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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。

【成果報告書本文】
Ⅰ．人材養成システム改革の内容
■ プログラム名：若手研究者の自立的研究環境整備促進（中間評価）
■プロジェクト名：若手先端科学研究者の研究環境改革
■機関名：国立大学法人群馬大学
■総括責任者名（役職）：髙田 邦昭（学長）
■実施期間：５年間
■実施経費：３年度目までの総額 ５１９,１百万円（間接経費を含む）
■ 人材養成システム改革の概要

○課題名
○総括責任者名
○機関名

課題の概要
「若手先端科学研究者の研究環境改革
「学長 髙田 邦昭

「国立大学法人 群馬大学

」
」
」

（実施予定期間： 平成２２年度～平成２６年度）
機関の現状
（１）機関の有する研究ポテンシャル（欧米との比較を含む）の内容
医学系研究科は、平成 15 年度に大学院を重点化、先端的生命医科学研究を推進できる研究教育体制とした。平成 14 年度から
21 世紀 COE プログラム「生体情報の受容伝達と機能発現」を実施、生体調節シグナル研究において世界トップレベルの成果を
挙げた。平成 19 年度からはグローバル COE プログラム「生体調節シグナルの統合的研究」を実施している。また平成 16 年度か
らは 21 世紀 COE プログラム「加速器テクノロジーによる医学・生物学研究」を実施、放射線医学・生物学研究の COE を構築し
た。一方、工学研究科では平成 19 年度に大学院を重点化、現在 12 の研究会が活発に活動している。中でも、平成 17 年度に「連
携融合事業」として採択されたケイ素・炭素プロジェクトは、産業界との連携、学際研究の推進によって世界トップレベルの成
果をあげつつあり、平成 20 年度には新たに理化学研究所と連携してケイ素科学国際教育研究センターを設立、既存の学問分野
を超えた教育・研究活動を展開している。
（２）機関における若手研究者の育成に関する取組実績
学長裁量経費による競争的な研究助成が行われている他、医学系研究科では、研究科長を中心とする委員会による教員の業績
評価、任期付教員の公募採用と再任評価を実施している。またこれまで実施した３つの COE プログラムにおいて、若手研究者を
COE 研究員として採用、業績を厳密に評価して研究費の傾斜配分を行ってきた。同時に海外からの若手研究者を交えた COE 国際
セミナーなど特色ある教育的プログラムも行ってきた。その結果 COE 研究員の中には医科学・生命科学の先端領域で活躍するも
のが輩出しつつある。工学研究科においても、部局長裁量経費から若手教員を対象とする競争的萌芽プロジェクト支援や、短期
海外留学助成が行われている。また教授を含む女性教員、外国人教員も活躍している。
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人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
本学では、優秀な若手研究者に先端的な研究を発展させる機会を与えるため、学際的研究環境を構築すると共に、若手研究者
の自由な発想が活かされる教育研究システムの実現に取り組んでいる。本改革ではこれを推し進め、既存の組織・研究体制の枠
を超えた先端科学研究指導者育成ユニットを創設、最先端の科学研究を自立的に遂行できる若手研究指導者を育成する。新設ユ
ニットにはテニュアトラックポスト（YA (Young Ambitious)教員、５年の任期付）を導入、YA 教員を国際公募・選定、十分な
研究費と研究スペースを支援し、その自由な発想を最大限に活かすことで、若手先端科学研究者の研究環境改革を推し進める。
またメンター・アドバイザー制により YA 教員の自主性・独立性を尊重し、多面的に支援する。さらに YA 教員には大学院生等
の指導に関与する機会を与えることにより、確かな教育能力も有する研究指導者の育成を目指す。着任５年目に YA 教員の業績
を外部評価員を交えたユニット評価委員会により適正に審査、
高い業績を挙げた YA 教員を医学系研究科等での安定した職位
（教
授・准教授等）に就かせ、これに就けない YA 教員は２年間を限度に継続雇用する（セーフティネット）
。さらに研究人材養成
システム検討委員会を設立、この試みを大学全体の人事制度改革にフィードバックし、研究活動の活性化、人材の流動性の活性
化を図る。

ミッションステートメントの概要

）
中間時（３年目）
：YA 教員の支援・評価と共同利用施設の拡充による教育研究環境の整備
初年次、二年次、三年次に国際公募により採用した YA 教員に、十分な研究費と研究スペースを提供して、自立的な研究活動を
支援する。また既存の共同利用スペースの拡充、共同利用機器の充実化を進める。さらに教職員を再配置して教育研究活動の活
性化、人材の流動性拡大に向けた組織改革を推進する。また初年次採用の YA 教員の中間評価を行い、研究費・研究スペース配分
に反映させる。
終了時（５年目）
：若手研究者のステップアップシステムと世界的研究拠点構築のための体制整備
学長の強力なリーダーシップの下に、テニュアトラックポスト、その受け皿としての安定した職位を用意、国際公募により、
将来性豊かな若手研究者を採用、その能力を最大限発揮できる環境を与え、５年後の最終審査で優れた業績を挙げた研究者に対
して安定した職位を提供するステップアップシステム（テニュアトラック制）を確立する。さらには研究人材養成システム検討
委員会のもとに、本改革をモデルとして、大学全体の人事の流動化・活性化を図り、群馬大学に世界的教育研究拠点を構築する
インフラを整備する。
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

22 年度

度（平成）

23 年度 24 年度 25 年度

26 年度 27 年度

総 額

科学技術振興調整費等

１．人件費
（1）職階：准教授

１０.９
４.４
(２名）
１.４
(１名）
３.５
(５名)
１.６
(７名)

７１.９
１７.９
(２名）
８.３
(１名）
２８.８
(４名)
１１.３
(７名)
５.６
(２名)

９１.２
１７.９
(２名）
１６.７
(２名）
３６.８
(５名）
８.０
(５名)
１１.８
(４名)

９５.０

９５.０

３６４.０

２．備品及び
試作品費

８０.６

３７.６

１４.３

０.０

０.０

１３２.５

３．消耗品

４５.８

３８.４

３８.０

４．旅費

２.３

４.４

８.１

５８.０

５８.０

２６５.８

５．その他

５.４

４.７

２.７

１４５.０

１５７.０

１５４.３

１５３.０

１５３.０

７６２.３

４３.６

８.２

１０.９

４５.９

４５.９

１５４.５

１８８.６

１６５.２

１６５.２

１９８.９

１９８.９

９１６.８

（2）職階：講師
（3）職階：助教
（4）研究補助者
（5）研究員

直接経費(1.～5.)計
６．間接経費 6)
（人材育成システム改革促進費）

調整費計
自主経費
・運営費交付金
（1）人件費
職階：講師
職階：助教
（2）消耗品

０.２

７.１
(１名)
０.２

（3）その他
自主経費計

０.２

７.３

７.１
(１名)
１.０

１４.０
(２名)
６.０

２１.０
(３名)
９.０

８.８
(１名)
２１.３
(３名)
１１.２

８.８

１.６

３.０

３.０

４.８

１２.４

９.７

２３.０

３３.０

４６.１

１１９.３

７０.５
２７.６

注 １）平成 22 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ください。
２）人件費は、職階（准教授、講師、助教、主任研究員、研究補助員など）に分けて、年度毎に
従事人数とともに記載してください(年度途中転出・辞職などによる補充者は人数に追加しな
いでください)。
３）自主的な取組に係る経費（自主経費）があれば、それも含めて全体像を示してください。
４）１万円単位で四捨五入し、10 万円単位（小数点一桁）まで記載してください。
５）平成 22 年度は決算額、平成 23 年度は執行額、平成 24 年度は予算額、平成 25 年度、平成
26 年度は計画を記入してください（提案書の計画を変更している場合は、その旨明記してく
ださい。）。
６）平成 23 年度については，人材育成システム改革促進費を記載して下さい．
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Ⅲ．プロジェクト実施の内容
１． テニュアトラック制導入と期待する効果(機関の「中期目標」・「中期計画」，「テニュア像」)
１−１ テニュアトラック制導入の背景と期待する効果
本学は、次世代を担う豊かな教養と高度な専門性を持った人材を育成すること、先端的かつ世界
水準の学術研究を推進すること、地域社会から世界にまで開かれた大学として社会に貢献すること
を基本的理念として掲げている。これを達成するためには国際的競争力を持つ先端的研究活動を
担う人材養成が必要であり、学際的研究環境を構築すると共に、若手研究者の自由な発想が活か
される教育研究システムの実現に取り組んでいる。本改革ではその方法としてテニュアトラック制度
を活用し、最先端の科学・技術研究を自立的に遂行できる若手研究者を育成する。
これをモデルとして、学長主導のもとに、各部局（医学系研究科、工学研究科、生体調節研究所、
医学部附属病院、重粒子線医学研究センターなど）の既存の教員ポストに逐次テニュアトラックポス
トを導入して、若手研究者の研究環境を整備して、人事の流動化や研究の活性化を図る。これによ
り従来の徒弟的人材養成制度から、持続的・系統的な人材を養成する体制へ移行し世界的な教
育・研究拠点を構築することができる。
１-２ 最新の「中期目標」「中期計画」における記述の概要
(１) 最新の「中期目標」における若手研究者育成などに係る記述の概要
中期目標では、「研究に関する目標の(2) 研究実施体制等の整備に関する目標」として、
“研究の発展を促進するため、また、大学として重点的に取り組む領域や学部(研究科)・学科
（専攻）の枠を越えた複合領域の研究を推進するために、学長のリーダーシップに基づいて研
究者等を適切に配置し、施設及び設備などの研究環境を整備する。さらに、国際的競争力を持
つ先進的研究拠点の活動を担う人材を育成する。”と記述している。
(２) 最新の「中期計画」における若手研究者育成などに係る記述の概要
中期計画では、「研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置」として
① 学長が裁量権を持つ教職員枠により、研究者、研究支援者等の適正配置を行う。
② 若手研究者の研究を支援するために研究助成金及び海外派遣助成金を措置する。
と記述している。
１-３ 貴機関で期待する「テニュア像」
１−１で述べたように、本学は、世界的な教育・研究拠点の構築を目指している。これを達成する
ためには国際的競争力を持つ先端的研究活動を担うと共に優れた教育を実践できる人材の養成
が必要であり、その方法としてテニュアトラック制度を活用している。
そのため、ＴＴ若手がテニュアポストに就いた場合には、①研究能力（研究資金獲得力、国際研
究活動力を含む）、②教育能力（研究指導能力を含む）、③研究室マネジメント能力、④社会貢献
活動力、を有すること等が求められている。このためＴＴ若手にメンター、アドバイザーを付けて自
主性を尊重しながら研究、教育活動を支援する。また、毎年業績評価を実施しその結果をＴＴ若手
にフィードバックし活動の継続的な改善を図る。
テニュアポスト就任後は先端的教育活動や研究活動を通して、各分野のリーダーとしてその力
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を発揮し、他の研究者を刺激し、協調することにより先進的教育・研究活動拠点を構築して行くこと
が求められる。また、これによりテニュアトラック制度の人材養成の有効性を立証することが求めら
れる。
２．プロジェクト実施体制と実施状況
２−１ プロジェクトの運営・実施体制
〔「表Ⅲ-２-１ プロジェクトの運営・実施体制」参照〕

（プロジェクト実施組織）
「先端科学研究指導者育成ユニット」を設置して、ユニットの各種事業（予算配分、国際公募、
ＴＴ若手の教育活動と研究活動の支援、国際シンポジウム開催や成果発信活動等）を展開して
いる。ユニットに構成員 15 名から成る運営委員会を組織し、若手研究者の育成やユニットの運
営に関し必要な事項を審議している。また、プログラムを円滑に実施するために運営委員会に先
端医学・生命科学研究チームと先端工学研究チームの２つの研究チームを置き、各研究チーム
内に連絡会を設けて定期的に開催し、ＴＴ若手同士の連携を密にしている。
（評価・点検組織）
学内委員 9 名と機関外委員（外部委員）5 名から成る「ユニット評価委員会」を設置し、ＴＴ若
手の募集要項策定、選考、業績評価、テニュア審査要項策定などの活動を行っている。個々
の活動については外部委員による評価・提言を受け改善してきたが、テニュアトラック制度全体
の評価・点検の一層の充実を図るために、今年度中に学外者が主となる外部評価委員会を設
置することとした。
（全学的運営組織）
全学的な研究人材育成戦略を策定し、研究環境整備の検討やテニュアトラック制度の導入を
検討する場として研究人材育成システム検討委員会を設置した。設置時の構成員は理事３名と
外部委員 1 名の計 4 名であったが、ＰＤＣＡサイクルをより効率的に働かせるために、今年度より
先端医学・生命科学チーム統括と先端工学研究チーム統括各 1 名を委員として加えた。さらに、
テニュアトラック制度の全学への普及・定着を図るために、各部局の長（保健学研究科長、教育
学部長、社会情報学部長、生体調節研究所長、附属病院長）を加えてその機能を拡充する。
２−２ プロジェクトの実施状況
「先端科学研究指導者育成ユニット」運営委員会では、適宜、若手研究者の育成やユニットの
運営に関し必要な事項を審議している。運営委員会内に置かれた２つの研究チームでは、毎月
1 回連絡会を開催し、チームの円滑な運営や連絡調整を行っている。
ＴＴ若手の募集、選考審査、業績評価等を行う組織として設置されたユニット評価委員会は毎
月 1 回程度開催している。また、各ＴＴ若手の選考審査では、評価委員会内に募集した専門分
野の教員 4～１０名で構成する専門部会（選考委員会）を設置し、書類選考や面接を実施してい
る。選考プロセスとそれぞれの組織の役割は３－２に詳述する。
テニュアトラック制を本学に普及・定着させ、研究人材の流動化・活性化を図るため設置され
た研究人材育成システム検討委員会は、年４回程度開催している。さらに、テニュトラック制度に
関係する重要な事案については、教育研究評議会や大学運営会議においても検討している。
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３． TT 若手の国際公募と選考・審査結果
〔表Ⅲ-３-２-１ 平成 22 年度 1 回目（通算第 1 回目）の国際公募要領の概要」及び「表Ⅲ-３-２-２ 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」参照〕

３−１ 国際公募の状況
(１) 国際公募の実施状況と国際公募要領の概要
先端医学・生命科学研究チームでは、平成 22 年度に医療情報学分野、放射線生物学分野、
生活習慣病、脳・神経科学関連分野及び医学・生命科学における幅広い研究分野（略称：医学・
生命科学分野）で先端的な科学研究を積極的に推進する若手研究者を対象に、TT 准教授 2 名
程度・TT 助教 3 名程度の採用を目指して国際公募を実施した。群馬大学のホームページ（日本
語・英語）、関連各学会のホームページ、Nature 誌、「実験医学」誌などで公募情報を積極的に
広報した。公募にあたっては、群馬大学のテニュアポスト就任後の発展性を重視し、単に業績評
価のみでなく、「研究テーマや研究者の資質及び将来性を考慮する」ことを募集要項に明記した。
さらに、将来、テニュア教員として活躍することを重視して、ＴＴ若手の職務として「研究分野に関
連する学部・大学院の授業及び研究指導の一部を担当する」ことを明記した。平成 2３年度には、
医学・生命科学分野で先端的な科学研究を積極的に推進する若手研究者を国際公募した。
先端工学研究チームでは、平成 22 年度に 2 名のＴＴ若手の国際公募を行った。公募した分野
は、（１）「ペプチド化学をベースにした幅広い生物有機化学分野」と（２）「ケイ素化学分野におけ
る幅広い研究分野」である。また、平成 23 年度には（３）「機械システム工学に関する研究分野」で
1 名を公募した。これらの公募対象のテニュアポストについては、あらかじめ工学研究科の教授会
において承認を得た。公募に当たっては Nature 誌などへの掲載による国際的な周知、ＪRＥＣ-IN
による周知、関係機関への公募書類の送付などのほか、教員による学会での関連分野研究者へ
の周知などを行った。
なお、将来性の高い人材を求めるため、ＴＴ若手(講師)に対してもＴＴ若手(准教授)と同様に、
研究支援者 1 名の配置と専有研究スペース約 60 ㎡を使用できることを公募要領に明示した。
（２） 国際公募への応募・採用状況
〔「表Ⅲ-３-３ 年度・分野別の選考・採用状況」参照〕

先端医学・生命科学研究チームでは、平成 22 年度の国際公募で、医療情報学分野に 3 名
（うち外国籍１名）、放射線生物学分野に 7 名（うち外国籍１名、女性１名）、医学・生命科学分野
に 92 名（うち外国籍９名，女性 11 名）の応募があった。このうち医療情報分野では 1 名を TT 助
教として、放射線生物学分野では 1 名を TT 准教授として、医学・生命科学分野では１名を TT
講師として、3 名（うち女性１名）を TT 助教として採用した。平成 23 年度の公募では、医学・生命
科学分野に 35 名（うち外国籍４名、女性５名）の応募があり、このうち２名（うち 1 名は自主的経費
で平成 25 年度採用予定の前倒し分）を TT 助教として採用する予定であったが、前倒し分で採
用予定の応募者が辞退したため、最終的には 1 名の採用となった。
先端工学研究チームでは、平成 22 年度の公募では、（１）「ペプチド化学をベースにした幅広
い生物有機化学分野」において、１３名（うち外国籍 1 名、女性１名）の応募があった。選考の結
果、男性応募者１名を准教授の職位で採用した。（２）「ケイ素化学分野における幅広い研究分
野」では、10 名（うち外国籍 5 名、女性２名）の応募があった。選考の結果、外国籍の男性応募者
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１名(米国ノースウェスタン大学研究員)を助教の職位で採用した。平成 23 年度の（３）「機械シス
テム工学に関する研究分野」の公募では、19 名（うち外国籍 2 名）の応募があった。選考の結果、
男性応募者１名を講師の職位で採用した。
（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
外国籍研究者への配慮として、群馬大学ホームページの公募に関する情報は全て英語化し、
募集要項も英文版を提供した。またホームページからの電子応募も全て英語で可能とした。女性
研究者への配慮として、募集要項にライフイベント（出産、育児、介護等）に関する休暇・休業制
度があることを明記した。その結果として、上記（２）に示したように十分な応募者があった。日本
人男性と能力が同等と評価された場合は、女性研究者、外国籍研究者の順に優先して採用し
た。
３-２ 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
〔「表Ⅲ-３-４〜7

TT 若手の選考・採用の体制」参照〕

選考は３段階で行った。一次選考では、提出書類をもとに、①研究業績、②教育歴、③外部資
金獲得状況、④特許出願状況、⑤（学会活動を含む）社会貢献状況、⑥教員としての資質、⑦群
馬大学における研究の実現の可能性、について各チームの専門部会（選考委員会）で評価し、
複数の候補者を選出した。選考委員の数は先端医学・生命科学研究チームでは４～５名、先端
工学研研究チームでは７～10名である。二次選考では、各候補者によるプレゼンテーション並び
に質疑応答による面接を行って、これまでの研究及び教育の実績、ＴＴ若手として着任後の研究
構想等について選考委員会で評価した。最終選考では２名以上の学外委員を含むユニット評価
委員会で総合的に評価して、最終候補者１名を選出した。なお、応募者の多岐にわたる専門業
績を適切に評価するため、適宜、各専門分野の教員の意見を参考にした。また、最終候補者とそ
の選考過程について、テニュアポスト獲得後に所属することになる研究科の教授会に報告し、承
認を得た。
最終的に、専門部会における選考過程及び結果をユニット評価委員会で改めて詳細に検討し、
最終候補者１名の妥当性について、外部委員（機関外委員）２名の意見を聴取して認定した。
（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など
選考には、当該専門領域において先端的業績を持つ国内の他機関に所属する研究者がユニ
ット評価委員（外部委員）として関与した。すなわち、外部委員は２次選考までの選考過程の妥
当性を検証した上で、ユニット評価委員会の最終選考に加わり最終候補者１名を選出した。なお、
外部委員の数は平成２２年度において６名中２名、平成２３年度は１１名中５名、平成２４年度から
は１４名中５名である。
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（３） 採用者の状況
〔「表Ⅲ-３-５ ＴＴ若手採用者数」参照〕

＜先端医学・生命科学研究チーム＞
平成 22 年度採用者
①採用人数６名（うち１名は自主的経費）、②日本国籍者６名、③男性５名、女性１名、④自機関
出身者数１名、⑤自校学位授与者数０名、⑥日本国籍で海外ポストドクターの採用者数０名
平成 24 年度採用者
① 採用人数１名、②日本国籍者１名、③男性１名、④自機関出身者数０名、⑤自校学位授与者
数０名、⑥日本国籍で海外ポストドクターの採用者数１名
＜先端工学研究チーム＞
平成 22 年度採用者
①採用人数２名、 ②日本国籍１名、外国籍（バングラディシュ）１名、③男性２名、④自機関出
身者数０名、⑤自校学位授与数０名、⑥日本国籍で海外ポストドクターの採用者数０名
平成 24 年度採用分
① 採用人数１名、 ②日本国籍者１名、 ③男性１名、④自機関者数 ０名、⑤自校学位授与者
数０名、⑥日本国籍で海外ポストドクターの採用者数 ０名
（４） 女性研究者・外国籍研究者の採用目標の達成状況
〔「表Ⅲ-３-５ ＴＴ若手採用者数」参照〕

実施期間終了までに採用する自主的取組の４名を含む計 12 名の TT 若手のうち、女性研究者
及び外国人研究者はそれぞれ１名を採用することを目標としたが、平成 22 年度の採用でこの目
標を達成できた。
この理由としては、Nature 誌への国際求人広告掲載によるほか、関係教員による学会等での
本プログラムの積極的な紹介、ホームページ上での英文によるプログラムの詳細な内容の周知、
面接実施時における来日のための渡航費の補助などが寄与していると考えられる。
今後の公募においても、これまでの経緯を活かし、女性研究者や外国籍研究者の応募の増加
につとめ、多様な人材の採用をめざす。
４． TT 若手の研究環境整備，支援体制及び育成施策
４-１ TT 若手の研究環境の整備状況
（１） TT 若手の所属・研究室など
ＴＴ若手の所属している先端科学研究指導者育成ユニットは、従来の大学の部局から独立して
いる組織である。
先端医学・生命科学研究チームのＴＴ若手の研究スペースとしては、准教授及び講師は居室
及び実験室として計 59 ㎡～64 ㎡を専有使用している。助教 5 名は、居室及び実験室として共同
利用で 271 ㎡を使用し、さらに、41 ㎡と 20 ㎡の共同利用の実験室を持つ。この外に共同利用で
きる部屋として先端科学研究指導者育成ユニット支援室、倉庫、ロッカールームなどがある。これ
らの先端医学・生命科学研究チームの研究室及び実験室は、医学系研究科基礎研究棟１階に
まとまって存在しており、頻用する学内共同研究施設に隣接している。
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先端工学研究チームのＴＴ若手は、テニュアポストを用意した各専攻が管理する施設内に独立
した研究室を専有している。22 年度に採用したＴＴ准教授は、居室及び実験室として総計 143 ㎡
を専有使用している。ＴＴ助教は、居室及び実験室として 68m2 を専有使用している。平成 24 年度
採用の講師１名は、居室及び実験室の総計として 81 ㎡を専有使用している。また、いずれの TT
若手も専攻及び研究科の全ての共通機器の優先的使用が認められている。
（２） TT 若手へのメンターなどの配置状況
それぞれの TT 若手に対するメンターは、各研究科における委員長経験者など、教育・研究活
動に精通し､各 TT 若手の研究・教育活動に適切に助言できる教員を研究チーム統括が選定し、
配置した。また、TT 若手の研究分野に近く、その研究内容を理解し、研究遂行上の適切なアドバ
イスを与えうると判断された教員を、アドバイザーとして研究チーム統括が選定し、各 TT 若手に
配置した。メンター及びアドバイザーはＴＴ若手の自主性を尊重しながら、共同して研究計画立案
の助言、進行状況の把握及び研究成果の討論を通じて、ＴＴ若手の活動全般に助言を行ってい
る。TT 若手の年次業績評価・中間評価・テニュア審査においては、メンターは所定の研究成果を
発表できるように助言する。また、メンター及びアドバイザーは TT 若手が外部資金に応募する際、
必要に応じて申請書作成の指導を行う。また必要に応じて申請書の推薦者となる。さらに、助教
が大学院生を指導する場合は、アドバイザーを 2 人体制として共同で指導する。
（３） ＴＴ若手に配分した研究費
着任後の速やかな研究活動開始を考慮して、以下のように配分している。
平成 22 年度：平成 22 年度着任のＴＴ准教授 2 名、講師１名及び助教 5 名に対して、スタートア
ップ資金 500 万円（准教授・講師）及び 300 万円（助教）を配分した。また、年間研
究費として 600 万円（准教授・講師）及び 300 万円（助教）を配分した。
平成 23 年度：平成 22 年度着任のＴＴ准教授 2 名、講師１名及び助教 5 名に対して、年間研究
費として 600 万円（准教授・講師）及び 300 万円（助教）を配分した。
平成 24 年度：平成 22 年度着任のＴＴ准教授 2 名、講師１名及び助教 5 名に対して、年間研究
費として 600 万円（准教授・講師）及び 300 万円（助教）を配分した。平成 24 年度
着任のＴＴ講師１名及び助教 1 名に対して、スタートアップ資金 500 万円（講師）
及び 300 万円（助教）を配分した。また、年間研究費として 600 万円（講師）及び
300 万円（助教）を配分した。
（４） ＴＴ若手への研究支援員（ポストドクターなど）の人的研究支援
平成 22 年度：研究補助員 2 名、技術補佐員 4 名、事務補佐員 3 名を、TT 若手の研究費以外
の本事業経費で負担して雇用した。
平成 23 年度：研究補助員 2 名、技術補佐員 4 名、事務補佐員 3 名を、TT 若手の研究費以外
の本事業経費で負担して雇用した。
平成 24 年度：研究補助員 3 名、技術補佐員 4 名、事務補佐員 3 名を、TT 若手の研究費以外
の本事業経費で負担して雇用した。
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４-２ 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
先端科学研究指導者育成ユニット事務部門を設置し、常駐の事務補佐員３名を配置しＴＴ若
手の管理部門の支援体制を整備した。また、非常勤の客員研究員により、ＴＴ若手の研究支援や
広報活動を行った。
医学系研究科内に先端医学・生命科学研究チーム連絡会を設置し、ＴＴ若手の研究支援（実
験施設の整備､研究支援員の配置、学生の配置、研究室運営に関する助言）を行った。毎月１回、
連絡会を開催して連絡を密にし、ＴＴ若手の要望にできるだけ応え、支援する体制を整えた。
工学研究科内に先端工学研究チーム連絡会を設置し、ＴＴ若手の研究支援（実験施設の整備、
研究支援員の配置、学生の配置、研究室運営に関する助言）を毎月 1 回開催している。
（２） TT 若手のライフイベントに対する施策
TT 若手が長期的に業務を遂行できなくなった場合、中間評価やテニュア審査の延期の措置
をとることを予定している。募集要項の中に、ライフイベント（出産、育児、介護等）に関する休暇・
休業制度があることを明記している。
「群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット・テニュア審査要項」の中に、その他やむを得な
い事情の取扱として、「テニュアトラック教員が、妊娠・出産・病気などその他やむを得ない事情に
より定められた期間にテニュア審査を行うことが出来ない場合は､当該休暇又は休業を取得する
期間に相当する期間を延長して実施するものとする。」と規定している。これにより、雇用期間の
延長、各審査の延期等が保証されている。
４-３

TT 若手の育成施策とその内容
(１) TT 若手の研究活動状況
〔「表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績」参照〕

平成 22 年度〜平成 24 年度に採用されたＴＴ若手は 10 名であるが、うち２名は平成 24 年度に
採用された。採用時期を考慮するとＴＴ若手１人あたりの年間の実績は、、査読付原著論文数が
3.1 篇、その他の発表・著書が 0.8 篇、口頭発表が 6.2 件となる。個人による差は大きいものの、
平均すると非常に高い研究活動実績を上げているといえる。
外部資金の獲得状況では、科学研究費補助金についてみると、平成 22 年度総計 18,750 千円
（８名：平均 2,340 千円）、平成 23 年度 29,350 千円（８名：平均 3,669 千円）、平成 24 年度 47,110
千円（10 名：平均 4,711 千円）と、総計でも１人あたりでも増加している。研究種目では、基盤研究
（B）が２名、新学術領域研究が４名と大型の科学研究費補助金の獲得が目立つ。新規の科学研
究費補助金の採択率は、平成 23 年度 55.6%、平成 24 年度 50.0%であり、これは教授を除く一般
教員の採択率、平成 23 年度 25.5%、平成 24 年度 23.5%と比べると、何れの年度も２倍以上である。
その他の資金を合計した外部資金の獲得額は、平成 22 年度 99,420 千円（８名）、平成 23 年度
52,240 千円（８名）、平成 24 年度 58,970 千円（10 名、３ヶ月分）と高額であり、ＴＴ若手としてふさ
わしい成果である。
以上、公表論文数や学会発表件数から判断すると、十分な研究活動実績であり、外部資金の
獲得状況も極めて良好である。科学研究費補助金も十分に獲得しており、採択率も一般教員と
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較べて２倍以上と高く、平均獲得額も増加している。また、大型の科学研究費補助金を獲得して
いる教員が多いなど、着実に育成効果が出ているといえる。
(２) TT 若手の優れた研究業績など
〔「表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績」参照〕

＜先端医学・生命科学研究チーム＞
若手【Ｂ】
マウス生体レベルで酸化ストレスを可視化できる技術の開発に成功し、Science Reports
誌に発表した(2012 年)。このマウスを用いることで、疾患や老化などの健康障害に伴われる
酸化ストレスの状態や、抗酸化物質による酸化ストレスの抑制作用などが、発光シグナルを
観察するだけで容易に解析できるようになると期待される。このような研究は、将来、ある種
の疾患の原因究明につながり、疾患治療薬や高機能性食品、化粧品の開発に発展して広く
社会に貢献するものと期待される。この成果は新聞、ウェブページなどで大きく取りあげられ
た。
若手【Ｄ】
マウス頭部の起源を明らかにして、前後軸の起源が想定されていたよりも早くに遡れ、前
後軸形成の要となる臓側内胚葉の細胞系譜と挙動について、その理解が大きく前進した。

Nature Cell Biology 誌(Article)に掲載され（2012 年）、新聞にも取り上げられた。
＜先端工学研究チーム＞
若手【H】
アミロイドはアルツハイマー病や２型糖尿病に密接に関連しているが、重合の進んだアミロ
イド線維ではなく、重合の初期に形成されるオリゴマーの毒性が圧倒的に高いことから、オリ
ゴマーの効率的な検出が課題となっていた。そのオリゴマーと反応するセンサータンパク質
を設計することによって、オリゴマーを簡便かつ定量的に検出できる系を作成し、筆頭著者と
して Chem. Commun.誌に論文を発表した（2012 年）。
若手【J】
エピタキシャルなグラフェン表面上における酸化反応による、グラフェンの化学的な機能
化に成功し、新規なナノ材料開発を進展させる重要な成果を挙げた。この成果を、筆頭著者
として Nature Chemistry 誌に論文として発表した (2012 年)。
（３） TT 若手の教育能力の育成施策
〔「表Ⅲ-４-２，-３ TT 若手の職位別研究指導認定状況など」参照〕

＜先端医学・生命科学研究チーム＞
准教授１名のみが、Ｄ○合及びＭ○号に認定されており、医科学専攻博士課程の大学院生の
実質的な受入教員となって、大学院生の研究指導にあたっている。
他の教員は、生命医科学専攻修士課程の基礎科目「生命医科学基礎演習」及び研究科目
「研究発表討論セミナー」、医科学専攻博士課程の共通科目「医学基礎技術実習」及び「研究発
表討論セミナー」のうち、１つ以上の大学院科目を担当することしている。さらに現在、アドバイザ
ー及びメンターの専攻分野において、医科学専攻博士課程の専門科目を担当することにより、大
学院生の研究指導補助を行っている教員がおり、今後この取組を拡充する予定である。また、学
部の授業補助もアドバイザー及びメンターの指導のもとで行っている。
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＜先端工学研究チーム＞
准教授 1 名は応用化学・生物化学科３年生前期の「生物有機化学」の講義を担当している（３
人の教員によるオムニバス形式）。応用化学・生物化学専攻の修士論文の副査も担当した（2011
年度は３件）。応用化学・生物化学科４年生の卒業研究の指導も行っている（2012 年度は３名）。
講師 1 名は機械システム工学科 3 年生後期「機械システム工学総合演習Ⅱ」を担当(3 名の教員
によるオムニバス形式の演習)。
助教 1 名は平成 23 年度及び平成 24 年度に大学院指導資格を持つ教員の指導と監督の下で、
大学院特別講義「エレメント・イノベーション特別講義」において自らの研究成果の一部の紹介を
行っている。応用化学・生物化学科４年生の卒業研究の指導も行っている（2012 年度は２名で、
今後も継続予定）。
（４） 実施機関で目指している「テニュア像」を TT 若手が満たすための施策の実施状況
一般の学内共同研究やプロジェクト研究への参画、教育訓練及び知財セミナー等への参加を
促している。また、国際会議などの各種シンポジウムでの発表を推奨した結果、国際会議で計１０
件の発表を行っている。そのうち１件は招待講演である。
ユニット独自の取組として、ＴＴ若手が企画・運営する ASRLD（先端科学研究指導者育成）ユニ
ット研究セミナー（４回開催）、ASRLD（先端科学研究指導者育成）ユニット技術セミナー（1 回開
催）を開催している。さらに、教育経験を積ませるために公開授業の聴講や一部授業の分担を推
奨している。
ＴＴ若手によるニュースレター（４号まで発刊）の企画、作成を担当させ、ホームページなどを通じ
た情報発信により、学内外共同研究の推進、異分野間の研究者交流を図っている。その結果、学
内において、医学系研究科、工学研究科、医学部附属病院、生体調節研究所との共同研究が開
始されている。また、学外では研究機関及び産業界との共同研究や国際共同研究も多く開始され
ている。
テニュアトラックプログラム同士の横の連携強化を目的として「テニュアトラックプログラムからのキ
ャリアアップ」と題したミニシンポジウムをＴＴ若手が開催した（2012 年 1 月 20 日）。先進的なテニュ
アトラックプログラムの取組をしている東京農工大、東京医科歯科大、北海道大学から、ＴＴ若手経
験者３名（うち１名女性）を講師として招待し TT 若手としての経験を発表してもらい、交流を深め
た。
５． TT 若手及び研究支援員(ポストドクターなど)のキャリアパス支援と人材流動性への配慮
５-１

ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）など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
本学では、平成 23 年度よりポストドクター・インターンシップ推進事業を展開しており、ビジネス
研修科目の開講やキャリアパス交流会などを実施している。この事業には一般のポストドクター研
究員に加えて、TT 若手も参加可能である。今年度は、キャリアパス交流会の一環として企業懇談
会（８月）や合同企業説明会（２月）が計画されており、TT 若手もそれに参加する予定である。
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（２） TT 若手への救済措置（Ｓａｆｅｔｙ Ｎｅｔ）
テニュア審査の結果、テニュア教員に採用されなかったＴＴ若手は２年間を限度に継続雇用す
ることとしている（セーフティネット）。また、メンター及びアドバイザー等に加えて、ユニット運営委員
会とユニット評価委員会が進路アドバイス・外部機関へのリクルート支援を行う。さらに、前項(１)で
述べたポストドクター・インターンシップ推進事業に参画させることで、キャリアパスの支援をする。
（３） TT 若手の研究支援員（ポストドクター）などのキャリアアップ施策など
現在、本事業の経費でＴＴ若手への人的支援として雇用したポストドクターはいない。しかし、Ｔ
Ｔ若手が自らの研究費で雇用したポストドクターがおり、キャリアアップさせるため大学院授業の補
助や外部資金獲得の指導を行っている。また、ポストドクターインターンシップにも参加させてキャ
リアアップを図る。
（４） TT 若手の転出・辞職（テニュア審査以前）の状況
〔「表Ⅲ-５-１ ＴＴ若手の転出・辞職状況」参照〕

該当なし。
５-２ 機関の人材流動性への配慮
新規採用の助教は全て任期付きとしている。任期は５年で、２回まで再任可能である。５年目を迎
える任期付き助教に対しては人事評価を実施し、再任の可否を決めている。優秀な業績をあげた
者は、昇任を可としている。なお、教員の採用に当たっては、公募を原則とし、広く人材を求め、他
機関からの優秀な人材の採用に積極的に取り組んでいる。
６． 年次評価の体制、基準・方法、結果とその反映、及びメンターの関与など
６-１ 年次評価の体制，基準・方法
(１) TT 若手の年次評価の体制
〔「表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制」参照〕

ＴＴ若手から提出を受けた業績自己評価書及び公開の成果報告会の発表内容に基づいて年次
業績評価を行った。評価は、機関内からの６名の委員（学内委員、うち１名は執行部）と機関外から
の５名の外部委員で行った。各委員の評価を持ち寄ってユニット評価委員会で議論し、委員長が最
終的な教育・研究業績評価書をとりまとめた。ＴＴ若手に開示した後、ＴＴ若手からそれに対するアク
ションプランの提示を求めた。
(２) TT 若手の年次評価の基準・方法，及びメンター、アドバイザーなどの関与状況
年次評価は、①研究達成状況 ②外部資金獲得状況 ③教育活動状況 ④国際活動状況 ⑤
その他特記すべき事項の５つの審査項目について評価し、それをもとに総合評価を行って教育・研
究業績評価書を取りまとめた。評価は、A、B、C の３段階とした。
Ａ：概ね順調であり、このまま研究を推進してほしい
Ｂ：成果が出つつあるが、今後もう少し努力が必要である
Ｃ：研究計画の目標に達するためには今後相当の努力が必要である
メンター及びアドバイザーは、業績自己評価書の作成時に助言を行った。なお、ユニット評価委員
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を兼ねるメンター及びアドバイザーは、担当のＴＴ若手の評価から除外した。
６-２ 年次評価の結果
年次業績評価の結果、全員 A または B の評価を得た。評価結果を教育・研究業績評価書として
まとめ、ＴＴ若手に開示した。ＴＴ若手からそれに対するアクションプランの回答を求め、活動の改善
に努めた。アクションプランの作成にはメンター及びアドバイザーの助言を要請した。
７． 中間評価及びテニュア審査の体制、基準・方法、メンターの関与など
７-１ 中間評価の体制と基準・方法
(１) TT 若手の中間評価の体制
〔「表Ⅲ-７−１ TT 若手の中間評価の体制」参照〕

ＴＴ若手の中間評価はユニット評価委員（機関内委員９名、機関外委員５名）が行う。評価委員
の中から各ＴＴ若手を評価する委員を選び小委員会を設置する。小委員会のメンバーは機関内
（学内委員）２名、機関外（外部委員）１名を原則とする。なお、メンター及びアドバイザーは小委
員会委員から除外する。
(２) TT 若手の中間評価の基準・方法及び策定方法
① 評価基準
中間評価要項の詳細は現在、評価委員会で検討中である。
② 評価方法
提出された業績リスト、業績自己評価書に基づいて評価する。年次評価やそれに対するアク
ションプランとその成果についても考慮する。また、ＴＴ若手の企画・運営による国際シンポジ
ウムにおいて、研究成果発表をさせ、発表内容及びマネジメント能力の評価を行う。さらに、
必要に応じてＴＴ若手からの意見聴取も行う
③ 中間評価の実施年月日
平成 22 年度採用のＴＴ若手は平成 25 年２月に実施を予定している。
平成 24 年度採用のＴＴ若手は平成 27 年２月に実施予定である。
④ 研究活動実績を評価する項目
研究活動実績、外部資金獲得実績、教育活動実績、社会貢献活動実績、マネジメント能力、
その他特記すべき事項
７-２ テニュア審査の体制と基準・方法
(１) TT 若手のテニュア審査の体制（予定を含む）
〔「表Ⅲ-７-２ TT 若手のテニュア審査の体制」参照〕〕

ＴＴ若手のテニュア審査はユニット評価委員会が行う。審査委員会はＴＴ若手ごとに設ける。
メンバーはユニット評価委員２名以上、受入れ予定部局等の教員２名、機関外委員１名以上で
ある。なお、メンター及びアドバイザーは審査委員から除外する。
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（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）
① 審査基準
参考６の要項に従って審査する。
② 審査方法
テニュア予備審査はＴＴ若手の研究計画の進捗状況等を確認するとともに研究調書に揚げ
られた目標等の達成状況及び研究活動の発展性を評価し、適切な助言を行う。
テニュア審査はＴＴ若手の研究計画の実施状況、研究内容の発想と展開の自主性、研究費
に関する自立性、教育能力、研究の指導力及びチームマネジメント能力等について評価し、
専任教員としての適性を判断する。また、必要に応じて TT 若手からの意見聴取も行う。
③ テニュア審査の実施年月日
予備審査は４年度目の 12 月に、本審査は５年度目の１２月に行う予定である。
④ 研究活動実績を評価する項目
研究活動実績、外部資金獲得実績、教育活動実績、社会貢献活動実績、マネジメント能力、
その他特記すべき事項
７-３ 中間評価・テニュア審査の体制・基準・方法などの TT 若手への周知時期・方法
中間評価の手順と評価のポイントなどは既に周知してあるが、その詳細を規定する中間評価要
項（案）をユニット評価委員会で審議中である。確定後 TT 若手に詳細を至急周知する。テニュア
審査要項は平成 24 年２月に制定し、直ちに TT 若手に周知した。
７-４ 中間評価結果及びテニュア審査の状況
(１) TT 若手の中間評価結果
[「表Ⅲ-7-3

ＴＴ若手の中間評価結果（自主的取組を含む）」を参照]

該当なし
(２) 既に自機関のテニュア職に採用した TT 若手の状況
[「表Ⅲ-7-４ 自機関のテニュア職に採用したＴＴ若手の状況」を参照]

該当なし
８． テニュアポストの準備状況
[「表Ⅲ-8-1

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）」を参照]

ＴＴ若手全員に対してテニュアポストを用意してある。このテニュアポストは、全て任期は無い。テ
ニュアポスト就任後の研究費については他のテニュア職の教員と同様に、指導学生数などに基づ
いて支給される。また、学部/大学院授業・研究指導などの教育への関与範囲についても、他のテ
ニュア職の教員と全く変わりはない。
９． 人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
全学的な研究人材育成戦略の策定、研究環境整備の検討、テニュアトラック制度の導入を検討
する場として「研究人材養成システム検討委員会」を設置し、 ユニット運営委員会やユニット評価委
員会の活動実績や要望等に対応してＰＤＣＡサイクルを働かせ、順調にプロジェクトを推進してきた。

16

このＰＤＣＡサイクルをさらに効率的に働かせるために、本プロジェクト活動開始後約 1 年の時点で、
当初の理事３名と外部委員 1 名の構成員のほかに先端医学・生命科学チーム統括と先端工学研究
チーム統括各１名を加えて委員会機能の強化を図った。
その後の検討によりテニュアトラック制度を全学に普及・定着させるためには、各部局の長（保健
学研究科長、教育学部長、社会情報学部長、生体調節研究所長、附属病院長等）を加えることが
必要不可欠であるとの認識に至り、理事と各部局長からなる委員会へと拡充する。さらに各部局に
テニュアトラック普及推進委員会を設置することとしている。この内容を骨子とするプロジェクト案を、
本年度募集の「テニュアトラック普及・定着事業」に申請したところ選定されたので、この体制構築を
急ぐ。
なお、その際に受けたヒアリングにおいて、TT 若手に学部学生への講義を積極的に担当させるよ
うアドバイスを得た。そこで、TT 准教授と TT 講師には、今年度にシラバスの作成など講義の準備を
させ、来年度から授業 1 科目を担当させるなど、教育活動も重視して行く。
制度のより良い設計と施行に向けて、本大学のプロジェクトそのものの評価のために外部委員を
招聘した外部評価委員会を設置・開催することを決めており、現在人選を進めていて，更なるＰＤＣ
Ａサイクルの活用を図っていく。
10． 情報発信・アウトリーチ活動とその成果
[「表Ⅲ-10-1

情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数（自主的取組を含む）」を参照]

(１) 構成員への説明状況
学長より、教育研究評議会と大学運営会議において、テニュアトラック制度やプログラムの進捗
状況の説明が行われている。
先端医学・生命科学研究チームでは、平成 22 年６月の医学系研究科教授会において医学系
研究科長がテニュアトラック制度について説明し、今後の取組について了承を得た。平成 24 年７
月開催の医学系研究科教授対象のテニュアトラック FD において先端医学・生命科学研究チーム
の２名のＴＴ若手による講演会を行い、医学系研究科の教員に研究内容と業績を周知することに
よって、他教員との共同研究の推進、及び他教員の研究の活性化を図った。なお、今後もこのよ
うな機会を継続的に設け、構成員の理解とＴＴ若手との連携を推進する。
先端工学研究チームでは、平成 22 年６月開催の専攻長会議、代議員会、及び６月開催の教
授会において、工学研究科長がテニュアトラック制度について説明し、今後の取組について了承
を得た。平成 24 年７月開催の教員会議で先端工学チーム３名の TT 若手による講演会を行い、
工学研究科の教員に研究内容と業績を周知することによって、他教員との共同研究の推進、及
び他教員の活性化を図った。
(２) 構成員へのアンケート調査など，特徴ある取り組みなどによる周知状況
先端医学・生命科学研究チームでは、平成 24 年７月開催の医学系研究科教授対象のテニュ
アトラック FD において、テニュアトラック制度に関するアンケート調査を実施した。
先端工学研究チームでは、一般教員がテニュアトラック制度についてどの程度の基礎知識を
有しているのかを確認するために、ＴＴ若手による講演会に先立ち平成 24 年６月の教員会議に
おいて、テニュアトラック制度に関するアンケートを実施した。次に平成 24 年７月の TT 若手による
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講演会後に、同じ内容のアンケートを行い、講演会によってＴＴ制度に関する認識が深まったか
を確認した。その結果、工学研究科へテニュアトラック制度を普及させることが望ましいと考える教
員の割合が約 40％から 80％に増加し、また、テニュアトラック制度に応募したい教員の割合が約
10％から 60％に増加したことが確認できた。
11． 総括責任者のリーダーシップ
本プロジェクトをモデル事業として、テニュアトラック制度を全学的に普及・定着させて行くために、
学長のリーダーシップのもと、研究人材養成システム改革の取組体制の整備、ＴＴ若手ポストの確
保・拡充、および学長裁量経費による研究費や研究スペースのＴＴ若手への優先的配分を行って
きた。今後、プロジェクトを普及・定着させるためには、一般教員に本制度のメリットを十分に周知さ
せ、人事制度に対する意識改革を図ることが重要となるので、ＦＤ活動にさらに力を入れて行く。
今後の課題は、①ユニット運営委員会やＴＴ若手によって一般教員に対するＦＤ活動を展開し
本制度のメリットを周知させること、②人材養成システム検討委員会の拡充と共に、外部評価委員
会によって効率的にＰＤＣＡサイクルを回し、人材養成システム改革の継続性を確保すること、③
各部局におけるテニュア教員ポストの拡充を図ること、また、④若手研究者の研究環境の整備に学
長裁量経費を優先的に配分すること等であり、これらの課題で学長のリーダーシップを発揮してい
く。
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Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価
1．ミッションステートメントの達成状況と今後の計画
(１) 人材システム改革構想の概要
群馬大学における次世代リーダー養成システムのモデルケースとして、学長のリーダーシップ
の下、医学系研究科、工学研究科等にテニュアトラック制度による新たな研究・教育人材養成シ
ステムを確立する。そのために必要なテニュアポストを予め用意し、国際公募及び学外者を交え
た公平で透明性の高い審査システムによって、有為な人材をＴＴ若手として採用する。さらに、研
究資金及びスペースの支援、教育・研究面以外の負担の軽減、研究の独立性を尊重しつつ支援
を行うメンター及びアドバイザー制等の支援により、高いテニュアポストの獲得率を実現する。本
事業終了時には、テニュアトラック制度の全学への普及を目指す。
(２) ３年目における具体的な目標
１）平成 22 年度に採用したＴＴ若手（准教授３名、助教４名）に対して中間評価を行う。すなわち
業績自己評価書を提出させると共に、国際シンポジウムを開催させ、機関外評価委員を交え
たユニット評価委員会において審査し、評価結果を研究費・研究スペースの配分に反映す
る。
2)平成 22 年度に１年前倒しで自主的取組として採用したＴＴ助教についても平成 24 年度に中
間評価を行う。
3)平成 24 年度に採用したＴＴ若手（准教授１名、助教１名）の研究の進捗状況を評価する。
4)医学系研究科、工学研究科のほか附属病院、生体調節研究所にテニュアポストを確保する。
5) 平成 25 年度の採用に向けて生体調節研究所のテニュアポスト獲得を目指すＴＴ助教を自主
的取組で国際公募により選定する。また、１年前倒しして先端工学チームのＴＴ助教 1 名を国
際公募により選定する。
６）全部局へのテニュアトラック制度の普及活動を展開する。
以上の目標は、中間評価の実施を本年度中に行う予定以外は、全てにおいて達成しており、着
実にプロジェクトが進行していくと確信している。
(３) ミッションステートメントの達成状況から見た今後の計画
平成 22 年度に 8 名、平成 24 年度に 2 名のＴＴ若手を採用し、また、自立的研究環境の整備
も着実に進め、ミッションステートメントを順調に達成してきている。今後は、外部評価委員会と人
材養成システム検討委員会を拡充して、効率よくＰＤＣＡサイクルを働かせ、テニュアトラック制度
の全学への普及・定着を目指す。
２．採択時コメントへの対応状況
① 採択時コメントで「機関の長のリーダーシップの下に、既存の組織、研究体制の枠を越えた「先
端科学研究指導者育成ユニット」を創設し、医工連携を基軸にテニュアトラック制による新たな
研究・教育人材育成システムの確立を目指すものである。」と評価されているが、当初ＴＴ若手
を採用してきた医学系研究科、工学研究科以外の医学部附属病院や生体調節研究所へテニ
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ュアトラック制度の導入を目指して、当該部局にテニュアポストを確保した上で、ユニットにＴＴ若
手ポストを確保した。
② 採択時コメントでの「女性研究者の支援体制を充実すること、自校出身者比率を更に抑制する
ことなどにより、人材の多様性に一層の配慮を行う」との指摘に対しては、女性研究者 1 名、外
国籍研究者 1 名を採用して人材の多様性を確保し、自校出身者比率の目標（40％以下）を上
回る 10％に抑制することができた。なお、女性研究者支援のため全学的体制を整備中である。
（女性研究者研究活動支援事業へ申請）
③ 採択時コメントの「医学・工学分野で育成するテニュアトラック若手研究者の具体的な研究領域
及びテニュア審査の基準・手順を明確にする」については、医学・工学分野で育成するＴＴ若手
の具体的な研究領域を募集要項に明示するとともに、テニュア審査の基準・手順を群馬大学ホ
ームページに掲載してあることを募集要領に明示した。
④ 採択時コメントで「各チームに外国人研究者の顧問を配置し、教育能力育成にも注力するなど
の取組は高く評価でき」とあるが、スタートアップシンポジウムにおいて、外国人顧問（イギリス・
アメリカ）から各大学のテニュアトラック制度の紹介を受け、ＴＴ若手の活動への指導を受けた。
３． テニュアトラック制の導入による機関内外などへの期待される波及効果
(1) テニュアトラック制の導入によって期待する若手育成システム改革
[「表Ⅳ−3−1

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

医学系研究科の「生命医科学基礎演習」、「医学基礎技術実習」や工学部の「生物有機化学」、
「機械システム工学総合演習Ⅱ」など、ＴＴ若手に学部生や大学院生の系統的な教育に参加する
機会を与えた。これにより、学部や大学院教育が充実し、同時にＴＴ若手に大学教員としての自覚
を促し、資質向上に繋げた。
（2） TT 若手の学会活動への貢献など
[「表Ⅳ−3−２

TT 若手の学会活動への貢献など」を参照]

ＴＴ若手Ａは放射線生物研究分野・温熱治療研究分野・癌治療増感研究分野の学術的な発展
に貢献した。また、日本宇宙生物学会評議員・日本ハイパーサーミア学会評議員など務め活躍し
ている。
ＴＴ若手Ｉはエレクトロニクス実装学会常任理事・国際会議の組織委員として iMASPS All Asia 会
議に貢献した。
（3） TT 若手が主導して国際共同研究とその成果
[「表Ⅳ−3−3

TT 若手が主宰した国際共同研究の事例とその成果」を参照]

ＴＴ若手Ｂは細胞ストレスと各種疾患との関連性について、米国のハーバード大学、カナダのマ
クギル大学などと共同研究を進めている。また、独立行政法人理化学研究所との共同研究により、
マウス生体レベルで酸化ストレスを簡便に確認することのできる方法の開発に、世界で初めて成功
し、その成果を英国の科学雑誌 Nature の姉妹紙『Scientific Reports』に発表した。
ＴＴ若手Ｊはグラフィン表面の化学修飾について、米国のノースウェスタン大学と共同研究を実施
し、その成果を『Nature Chemistry』に発表した。
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(4) TT 若手の産業界などへの貢献によって，産学連携強化が図れた事例
[「表Ⅳ−3−4

TT 若手の産業界への貢献とその効果」を参照]

ＴＴ若手Ｉは生体信号計測技術を応用した新しい製品をバイオシグナル（株）と共同開発した。
ＴＴ若手Ｄは発生過程の現象を利用したがん発症機構の解析のための遺伝子改変動物の作出
を武田薬品工業（株）と共同で行っている。
４．機関による自己評価
(１) 国際公募･選考及び業績評価
本取組では、既存の組織・研究体制の枠を超えた先端科学研究指導者育成ユニットを設置し、
最先端の科学・技術研究を遂行できる教員を養成することを目指して次のことを実施してきた。
① 群馬大学ホームページやＮａｔｕｒｅ誌等へ公募情報を掲載することにより、外国籍研究者等の
応募しやすさに配慮した。
② 公募審査やテニュア審査の手順・基準については要項を定め、群馬大学ホームページ上に
掲載し、公募要領にもこのことを明示した。
③ TT 若手の採用はほぼ計画通り進行している。自主的取組による採用を前倒しして行った。
④ 自校出身者比率を、目標（40％以下）を上回る 10％に抑制することができた。
⑤ 女性研究者 1 名、外国籍研究者 1 名を採用し人材の多様性を確保することができた。
⑥ ＴＴ若手の選考・採用に当たっては、当該研究領域の先端的業績を持つ機関外の第三者
（外部委員）に関与させることにより、客観性・透明性を確保することができた。
⑦ 採用したＴＴ若手の業績評価基準や評価方法などを策定し年次業績評価を実施した。評価
結果をＴＴ若手にフィードバックした。
⑧ ＴＴ若手に業績評価に対するアクションプランを作成させ、今後の活動改善につなげた。
TT 若手の採用目標、女性研究者・外国人研究者の採用目標、自機関出身者の比率を低く抑
えるなどの目標は達成できている。また、応募状況などから、外国人研究者の応募のしやすさ
への配慮や、国際公募の適切性にも問題はなかったと考えられる。
採用した TT 若手の業績評価は、年次評価を１回行いその結果を TT 若手にフィードバックし
たところである。テニュア審査に関しては、要項を決めて TT 若手に示した。中間評価に関して
は、要項や審査基準について、現在審査中である。
以上より、国際公募･選考及び業績評価については概ね順調に進んでいると考える。
(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）
本取組では、学長の強いリーダーシップの下に「研究人材養成システム検討委員会」を設置
して、テニュアトラック制の実施過程を検証・評価し、ＰＤＣＡサイクルを機能させて、全学的な人
材養成システム改革を目指している。そのために、テニュアトラック制の導入により以下のことを
実施して若手教員の研究環境を整備し、その業績を適正に評価して、より安定した職位に就くこ
とが可能な体制を構築した。このように本学においてシステム改革は着実に進められており、以
下に具体的な実施例などを挙げる。
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①採用するＴＴ若手の研究分野のテニュアポストをあらかじめ研究科に確保した。
②ＴＴ若手の自立性確保のため十分な研究資金や研究スペースを提供した。
③研究成果等の海外への発信力を強化するため、国際学会での発表や共同研究等のための
国外渡航旅費等を支援した。
④研究支援者を配置し人的支援を行い、大学院生等の指導にも携わらせた。
⑤メンター・アドバイザー・外国籍研究者の顧問を配置することにより、ＴＴ若手の研究活動にお
ける自主性と独立性を尊重しつつ、研究が効率よく進展するように助言を行った。
⑥テニュア審査の基準を策定し、目標や評価指標をＴＴ若手に明示した。
⑦当該領域の先端的業績を持つ機関外委員と機関内委員で構成した評価委員会に、外国籍
の研究者を最低 1 名加えて、テニュア審査の透明性を確保した。
⑧テニュア審査に採用されなかったＴＴ若手に対して雇用を継続するセーフティネットと、メンタ
ー及びアドバイザーに加えユニット評価委員が進路アドバイスや外部機関へのリクルート支援
を行う体制を整備した。
(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）
人材養成システム改革の方針とテニュアトラック制度の導入については、学長より教育研究評
議会や大学運営会議において各部局長等に提示され、本プロジェクトの進捗状況についても報
告されている。また、医学系研究科や工学研究科の教授に対しては研究科長より逐次詳しい説
明を行って、人材養成システムに対するアンケート調査を実施するなど、意識改革を喚起するＦＤ
活動を展開している。今後は全部局を対象にＦＤ活動を展開して行く。
また、ミッションステートメントの達成に向けて効率的なＰＤＣＡサイクルを確立するため、外部評
価委員会や人材養成システム検討委員会の拡充など、体制整備を進めている。
本プロジェクトの機関内外への情報発信は、ユニット運営委員会やＴＴ若手が企画・運営した
公開セミナーや研究成果報告会により行われている。ＴＴ若手の研究面での活躍を示すことによ
り、本制度のメリットが機関内外に周知され、本学の研究の活性化をもたらしている。今後はこの
成果が人事の流動化に結び付くよう構成員のさらなる意識改革を促す。
ＴＴ若手の雇用や研究費については、自主的取組としてのＴＴ若手 1 名に対して学長裁量経
費で人件費を負担してきた。他のＴＴ若手の雇用費や研究費は補助金を活用して充当している。
事業期間終了後は学長裁量経費と部局長裁量経費をこれらの費用に充当するにこととしている。
(４) 今後の進め方
平成 22 年度に 8 名、24 年度に 2 名のＴＴ若手を採用し、ＴＴ若手育成計画は順調に進んでい
る。また、採用したＴＴ若手の多くが研究活動を活発に展開しており、テニュア審査基準を満たす
ことが十分に期待できる。
今後は、今年度採択されたテニュアトラック普及・定着事業のプロジェクトを活用して、全部局
にテニュアトラック制度を普及・定着させる。そのために外部評価委員会と人材養成システム検討
委員会を拡充して、効率的なＰＤＣＡサイクルを構築する。また、本プロジェクトの継続性を担保す
るために、この検討委員会を人事システム改革の運営組織として機能させる。プロジェクト実施期
間終了後のテニュアトラック制度の運用においては、必要な人件費、研究費は部局長裁量経費
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及び学長裁量経費を充当することとしている。
(５) その他（特徴ある取組などについて）
先端医学・生命科学研究チームでは、助教は大実験室を共有で使用し、さらに 2 つの小実験室
も共有している。この結果、「独立した助教同士が」同じ研究室で活動することで機器・試薬の共有
だけでなく情報共有や共同研究へ発展した」との好意的な意見が多く寄せられている。
テニュアトラック教員主催の「テニュアトラックプログラムからのキャリアアップ」と題したミニシンポ
ジウムが、テニュアトラックプログラム同士の横の連携強化を目的として行われた（2012 年 1 月 20
日）
。先進的なテニュアトラックプログラムの取組をしている東京農工大、東京医科歯科大、北海道
大学から、TT 若手経験者３名（うち１名女性）を講師として呼んで TT 若手としての経験を語っても
らい、交流を深めた。
学長がテニュアトラック制について教育研究評議会、大学運営会議において、各部局の特色に
応じた普及・定着に向けて検討を指示した。なお、本学のプロジェクトの特徴は、これまでに本報告
書に記載してきたように、人事システム改革が大きな支障なく進められるように、急激な改革よりは、
テニュアトラック制の各段階を確実に実施し、目標とする人事システムへ向かって着実に進めてい
る。
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Ⅴ. 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
本プロジェクトは当初の計画通り、順調に進捗している。そこで、
① 平成 27 年度までに、先端科学人材育成ユニットを発展的に「先端科学研究推進センター」に移
行させ、(准)教授ポストを配置して、本プロジェクトの他部局への普及のために活用する。
②

ＴＴ若手は優れた研究能力を有することを示している。今後は、学部生の教育にも関与させ、
テニュアポストの教員にふさわしい教育面の能力を持たせる。これにより、全ＴＴ若手がテニュア
審査基準を満たすことを目指す。

③

これまでに得た人材養成のノウハウを活かして、テニュアトラック制度のさらなる普及・定着のた
めに、外部評価委員会と人材養成システム検討委員会を拡充して制度の継続性を担保する体
制を整備する。

２． 実施期間終了後の人材養成システム改革の構想
(1) 機関に定着することを計画しているテニュアトラック制
【テニュアトラック制導入に向けての機関の方針】
今年度申請し選定されたテニュアトラック普及・定着事業を活用して、リーダー研究者養成
型から一般教員養成型へ移行して、全部局にテニュアトラック制による人材育成システムを普
及・定着させる。
【導入を計画しているテニュアトラック制の内容】
モデル事業を基盤として、全学組織として理事・部局長からなる人材養成システム検討委員
会を設置し、その下に研究担当理事と各部局のテニュアトラック普及推進室長から成る全学テ
ニュアトラック普及推進室を置いて、一般教員養成型テニュアトラックを普及させる。そのため
に各部局ごとにテニュア教員ポストの数や年限を検討し、最善の人材養成システムを構築する。
進捗状況は全学テニュアトラック普及推進室、人材養成システム検討委員会、外部評価委員
会で評価し、ＰＤＣＡサイクルを活用してテニュアトラック制度の普及と改善につなげる。
【導入を計画しているテニュアトラック制の適用範囲（適用する部局や人数など）】
医学系研究科、工学研究科、保健学研究科、教育学部、社会情報学部、生体調節研究所、
医学部付属病院、重粒子線医学研究センター等（人数については検討中である）。
(2) 実施期間終了後の機関における人材養成システム改革の方向性
全部局に一般教員養成型のテニュアトラック制度を普及・定着させ、継続的に人材養成システ
ム改革を進める。
(3) 実施期間終了後の人材養成システム改革推進における予想される課題
テニュアトラック教員数が増加すれば雇用や研究経費、研究スペースなどに対する、学長や
部局長の過大な負担が課題となる。また、これらの負担の少ない文科系教員ポストへのテニュア
トラック制度の普及では、文科系教員に制度の利点を理解させ、意識改革を行うことが課題とな
る。
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３． 資金活用実績と実施期間終了まで及び実施期間終了後の資金計画
本学では自主的取組として、平成 22 年度にＴＴ助教１名を採用しており、研究費として学長裁量
軽費を配分してきたが、他の９名のＴＴ若手の経費には人材育成費補助金を活用してきた。
実施期間終了後は、先端科学研究推進センターの（准）教授ポストに就任した教員の人件費と研
究費については学長裁量ポストと経費を充てること、及び、平成 27 年以降採用のテニュアトラック教
員のスタートアップ経費と毎年の研究費について学長裁量経費と部局長裁量経費を折半で充てる
こととする。
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
上記「２．実施期間終了後の人材養成システム改革の構想」に示したとおり、全部局にテニュアト
ラック制による人材育成システムを普及・定着させる取組を継続して進めて行くことを保証する。
また、「3．資金活用実績と実施期間終了まで及び実施期間終了後の資金計画」についても、上
記のとおり、実行することを保証する。
群馬大学長
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高田邦昭

【成果報告書本文のデータ集】

「Ⅲ．プロジェクト実施の内容」に係る図表
「２．プロジェクト実施体制と実施状況」に係る図表
表Ⅲ-2-1 プロジェクトの運営・実施体制
委員会などの
名称

委員などの構成（人）
検討の内容

自機関内
執行部

群馬大学先端科

テニュアトラック制

学研究指導者育

の導入、

成 ユ ニッ ト 研 究 人

ユ ニ ッ トの 取組 、

材育成システム検

研究環境整備、

討委員会

研究人材養成に

関係部局

３

２

１

１３

自機関外
その他

国内

海外

１

関する取組
群馬大学先端科

ユニット事業実

学研究指導者育

施、予算配分方

成ユニット運営

針、国際公募、教

委員会

育・研究活動、研

１

究成果発信
（部局）

プログラム推進の

先端医学・生命科

ため、チームの円

学研究チーム連絡

滑 な運 営 並 び に

会

運 営 に 必 要 な連

１７
（事務部）

絡調整を実施
群馬大学先端科

募集要項、ＴＴ若

学研究指導者育

手採用最終選

成ユニット評価

考、テニュア審査

委員会

要項、業績評価、

３

１

８

５

シンポジウム
「執行部」とは、学長、副学長、理事など機関の運営管理などに携わり責任を有する組織
「（全機関運営）」とは、本プロジェクトを実施するに当たって設置した全機関レベルの委員会など
「（評価・点検）」とは、本プロジェクトを実施するに当たって設置した実施内容を評価・点検
するための機関外有識者や本プロジェクトの参画者以外の委員を主とした委員会など
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「３． TT若手の国際公募と選考・審査結果」に係る図表
表Ⅲ-3-1-1 平成 22 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）
医療情報学、放射線生物学、医学・生命科学一般：先端医学・生命科学研究
公募分野・部局

チーム
生物有機化学、ケイ素科学：先端工学研究チーム：

公募期間

平成２２年７月３０日～平成２２年９月２９日（ケイ素科学のみ１１月３０日まで）

公募媒体

大学ＨＰ・Nature 誌（日本版・世界版）・学会ＨＰ・紙（医学・工学関係機関）

公募費用

２,０２５千円

表Ⅲ-3-1-2 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

医学・生命科学一般：先端医学・生命科学研究チーム
機械システム工学：先端工学研究チーム

公募期間

平成２３年８月１日～平成２３年９月３０日

公募媒体

大学ＨＰ・Nature 誌（日本版・世界版）・紙（医学・工学関係機関）

公募費用

９７０千円
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表Ⅲ-3-2-1 平成 22 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４-１参照〕

記載項目
大項目

記載内容の概要

小項目

（記載が無い項目は斜線を引いてください）
２ヶ月

公募期間（月数又は日数）

医学情報学：１名、放射線生物学：１名、医学・生命科学
一般：３名
生物有機化学：１名、ケイ素科学：１名
博士の学位を有し、2010 年 12 月 1 日の時点で、研究に
従事している期間が博士の学位取得後１０年以内の研究
者又は同等程度の研究経歴を有する者で、かつ、研究
分野で優れた研究成果を上げている者

研究分野別の公募人数
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
(1) 書類審査
(2) 必要に応じて面接・プレゼンテーション

応募者の選考・審査などの方法・プロセスなど
テニュアトラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

テ
ニ
職ュ
ア
務ト
・ラ
処ッ
遇ク
な期
ど間
中
の

な外女
ど国性
へ籍研
の 究
配研者
慮究・
者
研
究
環
境

テニュアトラック期間中の所属組織

先端科学研究指導者育成ユニット

テニュアトラック期間中の職位及び呼称

YA 准教授、YA 助教
(1) 採用後に提出する研究計画書に基づく研究活動
(2) 研究分野に関連する学部・大学院の授業及び研究
指導の一部を担当
(3) 研究論文の発表
(4) 国際会議を含む学術講演会での発表
(5) 外部資金の積極的な獲得
(6) 先端科学研究指導者育成ユニットが行うシンポジウ
ム等への参画及び発表
(7) その他、ユニット運営委員会が必要と認めた業務
(1) 勤務場所は群馬大学の昭和キャンパス（先端医学・
生命科学研究チーム）又は桐生キャンパス（先端工学研
究チーム）
(2) 就業に関しては群馬大学の就業規則が適用
(3) 職務で発生した発明等については、国立大学法人
群馬大学職務発明等規則に従って知的財産権は群馬
大学所有

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、講義の義務などを含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件

テニュアトラックの任期

2010 年 12 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで

テニュアトラック期間中の給与・諸手当など

(1) YA 准教授の場合、年収で 700～800 万円（学歴・職
歴・研究経験等による。住居手当等を含む）
(2) YA 助教の場合、年収で 500～700 万円（学歴・職
歴・研究経験等による。住居手当等を含む）

女性研究者への支援体制・内容
ライフイベント（出産、育児、介護等）に関する休暇・休業
制度あり

ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業などに対する措置（任期延長など）
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）

スタートアップ資金

YA 准教授：500 万円
YA 助教：300 万円

年間研究費

YA 准教授：600 万円
YA 助教：300 万円

研究スペース

YA 准教授：60 ㎡（研究室・実験室）
YA 助教：40 ㎡（研究室・実験室）
大学院教育研究支援センターや機器分析センター等に
配置されている共通機器を利用することが可能
YA 准教授には研究支援者１名配置

利用可能な共通研究機器・設備

研
援究
支

研究支援員（ポストドクター）による研究支援
技術補佐員による研究支援
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事務補佐員による研究・事務支援
メンター・アドバイザー制による支援あり

メンターなどの配置とその選定方法

年次・
中間評価

年次評価の方法・プロセス・基準など
中間評価の時期・方法・プロセス・基準など
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・基準など
（TT 若手からの申請の可否なども含む）

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などを含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net

その他
特記事項
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群馬大学テニュア採用審査基準に基づき、５年目の最終
審査でユニット評価委員会から適格と認められた場合、
2015 年 4 月から群馬大学の専任教員として採用されま
す。又、任期途中であっても適格と認められた場合は、
専任教員として採用されることがあります

表Ⅲ3-2-2 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４-２参照〕

記載項目

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ください）

○

第２回目 博士の学位を有し、2012 年 4 月 1
日の時点で、研究に従事している期間が博士
の学位取得後１０年以内の研究者又は同等
程度の研究経歴を有する者で、かつ、研究分
野で優れた研究成果を上げている者

改訂有無

小項目

大項目

（“有”の時

公募期間（月数又は日数）
研究分野別の公募人数
応募資格

募集条件
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・審査などの方法・プロセスなど
テニュアトラック期間中の育成施策
（各種施策への参加義務の有無を含む）

テニュアトラック期間中の所属組織

テ
ニ
職ュ
ア
務ト
・ラ
処ッ
遇ク
な期
ど間
中
の

テニュアトラック期間中の職位及び呼称

な外女
ど国性
へ籍研
の 究
配研者
慮究・
者

女性研究者への支援体制・内容
ライフイベント（性別を問わず）による
長期休業などに対する措置（任期延長など）

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、講義の義務などを含む）

テニュアトラック期間中の勤務条件
テニュアトラックの任期

○

テニュアトラック期間中の給与・諸手当など

○

第 2 回目 2012 年 4 月 1 日から 2017 年 3
月 31 日まで
(1) YA 准教授の場合、年収で 732～816 万円
（学歴・職歴・研究経験等による。住居手当等
を含まない）
(2) YA 講師の場合、年収で 660～756 万円
（学歴・職歴・研究経験等による。住居手当等
を含まない）
(3) YA 助教の場合、年収で 552～636 万円
（学歴・職歴・研究経験等による。住居手当等
を含まない）

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）

スタートアップ資金

○

第 2 回目 YA 准教授・YA 講師：500 万円

年間研究費

○

第 2 回目 YA 准教授・YA 講師：600 万円

研究スペース

○

第 2 回目 YA 准教授・YA 講師：60 ㎡（研究
室・実験室）

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
事務補佐員による研究・事務支援
メンターなどの配置とその選定方法
年次評価の方法・プロセス・基準など

年次・
中間評価

中間評価の時期・方法・プロセス・基準など
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第 2 回目 YA 准教授・YA 講師には研究支援
者１名配置

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・基準など
（TT 若手からの申請の可否なども含む）

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などを含む）

テニュア審査不合格者への Safety Net

その他
特記事項
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表Ⅲ-３-３

年度・分野別の選考・採用状況（自主的取組を含む）
応募者

採
用
年

公募分野

度

総数

日
本
国
籍

単位：人、（ ）内は女性の内数

書類審査通過

外
国
籍

女
性
総

日
本
国
籍

外
国
籍

面接審査通過

女
性

数

（平

外
国
籍

女
性

総数

日
本
国
籍

成）
医療情報学

3（0）

2(0)

1(0)

0

2（0）

2(0)

0(0)

0

1（0）

1(0)

0(0)

0

放射線生物学

7（1）

6(1)

1(0)

1

3（0）

3(0)

0(0)

0

1（0）

1(0)

0(0)

0

82（11）

73(9)

9(2)

11

9（2）

9(2)

0(0)

2

4（1）

4(1)

0(0)

1

生物有機化学

13（1）

12(0)

1(1)

1

3（0）

3(0)

0(0)

0

1（0）

1(0)

0(0)

0

ケイ素化学

10（2）

5(2)

5(0)

2

3（0）

1(0)

2(0)

0

1（0）

0(0)

1(0)

0

小計

115(15)

98(12)

17(3)

15

20（2）

18(2)

2(0)

2

8（1）

7(1)

1(0)

1

24

医学・生命科学

35（5）

31(5)

4(0)

5

3（0）

3(0)

0(0)

0

2（0）

2(0)

0(0)

0

年

機械システム工学

19（0）

17(0)

2(0)

0

3（0）

3(0)

0(0)

0

1（0）

1(0)

0(0)

0

54（5）

48(5)

6(0)

5

6（0）

6(0)

0(0)

0

3（0）

3(0)

0(0)

0

169(20)

146(7)

23(3)

20

26(2)

24(2)

2(0)

2

11（1）

10(1)

1(0)

1

22
年
度

医学・生命科学

度

小計
合

計

表Ⅲ-３-４-１

TT 若手の選考・採用の体制

（平成 22 年度：部局・研究分野など：先端医学・生命科学研究チーム（医療情報学））
選考の段階
第１次選考
第２次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-２

選考の内容
（書類審査、
面接審査など）
書類審査
プレゼンテーション・面
接審査
総合審査

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

０

４

０

０

０

０

４

０

０

０

１

５

０

２

０

TT 若手の選考・採用の体制

（平成 22 年度：部局・研究分野など：先端医学・生命科学研究チーム（放射線生物学)）
選考の段階
第 1 次選考
第２次選考
最終選考

選考の内容
（書類審査、
面接審査など）
書類審査
プレゼンテーション・面
接審査
総合審査

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

０

４

０

０

０

０

４

０

０

０

１

５

０

２

０
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表Ⅲ-３-４-３

TT 若手の選考・採用の体制

（平成 22 年度：部局・研究分野など：先端医学・生命科学研究チーム（医学・生命科学一般)）
選考の段階
第１次選考
第２次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-４
選考の段階
第 1 次選考
第２次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-５
選考の段階
第 1 次選考
第２次選考
最終選考
表Ⅲ-３-４-６

選考の内容
（書類審査、
面接審査など）
書類審査
プレゼンテーション・面
接審査
総合審査

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

０

４

０

０

０

０

５

０

０

０

１

５

０

２

０

TT 若手の選考・採用の体制（平成 22 年度：先端工学研究チーム（生物有機化学））
選考の内容
（書類審査、
面接審査など）
書類審査
プレゼンテーション・面
接審査
総合審査

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

０

7

０

０

０

０

7

０

０

０

１

５

０

２

０

TT 若手の選考・採用の体制（平成 22 年度：先端工学研究チーム（ケイ素化学））
選考の内容
（書類審査、面接審査
など）
書類審査
プレゼンテーション・面
接審査
総合審査

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

０

7

０

０

０

０

7

０

０

０

１

５

０

２

０

TT 若手の選考・採用の体制

（平成２４年度：部局・研究分野など：先端医学・生命科学研究チーム （医学・生命科学一般)）
選考の段階
第 1 次選考
第２次選考
最終選考

選考の内容
（書類審査、
面接審査など）
書類審査
プレゼンテーション・面
接審査
総合審査

選考委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

０

４

０

０

０

０

４

０

０

０

１

８

０

５

０
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表Ⅲ-３-４-７

TT 若手の選考・採用の体制

（平成２４年度：先端工学研究チーム（機械システム工学））
選考の段階
第 1 次選考

自機関内

最終選考

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

０

10

０

０

０

０

10

０

０

０

１

８

０

５

０

書面審査
プレゼンテーション・面
接審査
総合審査

第２次選考

表Ⅲ-３-５

選考委員などの構成（人）

選考の内容
（書類審査、面接審査
など）

ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）

単位：

人
採用人数

採用
年度
（平

部局など

採用者の国籍・性別

内訳（[ ]内は採用者総数に対す
る％）
海外ポスドク経
験
経験者
直前
総数
経験
者数

振興
調整
費で
採用

自主
経費
で採
用

日本
国籍

外国
籍

女性

5

1

6[100]

0[0]

１[17]

0[0]

2

0

1[50]

1[50]

0[0]

小計

7

1

7[87]

1[13]

先端医学・生命

1

0

1[100]

1

0

2
9

成）
先端医学・生命

自機関
直前
職

学位
授与

0[0]

1[17]

0[0]

1[50]

1[50]

0[0]

0[0]

1[13]

1[13]

1[13]

1[13]

0[0]

0[0]

0[0]

1[100]

1[100]

0[0]

0[0]

1[100]

0[0]

0[0]

0[0]

0[0]

0[0]

0[0]

0

2[100]

0[0]

0[0]

1[50]

1[50]

0[0]

0[0]

1

9[90]

1[10]

1[10]

2[20]

2[20]

１[10]

0[0]

科学研究チーム

22 年
度

先端工学研究
チーム

科学研究チーム

24 年
度

先端工学研究
チーム

小計
合計
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「４．

TT 若手の研究環境整備，支援体制及び育成施策」に係る図表

表Ⅲ-４-１ 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
・

左記論文以外による

査読付き原著論文 (報)

口頭発表 （件）

発表・著書等 (件)

２２年

２３年

２４年

２２年

２３年

２４年

２２年

２３年

２４年

度

度

度

度

度

度

度

度

度

ＴＴ若手：A

振興

1

7

4

0

1

0

3

24

5

TT 若手：B

振興

1

3

0

0

0

0

0

12

4

TT 若手：C

振興

0

3

1

0

1

0

0

2

0

TT 若手：D

自主

0

1

1

0

0

0

0

2

1

TT 若手：E

振興

4

3

1

1

2

2

3

4

3

TT 若手：F

振興

0

2

0

0

0

0

0

2

0

TT 若手：G

振興

－

－

1

－

－

0

－

－

0

TT 若手：H

振興

0

2

0

0

0

0

0

3

1

TT 若手：I

振興

－

－

0

－

－

2

－

－

1

ＴＴ若手：J

振興

0

2

1

0

0

1

0

1

2

6

23

9

1

4

5

6

50

17

合計

TT 若手

TT 若手：A

TT 若手：B

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

特許出願 (件)
受賞 （件）

(登録件数を括弧書きの
内数で記入）
２２年度

２３年度

顕著な学術的成果及び受賞例
２２年

２３年

２４年

度

度

度

２４年度

振興調
整費

0(0)

0(0)

0(0)

0

0

0

0(1)

1(0)

0(0)

0

2

2

0(0)

2(0)

0(0)

0

0

0

0(0)

0(0)

0(0)

0

0

0

0(0)

0(0)

0(0)

0

0

0

0(0)

0(0)

0(0)

0

0

0

振興調
整費
振興調

TT 若手：C

TT 若手：D

TT 若手：E

TT 若手：F

整費

自主
取組
振興調
整費
振興調
整費
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X 線と比べて重粒子線および温熱処理は
がん幹細胞様集団を残さないことを明ら
かにし、国内外の学会などで報告をした。
23 年度、酸化ストレスの生体イメージング
に成功し、新聞・雑誌・テレビ・ラジオで
報道された。※特許登録は H14 申請分
高精度重粒子線治療での強収束ビーム
の生成、治療計画対応画像サーバ、調
剤可視化 RFID システムの開発と実装、
東日本大震災下での計画停電時電力デ
マンド制御と病院機能維持を行った。
23 年度、共同研究により頭部の起源を
明らかにして Nature Cell Biology
(Article)に掲載、新聞にも取り上げられ
た。
ペプチドを含んだ小胞がゴルジ体にお
いて生まれる分子的メカニズムを解明し
た。
神経機能における GABA 興奮性作用の
役割を明らかにした。

TT 若手：G

TT 若手：H

TT 若手：I

TT 若手：J

振興調
整費

－

0(0)

－

－

0

0(0)

0(0)

0(0)

0

0

0

－

－

0(0)

－

－

0

0(0)

0(0)

0(0)

0

0

0

0(1)

3(0)

0(0)

0

2

2

Quorum sensing 情報伝達の抑制因子
anti-sense RNA を世界で初めて発見し、
米国科学アカデミー紀要に掲載された。
23 年度、アルツハイマー病アミロイドペプ
チドの毒性会合体の特異的検出系構築
に関する研究成果が、イギリス王立化学
会の Chemical Communications 誌の特
別号に掲載された。
導電性接着剤において、金属ナノ粒子
を使用することなく、 Ag ミクロ粒子を樹脂
バインダ中で低温焼結させ、バルク Ag
の 3～4 倍程度の低電気抵抗率を実現
することに初めて成功した。
エピタキシャルなグラフェン表面上にお
ける酸化反応を通じた、グラフェンの化
学的な機能化に成功し、これについて重
要な進展を得て、Nature Chem に掲載さ
れた。

振興調
整費

振興調
整費

振興調
整費

合計

表Ⅲ-４-２

－

TT 若手の職位別研究指導認定状況など【博士前期課程、修士課程など（いわゆる“M○号”）】
（自主的取組を含む）
一般のテニュア職

T 若手が所属またはテニュア採用後に
所属する可能性のある部局など
医学系研究科

教員数

工学部

表Ⅲ-４-３

教員数
研究指導認定済み教員数
研究指導認定済み教員数

単位：人

TT 若手

准教授

講師

助教

准教授

講師

助教

32
4
73
73

15
4
5
0

77
0
44
0

1
1
1
1

1
0
1
0

5
0
1
0

TT 若手の職位別研究指導認定状況など
【博士後期課程、博士課程、後期３年博士課程など（いわゆる“D○号”）】

（自主的取組を含む）
若手が所属またはテニュア採用後に
所属する可能性のある部局など
医学系研究科
工学部

教員数
研究指導認定済み教員数
教員数
研究指導認定済み教員数

一般のテニュア職

単位：人

TT 若手

准教授

講師

助教

准教授

講師

助教

32
3
73
52

15
1
5
0

77
0
44
0

1
1
1
0

1
0
1
0

5
0
1
0
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「５． TT 若手及び研究支援員(ポストドクターなど)のキャリアパス支援と人材流動性への配慮」に係る図
表
表Ⅲ-５-１

ＴＴ若手の転出・辞職状況（自主的取組を含む）

（該当なし）

「６． 年次評価の体制、基準・方法、結果とその反映、及びメンターの関与など」に係る図表
表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制
評価の内容
（書類評価、
面接評価など）
年次評価－１

書類評価・成果報告
会発表

評価委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

１

５

０

５

０

「７． 中間評価及びテニュア審査の体制、基準・方法、メンターの関与など」に係る図表
表Ⅲ-7-1

TT 若手の中間評価の体制

評価の段階

評価の内容
（書類評価、
面接評価など）

第１次段階

書類審査・面接審査・
国際シンポジウム

評価委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

１

８

０

５

０

表Ⅲ-7-2 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、
面接審査など）

審査委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

第１次審査

書類審査１

０

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

第２次審査

書類審査・面接審査

０

Ｅ

Ｆ

Ｇ

０

各ＴＴ若手の専門分野によりＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄから３名のピアレビュー委員を選出
各ＴＴ若手の専門分野によりＥ・Ｆ・Ｇから６～８名程度の審査委員を選出
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表Ⅲ-7-３

ＴＴ若手の中間評価結果（自主的取組を含む）

(該当なし)

表Ⅲ-7-４ 自機関のテニュア職に採用したＴＴ若手の状況（自主的取組を含む）
(該当なし)

「８． テニュアポストの準備状況」に係る図表
表Ⅲ-8-1

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
５
３
講師
２
0
准教授
２
0
教授
0
0
実施期間終了時に用意する職位別テニュアポスト数 【Ｂ】＊
職位
自主経費
助教
６
講師
１
准教授
３
教授
３

テニュア率(％)
【Ｂの合計／Ａの合計】

100％以上

＊［註］：採用予定数よりも用意するポスト数が多いのは，ＴＴ若手の希望や適性に応じてテニュア職を選
択できる余地を残すために準備してあるポスト数である。
「10． 情報発信・アウトリーチ活動とその成果」に係る図表
表Ⅲ-10-1

情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数（自主的取組を含む）

単位：

件
年度

イベント

広報活動

マスコミ報道

その他

22 年度

3

1

0

0

23 年度

10

９

6

1

24 年度

4

11

3

0
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「Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価」に係る図表
「３． テニュアトラック制の導入による機関内外などへの期待される波及効果」に関わる図表
表Ⅳ−3−1 テニュアトラック制の導入がもたらした若手研究者育成システム改革の事例
分類

狙いや期待した効果
・ TT 若手を大学院生の

制度改革の内容
・ 講座の枠を超えて大学院教育を

効果や影響
・大学院教育が充実

系統的な教育に参加す

担当している医学系研究科大学

し、同時に TT 若手に

る機会を与えることに

院教育研究支援センターの取組

大学教員としての自

より、大学院教育の充

に TT 若手を参加することとし

覚を促し、さらに TT

実を図り、同時に TT

た。

若手の適性を評価す

若手の適性を評価す

・工学研究科においては分野融合

ることに繋がってい

る。

型研究プロジェクト（エレメン

る。

ト・イノベーションプロジェクト）

新しい特徴ある制

が、文部科学省概算要求（プロジ

度設計の事例

ェクト分）事業として平成２３年
度より開始され、新規な学術分野
の創設を目指した研究・教育活動
を開始した。
また、平成２５年度の実施を目
指し、分野融合型の教育・研究体
制の構築を骨子とする学部・大学
院の改組計画が進行中である。
・自立環境下で TT 若手

・自立環境下で TT 若手の活動が

の活動を保証し、TT
制の導入を進める。

人材育成システム
の改革事例人材育
成システムの改革
事例

生きる制度を確立した。

・TT 若手の自立的な

活動の結果、優れた研

・工学研究科の一部の専攻では、

究成果があがってお

メンター・アドバイザー制を参考

り、他の教員の研究活

にして、独立して研究室を運営す

動の活性化に繋がり、

る准教授に対して、研究の独立性

教員採用人事におけ

を保障しつつ、研究室運営や学生

る意識改革を促進し

指導に対して助言や支援を行うシ

ている。

ステム（シニア教授制）を導入し、
若手教員の育成に当たる試みが開
始された。
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表Ⅳ−3−2 TT 若手の学会活動への貢献など
TT 若手

学界での顕著な活動事例

その根拠事実やデータなど

放射線生物研究分野の学

・日本放射線影響学会誌副編集委員・第 54 および 55 回大会プ

術的な発展に貢献

ログラム委員、放射線生物研究事務局長・副編集委員・HP 作成
http://rbrc.kenkyuukai.jp、国際放射線神経生物学会学術研究委
員、京都大学放射線生物研究センター共同利用専門委員を担
当。

温熱治療研究分野の学術

・日本ハイパーサーミア学会評議員・編集委員会委員長・企画委

的な発展に貢献

員・学術委員・第 29 および 30 回大会プログラム委員、関東ハイ
パーサーミア研究会事務局長・HP 作成 http://kantohyperthermia.kenkyuukai.jp、国際ハイパーサーミア学会科学委
員を担当。

癌治療増感研究分野の学

・国際癌治療増感研究会理事・第 13-15 回シンポジウム実行事務

術的な発展に貢献

局および実行委員長を担当。

宇宙生物学分野の学術的

・日本宇宙生物学会評議員・編集委員・企画委員、日本宇宙放

な発展に貢献

射線研究会幹事総務・広報・HP 作成 http://jasrr.kenkyuukai.jp、

TT 若手 A

国際宇宙ステーションきぼう利用推進委員会・生命科学シナリオ
WG 委員、きぼうにおける宇宙生命科学研究計画研究チームメン
バー（暴露部利用代表）を担当。

北関東を拠点とする医学研

・北関東医学会評議委員・編集委員を担当。

究教育機関の振興に貢献
学会年会での座長 を務め、

・第 17 回国際癌治療増感研究会の「一般演題 3」、日本ハイパー

該当分野の発展に貢献

サーミア学会第 28 回大会の「優秀論文賞受賞講演」、日本宇宙
生物科学会第 25 回大会の「ショートプレゼンテーション I」、第 70
回日本癌学会学術総会の「温熱療法・放射線効果増強」、日本
放射線影響学会第 54 回大会、第 18 回国際癌治療増感研究会
の「一般演題 1」の座長。

論文査読

Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys.（1 件）、CancerSci.（2 件）、J.Radiat.
Res.（13 件）、Jpn.J.Radiol.（2 件）、Biotechnol.J.（1 件）、Biol.Sci.
Space（3 件）、Thermal.Med.（18 件）、Radiat.Biol.Res.Comm.（1
件）の査読。

TT 若手 B

日本学術振興会・ 特別研

21〜23 年度にわたって博士研究員の研究指導を行い、国内若

究員の指導

手研究者の育成に貢献。

勉強会・講演会の発足

23 年度から数名の群馬大学教員とともに「群馬 心血管代謝と炎
症を考える会」を発足し、これまでに国内の著名な研究者を集
め、2 回の講演会を実施。
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論文査読

PLoS One（2 件）、BMC-Mol.Biol.（1 件）、Int.J.Biochem.
Cell.Biol（1 件）の査読。

TT 若手 C

学会年会での座長 を務め、

第 34 回日本分子生物学会年会の「RNA の機能」セッションで座

該当分野の発展に貢献

長。

厚生労働省・細野班におけ

23 年度に高度治療用放射線施設における品質管理ガイドライン

る治療用放射線施設 QA ガ

の策定に貢献。

イドライン策定への貢献
勉強会・講演会の発足

・23 年度から基礎生物学研究者とともに「生命現象の統合的理解
の会」を発足し、1 回実施。
・23 年度から数名の群馬大学教員とともに「伊香保 BS の会」を発

TT 若手 D

足し、1 回実施しており、24 年度も実施予定。

学術的社会貢献

・23 年度に大田区入新井第四小学校にて「生物のくらしと環境」
の特別授業を実施。

学会における活動

日本神経化学会の出版・広報委員会委員として、学会 HP の刷
新 お よ び 会 員 検 索 デ ー タベー ス の 構 築 に 関 与 。 http://www.
neurochemistry.jp

TT 若手 E

理研・脳センターが中心と

ネット上で展開する脳科学辞典において「CAPS」「有芯小胞」の

して行っている Web 脳辞典

項目を執筆。http://bsd.neuroinf.jp/wiki/

への貢献
論文査読

Cerebellum（1 件）、Neurochem.Res.（1 件）、OpenConf. Proc. J.
（1 件）の査読。

TT 若手 F

論文査読

Neurosci.Res.（1 件）の査読。

学会学生講演賞、優秀講

日本化学会第 92 春季年会において、博士課程の学生を対象と

演賞の審査

した学生講演賞および若手の研究者を対象とした優秀講演賞の
審査を行い、当該領域の研究者の育成に貢献。

TT 若手 H

学会年会での座長 を務め、

日本化学会第 92 春季年会、第 48 回ペプチド討論会において座

該当分野の発展に貢献

長。

論文査読

Mol.Biosyst.（1 件）、J.Pept.Sci.（1 件）、Phys.Chem.Chem.Phys.
（1 件）、Pept.Sci. (6 件)の査読。

エレクトロニクス実装学会常

24 年度より、エレクトロニクス実装学会の教育セミナー等の企画

任理事(教育事業委員長)

運営の責任者として、学生や企業の若手技術者のレベルアップ
に貢献。

TT 若手 I

国際会議の組織委員

24 年 4 月に東京で開催された 1st iMAPS All Asia Conference –
International Conference on Electronics Packaging (ICEP) 2012 の
論文委員会副委員長とポスターセッション実行委員長を兼務し、
会議の成功に貢献。ICEP2013 においても引き続き、論文委員会
副委員長になり、セッションの企画を実施。
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国内学会の組織委員

マイクロエレクトロニクスシンポジウム 2012 や mate2013 などの国
内学会（シンポジウム）の論文委員を担当。特に mate2013 では、
論文副委員長としてセッションの企画立案に中心的な役割。ま
た、これらのシンポジウムでは、いくつかのセッションで座長の予
定。

論文査読

エレクトロニクス実装学会英文誌の編集委員として論文査読と
紙面全体の編集を実施。

TT 若手 J

論文査読

ACS Nano（3 件）、J.Am.Chem. Soc.（1 件）、J.Phys.Chem.（2
件）､Surf.Sci. (2 件) ､Chem.Mat.(1 件)の査読。

表Ⅳ−3−3 TT 若手が主宰した国際共同研究の事例とその成果
共同研究相手
TT 若手

国・所属機関

国際共同研究の事例

その期待される成果と影響

(可能なら氏名)

TT 若手 A

米国（ハーバード医療学校な

重粒子線および温熱の殺細

重粒子線および温熱による

ど）、EU 諸国（オックスフォード

胞効果を高める DNA 修復因

DNA 損傷とその修復メカニズム

大など）、その他合わせて 7 研究

子について協力的に研究

について新たな知見を見出す。

米国（ハーバード大など）、カナ

細胞ストレスと各種疾患との

双方の得意とする技術や知見を

ダ（マクギル大など）、EU 諸国

関連性について協力的に研

活かし、単独研究では決して成

（ゲント大など）、その他合わせて

究

し得なかった成果を得る。

イタリア（CNAO）、韓国原子力

重粒子線スキャニング照射に

照射野形成法の異なる重粒子

医学院（KIRAMS）

おける生物効果の多施設共

線照射法に対し、治療効果の相

同試験

互比較と品質検証が達成され

室

TT 若手 B

26 研究室

TT 若手 C

る。

TT 若手 D

英国（サンガー研究所）、カナダ

頭尾軸形成と幹細胞製維持

互いの利点を活かして、幹細胞

（トロント大学、マギル大学）

機構について協力的に研究

から分化や頭尾軸形成へ移行
していく時の新規局面を見出
す。

米国（ウィスコンシン大学)

分泌研究を行うため、こちら

有芯小胞分泌メカニズムについ

で作製した遺伝子改変マウ

ての新たな知見が得られる可能

スを送った

性がある。

オーストラリア(ニューサウスウェ

作成した遺伝子改変マウス

協力して研究を行うことで、研究

ールズ大学)

の行動解析

を発展させることができる。

TT 若手 E

TT 若手 F
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TT 若手 G

TT 若手 I

米国（ワシントン大学[シアトル]、

光合成細菌の情報伝達機構

世界に先駆けて、細菌の情報伝

オークリッジ国立研究所)

とアンチセンス RNA について

達とアンチセンス RNA との関係

協力的に研究

を明らかにすることに成功した。

スウェーデン（チャルマース工科

新規の Thermal Interface

新材料を共同開発するとともに、

大）

Materials の開発に関する共

相手側が参画している EU の多

同研究

国間プロジェクトのメンバーとの
情報交換を行っている。

米国（ノースウェスタン大学）

TT 若手 J

グラフィン表面の化学修飾の

専門的名ディスカッションとサン

関連性について協力的に研

プル資料のやり取りを通じて、グ

究

ラフェンの化学において重要な
ブレークスルーが得られるものと
期待している。
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表Ⅳ−3−4 TT 若手の産業界への貢献とその効果の代表例
産学連携相
手
TT 若手

（明記できな

共同研究の概要と期待する成果

連携の工夫と波及効果

国際宇宙ステーション船外実験プラッ

関連分野の発展に寄与するととも

トフォーム利用実験施設の製作。人類

に、国産技術の振興を通して成長

の宇宙への進出に必要な科学的知

戦略に貢献できる。

いときには分
野のみ記入）
重工業分野

TT 若手 A

識、技術が得られることが期待できる。

TT 若手 B

TT 若手 C

株式会社トラ

これまでに開発してきた細胞ストレス

該当研究技術が非営利研究目的だ

ンスジェニック

の生体イメージングに関する知財の活

けでなく営利目的でも活用しやすく

用。具体的には、モデルマウスの市場

なる。該当研究技術の普及速度がこ

開放。

れまでよりも大きくなる。

コニカミノルタ

重粒子線治療にかかる線量分布ビュ

守秘の強いメーカーを横断する「ヨ

ヘルスケア、

ーワ、重粒子 Web カルテ(IRIS)、サブ

コ組織」として大学が機能し、病院シ

東芝電力シス

ミリビーム照射技術、調剤 RFID トレー

ステム、重粒子線治療の市場化・高

テム社、三菱

スシステムの開発、HL7/DICOM 標準

付加価値化に貢献。

電機、トッパ

化と特許技術等提供。

ン・フォーム
ズ、NEC ソフト

TT 若手 D

TT 若手 I

武田薬品工業

発生過程の現象を利用したがん発症

アカデミアの情報と最新技術及び企

株式会社

機構の解析のための遺伝子改変動物

業の所有物質の利用が相互に可能

の作出。

となる。

バイオシグナ

生体信号計測技術を応用した新しい

相手先が有している生体信号計測

ル株式会社

製品開発。具体的には、人の生体信

技術、無線通信技術、ソフトウェア開

号で制御するウェアラブル電子デバイ

発力と、当方が有している新材料開

ス、植物工場での作物の生育状況監

発力、バイオ/マシンインターフェー

視のためのバイオインピーダンスモニ

ス実装技術を融合することで、新規

タリングシステムなど。

のアプリケーションを開拓できる。
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【参考資料】
参考１ ミッションステートメント
ミッションステートメント（Ａ４用紙２枚以内）
〔採択時公表〕
○提案課題名
「若手先端科学研究者の研究環境改革」
○総括責任者名
「髙田 邦昭
」
○提案機関名
「国立大学法人群馬大学
」
（実施予定期間： 平成２２年度～平成２６年度）
（１）人材養成システム改革構想の概要
群馬大学では、優秀な若手研究者に欧米先進諸国に対抗できる先端的な研究を発展させる機会
を与えるため、①学際的研究環境を構築するとともに、②若手研究者の自由な発想が活かされる
教育研究システムの実現に取り組んでいる。本学は①のために既に、医学系においては基礎・臨
床融合型の大講座制を、また工学系においては、博士後期課程を１専攻（工学）へ統合するとと
もに、専攻を超えた研究プロジェクトを活発に行っている。本改革ではさらにこれを推し進め、
医工の連携を基軸にして、原子力機構高崎、理研等との密接な連携のもと、これまで実施した二
つの２１世紀 COE プログラム及び現在実施しているグローバル COE プログラムを基盤として、
既存の組織・研究体制の枠を超えた先端科学研究指導者育成ユニットを創設し、最先端の科学・
技術研究を自立的に遂行できる若手研究指導者を育成する。なお本学は②のために既に医学系研
究科においては大学院教育研究支援センターの教員ポストを任期付で全国公募して若手研究者
を採用し、自身の発想に基づいて研究が遂行できる環境を導入している。新設ユニットにテニュ
アトラックポスト（5 年の任期付の YA (Young Ambitious)教員）を導入することによって、若手
研究者が自立的に研究活動を行える環境を整備する。新設ユニットは国内外に広く候補者を公募
し、外部評価員を交えたユニット評価委員会が、応募者の業績及び研究提案の独創性・実行可能
性に関する審査の上選定する（女性研究者・外国人研究者を少なくとも 1 人は採用するように努
める）
。この任期付教員には、十分な研究費と研究スペースを支援し、その自由な発想を最大限
に活かすことにより、②の教育研究システムの改革をさらに推し進める。YA 教員はメンター・
アドバイザー制で YA 教員の研究の自主性と独立性を尊重しつつ支援する。またこの YA 教員に
は大学院生等の教育・指導に積極的に関与できる機会を与えることにより、研究能力のみならず
確かな教育能力も有する研究指導者の育成を目指す。さらに国際シンポジウムを企画・運営させ、
その場で自ら研究成果を発表させることにより、研究成果等を海外に発信する力を涵養する。ま
た国際学会での発表、共同研究等のための海外旅費の支援を積極的に行うことによっても、国際
性を涵養する。これと並行して、学長の強力なリーダーシップの下に、既存の教員ポストに逐次
テニュアトラックポストを導入、人材の流動性を高め、先端的科学・技術研究に参画できる若手
研究者の研究環境を整備するとともに、その業績を評価して、先端科学研究推進センター、医学
系研究科、工学研究科、生調研、医学部附属病院、重粒子線医学研究センターにおける安定した
職位（教授、准教授）に就くことが可能な新体制を構築する。さらには学長主導のもと、研究人
材養成システム検討委員会のバックアップを受けて、このような若手研究者のステップアップシ
ステムをモデルとして全学に波及させ、大学全体の人事の流動化・研究の活性化を図り、群馬大
学に世界的教育研究拠点を構築するためのインフラを整備する。
（２）３年目終了時における具体的な目標
１．
平成 22 年度に国際公募・採用した「先端科学研究指導者育成ユニット」の YA 教員（Y
A 准教授３名、YA 助教４名）に対して中間評価を行う。すなわち業績自己評価書を提出させ
ると共に、国際シンポジウムを開催、外部評価委員を交えたユニット評価委員会によって審
査し、研究費・研究スペースの配分に反映する。
２．
平成 23 年度に自主的取組で国際公募・採用した「先端科学研究指導者育成ユニット」
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の YA 助教 1 名の研究の進捗状況を評価する。
３．
平成 24 年度当初に国際公募・採用した「先端科学研究指導者育成ユニット」の YA 教員
（YA 准教授１名、YA 助教１名）の研究の進捗状況を評価する。
４．
平成 25 年度の採用に向けて「先端科学研究指導者育成ユニット」の YA 助教を自主的取
組で国際公募・選定する。
５．
医学系研究科及び附属病院の教員ポストにテニュアトラックポストを導入する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
１．
平成 26 年 10 月頃に国際シンポジウムを開催し、平成 22 年度に調整費で採用した YA
教員（YA 准教授３名、YA 助教４名）及び平成 24 年度に調整費で採用した YA 教員（YA 准
教授１名、YA 助教１名）に研究成果を発表させる。
２．
平成 22 年度に調整費で採用した YA 教員のテニュア審査を行い、
優れた業績をあげたも
のを安定した職位に就かせるために、先端科学研究推進センター（平成 27 年度に設立予定）
、
医学系研究科、工学研究科、生体調節研究所、医学部附属病院、重粒子線医学研究センター
に、教授ないし准教授７席を用意する。
３．
平成 23 年度に自主的取組で採用した YA 助教 1 名のテニュア予備審査を行う。
４．
平成 24 年度に調整費で採用した YA 教員（YA 准教授１名、YA 助教１名）の中間評価
を行う。
５．
平成 25 年度、平成 26 年度に自主的取組で採用した YA 助教それぞれ１名の業績を評価
する。
６．
ユニット評価委員会のセンター評価委員会への移行を準備する。
（４）実施期間終了後の取組
平成 27 年度には「先端科学研究指導者育成ユニット」を発展的に改組して、新たに全学的
組織の「先端科学研究推進センター」とすると同時に、ユニット評価委員会をセンター評価委
員会に移行させる。平成 27 年度以降、先端科学研究推進センターでは YA 准教授・YA 助教 12
名のうち、高い業績を挙げた研究者１名を、教授ないし准教授として採用する。また同様に高
い業績を挙げた研究者７名を、医学系研究科、生調研、医学部附属病院、重粒子線医学研究セ
ンター、さらに４名を工学研究科の教授、准教授ないし講師として採用する。安定した職位を
得られなかった研究者は２年間を限度として継続雇用する（セーフティネット）と共に、メン
ター、アドバイザー、顧問に加えて、ユニット運営委員会・ユニット評価委員会が進路アドバ
イス・外部機関へのリクルート支援を行う。平成 27 年度以降も採用した YA 教員の研究支援を
継続、高い業績をあげた YA 教員を順次教授、准教授等に昇任させる。また退職する教員のポ
ストなどを移行してテニュアトラックポストを拡大、YA 教員を適宜国際公募・選定する。こ
れらのテニュアトラックポストの YA 教員には、学長裁量経費等の学内経費から実績に応じて
研究費を重点配分する。研究人材養成システム検討委員会は、センター評価委員会との緊密な
連携のもとに、この人事改革の試みを、学長が主導する、大学全体の人事制度改革にフィード
バックし、大学全体の研究活動の活性化、人材の流動性の活性化を継続させる。
（５）期待される波及効果
１．群馬大学の自然科学系教育研究部門における、若手研究者を登用し業績に応じてステップア
ップさせるテニュアトラック制の試みは、群馬大学全体に人事の流動化を波及させ、研究を活
性化させる効果を持つ（学長の主導する人事改革において研究人材養成システム検討委員会が
中心的な役割を果たす）。これにより群馬大学に世界的教育研究拠点を構築するインフラが整
備されると期待される。
２．先端科学研究推進センターは、課程制大学院教育の実質化に向けたモデルプログラムである
とともに、若手研究者を自立的な研究能力と確かな教育指導能力を兼ね備えた研究者に育成す
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るシステムとして、他の大学に対して大きな波及効果を持つ。
３．これまでに実施した COE プログラムを研究システムの基盤とし、既存の組織・研究体制の
枠を超えた学際的研究環境の先端科学研究推進センターを有する群馬大学のシステムは、研究
成果を社会に還元できる世界最高レベルの教育研究活動のモデルプランとして、他の大学・研
究機関に対して大きな波及効果を持つ。
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参考２ 採択時コメント

本提案は、機関の長のリーダーシップの下に、既存の組織、研究体制の枠を越えた「先端科学研究指
導者育成ユニット」を創設し、医工連携を基軸にテニュアトラック制による新たな研究・教育人材育成シス
テムの確立を目指すものである。公募審査・採用に関する内容、若手研究者育成プロブラム及び学内へ
の展開に関する計画は具体的である。また、テニュアトラック若手研究者への十分な研究資金に加えて、
各チームに外国人研究者の顧問を配置し、教育能力育成にも注力するなどの取組は高く評価でき、附
属病院等の臨床系へのテニュアトラック制導入の試みは画期的であり、その定着化が期待される。
今後、女性研究者の支援体制を充実すること、自校出身者比率を更に抑制することなどにより、人材の
多様性に一層の配慮を行うとともに、テニュアトラック若手研究者の国際公募実施に当たって、医学・工
学分野で育成するテニュアトラック若手研究者の具体的な研究領域及びテニュア審査の基準・手順を明
確にすることが必要である。
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参考３ 「中期目標・中期計画」などにおける“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（人事システム改革など）”などに関連する記載状況
◆「第２期中期目標・中期計画」
、
「平成 22・23 年度計画」抜粋
中 期 計 画

22・23 年度計画

２ 研究に関する目標

中 期 目 標

２ 研究に関する目標を達成す
るための措置

２ 研究に関する目標を達成するた
めの措置

(2) 研究実施体制等の整備に関
する目標
研究の発展を促進するため、ま
た、大学として重点的に取り組む
領域や学部(研究科)・学科（専攻）
の枠を越えた複合領域の研究を
推進するために、学長のリーダー
シップに基づいて研究者等を適
切に配置し、施設及び設備などの
研究環境を整備する。さらに、国
際的競争力を持つ先進的研究拠
点の活動を担う人材を育成する。

(2) 研究実施体制等の整備に関
(2) 研究実施体制等の整備に関す
する目標を達成するための措
る目標を達成するための措置
置
① 大学が策定した研究戦略に基づ
① 学長が裁量権を持つ教職員
き、必要に応じて研究者、研究支
枠により、研究者、研究支援者
援者等の適正配置を行う。
等の適正配置を行う。
② 若手研究者の育成を目的とし
② 若手研究者の研究を支援す
て、研究及び海外留学を支援す
るために研究助成金及び海外
る。
派遣助成金を措置する。
③ プロジェクト型研究及び共同研
③ 施設使用面積並びに研究室
究のための研究スペースの利用
の配分・配置の見直しを行い、
状況等を調査し、必要に応じて再
研究スペースを競争原理に基
配分、再配置する。
づき重点的に貸与する。

※ 下線が関連する記載。
◆「平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」
「全体的な状況」抜粋
２．研究
(1) プロジェクト型研究の推進
（略）
② 研究グループ形成の促進
上記①で定めた重点領域を中心に、部局内又は部局間にまたがる研究グループの形成を促
進し、プロジェクト型研究を開始した。
この結果、22 年度に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」
で本学の取組「若手先端科学研究者の研究環境改革」が採択され、群馬大学型テニュアトラ
ックプログラムを立ち上げた。
（略）
(5) テニュアトラックプログラム
22 年度の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」で本学の
「若手先端科学研究者の研究環境改革」が採択され、「先端科学研究指導者育成ユニッ
ト（先端医学・生命科学研究分野及び先端工学研究分野）」におけるテニュアトラック
制を開始した。
この制度により 22 年度には８名の教員を新たに採用した。
◆「平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」
「全体的な状況」抜粋
２．研究
（略）
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(2) 若手先端科学研究者の研究環境改革（テニュアトラック制）
医学系研究科及び工学研究科において、
「若手先端科学研究者の研究環境改革」が 22 年度か
ら文部科学省「科学技術人材育成費補助事業」の支援を受け、「先端科学研究指導者育成ユニ
ット（先端医学・生命科学研究分野及び先端工学研究分野）」におけるテニュアトラック制に
取り組んでいる。
23 年度においては、この制度により採用した教員の研究成果「酸化ストレス可視化モデルマ
ウスの開発」が、英国の科学雑誌『Scientific Reports』電子版に「世界初の成功」として掲載
された。
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参考４-1 平成 22 年度第１回目（通算第１回目）国際公募要領（和文及び英文）
2010 年 7 月 30 日
国立大学法人群馬大学 「若手先端科学研究者の研究環境改革」プログラム
「先端科学研究指導者育成ユニット」テニュア・トラック教員の募集要項
国立大学法人群馬大学

群馬大学では、文部科学省の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」
（2010 年度から 2014 年度まで）の支援を受けて、
「若手先端科学研究者の研究環境改革」プロ
グラムを実施します。本プログラムにより、「先端科学研究指導者育成ユニット」を創設し、YA
(Young Ambitious)准教授 3 名、YA 助教 4 名を国際公募します。
記
本プログラム（http://www.---HP 準備中）では、現在の組織・研究体制の枠を超えた「先端科
学研究指導者育成ユニット」を創設します。このユニットにテニュア・トラック制を導入し、最
先端の科学・技術研究を自立的に遂行できる若手研究指導者を育成する体制を確立することを目
的としています。
テニュア・トラック制は、任期付雇用による若手研究者が自立した研究環境で研究者・教育者
としての経験を積み、審査によって専任教員（テニュアポスト）となるキャリアパスを提供する
制度です。任期中又は任期終了までに、優れた業績を上げ適格と認められた YA 准教授及び YA
助教（以下「YA 教員」という。
）は、群馬大学の専任教員として新たに採用されます。
任期中は、研究費として、YA 准教授には年間 600 万円、YA 助教には年間 300 万円を配分し
ます。このほかに、研究室の整備や研究の立ち上げのために、スタートアップ資金として着任年
度に YA 准教授には 500 万円、YA 助教には 300 万円を配分し、YA 准教授には約 60m2（研究室、
実験室）
、YA 助教には約 40m2（研究室、実験室）のスペースを用意します。さらに、YA 准教授
には、研究支援者 1 名を配置します。ただし、研究費及びスペースの配分は、文部科学省の予算
措置及び研究教育業績評価等によって変動する可能性があります。
YA 教員は大学院教育研究支援センターや機器分析センター等に配置されている共通機器を利
用することが可能です。共通機器等の詳細はホームページを参照し、研究計画の立案や着任後の
外部資金の獲得計画に役立ててください。
又、メンター（学内のベテラン教員）
、アドバイザー（学内外の関連領域の専門家）、顧問（関
連領域の海外の専門家）によって多面的に YA 教員を支援します（メンター・アドバイザー制）。
１ 募集人員
YA 准教授 3 名、YA 助教 4 名
先端科学研究指導者育成ユニットには、先端医学・生命科学研究チーム（昭和キャンパス）及
び先端工学研究チーム（桐生キャンパス）が設置されます。チーム毎の募集人員は、以下のとお
りです。
（内訳 先端医学・生命科学研究チーム：YA 准教授２名程度、YA 助教３名程度
先端工学研究チーム：YA 准教授１名、YA 助教１名）
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２ 所 属
先端科学研究指導者育成ユニット
３ 応募資格
博士の学位を有し、2010 年 12 月 1 日の時点で、研究に従事している期間が博士の学位取得後
１０年以内の研究者又は同等程度の研究経歴を有する者で、かつ、下記『６の研究分野』で優れ
た研究成果を上げている者。
４ 雇用期間
2010 年 12 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで
任期中の研究教育業績を、ユニット評価委員会で評価し、任期中又は任期終了時に、優れた業
績を上げ、群馬大学テニュア採用審査基準に基づき適格と判断された YA 教員は、群馬大学の専
任教員に新たに採用されます。
５ 着任時期
2010 年 12 月 1 日から 2011 年 3 月 16 日までの間に着任してください。
６ 研究分野
以下の研究分野に関する YA 教員を募集します。このポストは独立した若手研究指導者の育成
ポストであり、先端的な科学研究を積極的に推進する若手研究者を求めます。採用に当たり、研
究テーマや研究者の資質及び将来性を考慮します。
所属：先端医学・生命科学研究チーム
募集番号＃１ 募集人員：１名（YA 准教授又は YA 助教）
研究分野：医療情報学分野（略称：医療情報学）
募集番号＃２ 募集人員：１名（YA 准教授又は YA 助教）
研究分野：放射線生物学分野（略称：放射線生物学）
募集番号＃３ 募集人員：３名（YA 准教授又は YA 助教）
研究分野：生活習慣病、脳・神経科学に関連した研究分野、又は医学・生命科学における
幅広い研究分野
（略称：医学・生命科学一般）
所属：先端工学研究チーム
募集番号＃４ 募集人員：１名（YA 准教授又は YA 助教）
研究分野：ペプチド化学をベースにした幅広い生物有機化学分野
（略称：生物有機化学）
募集番号＃５ 募集人員：１名（YA 准教授又は YA 助教）
研究分野：ケイ素化学分野における幅広い研究分野（略称：ケイ素化学）
７ 職 務
(1) 採用後に提出する研究計画書に基づく研究活動
(2) 研究分野に関連する学部・大学院の授業及び研究指導の一部を担当
(3) 研究論文の発表
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(4)
(5)
(6)
(7)

国際会議を含む学術講演会での発表
外部資金の積極的な獲得
先端科学研究指導者育成ユニットが行うシンポジウム等への参画及び発表
その他、ユニット運営委員会が必要と認めた業務

８ 勤務条件
(1) 勤務場所は群馬大学の昭和キャンパス（先端医学・生命科学研究チーム）又は桐生キャン
パス（先端工学研究チーム）です。
(2) 就業に関しては群馬大学の就業規則が適用されます。
(3) 職務で発生した発明等については、国立大学法人群馬大学職務発明等規則に従って知的財
産権は群馬大学所有になります。
９ 給 与
(1) YA 准教授の場合、年収で 700～800 万円程度（学歴・職歴・研究経験等による。住居手当
等を含む）
(2) YA 助教の場合、年収で 500～700 万円程度（学歴・職歴・研究経験等による。住居手当等
を含む）
※給与は平成２２年７月１日現在のものです。
１０ 研究支援等
(1) 研究資金として、YA 准教授には、スタートアップ資金を含み初年度 1,100 万円配分し、
２年目以降は、600 万円配分します。YA 助教には、スタートアップ資金を含み初年度 600
万円配分し、２年目以降は 300 万円配分します。研究スペースとして、YA 准教授には約 60
㎡（研究室、実験室）を配分、YA 助教には約 40 ㎡（研究室、実験室）を配分します。た
だし、研究費及びスペースの配分は、文部科学省の予算措置及び研究教育業績評価等によっ
て変動する可能性があります。
(2) YA 准教授には研究支援者 1 名を配置します。
(3) メンター・アドバイザー制による支援があります。
(4) ライフイベント（出産、育児、介護等）に関する休暇・休業制度があります。
１１ 専任教員（テニュアポスト）への採用
今回採用される YA 教員は、群馬大学テニュア採用審査基準に基づき、５年目の最終審査でユ
ニット評価委員会から適格と認められた場合、2015 年 4 月から群馬大学の専任教員として採用
されます。又、任期途中であっても適格と認められた場合は、専任教員として採用されることが
あります。
１２
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

応募書類（日本語または英語のいずれかで作成してください）
履歴書（別紙様式(1)、顔写真添付）
１部
業績目録（別紙様式(2)）
１部
主な原著論文１０編以内の別刷
最近１０年間の科学研究費補助金等の受給状況（別紙様式(3)）
１部
研究分野○○○『募集番号＃□』における研究についての主張と抱負
（○○○及び□には『上記６の研究分野』の略称及び番号を記入） １部
（2,000 字程度）
(6) 推薦状（任意様式）
１部
※様式については、本プログラムのホームページからダウンロードできます。
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１３ 電子応募による提出期限及び応募書類の取扱い
2010 年 9 月 29 日（水）17 時
本プログラムのホームページから電子応募によって期限までに提出し、応募書類原本を別送し
てください。原著論文の別刷及び推薦状の電子応募による提出は不要です。なお、提出期限は日
本時間での指定です。
１４ 選 考
(1) 書類審査を行います。
(2) 必要に応じて面接・プレゼンテーションを行います。
※面接・プレゼンテーション等の詳細については、後日連絡します。
(3) 選考結果は、2010 年 11 月上旬までに郵送で通知する予定です。
１５ 応募書類提出方法
(1) Word 又は PDF 形式で作成した応募書類を提出期限（9 月 29 日（水）17 時）までに、本
プログラムのホームページの応募受付フォームから応募してください。アップロードファイ
ル全体の容量には 12MB（メガバイト）の制限があります。
(2) 別途、応募書類原本（電子応募での申請と同一内容の紙媒体資料）を〒371-8511 群馬県前
橋市昭和町三丁目３９－２２ 国立大学法人群馬大学昭和地区事務部総務課人事係宛に郵便
等により送付してください。
なお、封筒の表に『YA 教員応募書類「募集番号＃□」在中』と朱筆してください。
（□は該
当する番号、10 月 5 日（火）必着）
１６ 問い合わせ先
本公募に関して質問がある場合は、本プログラムのホームページのお問い合わせフォームをご
利用ください。
群馬大学昭和地区事務部総務課人事係 担当：茂木、一場
TEL : 027-220-7806
E-mail：m-jinji@jimu.gunma-u.ac.jp
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July 30, 2010
Tenure-Track Program
Advanced Scientific Research Leaders Development Unit
Gunma University

Gunma University seeks qualified researchers in medical sciences and engineering from 2010
through 2014. Under the auspices of the Improvement of Research Environment for Young Researchers
Program by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan (MEXT), the
University offers three (3) positions as Young & Ambitious (YA) Associate Professors and four (4)
positions as YA Assistant Professors.

Overview
The University has established an Advanced Scientific Research Leaders Development Unit, a
program which extends beyond the University’s current organizational structure and research system (see:
http://hospital.med.gunma-u.ac.jp/advancedmed/). The Unit’s purpose is to nurture leaders capable of
conducting research and teaching in state-of-the-art fields of science and technology under a new
tenure-track system.
The tenure-track system offers qualified young researchers a career path to carry out their work
in an autonomous research environment. Young researchers who demonstrate outstanding achievement in
their fields then become eligible for full-time, tenured posts in three categories: lecturer, associate
professor, or full professor.
Research funds of 6,000,000JPY per annum will be allocated to YA Associate Professors and
3,000,000JPY per annum to YA Assistant Professors. Additionally, start-up funds will be provided during
the first year following appointment, specifically 5,000,000JPY for YA Associate Professors and
3,000,000JPY to YA Assistant Professors. Offices and laboratory space will also be provided by the
University. YA Associate Professors will be allocated about 60 m2 and YA Assistant Professors will receive
about 40 m2. In addition, YA Associate Professors will also be provided with one (1) research assistant.
It should be kept in mind, however, that annual allocations of research grants and office and laboratory
space are subject to change depending on the annual budgets allotted to the MEXT as well as periodic
reviews of research and educational activities.
All YA program appointees will be provided access to laboratories shared by Education and
Research Support Center Graduate School of Medicine and Center for Material Research by Instrumental
Analysis Graduate School of Engineering. For further information regarding these facilities, refer to the
link above. These Centers will be instrumental in making a research project plan (to be submitted after
employment) and in developing research proposals to secure external funding.
A Mentor Advisory System has been established to support YA staff (YA Associate Professor and
YA Assistant Professor). The team of advisors comprises university professors, external advisors
(non-university professionals), and consultants (specialists from overseas).
1. Positions Offered
3 YA (Young & Ambitious) Associate Professors
4 YA Assistant Professors
YA staff will belong to one of two “teams” which conducts research in a specialized field under
the umbrella of The Advanced Scientific Research Leaders Development Unit. The Advanced Medicine /

55

Bioscience Research Team will research medical science and is located at the School of Medicine’s Showa
Campus. The Advanced Engineering Research Team focuses on science and engineering and is located on
the Faculty of Engineering’s Kiryu Campus.
The following positions are being recruited:
Advanced Medicine / Bioscience Research Team: two (2) YA Associate Professors and three (3)
YA Assistant Professors.*
*This allotment is provisional, i.e. there are a total of 5 (five) positions on the Advanced Medicine /
Bioscience Research Team. The final number of posts of Associate Professor and Assistant Professor will
be determined by the qualifications of the applicants.
Advanced Engineering Research Team: one (1) YA Associate Professor and one (1) YA Assistant
Professor.
2. Affiliation
Appointees will belong to the Advanced Scientific Research Leaders Development Unit

3. Qualifications
•
Applicants are required to hold a PhD, and to have held an academic position as a research
assistant, associate professor, or postdoctoral fellow (or their equivalent). Applicants must apply within 10
years of having received their PhD (please see “Recruitment information Q & A” for details).
•
Applicants should have an outstanding record of achievement in a field of research noted in
category 6 below.
4. Term of Employment
Successful applicants will be employed from December 1, 2010 to March 31, 2015.
The performance of YA staff will be assessed periodically by the Unit’s Review and Assessment
Committee (URAC). Those who successfully complete the tenure evaluation process by URAC according
to the Gunma University Tenure Regulations will be newly appointed as full-time tenured members of
Gunma University at/before the end of the five-year program.
5. Beginning of Employment
Successful applicants must take their position between December 1, 2010 and March 16, 2011.
6. Fields of Research
Gunma University seeks YA scientists in the fields of research below. It is hoped these
independent posts will nurture young research leaders and promote state-of-the-art research by a new
generation of researchers. Applicants able to demonstrate their capabilities in their fields are encouraged
to apply.
Advanced Medicine / Bioscience Research Team
Recruitment #1: Position: one (1) YA Associate Professor or YA Assistant Professor in the field of Medical
Information
Recruitment #2: Position: one (1) YA Associate Professor or YA Assistant Professor in the field of
Radiation Biology
Recruitment #3: Positions: three (3) YA Associate or Assistant Professors in the following fields of
research: lifestyle diseases, neuroscience, other field of medical science / bioscience
Advanced Engineering Research Team
Recruitment #4: Position: one (1) YA Associate Professor or Assistant Professor
Fields of research: a wide range of research in bioorganic chemistry based on peptide chemistry
Recruitment #5: Position: one (1) YA Associate Professor or Assistant Professor
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Fields of research: a wide range of silicon-related chemistry
7. Duties
(1) Carry out a proposed research project plan submitted after employment
(2) Advise research activities of graduate or undergraduate students and participate in the teaching of
graduate or undergraduate class related to the applicant’s field of research
(3) Publish research findings
(4) Present findings at international conferences
(5) Apply for and obtain external research grants
(6) Assist organizing symposia sponsored by the Advanced Scientific Researcher Leaders Development
Unit and present findings there
(7) Other administrative activities deemed necessary by the Unit Steering Committee
8. Working Conditions
(1) Appointees will be located either on the Gunma University Showa Campus (Advanced Medicine /
Bioscience Research Team) or on the Kiryu Campus (Advanced Engineering Research Team).
(2) Appointees are subject to Gunma University employment regulations.
(3) University regulations apply to inventions and/or discoveries produced while on the job. Subsequent
intellectual property rights belong to the University.
9. Salary*
(1) YA Associate Professors’ income shall be between 7,000,000JPY and 8,000,000JPY (commensurate
with academic and career qualifications), including taxes and housing allowance.
(2) YA Assistant Professors’ annual income shall be between 5,000,000JPY and 7,000,000JPY
(commensurate with academic and career qualifications), including taxes and housing allowance.
* These figures are current as of July 1, 2010
10. Research Funds and University Support
(1) During the first year 11,000,000JPY (including the start-up fund) will be allocated to YA Associate
Professors. From the 2nd year, funds will be 6,000,000JPY per annum. YA Assistant Professors will
receive 6,000,000 JPY(including the start-up fund). From the 2nd year, funds will be 3,000,000JPY per
annum. A floor space of about 60 m2 (including office space and experimental laboratory space) is
provided for YA Associate Professors. YA Assistant Professors will receive about 40 m2 (including office
space and experimental laboratory space). The allocation is subject to change based on the fiscal budgets
provided to MEXT as well as periodic performance assessments.
(2) YA Associate Professors will be provided with one (1) research assistant.
(3) Support is available to YA staff via the Mentor Advisory System.
(4) Paid holidays and a system of leave (marriage, pre- and post-natal, child-rearing, reduced working
hours for childcare, nursery and health care, care of sick family, bereavement, sick leave and others) are
available.
11. Obtaining a Tenured Post
At the completion of five years, the performance of YA Associate and Assistant Professors will
be reviewed by the URAC, according to the Gunma University Tenure Regulations. Successful candidates
will become full-time faculty members from April 2015. Should YA Associate or Assistant Professors be
determined to be fully qualified at a time during the 5-year employment period, he/she may be hired as a
full-time member of the teaching faculty prior to the end of the five-year program.
12. Application Materials (can be written in English or Japanese)
A) The following items must be submitted electronically.
(1) A Curriculum vitae with your recent photograph and the list of publications and the list of scientific
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research fund grants received during the past 10 years
(2) A Statement of Purpose of approximately 2000 words regarding research and educational goals. On the
Statement of Purpose, indicate which section of recruitment is being applied for [Recruitment No. # ]
B) The following printed items must be sent by registered mail or courier service.
1) Hard copies of the materials in 12 A) above
2) Copies of up to 10 publications
3) A letter of recommendation
13. Deadlines
Deadline for Electronic Files: September 29, 2010, 17:00 (JST)
Deadline for printed materials: October 5, 2010.
Note that the deadline of 17:00 refers to Japan Standard Time. See 15 below for further details.
14. Selection of Candidates
(1) Selection will be determined by the examination of application materials.
(2) Applicants may be required to interview and/or make a presentation.
* Applicants will be informed at a later date with details when an interview and/or presentation
be required.
(3) Final decision will be informed by post in early November 2010.
15. Submitting Application Materials
(1) Application forms must be in MS Word or PDF format and uploaded to the website of the Gunma
University Graduate School of Medicine (http://hospital.med.gunma-u.ac.jp/advancedmed/en/) Sizes of
uploaded files are limited to 12 megabytes.
(2) Send hard copies of all application forms (materials should be identical to those already sent
electronically), copies of up to 10 publications and a letter of recommendation to the address below. On the
envelope, indicate “Young Ambitious Scientists Program, Recruitment #”
Personnel Office
General Administration Division
Showa District Business Department
National University Corporation Gunma University
39-22, 3-chome, Showa-machi
Maebashi-shi, Gunma 371-8511 Japan
16. For further information, please use the "contact form" of the "Contact Us" page of our
website (https://hospital.med.gunma-u.ac.jp/advancedmed/en/contact.html).
Personnel Office, General Administration Division, Showa District Business Department, National
University Corporation Gunma University
E-mail: m-jinji@jimu.gunma-u.ac.jp
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2010年10月25日
国立大学法人群馬大学「若手先端科学研究者の研究環境改革」プログラム
「先端科学研究指導者育成ユニット」テニュア・トラック教員の募集要項に関する重要なお知らせ
国立大学法人群馬大学
下記の通り、テニュア・トラック教員（ケイ素化学）の国際公募を2010年11月30日まで延長しました。応
募にあたっては、以下の変更点をご確認下さい。
記
先端工学研究チーム 募集番号＃５（ケイ素化学）のYA 教員募集について，次のとおり公募期間を延
長しました。
（１）電子応募による提出期限 ２０１０年１１月３０日（火）
（２）応募書類原本の提出期限 ２０１０年１２月３日（金）
＊選考結果については、２０１１年２月中旬までに郵送にて通知する予定です。
募集要項ファイル（本ファイルの２ページ以降）に対する変更点
*赤字で示してある部分が変更された点です。
３ページ
４ 雇用期間
2011 年3 月1 日から2015 年3 月31 日まで
５ 着任時期
2011 年3 月1 日から3 月16 日までの間に着任してください。
５ページ
１３ 電子応募による提出期限及び応募書類の取扱い
2010 年 11 月30 日（火）17 時
本プログラムのホームページから電子応募によって期限までに提出し、応募書類原本を別送してくだ
さい。原著論文の別刷及び推薦状の電子応募による提出は不要です。なお、提出期限は日本時間での
指定です。
１４ 選考
(3) 選考結果は、2011 年 2 月中旬までに郵送で通知する予定です。
１５ 応募書類提出方法
(1) Word 又はPDF 形式で作成した応募書類を提出期限（11 月30 日（火）17 時）までに、本プログ
ラムのホームページの応募受付フォームから応募してください。アップロードファイル全体の容量に
は12MB（メガバイト）の制限があります。
(2) 別途、応募書類原本（電子応募での申請と同一内容の紙媒体資料）を〒371-8511 群馬県前橋
市昭和町三丁目３９－２２ 国立大学法人群馬大学昭和地区事務部総務課人事係宛に郵便等に
より送付してください。
なお、封筒の表に『YA 教員応募書類「募集番号＃５」在中』と朱筆してください。（12 月3 日（金）
必着）
以上
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October 25, 2010
Tenure-Track Program
Advanced Scientific Research Leaders Development Unit
Gunma University
Important notice on the application
Regarding the application of Tenure-Track program of Advanced Scientific Research Leaders
Development Unit, we have extended the deadline of the application for #5 Silicon Chemistry as shown
below.
Deadline for Electronic Files: November 30, 2010, 17:00 (JST)
Deadline for printed materials: December 3, 2010
With this correction, following points of the Guidelines for Applicants (from page 2 of this file) were
changed.
Page 4
4. Term of Employment
Successful applicants will be employed from March 1, 2011 to March 31, 2015.
5. Beginning of Employment
Successful applicants must take their position between March 1, 2011 and March 16, 2011.
Page 7
13. Deadlines
Deadline for Electronic Files: November 30, 2010, 17:00 (JST)
Deadline for printed materials: December 3, 2010
Note that the deadline of 17:00 refers to Japan Standard Time. See 15 below for further details.
14. Selection of Candidates
(3) Final decision will be informed by post till the middle of February 2011.
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（２回目以降の公募は和文のみとし，英文については省略すること）
参考４-2 平成 23 年度第 1 回目（通算第 2 回目）国際公募要領（和文）
2011 年 8 月１日
国立大学法人群馬大学 「若手先端科学研究者の研究環境改革」プログラム
「先端科学研究指導者育成ユニット」テニュア・トラック教員の募集要項
国立大学法人群馬大学

群馬大学では、文部科学省の科学技術人材育成費補助金による「テニュアトラック普及・定着
事業（若手研究者の自立的研究環境整備促進）」の支援を受けて、
「若手先端科学研究者の研究環
境改革」プログラムを実施しています（2010 年度から 2014 年度まで）
。本プログラムにより、
「先端科学研究指導者育成ユニット」において、１名の YA (Young Ambitious)准教授又は YA 講
師及び１名の YA 助教を国際公募します。
なお、「先端科学研究指導者育成ユニット」は 2015 年度以降は「先端科学研究推進研究セン
ター」に移行する予定です。
記
本プログラムでは、現在の組織・研究体制の枠を超えた「先端科学研究指導者育成ユニット」
(http://asrldu.dept.med.gunma-u.ac.jp/main/home.html)を設置していますが、このユニットに
テニュア・トラック制を導入して、最先端の科学・技術研究を自立的に遂行できる若手研究指導
者を育成する体制を確立することを目的としています。
テニュア・トラック制は、任期付雇用による若手研究者が自立した研究環境で研究者・教育者
としての経験を積み、審査によって専任教員（テニュアポスト）となるキャリアパスを提供する
制度です。任期中又は任期終了までに、優れた業績を上げ適格と認められた YA 准教授、YA 講師
及び YA 助教（以下「YA 教員」という。
）は、群馬大学の専任教員として新たに採用されます。
任期中は、研究費として、YA 准教授・YA 講師には年間 600 万円、YA 助教には年間 300 万円
を配分します。このほかに、研究室の整備や研究の立ち上げのために、スタートアップ資金とし
て着任年度に YA 准教授・YA 講師には 500 万円、YA 助教には 300 万円を配分し、YA 准教授・
YA 講師には約 60m2（研究室、実験室）
、YA 助教には約 40m2（研究室、実験室）のスペースを
用意します。さらに、YA 准教授・YA 講師には、研究支援者 1 名を配置します。ただし、研究費
及びスペースの配分は、文部科学省の予算措置及び研究教育業績評価等によって変動する可能性
があります。
YA 教員は大学院教育研究支援センターや機器分析センター等に配置されている共通機器を利
用することが可能です。共通機器等の詳細はホームページを参照し、研究計画の立案や着任後の
外部資金の獲得計画に役立ててください。
又、メンター（学内のベテラン教員）
、アドバイザー（学内外の関連領域の専門家）、顧問（関
連領域の海外の専門家）によって多面的に YA 教員を支援します（メンター・アドバイザー制）。
１ 募集人員
YA 准教授又は YA 講師１名、及び YA 助教１名
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先端科学研究指導者育成ユニットには、先端医学・生命科学研究チーム（昭和キャンパス）及
び先端工学研究チーム（桐生キャンパス）が設置されています。チーム毎の募集人員は、以下の
とおりです。
先端医学・生命科学研究チーム：YA 助教１名
先端工学研究チーム：YA 准教授又は YA 講師１名
２ 所 属
先端科学研究指導者育成ユニット
３ 応募資格
博士の学位を有し、2012 年 4 月 1 日の時点で、研究に従事している期間が博士の学位取得後
１０年以内の研究者又は同等程度の研究経歴を有する者で、かつ、下記『６の研究分野』で優れ
た研究成果を上げている者。
４ 雇用期間
2012 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで
任期中の研究教育業績を、ユニット評価委員会で評価し、任期中又は任期終了時に、優れた業
績を上げ、群馬大学テニュア採用審査基準に基づき適格と判断された YA 教員は、群馬大学の専
任教員に新たに採用されます。
５ 着任時期
2012 年 4 月 1 日に着任してください。
６ 研究分野
以下の研究分野に関する YA 教員を募集します。このポストは独立した若手研究指導者の育成
ポストであり、先端的な科学研究を積極的に推進する若手研究者を求めます。採用に当たり、研
究テーマや研究者の資質及び将来性を考慮します。
所属：先端医学・生命科学研究チーム
募集番号＃１ 募集人員：１名（YA 助教）
研究分野：生活習慣病、脳・神経科学に関連した研究分野、又は医学・生命科学における
幅広い研究分野
（略称：医学・生命科学一般）
所属：先端工学研究チーム
募集番号＃２ 募集人員：１名（YA 准教授又は YA 講師）
研究分野：機械システム工学に関する研究分野
（略称：機械システム工学）
７ 職 務
(1) 採用後に提出する研究計画書に基づく研究活動
(2) 研究分野に関連する学部・大学院の授業及び研究指導の一部を担当
(3) 研究論文の発表
(4) 国際会議を含む学術講演会での発表
(5) 外部資金の積極的な獲得
(6) 先端科学研究指導者育成ユニットが行うシンポジウム等への参画及び発表
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(7) その他、ユニット運営委員会が必要と認めた業務
８ 勤務条件
(1) 勤務場所は群馬大学の昭和キャンパス（先端医学・生命科学研究チーム）又は桐生キャン
パス（先端工学研究チーム）です。
(2) 就業に関しては群馬大学の就業規則が適用されます。
(3) 職務で発生した発明等については、国立大学法人群馬大学職務発明等規則に従って知的財
産権は群馬大学所有になります。
９ 給 与
(1) YA 准教授の場合、年収で 732～816 万円（学歴・職歴・研究経験等による。住居手当等を
含まない）
(2) YA 講師の場合、年収で 660～756 万円（学歴・職歴・研究経験等による。住居手当等を含
まない）
(3) YA 助教の場合、年収で 552～636 万円（学歴・職歴・研究経験等による。住居手当等を含
まない）
※給与は平成 23 年８月１日現在のものです。
１０ 研究支援等
(1) 研究資金として、YA 准教授・YA 講師には、スタートアップ資金を含み初年度 1,100 万円
配分し、２年目以降は、600 万円配分します。YA 助教には、スタートアップ資金を含み初
年度 600 万円配分し、２年目以降は 300 万円配分します。研究スペースとして、YA 准教授・
YA 講師には約 60 ㎡（研究室、実験室を合わせて）を配分、YA 助教には約 40 ㎡（研究室、
実験室を合わせて）を配分します。ただし、研究費及びスペースの配分は、文部科学省の予
算措置及び研究教育業績評価等によって変動する可能性があります。
(2) YA 准教授・YA 講師には研究支援者 1 名を配置します。
(3) メンター・アドバイザー制による支援があります。
(4) ライフイベント（出産、育児、介護等）に関する休暇・休業制度があります。
１１ 専任教員（テニュアポスト）への採用
今回採用される YA 教員は、群馬大学テニュア採用審査基準に基づき、５年目の最終審査でユ
ニット評価委員会から適格と認められた場合、2017 年 4 月から群馬大学の専任教員として採用
されます。又、任期途中であっても適格と認められた場合は、専任教員として採用されることが
あります。
１２
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

応募書類（日本語または英語のいずれかで作成してください）
履歴書（別紙様式(1)、顔写真添付）
１部
業績目録（別紙様式(2)）
１部
主な原著論文１０編以内の別刷
最近１０年間の科学研究費補助金等の受給状況（別紙様式(3)）
１部
研究分野○○○『募集番号＃□』における研究についての主張と抱負
（○○○及び□には『募集要項６の研究分野』の略称及び番号を記入） １部
（2,000 字程度）
(6) 推薦状（任意様式）
１部
※様式については、本プログラムのホームページからダウンロードできます。
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１３ 電子応募による提出期限及び応募書類の取扱い
2011 年 9 月 30 日（金）17 時
本プログラムのホームページから電子応募によって期限までに提出し、応募書類原本を別送し
てください。原著論文の別刷及び推薦状の電子応募による提出は不要です。なお、提出期限は日
本時間での指定です。
１４ 選 考
(1) 書類審査を行います。
(2) 必要に応じて面接・プレゼンテーションを行います。
※面接・プレゼンテーション等の詳細については、後日連絡します。
(3) 選考結果は、2011 年 12 月中旬までに郵送で通知する予定です。
１５ 応募書類提出方法
(1) Word 又は PDF 形式で作成した応募書類を提出期限（9 月 30 日（金）17 時）までに、本
プログラムのホームページの応募受付フォームから応募してください。アップロードファイ
ル全体の容量には 12MB（メガバイト）の制限があります。
(2) 別途、応募書類原本（電子応募での申請と同一内容の紙媒体資料）をそれぞれの募集ごとに
以下の住所宛に送付すること。
募集番号＃１（医学・生命科学一般）
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目３９－２２ 国立大学法人群馬大学昭和地区事務部総
務課人事係宛に郵便等により送付してください。
募集番号＃２（機械システム工学）
〒376-8515 群馬県桐生市天神町一丁目５－１ 国立大学法人群馬大学工学部庶務係宛に郵便
等により送付してください。
なお、封筒の表に『YA 教員応募書類「募集番号＃□」在中』と朱筆してください。
（□は該
当する番号、10 月３日（月）必着）
１６ 問い合わせ先
本公募に関して質問がある場合は、本プログラムのホームページのお問い合わせフォームをご
利用ください。
本事業への問い合わせ
群馬大学研究推進部研究・産学連携推進課 担当：町田、野村
TEL : 027-220-7511・7513
E-mail：wakate@jimu.gunma-u.ac.jp
公募に関する問い合わせ
募集番号＃１（医学・生命科学一般）
群馬大学昭和地区事務部総務課人事係 村田、一場
TEL : 027-220-7806
E-mail：m-jinji@jimu.gunma-u.ac.jp
募集番号＃２（機械システム工学）
群馬大学工学部庶務係 担当 今井
TEL : 0277-30-1015
E-mail：t-syomu@jimu.gunma-u.ac.jp
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参考５ TT 若手に対する中間評価基準（案を含む。和文）

テニュアトラック教員中間評価基準
平成２４年１０月５日
群馬大学先端科学研究指導者
育成ユニット評価委員会決定

１．テニュアトラック教員が提出した研究成果報告書等の書類審査、面接、国際シンポ
ジウム等において下記の事項についてＳ～Ｄの５段階で評価する。
（１）評価項目
・研究活動実績
・外部資金獲得実績
・教育活動実績
・社会貢献活動実績
・マネジメント能力
・その他特記すべき事項
（２）評価段階
・Ｓ 特に優れている
・Ａ 優れている
・Ｂ 順調である
・Ｃ 今後もう少し努力を要する
・Ｄ 今後相当の努力を要する

２．中間評価の結果はチーム統括者をとおして通知し、チーム統括者はメンター／アドバ
イザーと相談のうえ、テニュアトラック教員に必要な指導・助言を行う。なお、総合評
価においてＳ評価者については研究費の増額を行い、Ｄ評価者については研究費の減額
を行うこととする。
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参考６ TT 若手に対するテニュア審査基準（和文）
群馬大学先端科学研究指導者育成ユニットテニュア審査要項

平成２４年 ２月１６日 制定
群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット評価委員会決定
（趣 旨）
第１ この要項は，群馬大学先端科学研究指導者育成ユニットにおけるテニュアトラック教員の
テニュア審査の実施に関し必要な事項を定める。
（テニュア審査）
第２ テニュア審査は，群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット評価委員会（以下「ユニット
評価委員会」という。
）が行う。
２ テニュア審査とは，テニュア予備審査及びテニュア本審査をいう。
３ テニュア本審査は，テニュアトラック教員ごとに１回限り行う。
４

テニュア予備審査では，テニュアトラック教員の研究計画の進捗状況等を確認するととも

に，研究調書に掲げられた目標等の達成状況及び研究活動の発展性を評価し，適切な助言を行
う。
５ テニュア本審査では，テニュアトラック教員の研究計画の実施状況，研究内容の発想と展開
の自立性，研究費に関する自立性，教育研究の指導力及びチームマネジメント能力等について
評価し，専任教員としての適性を判定する。
（テニュア審査の項目）
第３ テニュア審査の項目は，次の各号に掲げるとおりとする。
（１）研究活動実績（テニュア本審査においては，ピアレビューによって評価を行う者（以下「ピ
アレビューアー」という。
）による研究成果の評価を含む。）
（２）外部資金獲得実績
（３）教育活動実績
（４）社会貢献活動実績
（５）マネジメント能力
（６）その他特記すべき事項
（テニュア審査の実施時期等）
第４ テニュア予備審査はテニュアトラック教員の着任した日の属する年度（以下「初年度」と
いう。）から起算し４年度目の12月に，テニュア本審査は初年度から起算し５年度目の12月に
行う。
２ 前項の規定にかかわらず，テニュアトラック教員を専任教員として採用予定の部局等（以下
「受入れ予定部局等」という。
）において，専任教員の欠員が生じた場合に，受入れ予定部局
等の長からの申請書（別紙様式１）及びテニュアトラック教員からの申請書（別紙様式２）に
基づき，テニュア審査を行うことができる。
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３ 前項の規定によるテニュア本審査は，テニュアトラック教員から退職願の提出があった場合
に限り行う。
（テニュア審査の方法）
第５ テニュア予備審査は，業績自己評価書（別紙様式３）及びヒアリングにより行う。
２ テニュア本審査は，前項に規定するもののほか，テニュア審査研究成果評価書（別紙様式４）
により行う。
３ テニュア審査を受けるテニュアトラック教員は，業績自己評価書（別紙様式３）及び論文の
別刷等の参考資料をテニュア審査を受ける２か月前までにユニット評価委員会に提出しなけ
ればならない。
（ピアレビューアーによる評価）
第６ テニュア本審査においては，テニュアトラック教員の研究成果について，ピアレビューア
ーによる評価を行う。
２ ユニット評価委員会委員長は，ピアレビューアーを３人選出するものとし，うち，１人は国
外の研究者とする。
３ ピアレビューアーは，テニュア本審査の１か月前までにテニュア審査研究成果評価書（別紙
様式４）をユニット評価委員会に提出しなければならない。
（審査委員会）
第７ テニュアトラック教員を審査するため，ユニット評価委員会にテニュア審査を受けるテニ
ュアトラック教員ごとの審査委員会を置く。
２ 審査委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織し，ユニット評価委員会委員長が指名する。
（１）ユニット評価委員会委員 ２人以上
（２）受入れ予定部局等の教員 ２人
（３）その他ユニット評価委員会委員長が指名する者 若干人
３ 審査委員会委員長は，ユニット評価委員会委員長が指名する者とする。
４ 第２項の委員のうち１人以上は，学外者でなければならない。
５ 審査委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ，開くことはできない。
６ 議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，審査委員会委員長の決すると
ころによる。
７ 審査委員会の事務は，昭和地区事務部及び工学部事務部の協力を得て，研究推進部において
処理する。
（テニュア審査結果の通知）
第８ ユニット評価委員会委員長は，審査結果通知書（別紙様式５）をテニュアトラック教員及
び受入れ予定部局等の長にそれぞれ通知する。
（テニュア審査に対する異議申立て）
第９ 第８の審査結果に異議があるテニュアトラック教員又は受入れ予定部局等の長は，審査結
果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内にユニット評価委員会委員長に申立てをす
ることができる。
２ 前項の異議の申立てを受けたユニット評価委員会委員長は，ユニット評価委員会において当
該テニュア審査に関わる審査手続を精査するとともに，審査委員会委員長から審査に係る事情
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を聴取した上，審査過程の妥当性を審議し，異議申立者にその結果を原則としてテニュアトラ
ック教員の任期が満了するまでに通知する。
（審査期間の延長）
第10 テニュアトラック教員が，育児休業，介護休業その他やむを得ない事情により，所定の期
間にテニュア審査を受けることができない場合は，当該休業等期間に相当する期間を限度とし
て，テニュア審査期間を延長してテニュア審査を実施することができる。
（雑 則）
第11 この要項に定めるもののほか，テニュア審査に関し必要な事項は，別に定める。
附 則
この要項は，平成２４年２月１６日から施行する。
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