th.).
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参考２-2 平成 23 年度第 1 回目（通算第 2 回目）国際公募要領（和文及び英文）
文部科学省科学技術人材育成費補助事業
「若手研究者の自立的研究環境整備促進」
「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」
平成２４年度採用テニュアトラック助教公募

募集案内
●概 要
国立大学法人宮崎大学は教育文化学部、医学部、工学部及び農学部の４学部を基盤とし融合型の大
学院農学工学総合研究科及び医学獣医学総合研究科を新たに創設するなど「生命科学に特色を持つ
大学の創造」の理念を掲げ、地域貢献を果たすと同時に世界レベルの研究拠点形成を目指しています。
本学は、平成２１年度に文部科学省科学技術振興調整費（現、科学技術人材育成費補助金）「若手研
究者の自立的研究環境整備促進」による「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」事業をスタートさ
せ、学長統括の異分野融合型研究組織であるＩＲ推進機構（Interdisciplinary Research Organization
[IRO]）に所属する１０名のIRO特任助教を採用しました。各IRO特任助教は若手研究リーダーとして自立
した研究を継続中で、最終年度である平成２５年度には定められた評価基準に基づいて審査を受け、基
準に達していると判断された場合は准教授として採用されることになっています。本事業の成果を踏まえ
て本学におけるテニュアトラック制度をさらに発展させるため、このたび新たに平成２４年度に採用する３
名の研究者（テニュアトラック助教）を募集することとなりました。今回は女性研究者及び外国籍研究者を
優先的に採用します。採用されたテニュアトラック助教は平成２４年４月から本学で５年間の研究・教育に
従事することになります。
採用されたテニュアトラック助教には、研究費と独立して研究できる環境が確保されます。以下の３分
野のいずれかにおいて、自由な発想に基づいて効率的に研究テーマを発展させることを期待します。同
時に学部、大学院での教育にも参加し、教育能力を向上させることを期待します。５年間の任期中に優れ
た研究業績と教育実績を上げ、任期終了時の最終評価において、教員採用基準に達したと判断された
テニュアトラック助教は准教授（医学部は再任可能な任期制を敷いています。）への昇任が認められま
す。
●公募要領
１ 募集分野及び募集人員
(1) 以下の分野で各１名のテニュアトラック助教を国際公募します。
１．医学系テニュアトラック助教 物質科学分野
２．工学系テニュアトラック助教 バイオエンジニアリング（生体工学）分野
３．農学系テニュアトラック助教 野菜・花き園芸分野
(2) 各分野における教育・研究の概要は以下のとおりです。
[物質科学分野]
生体関連化学や構造生物化学などを専門とし、化学に基づいたアプローチで化学と医学・化学・
生物学が融合した研究（診断薬・治療薬の開発などを含む）を展開する能力を有し、学部教育に
おいて無機・有機化学に関する講義を担当できる若手研究者を求めます。
[バイオエンジニアリング（生体工学）分野]
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バイオエンジニアリング分野の研究を行っている若手研究者、特に生体の持つ機能と、それを実
現する機構と構造を力学的に解明するとともに、得られた知見を医学・工学などへ展開し、生体
機能を改善するための実用的方法を探求する若手研究者を求めます。なお、実験装置の設計
製作や数値解析の基礎知識と、工学部と大学院工学研究科においてバイオメカニクスとその関
連領域を含む機械工学分野の専門教育を行う意欲と能力が必要です。
[野菜・花き園芸分野]
施設園芸作物の環境制御による高品質生産、特に花の発育生理やヒストケミストリーを専門とし、
効率的な養分管理による持続型農業や、宮崎県オリジナルの花きの栽培技術開発にも取り組む
ことができる研究者を求めます。観賞園芸学、環境植物学、野菜園芸学などに精通し、豊富な栽
培経験を踏まえて実践的な教育ができ、さらに国際共同研究を推進できる若手研究者の応募を
歓迎します。
２ 応募資格
(1) 国内外を問わず大学、公的研究機関、企業等において、上記のいずれかの分野に関連した研究
に従事しているか、またはその経験を有する若手研究者で、自立して研究を行う能力を有し、独
創的かつ革新的な研究を推進する強い意欲を持つとともに、学部学生及び大学院生の教育に情
熱を有する者。原則として、博士号取得後３年～１０年の研究歴を有する者とする。
(2) 外国籍研究者の場合、採用にあたって日本語能力の有無は問わないが、英語でのコミュニケーショ
ン能力を持つこと。外国籍研究者が最終評価で本学の教員として採用されることになった場合は
学部教育を担当することになるのでテニュアトラック助教としての在籍期間中に日本語でのコミュニ
ケーション能力が身につくようトレーニングすることが求められる。
３ 研究費、研究環境及び研究支援体制
採用されたテニュアトラック助教が独立して研究することを可能にするため、以下のような研究費、研
究環境及び研究支援体制が提供されます。


研究費
(3) 研究の立ち上げのためのスタートアップ研究費（初年度のみ）：３００万円（ただし、現在、宮崎大
学の教員である場合は１００万円）
(4) 年間研究費：初年度３００万円、２～３年目２００万円、４～５年目１００万円(旅費を含む)
※今後の予算の状況により研究費は増額される場合があります。



研究環境
(7) 独立した研究スペースを措置する。
(8) 共同利用研究施設に設置された実験機器等を利用することができる。
(9) コーディネーター及びトロイカサポーター（学内教員２名及び海外研究者１名）による支援



教育への関与
採用２年目以降は教育経験を積むために学部あるいは大学院での授業を担当することが望ましい。
指導を希望する大学院学生がいる場合は、当該大学院生の配属も可能



研究支援体制
(1) 女性研究者は、清花Athenaサポート室による各種支援措置を受けることができる。具体的な支
援内容については、下記、清花Athenaサポート室のＵＲＬを参照。また、男性・女性にかかわら
ず出産に伴う特別休暇または育児休業を取る必要がある場合は中間評価及び最終評価の時期
を最長１年間まで延長することが可能
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清花Athenaサポート室 URL: http://www.miyazaki-u.ac.jp/kiyohana/
(2) 外国籍研究者に対しては、英語の堪能な職員を配置したＩＲ推進オフィス及び国際連携センタ
ーが支援する。本学では外国籍研究者及びその家族で希望する者に対して日本語の日常会
話の指導を行っており、当該講座を受講することができる。
４ 雇用条件
(1) 給与等：本学規定により支給する（年俸 平均約 630 万円）。健康保険料、介護保険料、厚生年金
保険料、児童手当拠出金、雇用保険、労働災害保険について法律に応じた率で個人から控除、
事業主が負担します。
(2) 任 期：平成２４年４月～平成２９年３月
（3）業績評価：任期３年目（平成２６年度）に研究の進捗状況等についての中間評価を行い、５年目（平
成２８年度）に到達目標の達成度や研究業績等についての最終評価を行う。最終評価において、
「５年間の任期中に優れた業績を上げ、本学の教員採用基準を満たす」と判断された者は、本学
各学部の准教授（医学部の場合は再任可の任期制が適用される）に採用する。また、３年目の中
間評価において、極めて優れた業績を上げ、既に本学の教員採用基準を満たすと判断された場
合には、４年目に本学各学部の准教授に採用することもありうる。
(4) 中間評価項目：(a)採用時に本人が設定した到達目標の達成度に対する自己評価、(b)リーダーシ
ップ（研究ネットワークの形成を含む）、(c)研究の自立性（外部資金の獲得状況
を含む）、(d)研究業績、(e)学生・大学院生への研究指導・教育能力
最終評価項目：(a)～(e)の項目に対する中間評価後の進捗・改善状況、及び(f)将来への展望
５ 提出書類
(1)応募申請書
日本語または英語の様式をダウンロード(www.miyazaki-u.ac.jp/ir/)し，必要事項を記入する。
(2) 業績リスト(査読のある専門誌に発表した原著論文、総説、著書、学会発表、その他)
著者名、論文名、掲載誌名、巻、最初と最後の頁数、発表年（西暦）等を記入する。
原著論文については、応募者には下線を、コレスポンディングオーサー（責任著者）には*印を、
提出する主要論文５編の頭には○印を付けること
学会発表については、国際学会発表、招待演者やシンポジストとして発表したものを中心に、主
なものを記載
(3) これまでに獲得した外部研究費（科学研究費補助金等）、受賞（学会賞等）、特許などのリスト。外
部研究費については、研究代表者・研究分担者の区別を明記
(4) これまでの研究概要
主要論文との関係が分かるように記載すること。また応募者が主要論文の筆頭著者あるいは責任
著者でない場合は、応募者の果たした役割が分かるように記載すること
(5) 本学における研究計画及び５年後の到達目標
(6) 主要論文別刷（５編以内）
(7) 推薦状（２名分）
記載様式： 別紙様式に10.5ポイントの文字で記載すること。(4)～(5)については、図を含め各２ペ
ージ以内、(7)については１ページ以内が望ましい。
６ 応募方法
・「提出書類」の(1)～(6)の書類をそれぞれPDFファイルにしたものを電子メールに添付の上、下記
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提出先のE-mailアドレスにお送りください。その際、電子メールの件名に「テニュアトラック助教応募
研究分野（○○系）」を明記してください（例：「テニュアトラック助教応募 研究分野（医学系）」）。応
募後７日以内に電子メールの受理通知が届かない場合はお問い合せください。
・「提出書類」(7)の推薦状は下記提出先の住所に郵送してください。すべての書類を受理後７日以
内に受理通知を電子メールで送ります。
応募に関する個人情報は、個人情報保護法ならびに本学規定に基づいて適切に取り扱いますが、
選考上必要な範囲において照会等を行う場合がありますので、ご了承の上応募してください。なお
応募書類は返却しませんので、予めご了承願います。
７ 選考スケジュール
(1) 応募締切
電子メールによる書類(1)～(6)の提出：平成２３年１０月２６日（水） 午後５時（日本時間）
郵送による推薦状(7)の提出：平成２３年１０月３１日（月）
※推薦状は、推薦者が直接本学に送ってください。
(2) 一次選考：平成２３年１１月中旬 書面審査
(3) 二次選考：平成２３年１１月下旬 セミナー、面接審査（旅費の一部を支給します。）
(4) 最終決定：平成２３年１２月上旬
(5) 着任時期：平成２４年４月２日（月）
８．その他の重要な留意事項
応募にあたっては、男性・女性の別及び国籍は問いませんが、今回の公募においては、選考
審査の際に、女性研究者及び外国籍研究者を優先的に採用することにしています。
９ 提出先及び問い合わせ先（問い合わせは原則として電子メールでお願いします。）
宮崎大学研究国際部研究推進課ＩＲ推進オフィス
担当者: 特任教授：伊藤勝昭、教務職員：名城さおり、事務職員：田尻さやか、木附真琴
住所：〒889-2192 宮崎市学園木花台西１－１
TEL: 0985-58-7859
FAX: 0985-58-7860
E-mail: iroffice@of.miyazaki-u.ac.jp
URL: http://www.miyazaki-u.ac.jp/ir/
※なお、問い合わせへの回答は平日のみとなります。土曜日、日曜日、祝日及び８月
１２日～１６日（大学休業日）の回答はできませんので、ご了承ください。
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（第2回国際公募 英文公募要領）

University of Miyazaki
“Model Program for Young Principal Investigators”
Call for applications for tenure track assistant professor positions for the program


General Information

The University of Miyazaki, one of the National University Corporations in Japan, consists of four
faculties: Education and Culture, Medicine, Engineering, and Agriculture. Following the motto, "Look at
the world, start with the community", we are aiming to be a world-class research institution in the fields of
both Life Science and Environmental Science, as well as contributing to the development of communities
in the Miyazaki area in Japan.
In 2009 our university launched the "Model Program for Young Principal Investigators" supported by
the Special Coordination Fund for Promoting Science and Technology of the Japanese Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology. We appointed 10 young assistant professors who are
employed by the "Interdisciplinary Research Organization (IRO)”, which is an independent entity within
the University of Miyazaki., and they are now carrying out their research in their own laboratories. At the
end of the 5th year, or earlier, the assistant professors whose scientific achievements have been evaluated
as meeting the criteria for appointment to associate professor will be promoted to positions in related
departments or research centers within the University (The appointments in the Faculty of Medicine will
be fixed term with a possibility for reappointment.)
As the second stage of our program, we offer three tenure track assistant professor positions (TT
assistant professor). We strongly encourage applications from international or female candidates in this
call.
Research funds and independent research environments will be provided for the successful applicants.
Successful applicants will be expected to develop their research effectively and flexibly during their 5-year
term. TT assistant professors demonstrating excellent performance in their final evaluations will be
promoted to associate professorship positions in their related departments or research centers of the
University.


Education and Research Areas/ Faculty

The three education and research areas and the related faculties where TT assistant professor positions
are available:
I.

Biomaterial Science / Medicine
We are seeking a young researcher who (i) has sound academic expertise in bioorganic chemistry
and structural biochemistry, (ii) can, as a principal investigator, actively promote research that
leads to the integration of medical science, chemistry and basic biology (e.g. the development of
new diagnostic and therapeutic reagents) using approaches based in bioorganic chemistry and
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structural biochemistry, and (iii) can give lectures on inorganic and organic chemistry to
undergraduate students.
II.

Bioengineering (Biotechnology)/ Engineering
We are seeking a researcher interested in experimental and analytical research to clarify
mechanical characteristics of human structural mechanisms and movement and to seek practical
methods to improve and recover human functional movement. A sound knowledge of mechanical
design and finite element analysis will underpin the applicant’s ability to conduct research
independently in our department. In addition, he/she should be motivated and capable of
specializing in education in biomechanics and mechanical engineering in the future.

III. Vegetable and Ornamental Horticulture/ Agriculture
Major research in this field studies the production of high quality greenhouse crops, particularly
flowers and vegetables, through various environmental controls. Other potential research areas are
sustainable agriculture, including nutrient management strategies to reduce inputs and mitigate
runoff from horticultural facilities, and the improvement of techniques for growing ornamental plants
bred in Miyazaki. We are seeking a researcher with a good knowledge of floriculture, environmental
physiology of plants and vegetable science. Experience of teaching in plant cultivation techniques is
desirable.


Application Guidelines

1. Qualifications
(1) Applicants should have research experience in one of the above-mentioned research areas or related
fields. In addition, applicants should be able to work independently and be highly motivated in their
pursuit of original and innovative research in their own area of interest. Furthermore, applicants are
expected to contribute actively to the education of students. Applicants must have a Ph.D. awarded
within the past 3 to 10 years, have a minimum of 3 years post-doctoral research experience in a
related research field.
(2) International applicants must be able to communicate in English. International TT assistant
professors will be expected to develop the ability to communicate in Japanese while they work at our
university because they will have to teach students when they are promoted to associate professor.
2. Research funds and environment, participation in education, and other support systems
To enable the TT assistant professors to develop their all round academic capabilities, research funds
and facilities as well as support and opportunities to engage with graduate and undergraduate students
will be provided.


Research funds
(1) A start-up fund of 3 million yen per person for the first year. (If a successful applicant is already a
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staff member of the University of Miyazaki, the start-up fund will be 1 million yen).
(2) An annual research fund* of 3 million yen for the first fiscal year, 2 million yen for the second and
third years, and 1 million yen for the fourth and fifth years.
* The annual research fund may be increased.


Research environment
(1) Dedicated research space will be provided to each TT assistant professor.
(2) The TT assistant professors will have free access as users to all experimental equipment that has
already been set up at the Frontier Science Research Center and the Center for Collaborative
Research and Community Cooperation in the University.
(3) Mentoring will be provided by a coordinator and “troika supporters”, consisting of two faculty
members of our University and one researcher from outside Japan.



Participation in education
(1) From the second year, the TT assistant professors will be involved in the education of
undergraduate and graduate students to gain teaching skills and experience.
(2) TT assistant professors will supervise graduate student(s) who wish to study with them.



Other support systems
(1) Female TT assistant professors will be assisted by the Kiyohana Athena Support Room. Unpaid
parental leave for up to one year is available. Interim and final evaluations may be postponed for
up to one year if parental leave is taken.
(2) International TT assistant professors will be supported by the English-speaking staff of the
Interdisciplinary Research Organization Office and the Global Support Office of the Center for
International Relations. The University provides Japanese language classes for international
researchers and their families.

3. Salary and other conditions
(1) Salaries will be based on the salary system of the University of Miyazaki (average annual salary is
about 6.3 million yen). Health insurance, long term care insurance, employee pensions, child
benefits, employment insurance and occupational injury insurance will be paid by the University of
Miyazaki and individual employees in accordance with relevant Japanese legislation.
(2) Term of employment: 2 April 2012 – 31 March 2017
(3) Evaluations: Research progress and achievements against the established goals will be evaluated in
the third year of the term (interim evaluation in FY 2014), and again in the fifth year (final evaluation
in FY 2016). TT assistant professors demonstrating, in their final evaluation, excellent scientific
achievements that meet the criteria for the appointment of an associate professor of the University
will be promoted to tenured associate professor in related departments or research centers of the
University. If the interim evaluation assesses the research progress of the TT assistant professors as
excellent, the University may offer tenured associate professor positions in the fourth year of the
term.
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Note: Associate professor appointments in the Faculty of Medicine are for a fixed term but
reappointment is possible.
(4) Interim evaluation criteria: (a) self evaluation of achievements towards goals which will be established
at the time of appointment, (b) leadership and research networking, (c) independence, including the
status of funding from sources outside the University, (d) publication record, and (e) teaching skills
for undergraduate and graduate students

Final evaluation criteria: Progress/improvement since the interim evaluation of (a)-(e), and (f) future
potential
4. Application documents
(1) Application Form
Download the application form from the following site and complete it.
http://www.miyazaki-u.ac.jp/ir/english/call/
(2) List of publications and presentations
Include original articles in peer-reviewed journals, reviews, books, presentations at academic and
scientific meetings, etc.
For original articles, please underline the applicant’s name and indicate the corresponding author(s)
using *. Representative publications listed in (6) must be indicated using ○.
For presentations at scientific meetings, list only major meetings including presentations at
international meetings/symposia, and invited oral presentations at national meetings/symposia.
(3) List of research fund(s) received, awards, patents, etc
For research funds, specify whether you were the principal investigator or a research team member.
(4) Summary of research accomplishments
Describe your role in the representative publications. If you are neither the first nor a corresponding
author of the publications, clarify your contributions to them.
(Maximum two pages, 10.5 font size, figures may be included.)
(5) Five-year research plan and goal(s)
(Maximum two pages, 10.5 font size, figures may be included.)
(6) Reprints of representative publications (5 articles or less)
(7) Letters of recommendation from 2 referees
5. How to apply
Please send application documents (1)-(6) in PDF format by e-mail to the Interdisciplinary Research
Organization Office (the e-mail address is provided in Section 8). When submitting documents, please
put the following in the subject line: “Application for a TT assistant professor position in ….... Research
area” (specify the relevant research area). If you do not receive e-mail confirmation of receipt of your
submission within seven working days, please notify us.
Recommendation letters (7) should be sent directly to our office from referees by post (to the address
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specified in Section 7). Applicants must submit a list of the two referees with their addresses and contact
information. Confirmation of receipt of recommendation letters will be made by e-mail within seven
working days.
Personal information is protected under Japanese law and the rules of the University of Miyazaki.
Further inquiries may be made from our office, if necessary, during the selection process.
Application documents will not be returned.
6. Selection schedule
(1) Closing date for submission of application documents (1)-(6) by e-mail:
5:00 pm, Wednesday 26 October 2011 (Japan Standard Time)
Closing date for submission of letters of recommendation (7) by mail:
Monday 31 October 2011
(2) First screening involving review of documentation: Mid November 2011
(3) Second screening involving interviews and seminar presentations: Late November 2011
(Note for applicants attending interview: Travel expenses incurred using the most economical means
of transport will be reimbursed.)
(4) Final selection: Early December 2011
(5) Starting date: 2 April 2012
7. Contact information for application submissions and inquiries
Interdisciplinary Research Organization Office
Research Management and International Affairs Department
University of Miyazaki
Miyazaki 889-2192, Japan
Contact persons: Ms. Sayaka Tajiri or Ms. Makoto Kitsuki for inquires in Japanese and English
TEL: +81-985-58-7859
FAX: +81-985-58-7860
E-mail: iroffice@of.miyazaki-u.ac.jp
URL: http://www.miyazaki-u.ac.jp/ir/english/call/
Communication by email is preferred.*Please note we are available only on business days (this
excludes Saturdays, Sundays, Japanese national holidays and the period 12-16 August).
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参考３ TT 若手に対する中間評価基準（案を含む。和文及び英文）
平 成

22 年

11 月

17 日

IRO 若手人材選考評価委員会決定
「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」における中間評価について
１．審査時期
①中間評価：3 年目（平成 23 年度）
平成 23 年 10 月末に中間評価用の書類（別紙様式 1－Ａ，2－Ａ）を提出し、12 月末までに審査
を実施する。
２．審査方法
IRO 若手人材選考評価委員会において、書面及びヒアリングで評価し、本学における異分野融合研
究をさらに推進できる人材であるか審査する。
３．審査用提出書類
様式 1―Ａ：研究成果報告書（中間評価用）
様式 2－Ａ：自己評価分析表（中間評価用）
４．審査項目
上記の提出書類とヒアリングの内容に従って、以下の項目について評価する。
様式 3－Ａ：審査用評価表（中間評価用）
【中間評価における審査項目】
①自己評価
採用時に掲げた到達目標の達成に向けた進捗状況等に対する自己評価
②研究業績
中間時の業績評価の目安は、発表論文に本プロジェクトでの研究であることが明記された欧文原
著論文（あるいは本人が採択後に行った研究が含まれていることが証明できるもの）が、国際的
に高い水準の雑誌に 2 編以上掲載されていることとする（印刷中を含む。ただし、論文が受理さ
れたことを証明する書類を添付すること）。その中に筆頭著者（あるいは責任著者）が１編以上
含まれることが望ましい。
③研究の自立性
1）学会発表や論文発表の状況（筆頭著者あるいは責任著者としての発表状況）
2）科学研究費補助金など外部資金の獲得状況
④リーダーシップ
1）学内外の研究者ネットワークの構築（共同研究実績）
2）学内でのセミナーや公開研究成果発表会等の企画・運営
3）学外（学会等）でのシンポジウムや研究会等の企画・運営
⑤大学院学生の研究指導・教育力
1）指導学生の国内外への学会発表や発表された学術論文の有無
2）大学院における講義の評価内容（学生による授業評価）
⑥今後の計画
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November 17, 2010
IRO Selection and Evaluation Committee
Mid-term Evaluation in University of Miyazaki-Model Program for Young Pricipal Investigators
1. Time schedule of Examination
①) Mid-term evaluation: Third year (FY2011)
Documents (Appendix Form 1-A, 2-A) shall be submitted at the end of October 2011 for use in
the mid-term evaluation and an examination carried out by the end of December.
2. Examination Procedure
Evaluees shall be evaluated at the IRO Selection and Evaluation Committee by examining the relevant
documents and holding interviews. The aim is to determine whether or not they are personnel that can
further promote interdisciplinary integrated research at the University of Miyazaki.
3. Documents to Submit for Examination
Form 1-A: Research Report (for the mid-term evaluation)
Form 2-A: Self-evaluation Analysis Table (for the mid-term evaluation)
4. Inspection Items
According to the contents of the submitted documents and interviews, the following items shall be
evaluated:
Form 3-A: Evaluation Table for Examination (for the mid-term evaluation)
Inspection Items in Mid-term Evaluation
①) Self-evaluation
Self-evaluation of research progress towards achieving the goals drawn up at the time of
appointment.
②) Research achievements
Rough standard for the research achievement in the mid-term performance evaluation is that the
evaluee has published at least two original research papers written in a foreign language, in which it
is indicated that the results were obtained in the evaluee’s project conducted in this program (or it
can be proven in the paper that the evaluee obtained results in high quality journals of an
internationally high level in University of Miyazaki after the appointment.) (In-press papers can be
included; however, documents certifying that the paper has been accepted for publication must be
attached.) Ideally, the evaluee should be the first author (or the corresponding author) in at least
one of the published papers.
③) Research independence
1)

Presentations in conferences and papers published (those published as the first author or
corresponding author)

2)

Acquisition status of external funding such as Grants-in-Aid for scientific research
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④) Leadership
1)

Construction of a network of researchers inside and outside the university (based on the
joint researches/collaborations conducted)

2)

Planning and management of seminars and symposiums to present results of the project and
the like in University of Miyazaki

3) Planning and management of symposiums, research meetings and the like outside the
University of Miyazaki (in annual meetings of scietific communities, etc.)
⑤) Education of Graduate Students
1) Whether or not the advisee students of the evaluee have made conference presentations in
domestic or internatinal conferences and publshed scientific papers
2)

Evaluation of the evaluee’s lectures in graduate schools (teaching evaluation by students)

Note: If the evaluee has no advisee students, item 1) is not subject to evaluation (it is sufficient if
the evaluee briefly explains why he or she has no advisee students).
⑥) Future research plans
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参考４ TT 若手に対するテニュア審査基準（和文及び英文）
平 成 22 年 11 月 17 日
IRO 若手人材選考評価委員会決定
「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」における最終評価について
１．審査時期
①最終評価：5 年目（平成 25 年度）
平成 25 年 9 月末に最終評価用の書類（別紙様式 1－Ｂ，2－Ｂ）を提出し、11 月末までに審査を
実施する。
２．審査方法
IRO 若手人材選考評価委員会において、書面およびヒアリングで評価し、本学准教授への昇任の可
否について審査する。
３．審査用提出書類
様式 1―Ｂ：研究成果報告書（最終評価用）
様式 2－Ｂ：自己評価分析表（最終評価用）
４．審査項目
上記の提出書類とヒアリングの内容に従って、以下の項目について評価する。
様式 3－Ｂ：審査用評価表（最終評価用）
【最終評価における審査項目】
①自己評価
到達目標の達成度等に対する自己評価
②研究業績
業績評価の目安は、発表論文に本プロジェクトでの研究であることが明記された欧文原著論文（あ
るいは本人が採択後に行った研究が含まれていることが証明できるもの）が、国際的に高い水
準の雑誌に 5 編以上掲載されていること（印刷中を含む。ただし、論文が受理されたことを証明
する書類を添付すること）、またその中に筆頭著者（あるいは責任著者）が 3 編以上含まれること
（ただし、格段に水準の高い雑誌に筆頭著者（あるいは責任著者）で掲載された場合には、この
限りでは無いこともあり得る）。
③研究の自立性
1）学会発表や論文発表の状況（筆頭著者あるいは責任著者としての発表状況）
2）科学研究費補助金など外部資金の獲得状況
④リーダーシップ
1）学内外の研究者ネットワークの構築（共同研究実績）
2）学内でのセミナーや公開研究成果発表会等の企画・運営
3）学外（学会等）でのシンポジウムや研究会等の企画・運営
⑤大学院学生の研究指導・教育力
1）指導学生の国内外への学会発表や発表された学術論文の有無
2）大学院における講義の評価内容（学生による授業評価）．
⑥将来への展望
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November 17, 2010
IRO Selection and Evaluation Committee
Final Evaluation in University of Miyazaki-Model Program for Young Pricipal Investigators
1. Time schedule of Examination
②) Final evaluation: Fifth year (FY2013)
Documents (Appendix Form 1-B, 2-B) shall be submitted at the end of September 2013 for use
in the final evaluation and an examination carried out by the end of November.
2. Examination Procedure
Evaluees shall be evaluated at the IRO Selection and Evaluation Committee by examining the relevant
documents and holding interviews. Evaluees shall be assessed to determine whether or not they can be
promoted to Associate Professor.
3. Documents to Submit for Examination
Form 1-B: Research Report (for the final evaluation)
Form 2-B: Self-evaluation Analysis Table (for the final evaluation)
4. Inspection Items
According to the contents of the submitted documents and interviews, the following items shall be
evaluated:
Form 3-B: Evaluation Table for Examination (for the final evaluation)
Inspection Items in Final Evaluation
①) Self-evaluation
Self-evaluation of research progress towards achieving the goals drawn up at the time of
appointment.
②) Research achievements
Rough standard for the research achievement in the final evaluation is that the evaluee has
published at least five original research papers written in a foreign language, in which it is indicated
that the results were obtained in the evaluee’s project conducted in this program (or it can be
proven in the paper that the evaluee obtained results in high quality journals of an internationally
high level in University of Miyazaki after the appointment.) (In-press papers can be included;
however, documents certifying that the paper has been accepted for publication must be attached.)
In addition, the evaluee should be the first author (or the corresponding author) in at least three of
the published papers. However, this standard may not be applied if the evaluee has published one
ore more papers as the first author (or the corresponding author) in very high-level journals.
③) Research independence
1)

Presentations in conferences and papers published (those published as the first author or
corresponding author)
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2)

Acquisition status of external funding such as Grants-in-Aid for scientific research

④) Leadership
1)

Construction of a network of researchers inside and outside the university (based on the
joint researches/collaborations conducted)

2)

Planning and management of seminars and symposiums to present results of the project and
the like in University of Miyazaki

3)

Planning and management of symposiums, research meetings and the like outside the
University of Miyazaki (in annual meetings of scientific communities, etc.)

⑤) Education of Graduate Students
1) Whether or not the advisee students of the evaluee have made conference presentations in
domestic or internatinal conferences and publshed scientific papers
2)

Evaluation of the evaluee’s lectures in graduate schools (teaching evaluation by students)

Note: If the evaluee has no advisee students, item 1) is not subject to evaluation (it is sufficient if
the evaluee briefly explains why he or she has no advisee students).
⑥) Future research prospects
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