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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（自主的取り組みを含む）
若手研究者（テニュアトラック講師）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：国際サステナブル科学リーダー育成システム
■機関名：国立大学法人 広島大学
■代表者名（役職）： 浅原 利正 （学長）
■実施期間：5年間
■実施経費：3年目までの総額 ３６５．４百万円 （間接経費込み）

■人材養成システム改革の概要
機関の現状
広島大学はその到達目標を「世界トップレベルの特色ある総合研究大学」として掲げ、COEや
21世紀COEに採択された課題を中心に、研究体制を重点的に整備してきた。その達成指標の一
例として、学術論文の被引用数は国内13位（世界283位）、THE-QS世界大学ランキングでは国
内13位（世界259位）など、高く評価されている。
若手研究者の育成では、全学的な取組として「特別研究員制度：H16-」を発足させ、毎年５名
程度を雇用し、重点的に育成している。また、科学技術振興調整費による、「イノベーション創出
若手人材研究人材養成：H21-25」「女性研究者支援モデル育成：H19-21」「新興分野人材養成
プログラム：H15-19」など多くの実績を持つ。
人材養成システムに関しては、「任期制」「サバティカル制度」「年俸制」を採用し、さらに平成21
年４月に人材育成推進室を設置し、全学レベルで研究者・職員の育成を組織的に進めている。

人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
持続発展可能な社会を構築するのに必要な物質・材料科学、生命科学及び地球環境科学を
包括した学際融合領域を対象とし、①各専門分野で深い研究知識・能力、②関連分野との知の
交錯を可能にする柔軟な思考・能力、③持続発展可能な社会の構築に不可欠な国際センス、を
持つ若手研究者を育成する。
公募は国際公募とし、選考審査に合格後「テニュアトラック講師」として「サステナブル・ディベロ
ップメント実践研究センター」に専任教員として採用する。採用後「独立研究室」、「研究費支援」
などを受けながら、応募時に計画した学際研究を行う。３年目に「中間評価」を行い、特に優れた
評価を受けた教員は「テニュア審査」を経てテニュア教員として採用する。５年目に「最終評価」を
行い、基準を満たすと「テニュア審査」を経てテニュア教員として採用する。
実施期間終了後も、引き続き「学際融合領域における教員の採用」にテニュアトラック制度を取
り入れる。なお、今回の実施は自然科学系の学際融合領域であるが、種々の問題点を改善した
後、人文社会系や医療系など他分野への展開を図る。
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ミッションステートメントの概要
） ３年目終了時
テニュアトラック教員２名に対して、「テニュアトラック審査委員会」による中間評価を実施する。
評価は、研究業績（論文発表、学会・国際会議発表等）及び卓越性・自立性・協調性・国際性の
観点からの教育研究活動実績に対して、書類審査とともに英語でのプレゼンテーションによる面
接審査を行う。評価結果はテニュアトラック教員に示し、助言を行う。極めて評価が高い教員につ
いては「テニュア審査」へ推薦し、テニュア教員への採用を可能とする。また、システム改革の評
価のために外部委員を含めた「テニュアトラック評価委員会」による制度の評価を実施し、制度改
革、教員の選考方法、研究資金を含む支援体制、テニュア審査基準等の見直しを行う。
実施期間終了時
「テニュアトラック審査委員会」による最終評価を実施する。評価基準を満たす者はテニュア審
査（配属予定の研究科で実施）を経てテニュア（准教授又は教授）へ移行する。テニュアの所属は
希望する研究科とする。テニュアポストは、テニュア移行最大数の範囲で用意する。人材育成シス
テム改革全体の改善として、「テニュアトラック評価委員会」による評価を受ける。このプログラムを
通して、学際融合領域における人材育成システム改革のモデルとしての確立を目指す。

2

3

Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

22 年度

23 年度

度（平成）
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
13.2
58.4
（1）職階：テニュアト
1.3
31.1
ラック講師 （2 名） （4 名）
（2）職階：研究員
7.1
（3 名）
（3）職階：支援研究員
3.1
（1 名）
（4）職階：特任教授
5.8
8.1
（企画支援室長） （1 名） （1 名）
（5）職階：教育研究
4.3
6.5
推進員
（1 名） （1 名）
（6）職階：契約一般職
1.7
2.6
員
（1 名） （1 名）
２．備品及び
63.9
34.9
試作品費
３．消耗品
9.4
19.9
４．旅費
2.3
5.0
５．その他
1.2
3.3
直接経費(1.～5.)計
89.9
121.4
６．間接経費 6)

27.0

0.1

116.9

121.6

93.6
50.6
（6 名）
17.5
（4 名）
7.3
（2 名）
8.3
（1 名）
6.5
（1 名）
3.4
（1 名）
16.0
6.9
4.5
1.0
122.0

76.0

88.0

329.2

114.8
56.0

64.0

173.4

132.0

152.0

617.4

39.6

45.6

112.3

122.0

171.6

197.6

729.7

16.0
16.0

23.0
23.0

43.5
39.0
4.5

（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
（2）事業実施費

1.3

3.2

1.3

3.2

・間接経費

0.4

自主経費計

1.6

0.4

0.0

3.2

16.0

23.0

43.8

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
本学では、これまでの人事制度は研究分野ごとに構築されている学部・研究科の中で行われており、
学際融合領域における優秀な若手教員の採用は難しい面があった。本学で実施するテニュアトラック
制は、従来の学問領域で構成された部局の枠を超えた学際融合領域における教育研究を推し進める
ための人材育成システム改革である。本プロジェクトは、５つの自然科学系研究科（総合科学、工学、
理学、生物圏科学、先端物質科学）が連携して実施しているが、広島大学は 1２大学院研究科を備え
る総合大学であり、本プロジェクトで構築したテニュアトラック制は、広大全体への波及のみならず、他
の機関における若手人材育成システム改革及び学際融合領域研究の推進における一つのモデルに
なるものと期待される。
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
自由で独創性の高い研究を推進しつつ、個性ある学術分野において、世界トップレベルの研究の
達成を目指す。基盤的研究の維持・発展と萌芽的研究の育成、異分野融合型の研究を発掘・育成す
る。教員の研究活動及び研究業績に係る評価システムをより信頼性の高い評価システムに整備し、研
究水準の向上を図る。（詳細を参考３に示す）
（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
本学の特色とすべき研究分野を戦略的に推進し、研究拠点形成に向けて人的・物的支援を行う。
学長裁量経費を柔軟に活用して、基盤的研究・萌芽的研究の支援を行うとともに、異分野融合型の研
究を発掘できるよう研究者集団を柔軟に編成（重点的に配置）し、その研究に対する支援を行う。多様
な雇用制度を活用し、優れた研究者を雇用し、信頼性の高い評価システムを整備し、新人材育成基
本方針に定めたキャリアパスに沿った人材養成を行う。
１-３ 貴機関で期待する「テニュア像」
人材養成システムとしてテニュアトラック制を導入することにより、有能な研究人材を発掘・育成し、
大学全体の研究教育レベルのアップに繋がることを期待している。テニュアトラック制で国際公募によ
り採用した若手教員は、従来の講座制にとらわれず独立した研究室と多くの研究費など、一般の若手
教員に比べて高いインセンティブを与えられており、テニュアトラック期間中に思う存分その能力を発
揮し、厳しい業績評価に合格した国際的リーダーとして活躍できる優秀な人材をテニュア教員として
求めている。
本プロジェクトでは、持続発展可能な社会を構築するのに必要なサステナブル科学分野で、「国際
的リーダー」を育成するためテニュアトラック制を導入している。物質・材料科学、生命科学、及び地球
環境科学分野で深い研究知識・能力を有し、他の関連分野との知の交錯を可能にする柔軟な思考力、
循環型持続的社会の構築に不可欠な国際センスを持って、これらの学際融合領域の開拓を目指す
若手研究者を期待している。主として研究を中心に育てた若い研究者を、自然科学系の５研究科を中
心に関連部局に配属するが、配属後は教育や管理・運営などにも携わることを考えると、テニュアトラ
ック期間中に十分これらの経験を有したテニュア教員に育成する必要がある。このため、本プロジェク
トで採用した TT 若手も、採用後２年目から講義や副指導教員、中間評価後は主指導教員も担当し、
関連部局にスムーズに配属できるよう配慮を行っている。
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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〕
TT若手は、「サステナブル・ディベロップメント実践研究センター」（平成22年6月設置）の専任教員
として採用し、従来の学部・研究科の枠にとらわれない人事制度を適用する。なお、テニュアトラックの
制度設計においては「人材育成推進室」と協同して企画立案・実施を行う。
本プロジェクトを推進するため本センタ－に「学際融合領域研究部門」を設置し、同部門に、「テニュ
アトラック企画支援室」及び「テニュアトラック審査委員会」を配置した。また、TT若手の選考審査以外
の課題等の検討を行う組織として、同部門に新たに「テニュアトラック運営会議」（2011年１月）を設置し
た。本センタ－においてはこれら三者が協調して本プロジェクトを推進した。
また、本プロジェクトの評価を行うため、学外及び学内委員からなる「テニュアトラック評価委員会」を
設置した。なお、提案書には記載がなかったが、理事・副学長（研究担当）及び関係部局長をメンバ
ーとする「テニュアトラック推進協議会」を設置し（平成22年11月）、関係部局との連携協力の下に全学
的展開への視野も入れて本プロジェクトを推進していく体制強化を図った。
２−２ プロジェクトの実施状況
本プロジェクトの実施に当たって、前述のように設置された各種委員会などの役割・実施状況などを
下記に記述する。
① 「テニュアトラック企画支援室」
専任の室長（特任教授）及び2名の専任スタッフ（うち1名は英語に堪能な博士号取得者）を配置
し、TT若手の国際公募・選考審査及び業績評価、TT若手の研究活動（スタートアップや外部資金
獲得など）に向けた支援、研究支援員の公募、広報・普及（ホームページ、シンポジウム開催、機関
冊子の発行）など、本プロジェクトの実施に係る全ての企画立案・支援を日常的に行った。
② 「テニュアトラック運営会議」
毎月ほぼ１回開催し、TT若手への支援体制や研究環境整備、メンタリングシステム、広報・普及
啓発活動などに係る諸課題について検討を行った。
③ 「テニュアトラック審査委員会」
審査要綱に基づきTT若手の選考審査を行うとともに、採用したTT若手の業績評価、研究支援員
の選考審査を行った。ＴＴ若手の国際公募は毎年２分野で行うため、それぞれ学内及び学外（海外
を含む）の委員で組織した「分野別審査委員会」で審査し、その結果を受けて、「テニュアトラック審
査委員会」で最終候補者を決定した。
④ 「テニュアトラック推進協議会」
これまで５回（平成22年11月、平成23年１月、平成23年11月、平成24年６月、平成24年7月）開催
し、TT若手の国際公募・選考審査・採用、自立的研究環境整備（研究スペースの確保や研究資金
の配分、メンター及び研究支援員の配置）、大学院の授業・研究指導の分担、テニュア取得後の部
局配属など、関係部局と密接に関連した諸課題を全学的な観点から検討した。
⑤ 「テニュアトラック評価委員会」
平成22～23年度実施状況に対する外部評価を平成23年12月に実施した。本プロジェクトの進捗
状況の評価及び今後改善すべき課題等の提言をいただいた。
⑥ 各種運用規程の整備と運用
テニュアトラック審査委員会要項（平成22年６月）、テニュアトラック推進協議会内規（平成22年11
月）、メンター教員の配置に関する内規（平成22年12月）、テニュアトラック評価委員会要項（平成23
年３月）など、必要な規程の整備を行い、これに従って本プロジェクトを実施した。
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３． TT 若手の国際公募と選考・審査結果
〔「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」、「表Ⅲ-３-1-２ 平
成 22 年度第 2 回目（通算第 2 回目）国際公募の実施状況」、「表Ⅲ-３-1-３ 平成 23 年度第 1
回目（通算第 3 回目）国際公募の実施状況」「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
これまで３回の国際公募を行った。第１期（平成22年度採用）では生命科学分野と物質・材料科学
分野、第２期（平成23年度採用）では物質・材料科学分野と地球環境科学分野、第３期（平成24年度
採用）では地球環境科学分野と生命科学分野で、各分野1名ずつ、計6名のTT若手を公募した。
公募要領及びQ&Aは全て和文と英文で作成し、Nature、 Science、 JREC-INなど種々の媒体を使
って公募し、応募書類は全て英文で作成し電子媒体（PDF）により送ってもらうこととした。第１期・２期
公募を通して女性研究者の応募が１名しかなかったため、第３期公募では、女性研究者に対する広
島大学の支援状況や諸条件について追記するなど、公募要領の改善を行った。なお、第２期公募に
ついては、第１期公募の締切前に公募を開始する必要があったため、公募要領の内容の変更を行っ
ていない。
（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〕
第 1 期では生命科学分野 18 名と物質・材料科学分野 34 名、第２期では物質・材料科学分野 20
名と地球環境科学分野 13 名、第３期では地球環境科学分野 22 名と生命科学分野 42 名の応募があ
り、外国籍応募者は延べ 25 カ国から応募者総数の 40～48％を占め、国際公募の目的は十分に達成
することができた。女性研究者の応募は第１期では無く、第２期も１名であったが、第３期では 11 名へ
と増加し、公募要領の改善の効果が見られた。厳正・公正な審査により外国人１名を含む６名の TT 若
手を選考・採用した。また、海外ポストドクターから２名を採用、その他の１名も海外ポストドクター経歴
者であり、国際性と多様性を確保できた。しかし、女性研究者の採用には至っておらず、今後さらに公
募方法の改善を行い、第４期以降での実現を目指す。
（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
女性研究者に対しては、 第１期～３期公募いずれにおいても、「出産、育児等に関する休暇・休業
制度あり」、「審査の結果、同等の評価であると判断された場合は女性研究者を優先」と記載した。第３
期公募においてはさらに、「出産・育児等による任用任期延長制度（最大１年間）」や「女性研究者専
門のメンター配置」、「広島大学男女共同参画推進室と連携した受け入れ態勢」などを追加した。
応募者の国籍は問わず、応募書類を全て英文で作成し電子媒体（PDF）により送ってもらい、二次
審査（面接）も英語で行い、面接にかかる渡航費も大学負担とすることによって、外国籍研究者が応募
しやすいよう配慮している。第１期～３期公募いずれにおいても、特に日本語能力を採用基準として課
してはいないが、テニュア資格を得るためには最小限の日本語による研究教育能力の習得が必要で
あることを公募要領と Q&A（ともに英文）で示している。
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 TT 若手の選考・採用の体制」参照〕
① 審査基準
一次審査（書面審査）： (i)研究業績が優れており、研究計画を遂行できる能力及び準備状況が
示されていること、(ii)研究計画が具体的で、新規性・実現可能性の高い研究であること、(iii)将来、
テニュア教員としてサステナブル科学の発展に十分貢献が期待できること、の３つの観点から、４つ
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の審査項目（研究業績、研究計画、能力・将来性、国際性）に対して５段階評価を行った。
二次審査（面接）： 研究業績、研究計画、教育の観点、コミュニケーション能力の４つの審査項目
に対して５段階評価を行い、一次審査の評価も踏まえて総合的に評価した。
② 審査方法
第１、２、３期とも異なる２研究分野で公募するため、テニュアトラック審査委員会の下に、それぞ
れの分野別審査委員会を設置し、一次審査（書面審査）と二次審査（面接）を行った。一次審査で
は各評価項目に対する絶対評価を行った後、本プロジェクトが求める若手研究者にふさわしいかど
うかを含めた相対評価により、数名の面接候補者を選出した。二次審査は全て英語で、プレゼンテ
ーション40分、質疑応答30分で行い、一次審査の結果も踏まえ総合的に評価し、順位を付してテニ
ュアトラック審査委員会に提出した。国外からの応募者・審査員で来学が難しい場合は、ネット会議
システム（Skype）を用いて面接を行った。テニュアトラック審査委員会は、一次審査、二次審査ごと
に審査過程と審査結果の確認・検討を行い、それぞれ面接候補者、最終候補者の決定を行った。
③ 審査委員の構成
分野別審査委員会は学内委員3名、学外委員２名（国内１名、海外１名）の５名で構成。学内委員
にはテニュアトラック審査委員会委員以外の関連部局からの委員も含まれる。テニュアトラック審査
委員会は学内委員13名で、この中には分野別審査委員も含まれる。
（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
機関外（学外）の審査委員は、応募者の研究教育能力を客観的かつ厳格に評価するうえで有効で
あった。特に海外からの審査委員は、応募者の国際的コミュニケーション能力の評価において、重要
な役割を果たした。
（３） 採用者の状況
〔「表Ⅲ-３-５ ＴＴ若手採用者数」参照〕
第１期国際公募（平成 22 年度採用）： ①採用人数２名、②国籍（日本１名、イタリア１名）、③性別
（２名とも男性）、④自機関者数（採用直前職が自機関の者） なし、⑤自校学位授与数（自機関が博
士の学位を授与した者） なし、⑥日本国籍研究者で海外ポストドクターからの採用 １名。
第２期国際公募（平成 23 年度採用）: ①採用人数２名、②国籍（日本２名）、③性別（２名とも男性）、
④自機関者数（採用直前職が自機関の者） １名、⑤自校学位授与数（自機関が博士の学位を授与
した者） １名、⑥日本国籍研究者で海外ポストドクターからの採用 なし。
第３期国際公募（平成 24 年度採用）： ①採用人数２名、②国籍（日本２名）、③性別（２名とも男性）、
④自機関者数（採用直前職が自機関の者） なし、⑤自校学位授与数（自機関が博士の学位を授与
した者） なし、⑥日本国籍研究者で海外ポストドクターからの採用 １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〕
本プロジェクトでは、５年間で 10 名の TT 若手の採用に対して、外国人研究者 20％、女性研究者
20％、自機関出身者 30％以内を目標としている。既に外国人研究者は１名採用でき目標達成に向け
順調に進んでいるが、女性研究者は、公募要領の改善などで第３期はかなりの応募があったものの採
用には至っていない。その理由として、(i)もともと募集分野で女性研究者が少ない分野であったこと
（本学の女性教員の比率は 11.5％。一方、関連 5 研究科における比率は 5.7％である。）、(ⅱ)本プロ
ジェクトでは博士取得後３年以降 10 年未満の研究者を公募対象としており、結婚や出産・育児等のラ
イフイベントに関わる年齢層が多いと考えられることから、地理的に本学のような地方大学への赴任が
難しいこと、などが考えられる。第３期で応募者の増加も見られたことから、第４期以降、公募要領にさ
らなる改善を加え、人材育成推進室の女性研究者養成システム改革加速事業（広大システム改革に
よる女性研究者活躍促進）と連携し、優秀な女性研究者への働きかけ等を通じて、女性研究者の採
用目標を達成できるものと考える。
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本プロジェクトがめざす「サステナブル科学」では、多様な研究人材がいろいろな観点から取り
組むことが必要であり、次年度以降の公募に当たっては、研究分野のみならず、感性や視点
などの多様な人材の獲得を目指すため、公募分野や公募要領・審査方法などに対する工夫を
引き続き続ける。
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
本学の弾力的活用スペース（先端科学総合研究棟１階、総合研究実験棟７階、VBL４階）に一人当
たり約 50 ｍ２の研究スペースを確保・整備した。提案書では研究スペースを「主としてテニュアトラック
教員の協力研究科内に確保する」としていたが、各ＴＴ教員の研究スペースを分散するのではなく、各
TT 若手の研究分野の共通性を考慮し研究スペースをできるだけ集中させ有機的な配置ができるよう、
弾力的活用スペース（全学共通スペース）を確保した。なお、TT 若手同士が情報交換できるスペース
を総合研究実験棟７階と VBL４階に配置している。
（２） TT 若手へのメンターなどの配置状況
メンターは関連５研究科（総合科学、工学、理学、生物圏科学、先端物質科学）の専任の教授のう
ちから、TT 若手の希望及び研究内容とのマッチングを考慮し、当該教授が所属する研究科長の承認
を得て、センター長が任命する。メンターは、TT 若手の自立的研究の推進及び研究環境の構築に係
る助言・支援、大学院の授業及び研究指導の分担に係る連絡調整、その他研究活動（外部資金申請
など）に対する支援を行う。TT 若手の年次評価・中間評価・最終評価にはメンターは関与させない。メ
ンターには２か月ごとにメンター活動報告書を提出してもらい、テニュアトラック運営会議で進捗状況
の把握と問題点の早期解決を図っている。随時、メンター教員連絡会、TT 若手・メンター教員合同連
絡会を開催し、シンポジウム開催、業績評価、副指導教員、授業担当など諸問題について情報交換
し、その意見をテニュアトラック運営会議に反映する。メンターは当面１名を配置しているが、必要に応
じて追加する予定である。女性研究者の場合は、希望により女性教員をメンターに加える。
（３） ＴＴ若手に配分した研究費
採用した TT 若手６名に対してそれぞれ、初年度にスタートアップ資金（研究環境を整備するための
設備・機器の購入等）約 1,000 万円を配分し、2 年目以降は毎年 200 万円の経常研究費を配分する。
ただし、TT 若手に自立した研究者を目指してもらうため、一定以上の外部資金を獲得した場合は、獲
得金額の 10% （最大 100 万円まで）を経常研究費から減額することにしている。これに関しては、採用
時に TT 若手に説明し、了解を得て進めている。
（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
第 1 期国際公募（平成 22 年度採用）： ２名の TT 若手にそれぞれ研究支援員１名を配置した（雇
用費は本プロジェクトの人件費に含む）。
第２期国際公募（平成 23 年度採用）： ２名の TT 若手にそれぞれ研究支援員１名を配置した（雇用
費は本プロジェクトの人件費に含む）。
第３期国際公募（平成 24 年度採用）： １名の TT 若手に研究支援員１名を配置した（他の１名のＴＴ
若手に対する研究支援員は現在選考中）（雇用費は本プロジェクトの人件費に含む）。
なお、提案書では２名の TT 若手に対して１名の研究支援員を配置することにしていたが、TT 若手
が希望すれば全員に研究支援員を配置して支援を強化することにした。
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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
上記２－１で示した通り、「テニュアトラック企画支援室」には、専任の室長（特任教授）及び 2 名の専
任スタッフ（うち 1 名は英語に堪能な博士号取得者）を配置し、TT 若手の研究の進捗に対する助言や
支援業務を行っている。さらに、全学的な人事設計に関わる「人材育成推進室」との連携や研究スペ
ースの確保、予算執行、エフォート管理など、機関として対応すべき業務に関しては、法人本部学術・
社会産学連携室の学術支援グループと研究企画室（プロジェクト担当）が全面的にバックアップする
体制で支援している。本学では文部科学省科学技術システム改革事業として、本プロジェクトの他に３
プロジェクト（戦略的環境リーダー育成拠点形成、ポストドクター・キャリア開発事業、女性研究者養成
システム改革加速事業）を実施している。これらはいずれも人材養成に関わる重要な事業であり、これ
らの事業との連携を通して本学の若手人材養成システムの改革を実施していく予定である。
（２） TT 若手のライフイベントに対する施策
① 就業に当たっては、広島大学の諸規則を適用。
② 出産、育児等に関する休暇・休業制度あり。出産・育児等の事由による任用期間延長制度を設
け、最大１年間（通常の５年から最大６年間）の任期の延長が可能。
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〕
第 1・2 期で採用した４名の TT 若手については、１年目の年次評価を終えた段階であるが、研究成
果については概ね順調に進んでおり、特に TT 若手 A は優れた業績を出している。
平成 24 年度の科学研究費補助金の研究代表者として着任済みの４名の TT 若手が申請したが、２
名が若手研究 B に採択され、採択率は 50％で、一般教員の採択率 （31‐33％）に比べてかなり高い。
第３期で採用した TT 若手も、１名は若手研究 A を継続しており、もう１名は以前に大型の研究費を獲
得している。それ以外にも研究代表者として文部科学省や各種財団等から種々の外部資金を獲得し
ており、優秀な TT 若手を採用できたものと考えている。外国人国籍のＴＴ若手（１名）については、外
部資金獲得に成功していないが、多くの研究助成に積極的に申請しており、今後に期待している。
(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〕
顕著な業績を以下に挙げる。
・TT 若手Ａ：山岳科学において優れた若手研究者を顕彰する「信州フィールド科学賞」を受賞
・TT 若手Ａ：生態学で権威のある「Ecological Research Award」を受賞
・TT 若手Ａ：淡水魚の放射性セシウム濃度の経時変化の研究が NHK（サイエンス Zero・ニュース）
で報道
・TT 若手Ｂ：超伝導に関する優れた原著論文に対する「第２回応用物理学会超伝導分科会論文
賞」を受賞
・TT 若手Ｄ：原発事故で汚染された土壌中の放射線セシウムとヨウ素濃度に関する研究が、朝日新
聞で報道
（３） TT 若手の教育能力の育成施策
着任１年目は、研究室のスタートアップで忙しいため講義は担当させないが、TT 若手の希望があれ
ばメンターの研究室の学生の実験指導や、他大学から要請された集中講義・研究指導などは行うこと
にしている。着任２年目以降は、関連研究科の講義や副指導教員を担当（併任）できることにしている。
既に２名の TT 若手は教育資格 III を取得し、副指導教員を担当している。中間評価後は主指導教員
も担当できることにしている。平成 24 年度からは大学院博士課程前期の学生を対象に、大学院共通
授業科目「サステナブル科学」を開設し、第１期と２期で採用した４名の TT 若手は２～５回の講義を分
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担し、教育経験をスタートさせた。経験を積むにつれ分担回数を増やし、テニュア資格獲得までに十
分な教育能力の醸成を行うことにしている。なお、「サステナブル科学」は必須科目４単位、選択科目４
単位を修得した学生には、学長名の「サステナブル科学修得認定書」を授与し、サステナブル科学に
対する学生の科学リテラシー向上とともに、本プロジェクトの学内への普及を目指している。
（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
① ファカルティ・ディベロップメント （FD）
TT 若手の着任時に人材育成推進室等が企画・運営する研修会等に参加している。また、予算
の執行や外部資金によるエフォート管理等については経理担当者により説明会を行い、不正経理
の防止や適正な予算施行について周知している。
② 異分野融合
サステナブル科学は異分野の融合領域研究であるため、TT 若手がこれまで行ってきた専門分
野を拡張できるよう、研究スペースの配置などを工夫している。既に２名の TT 若手は連名で論文を
発表するなど、一定の効果が見られる。今後、TT 若手の人数が増えるにつれ、有機的な連携を図
ることにより、サステナブル科学の構築に繋がるものと期待している。
③ セミナー及び国際シンポジウムのマネジメント
サステナブル科学において国際的リーダーに育成するための施策として、各 TT 若手は積極的
に国内外の著名研究者を招へいして「広大サステナブル科学セミナー」を開催し、共同研究や意見
交換を行っている。また、センター主催の「広島国際サステナブル科学シンポジウム」でも、企画、運
営、招待講演者の選出・招へいなどに参加することにより、TT 若手の国際会議のマネジメント力を
育成するうえで大きな効果があった。
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
研究のみならず教育経験を十分積めるよう、採用２年目から講義や副指導教員を担当させる。また、
外国籍の TT 若手に対しては、定期的に日本語検定を受験させるなど、その日本語能力の育成を図
る。
（２） TT 若手への救済措置（Ｓａｆｅｔｙ Ｎｅｔ）
中間評価において、最終評価で基準を満たす可能性は極めて低い、と判断された TT 若手に対し
ては、メンター、テニュアトラック企画支援室、キャリアセンターが連携し、他機関のポストへの斡旋を行
う。最終評価でテニュア資格を得られなかった TT 若手に対しては、他機関のポストへのキャリアパスを
斡旋し、最長１年の雇用延長を行う。まだ、１年目の年次評価を行った段階であり、救済処置を必要と
する状況は起こっていない。
（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
TT 若手との共同研究者としてのみならず、研究代表者として外部資金の獲得を目指し、任期満了
後、自立した研究者としてのポストが得られるよう支援する。文部科学省科学技術システム改革事業と
して本学で推進しているポストドクター・キャリア開発事業にも積極的に参加させ、企業でのポストの斡
旋にも努める。研究支援員が学位取得を希望する場合は、本学博士課程後期への社会人入学を勧
める。
（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〕
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該当なし
５-２ 機関の人材流動性への配慮
① 任期制
本学では、教員人事の活性化を図ることを目的として、若手教員を中心に全ての自然科学系研
究科において任期制を導入している。また、外部資金等による特任教員の任用制度も積極的に進
めており、研究の活性化、研究者の育成を図っている。
② サバティカル研修制度
本学教員の教育研究能力及び資質等の向上を図るとともに、本学における教育研究の発展に
資することを目的として、教員の職務の全部又は一部を一定期間免除し、国内外の教育研究機関
等において教育研究活動に従事する「サバティカル研修」制度を平成19年４月から実施している。
③ 年俸制
優秀な人材の確保と柔軟かつ魅力ある勤務環境及び処遇を実現することを目的として、従来の
俸給制に加え、年俸制の導入等、人事・給与制度を見直し、平成21年度から特任教員、寄附講座
等教員への年俸制の導入(成果重視型年俸制)を図った。この制度をテニュアトラック制で採用した
教員に適用し、採用３年目から業績評価を俸給に反映させる。
④ 人材育成推進室
平成21年４月には、本学財務・総務室に人材育成推進室を設置し、全学レベルで研究者・職員
の育成を組織的に進めている。
６． 年次評価の体制、基準・方法、結果、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〕
第１期、第２期で採用した４名の TT 若手それぞれに対して、学内委員３名からなる TT 若手別の評
価委員会（講師別評価委員会）を設置する。講師別評価委員会から提出された評価報告書をもとに、
テニュアトラック審査委員会は評価の結果を検討し、コメントを付けて TT 若手に提示する。評価結果
に対して TT 若手から異議申し立てがある場合は、講師別評価委員会は評価結果の再検討を行い、
その結果を受けて、テニュアトラック審査委員会が最終評価を確定し、TT 若手に提示する。
(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
TT 若手から提出された実績報告書（英文）の書面審査により、着任後の研究計画の到達度を評価
した。評価項目は５項目（研究計画の達成度、研究業績、外部資金獲得状、教育実績、社会貢献）と
し、４つの観点（卓越性、自立性、協調性、国際性）から総合的に５段階（S、A、B、C、D）で評価した。
なお、メンターは講師別評価委員から除き、テニュアトラック審査委員会のメンバーの場合は、指導し
ている TT 若手の評価には加わらないことにした。
６-２ 年次評価の結果
第１期採用の２名の TT 若手は、１年次の在任期間が１カ月しかなかったため、第２期採用の２名と
合わせて年次評価を行った。２名が A、２名が B 評価で、概ね研究計画に沿って研究が進められてい
ると評価された。TT 若手から評価結果に対する異議申し立てはなかったが、評価内容・評価方法に
ついての要望や質問に対しては適宜コメントを付して回答した。

12

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 若手ごとに講師別評価委員会を設置する。講師別評価委員会の構成・人数については現在詳
細を検討中であるが、学外（国内・国外）を含む６～８名の委員で組織し、その評価結果をもとにテニュ
アトラック審査員会（学内委員 13 名）で最終的に評価を行う予定である。
（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
採用時に提出された研究計画（又は年次評価をもとに修正された研究計画）に基づき、その達成
度を評価する。評価項目は５項目（研究計画の達成度、研究業績、外部資金獲得状況、教育実績、
社会貢献）とし、４つの観点（卓越性、自立性、協調性、国際性）から総合的に５段階（S、A、B、C、
D）で評価する。これらの評価項目・基準は公表済みである。なお、日本語を母国語としない TT 若
手に対しては、別途日本語能力についても評価する。
② 評価方法
講師別評価委員会で、TT 若手より提出された実績報告書（英文）のピアレビュー及びプレゼンテ
ーション（英語）により、各評価項目について５段階で評価し、総合的に５段階評価（S, A, B, C,
D）を行う。講師別評価委員会から提出された評価報告書をもとに、テニュアトラック審査委員会は
評価の内容を検討し、コメントを付けて TT 若手に提示する。評価結果に対して TT 若手から異議申
し立てがある場合は、講師別評価委員会は評価結果の再検討を行い、その結果を受けて、テニュ
アトラック審査委員会が最終評価を確定し、TT 若手に提示する。これらの評価により、テニュア准教
授としての基準を満たしていると評価（S 評価）された TT 若手は、配属を希望する部局のテニュア教
員に推薦する。
③ 中間評価の実施年月日
採用後３年目の３月頃に実施する。第 1 期採用の２名の TT 若手に対しては、平成 25 年３月初め
までに評価を確定する予定である。
④ 研究活動実績を評価する項目
著書、学術論文、総説・解説、基調講演・招待講演・口頭発表、特許、受賞、共同研究、受託研
究、外部資金の獲得、学生指導実績、社会貢献など。
評価項目については、テニュアトラック審査委員会（平成 23 年 2 月）で決定している。具体的な審査
の基準・方法の詳細については、テニュアトラック運営会議（平成 24 年 6 月）において大筋の検討を
行い、今後、TT 若手・メンター教員合同連絡会や TT 若手の意見も聴取した上で、平成 24 年 10 月ま
でには策定を終える予定である。なお、メンターは講師別評価委員から除くこと、テニュアトラック審査
委員会のメンバーの場合は、指導している TT 若手の評価には加わらないことは決定している。
７-２ テニュア審査の体制と基準・方法
本プロジェクトでは、テニュアトラック審査委員会により「最終評価」を行い、テニュア資格の基準を満
たすと評価された者は、「テニュア審査」（配属予定の研究科で実施される教育資格審査）を経てテニ
ュア教員（准教授又は教授）へと移行する。「テニュア審査」の実施体制や評価基準は、各配属部局の
選考委員会で定められているので、ここでは「最終評価」について記載する。なお、「最終評価」と「テ
ニュア審査」の 2 段階評価については、公募要領に記載し、採用時に TT 若手に周知している。
（１） TT 若手の最終評価の体制（予定を含む）
照〕〕

〔「表Ⅲ-７-２ TT 若手のテニュア審査の体制」参
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評価委員の構成・人数については未定であるが、中間評価に準じて、講師別評価委員会とテニュ
アトラック審査委員会により２段階評価を行う予定である。
（２） TT 若手に対する最終評価の基準・方法及び策定方法（案の段階を含む）
① 評価基準
中間評価と同じ評価項目・評価基準で、採用時に提出された研究計画（又は年次評価、中間評
価をもとに修正された研究計画）に基づき、その達成度を評価する。これらの評価項目・基準は公
表済みである。なお、日本語を母国語としない TT 若手に対しては、別途日本語能力についても評
価する。
② 評価方法
講師別評価委員会で、TT 若手より提出された実績報告書（英文）のピアレビュー及びプレゼンテ
ーション（英語）により、各評価項目について５段階で評価し、総合的にテニュア資格としての適否
を審査する。講師別評価委員会から提出された評価報告書をもとに、テニュアトラック審査委員会
は評価の内容を検討し、コメントを付けて TT 若手に提示する。評価結果に対して TT 若手から異議
申し立てがある場合は、講師別評価委員会は評価結果の再検討を行い、その結果を受けて、テニ
ュアトラック審査委員会が最終評価を確定し、TT 若手に提示する。これらの評価により、テニュア准
教授としての基準を満たしていると評価された TT 若手は、配属を希望する部局のテニュア教員に
推薦する。
③ 最終評価の実施年月日
採用後 5 年目の 10 月頃に予定している（公募要領に記載済み）。
④ 研究活動実績を評価する項目
著書、学術論文、総説・解説、基調講演・招待講演・口頭発表、特許、受賞、共同研究、受託研
究、外部資金の獲得、学生指導実績、社会貢献など。
評価項目については、テニュアトラック審査委員会（平成 23 年 2 月）で決定している。具体的な審査
の基準・方法の詳細については、テニュアトラック運営会議（平成 24 年 6 月）において大筋の検討を
行い、今後、TT 若手・メンター教員合同連絡会や TT 若手の意見も聴取した上で、平成 24 年 10 月ま
でには策定を終える予定である。なお、メンターは講師別評価委員から除くこと、テニュアトラック審査
委員会のメンバーの場合は、指導している TT 若手の評価には加わらないことは決定している。
７-３ 中間評価・最終評価の体制・基準・方法などの TT 若手への周知時期・方法
TT 若手の採用時に、業績評価の実施内容、審査項目、時期などについて説明し、コンセンサスを
得ている。中間評価、最終評価の実施要綱が決まり次第、TT 若手に周知する予定である。
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
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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]
テニュア枠は関連５研究科（総合科学、工学、理学、生物圏科学、先端物質科学）で任期なしの准
教授または教授ポストとして 10 名を予定している。最終年度の翌年度から２名ずつをテニュア教員とし
て採用する計画であるが、中間評価でテニュア資格を得た特に優秀な教員については、ポストが用意
でき次第、各部局に配属する予定である。テニュアポストはテニュア移行最大数の範囲で用意し、部
局既配分ポイントとは別枠の全学ポイントを充て、研究科に所属後、一定期間（最大５年間）、配属研
究科に配分する。配属研究科は、このインセンティブを生かした人事設計を行う。
９． 人材養成システム改革の構想・PDCA サイクル
従来の学問領域で構成された学部・研究科等の部局の枠を超えた、学際融合領域における教育
研究を推し進めるための人材育成システム改革としてテニュアトラック制を導入している。そのため、シ
ステム改革には多くの試行錯誤が必要になる。本プロジェクトでは、「テニュアトラック運営会議」と「企
画支援室」で公募・審査・採用などの業務計画を策定し（Ｐｌａｎ）、「テニュアトラック審査委員会」「テニ
ュアトラック運営会議」が「テニュアトラック推進協議会」をとおして関係部局と密接に連携して業務を実
施する（Ｄｏ）。「テニュアトラック評価委員会」が事業の進捗状況を点検・評価し（Ｃｈeck）、その結果を
もとに、「人材育成推進室」が全学的視点から人材育成システム改革の方針を作成し、テニュアトラック
運営会議（企画支援室）に指示する（Ａｃt）、という PDCA サイクルをとおして諸課題の改善を行う。
平成 22～23 年度の本事業の進捗状況については、「テニュアトラック評価委員会」による外部評価
を、平成 23 年 12 月に実施した。実施報告書とヒアリングにより、総合的に見てミッションステートメント
に記載の各事項は順調に取り組まれていると評価された。しかしながら、①女性研究者の採用、②定
量的な最終評価の実施、③事務支援体制、④広島大学型テニュアトラック制の構築、などが今後の課
題として指摘された。これらの指摘に対して、本プロジェクトは以下のような対応策を実施している。
① これまで女性研究者の採用には至っていないが、第３期公募要項において、女性研究者支援
について強化したことにより女性応募者が大幅に増加したことは、評価委員会によって高く評価
された。第４期以降も第３期同様の支援策や、男女共同参画推進室との連携によって女性研究
者の採用を目指していく。
② 平成 23 年度の年次評価では、客観的な評価を行うための定量的な評価方法を確立した。また、
報告書の様式に研究教育活動の最低限の達成目標を明示することや、評価結果に対する異議
申し立てのシステムを構築するなどの透明性を高める工夫を行った。中間評価や最終評価では、
年次評価の問題点を検討し、また、TT 若手の意見を取り入れるなどして改善を進める予定であ
る。
③ 年度毎に TT 若手や研究支援員も増加するため事務量も増加するが、人件費削減計画の中で、
事務職員の増員が難しいことから、研究教育活動に影響の出ない範囲で、TT 若手が物品購入
の請求を本学の会計支援システムを使って自ら入力することとした。これによって、事務作業量の
大幅な軽減につながり、本プロジェクトの他の業務の支援を強化することができた。また、TT 若手
が予算執行の手続きの経験を得ることにより、テニュア配属後の研究室運営のスキルを身につけ
るうえでも有効であった。
④ 平成 24 年 10 月頃までには、広島大学型テニュアトラック制の構築を目指す方向で現在、検討
を進めている。
また、PDCA サイクルの一環として、高い評価を受けている先行大学との意見交換を積極的に
行い、本プロジェクト実施の参考とし、本プロジェクトの課題であるテニュアトラック制による人事制
度改革とサステナブル科学の創出の両面において改善を進めた。
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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
① 「キックオフシンポジウム」の開催
テニュアトラック制に関する学内の教職員の理解を深めるとともに、TT 若手の研究課題の紹介等
を行うため、キックオフシンポジウムを開催した（平成 23 年３月）。案内ポスターは学内を始め、テニ
ュアトラック制を推進している諸機関、近隣の関連機関に配布した。参加者は 70 名（教職員 63 名、
学生６名、一般１名）であった。TT 若手による研究成果発表に加えて、本プロジェクトの課題である、
人事制度改革（テニュアトラック制）とサステナブル科学発展の両面において成果を挙げている先
行大学のプロジェクト担当者を招き、講演していただくとともに、意見交換する機会を設け、教職員
間で本プロジェクトに対する共通認識を持つうえで非常に有効であった。
② 「広島大学４プロジェクト合同シンポジウム」の開催
文部科学省科学技術システム改革事業として本学で推進している４プロジェクト（テニュアトラック
普及・定着事業、戦略的環境リーダー育成拠点形成、ポストドクター・インターンシップ推進事業、
女性研究者養成システム改革加速事業）の効率的取組と学内浸透を進めるため、本学教職員を対
象に、共同して「広島大学４プロジェクト合同シンポジウム」を開催した(平成 24 年３月)。総合討論と
シンポジウムに対するアンケートも実施し、各プロジェクトの改善点や連携などについて情報交換を
行った。参加者は 100 名を超え、これらの事業の学内浸透を進め、事業終了後の学内での位置付
けを明確にするうえで有効であった。
(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
① ホームページによる活動状況の広報
本プロジェクトのホームページを日本語と英語で開設し（平成 22 年 12 月）、プロジェクトの概要や
実施体制・実施内容、TT 若手やポスドク等の公募情報や、TT 若手の紹介・活動状況、セミナーや
シンポジウムの開催情報などをリアルタイムで学内外に発信できる体制を整えた。（ホームページア
ドレス：http://www.hiroshima-u.ac.jp/rcsd/、アクセス件数： 平成 24 年７月 12 日現在で 42,250
件）。
② 季刊冊子「広大サステナブル通信」の発行
本プロジェクトの広報誌として「広大サステナブル通信」を発行し、活動報告や TT 若手のプロフィ
ールや研究内容などを紹介している。これまで第１号(平成 23 年４月発行)、第２号（平成 23 年 11
月発行）、第３号（平成 24 年４月発行）を全学教員及びテニュアトラック事業を推進している諸機関
に配布し、本プロジェクトの周知を行った。
③ 国際シンポジウムの開催
本 プ ロ ジ ェ ク ト の 取 組 に つ い て 学 内 外 に 周 知 す る た め 、 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 「 Hiroshima
International Symposium on Sustainability Sciences」を開催した（平成 24 年３月）。住明正教授(東京
大学)の基調講演、Qiang Li 博士（米国・ブルックヘブン国立研究所）、Danielle Fortin 教授（カナ
ダ・オタワ大学）、Hitoshi Araki 博士（スイス連邦環境科学技術研究所）の招待講演に加え、４名の
TT 若手の講演と 21 件のポスター発表等を行った。外国から 12 名、TT 若手事業を実施している他
の２大学からの参加を含め 70 名近くの参加者があり、本プロジェクトがスタートして２年目で国際シ
ンポジウムを行うことで、サステナブル科学分野の国際的リーダー育成を目指すうえで非常に有効
であった。
④ 大学院共通授業科目「サステナブル科学」開設
平成 24 年度より表記の大学院共通科目を開講し、TT 若手も授業を担当することにより、本プロジ
ェクトの学内周知と学生のサステナブル科学に対するリテラシー向上を目指している。
⑤ 「広大サステナブル科学セミナー」開催
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TT 若手が企画して、国内外の著名研究者を招へいして「広大サステナブル科学セミナー」を開
催し、情報発信を行っている。これまで７回実施し（第１回は国際ワークショップと共催）、そのうち６
回は海外から講師を招いている。
⑥ 一般社団法人「サステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム(SSC)」（http://ssc-g.net/）に加
入し、情報収集と情報発信に努めている。
⑦ その他、学長による定例記者会見、新聞報道、テレビ報道、広大プレスリリースなどをとおして、
本プロジェクトの活動を広く学内外に発信している。
11． 総括責任者のリーダーシップ
本学の中期目標・中期計画では、国際トップレベルの研究水準を目指し、萌芽的研究の育成、異
分野融合型の研究を発掘・育成することを謳っている。本プロジェクトはこの目標に沿ったものであり、
学長のリーダーシップのもとに「サステナブル・ディベロップメント実践研究センター」を設置し、学長は
そのセンター長を任命し、TT 若手への学長 FD や学長記者会見などをとおして、全面的にプロジェク
トの支援を行っている。
また、第 2 期以降に採用したＴＴ若手の人件費等（平成 27 年度以降）及び自主的取組による人件
費等について学長裁量経費等により措置することとしており、これらの資金計画の面でも学長の強いリ
ーダーシップの下に本プロジェクトは実施されている。
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Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価
1．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
循環型持続的社会基盤の形成に貢献する「サステナブル科学」研究分野の国際拠点の構築を目
途に、革新的かつ創造的に研究・教育を展開できる若手リーダーの育成を目指して、テニュアトラック
制を導入する。国際公募で選考された TT 若手は、独立した研究環境のもとで協力大学院研究科や
研究グループの支援を受けて当該課題に挑む。中間評価、最終評価、テニュア審査を経て、優秀な
TT 若手を関連部局に任期なしの准教授または教授として配属する。第三者機関であるテニュアトラッ
ク評価委員会（外部委員を含む）は、TT 若手の選考やテニュア審査過程、並びにテニュアトラック制
の定着状況を評価する。その評価結果を受けて財務・総務担当理事の下に置かれている「人材育成
推進室」はテニュアトラック制を含む人材育成システム改革の全学的推進を図り、広島大学型の若手
人材育成システムを確立する。
(２) ３年目における具体的な目標
① 初年度採用の TT 若手２名に対して、「テニュアトラック審査委員会」による中間評価を実施す
る。
② システム改革の評価のために外部委員を含めた「テニュアトラック評価委員会」を組織し、プロジ
ェクトの進捗状況を評価する。
③ 「人材育成推進室」はテニュアトラック制の改革を検討し、「テニュアトラック企画支援室」は教員
の選考方法、研究資金を含む支援体制、テニュア審査基準等の見直しを行う。
これらの目標のうち、①はこれから実施する予定であり、②は達成できており、③については継続し
て検討中である。
(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
① テニュアトラック審査委員会、テニュアトラック企画支援室、テニュアトラック評価委員会を設置し、
提案書にはなかったがテニュアトラック運営会議、テニュアトラック推進協議会を設置し、本プロジ
ェクトを推進するための組織は全て整備できた。
② TT 若手の公募・選考・採用、研究環境整備についても計画通り達成した。外国人研究者１名を
採用し、自機関出身者も１名に抑え、３年目の目標としては達成できているが、女性研究者の採
用はできていない。今後、人材育成推進室の女性研究者養成システム改革加速事業（広大シス
テム改革による女性研究者活躍促進）と連携して、優秀な女性研究者への働きかけなど、応募者
を増やす施策を検討する。
③ テニュアトラック評価委員会による外部評価を平成 23 年度に実施した。その評価結果を PDCA
サイクルに反映し（p.15 参照）種々の改善を行うとともに、広島大学型テニュアトラック制の構築・
推進を図る。
④ 初年度採用のＴＴ若手の中間評価は、平成 25 年３月に実施する予定であり、審査要綱・体制を
策定中である。
２．採択時コメントへの対応状況
採択時コメント（参考２）にあるように、本プロジェクトは全体として高い評価を受けたが、指摘された３
点について以下の通り対応を検討した。
① 「テニュア職に就く際には、全学ポイントを研究科に配分する期間やポイント数の制限等に関す
る具体化を行うこと」とのコメントに対しては、「全学ポイント（准教授又は教授）」を研究科に最大５
年間付与する。
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② 「TT 若手の独立性を確保すること」とのコメントに対しては、「独立したスペース」（研究科スペー
スではなく全学共通スペース）と予算を与え、メンター教員グループに直属させないこと」とした。
③ 「テニュアトラック制を全学に拡大する具体的な方策・計画を立てること」とのコメントに対しては、
現在、広島大学型テニュアトラック制の構築に向け、規程等の検討を進めている。
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]
「サステナブル・ディベロップメント実践研究センター」の創設で、持続型社会に必要な異分野融合
領域（サステナブル科学）の教育研究体制ができ、全学ポイントを使ってＴＴ若手を採用することにより、
従来の研究科等の部局の枠を超えた人材育成システムのモデルができた。また、国際公募や業績評
価のシステムを構築することで、全学のテニュアトラック制の普及・定着に向けて基盤ができた。
（２） TT 若手の学会活動への貢献など
国際学術雑誌 Lymnoligy の編集員、第 32 回水素エネルギー協会大会実行委員・第６回水素若手
研究会アドバイザー、日本地球化学会和文誌「地球化学」の編集委員、高エネルギー加速器研究機
構 Photon Factory 広報誌 PF news 編集委員など、学会活動に貢献している。
（３） TT 若手が主導して国際共同研究とその成果
TT 若手 A は、ドイツ、アメリカ、カナダの研究者と食物網、食物連鎖長について国際共同研究や文
献情報を用いたメタ解析などを行っており、その成果の一部は PLoSONE に発表済みである。
TT 若手 F は、アメリカの研究者と共同で、分離培養装置や微生物増殖のモニタリングシステムを開
発しており、全く新しい分離培養手法や増殖機構を発見できる可能性がある。
（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
TT 若手 C は H 社の技術顧問として、将来的に大きな市場となることが予想される水素関連商品の
開発に協力した。サステナブル社会構築に向けた水素エネルギー利用の普及促進が期待される。
４．機関による自己評価
(１) 国際公募･選考及び業績評価
国際公募は、公募要領と Q&A を和文と英文で作成し、種々の媒体を使って公募し、応募書類（英
文）を PDF 形式で電子媒体により送付してもらうシステムを構築した。Nature や Science のオンライン
公募システムを利用し、国内外の研究者に広く周知できたことにより、外国籍応募者の割合は高く、国
際公募の目的は十分に達成することができた。外国籍応募者の割合は第３期までの通算で 45％に達
し、25 ヶ国からの応募があった。これまで海外ポスドク経験者３名と外国人研究者１名を採用し、自機
関出身者も１名に抑え、３年目の目標としては達成でき、多様な人材の採用に成功した。ただし、女性
研究者については、これまで採用に至っていないが、第３期公募で実施した公募要領の改善により今
後も応募者が増えることが見込まれ、公募分野や公募要領の更なる工夫によって第４・５期の公募で
採用目標を達成したい。
選考では、第１、２、３期とも２つの異なる研究分野で公募したため、テニュアトラック審査委員会のも
とにそれぞれの分野別審査委員会を設置し、一次審査（書面）と二次審査（面接）の審査結果に基づ
いて、最終的にテニュアトラック審査委員会で審査・決定する２段階審査体制を構築した。分野別審
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査委員会には機関外委員（国内・国外）を含め、客観的で透明性の高い審査を実現できた。この審査
体制は、今後の TT 若手の業績評価においても有効であると考えている。
業績評価に対しては、年次評価、中間評価、最終評価の評価項目はすでに策定し、TT 若手の採
用時にセンター長より説明し、同意のもとに業績評価を進めるシステムを構築した。まだ１年目の年次
評価を終えただけであるが、TT 若手やメンターの意見や、異議申し立てのプロセスも取り入れた評価
を実施することができた。今後さらに評価方法の改善を加え、よりよい評価システムにできるものと考え
ている。
(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）
本プロジェクトでは、TT 若手をテニュアトラック講師として採用し、本学講師と同等以上の処遇とイン
センティブを与えている。全ての TT 若手に対して 100％のテニュアポストを確保し、独立した研究を進
めるために十分なスタートアップ資金および２年目以降の経常研究費を提供し、各 TT 若手に独立し
た研究スペースを用意している。
自立性を担保しているが、大学での教育研究者としての「資質の向上」は重要であり、その育成支
援のためにメンター制の導入を図った。メンターは研究・教育への助言・協力を行うが、独立した研究
への妨げとならないよう配慮している。２ヶ月ごとに提出されるメンター活動報告や、TT 若手・メンター
教員合同連絡会の結果をもとに、テニュアトラック運営会議・企画支援室で TT 若手の支援を行ってい
る。採用２年目以降、講義や副指導教員を担当し、教育実績を積ませている。中間評価を経て４年目
以降は、さらに主指導教員も担当できることにしている。セミナーや国際シンポジウムでは、TT 若手が
企画・実施に参加し、関連研究分野において国際的に活躍する研究者を積極的に招へいすることに
より、本プロジェクトの目的の一つである国際的リーダーの育成に向けて国際性の醸成を行っている。
国際シンポジウムでは、3 名の海外からの招待講演者(日本人 1 名を含む)を全て TT 若手が招へいし、
セミナーでは全７回開催のうち６名が外国人講師であった。
最終評価の評価項目は、TT 若手の着任時に提示されている。また、年次評価報告書の様式に最
低限の達成目標を明示するなどして、目標を設定しやすいような工夫をしている。中間評価・最終評
価においては、学内委員のみでなく外国人研究者を含む学外委員による書面審査と面接に加えて、
研究業績を中心に peer-reviewer による審査も行い、より客観性の高い評価を行う予定である。
最終評価でテニュアの基準に達していると認められた TT 若手は、配属を希望する研究科の選考委
員会による「テニュア審査」（教育資格審査）を受け、テニュア教員（准教授又は教授）へと移行する。
テニュアトラック推進協議会は、TT 若手が配属希望研究科（及び専攻）にスムーズに配属できるよう、
前もって当該部局の確約をとるなど調整を行う。
(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）
平成 21 年４月には、本学財務・総務室に人材育成推進室を設置し、全学レベルで研究者・職員の
育成を組織的に進めている。優秀な人材の確保と柔軟かつ魅力ある勤務環境及び処遇を実現するこ
とを目的として、従来の俸給制に加え、年俸制の導入等、人事・給与制度を見直し、平成 21 年度から
特任教員、寄附講座等教員への成果重視型年俸制（年俸制）の導入を図った。この制度をテニュアト
ラック制で採用した教員に適用し、採用後３年目から業績評価の結果を俸給に反映させることにして
いる。本学は平成 22 年度以降、全学的視点に立った適切かつ効率的な人件費管理を行うとともに戦
略的な学内資源配分を行うため、員数方式から金額方式（ポイント制）への見直しを行った。各部局に
教員職名による平均人件費での換算人員ポイントを配分するとともに全学ポイントを設け、教員の効
率的配置に対応させる。この全学ポイントは、新たな教育研究組織への対応（テニュアトラック教員、
女性教員採用支援など）に用いる。こうして、人材養成システム改革は全学的に進んでいる。
本プロジェクトのチェック機関として学外の有識者を含む「テニュアトラック評価委員会」を設置し、評
価とその反映を明確にした PDCA サイクルを確立した。これらの評価システムを「人材育成推進室」に
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おいて詳細に分析し、システムの改善を図ったうえで、全学のテニュアトラック制へと展開する。
また、本プロジェクトで構築された情報発信体制（キックオフシンポジウム、国際シンポジウム、広大
サステナブル科学セミナーの実施、広大サステナブル通信の発行、日本語・英語のホームページな
ど）は、今後のテニュアトラック制の普及・定着に向けて有効に活用する。
(４) 今後の進め方
第４・５期では、各年度、自主経費による１名を含む２名の TT 若手を採用する予定である。公募分
野については配属先の人員ポイントのことを考慮し、テニュアトラック推進協議会と協議して決定する。
中間評価と最終評価で極めて優秀と評価された教員にはテニュア資格が与えられるが、これらの評価
の実施に先だって TT 若手に配属希望先を調査し、希望する部局にスムーズに配属できるよう全学ポ
イント（最大 5 年間）を付与し、テニュアトラック推進協議会を中心に調整を行う。また、テニュアトラック
制を全学的に普及・定着するために、広大型テニュアトラック制（ダブルトラック制）の設計を人材育成
推進室と連携して迅速に進める。科学技術システム改革事業として本学で推進している他の３プロジ
ェクト（戦略的環境リーダー育成拠点形成、ポストドクター・キャリア開発事業、女性研究者養成システ
ム改革加速事業）とも連携して、機能的に本プロジェクトの推進を図る。
(５) その他（特徴ある取組などについて）
他機関の多くは、初年度に一括して TT 若手を採用しているが、本学では毎年２名ずつ５年間に亘
って採用するのが特徴である。このため、実施期間終了後も雇用経費が必要となり、自主経費（学長
裁量経費）の割合は高くなっているが、毎年、問題点を改善しながらプロジェクトを進行させることがで
きる点では望ましいシステムである。また、経費に加えて、テニュア取得後、配属先研究科には全学ポ
イント（最大 5 年間）を付与することで、テニュアトラック制を定着させるための工夫を行っている。
本機関の中期目標・中期計画の一つである異分野融合型の研究を発掘・育成する観点から、本プ
ロジェクトではサステナブル科学の拠点化を目指してテニュアトラック制を導入している。「サステイナ
ビリティ・サイエンス」に関しては、文部科学省の特別機関である日本ユネスコ国内委員会がユネスコ
へ提言 (http://www.mext.go.jp/unesco/002/004/1323118.htm) を行っており（平成 23 年８月３日）、
今後大きく発展する分野と考えられている。これらの提言に先だって、本プロジェクトを実施することは、
本学の人材育成戦略の面からも意義は大きい。これまで採用した TT 若手は、エネルギー関連(超電
導材料や水素貯蔵)、地球環境分野(レアメタルの回収)、震災復興関係(放射性核種の動態調査)、生
態系の維持機構、生体機能材料開発、微生物の分離培養技術開発など、多岐にわたるサステナブル
科学の課題に取り組んでいる。TT 若手間の共同研究による成果も出てきており、学際融合領域の研
究分野において国際的リーダーとなることが期待される。
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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
[達成目標]
初年度採用 TT 若手の教育研究活動状況について、外部第三者委員を含む講師別評価委員会の
評価結果を参考 にし、「テニュアトラック審査委員会」により最終評価を実施する。極めて優秀と判断
され評価基準を満たす者は全てテニュア審査を経てテニュア（准教授又は教授）へ移行する。テニュ
アの所属は希望する自然科学系研究科とする。テニュアポストは広島大学の人事ポイント制における
全学ポイントを充て、教授又は准教授相当分のポイントを一定期間、配属研究科に付与する。「テニュ
アトラック審査委員会」による最終審査で、基準に達せず、テニュア資格の取得に至らなかった TT 若
手については、「テニュアトラック企画支援室」が「キャリアセンター」と協力して外部研究機関ポストへ
の斡旋を働きかけ、その間は大学の自己資金による雇用延長（最長１年）を行う。外部委員を含めた
「テニュアトラック評価委員会」は、テニュアトラック制（本プロジェクト及び大学自己資金分を含む）によ
る人材育成システム改革に関して評価を行い、その結果を「人材育成推進室」は人材育成システム改
革全体の改善にフィードバックし、継続性のある制度設計の構築に努め、また、「テニュアトラック評価
委員会」は本プロジェクト終了後も存続させ、システム改革への助言を与える機能を残す。
[達成見込み]
テニュアポストの数と、教授又は准教授相当分のポイントを一定期間（最大５年間）配属研究科に付
与することとしており、目標は達成できる見込みである。４期、５期では自主経費でも各１名の若手教員
を採用する予定である。３年目の中間評価で極めて優秀と評価された教員はテニュア資格を与えられ
るが、これらの教員がスムーズに希望する関連部局に配属できるよう、テニュアトラック推進協議会を
中心に調整を行う。また、実施期間中に「テニュアトラック評価委員会」による外部評価を行い、テニュ
アトラック制を全学的に普及・定着するための施策を検討し、広大型テニュアトラック制の設計を人材
育成推進室と連携して迅速に進める。科学技術システム改革事業として本学で推進している他の３プ
ロジェクト（戦略的環境リーダー育成拠点形成、ポストドクター・キャリア開発事業、女性研究者養成シ
ステム改革加速事業）とも連携して、本プロジェクトの推進を図る。
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
今回の実施は自然科学系（５研究科）の学際融合領域であるが、実施期間中に顕在化した問題点
を改善した後、人文社会系や医療系など他分野への展開を図り、全学的システムとして確立する。現
在、大学としてのテニュアトラック制の設計や内規の制定などを進めているが、それをもとに、各部局に
合ったテニュアトラック制を実施する。従来型の人事採用制度とテニュアトラック制をうまくマッチングし
た人事制度（ダブルトラック制）を構築し、若手新規教員人事においてできるだけテニュアトラック制を
活用して研究人材養成の活性化を図る。
（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
実施期間終了後も、引き続き「学際融合領域における教員の採用」にテニュアトラック制を取り入れ
る。なお、人文社会系や医療系など他分野への展開を図る際には、テニュアトラック教員の選考方法、
研究資金を含む支援体制、テニュア審査基準等、関係する研究分野の特殊性や教育の継続性等を
考慮した「広島大学型の制度」となるよう、「人材育成推進室」を中心に継続的に見直しを行う。
（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
前述の通り、本学は平成 22 年度以降、各部局に教員職名による平均人件費での換算人員ポイント
を配分するとともに全学ポイント（テニュアトラック教員、女性教員採用支援など）を設け、教員の効率
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的配置に対応させることにしている。しかし、今後の人件費（定員）削減が加速されると、全学ポイント
数の確保が難しくなる可能性があり、その対応を検討しておく必要がある。
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
第４・５期で自主的取組による TT 若手の人件費及びこれに係る経費（スタートアップ資金を含む）は
学長裁量経費とする。また、本プロジェクトでは、TT 若手を１年目に一括して採用する多くの他機関と
異なり、毎年２名ずつ採用していくため、５年間のプロジェクト終了後も、２年目以降に採用した TT 若
手の人件費を自主経費で賄う必要がある。この人件費についても、最終年度（26 年度）に採用したテ
ニュアトラック講師がテニュアポストを取得する平成 30 年度まで、運営費交付金で賄う計画である。
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
本プロジェクトで構築した、国際公募、審査、業績評価、テニュア審査などのノウハウを生かし、実施
期間終了後も広大型テニュアトラック制の導入と定着・普及に努力する。その際、ＴＴ若手のスタートア
ップ資金を部局と全学で支援するなど、学長の強い意志と主導のもと、着実に人材育成システム改革
とその活用に努めていく。
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【成果報告書本文のデータ集】
「Ⅲ．プロジェクト実施の内容」に係る図表
「２．プロジェクト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
（全機関運営）
テニュアトラック推
進協議会

（プロジェクト実施）
テニュアトラック運
営会議

委員などの構成（人）
検討の内容

自機関内

TT 若手に係る研究スペース
の確保や研究資金の配分、
メンター教員の配置、大学
院の授業・研究指導の分担
など関係部局との密接な連
携協力の下、全学的な観点
から検討すべき諸課題につ
いて審議を行う。

執行部

関係部局

1

9

TT 若手への支援体制や研
究環境整備、メンタリングシ
ステム、広報・普及啓発活動
などに係る諸課題について
審議を行う。

13

テニュアトラック審
査委員会

TT 若手の選考審査を実施
するとともに、採用した TT 若
手の業績評価、研究活動を
支援するポスドク等の選考
審査を行う。

13

テニュアトラック企
画支援室

テニュアトラック講師の公募・
審査及び業績評価に係る企
画立案、テニュアトラック講
師の研究活動のスタートアッ
プに向けた支援などを行う。

3

（評価・点検）
テニュアトラック評
価委員会

本 プロ ジェ ク ト の 評 価 を行
う。

1

自機関外
その他

国内

2

2

海外

「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）
公募分野・部局

物質・材料科学、生命科学

公募期間

2010 年 8 月 10 日～2010 年 9 月 30 日

公募媒体

広島大学ホームページ
JREC-IN（ホームページ研究者人材）
Nature（電子版 naturejobs.com）
Science (電子版 sciencecareers.sciencemag.org)
日本化学会 （メール通信＊2010-8-17 号
日本物理学会（ホームページ人事公募欄）
日本農芸化学会（ホームページ研究者公募情報）
日本生化学会(ホームページ求人情報一覧)
日本蛋白質科学会(PRC ニュースレター No.2010.59)
日本金属学会（ホームページ掲示板）
日本熱電学会(ホームページ求人広告)
日本獣医学会(ホームページ教員公募)
日本畜産学会(ホームページ採用情報)
日本水産学会（ホームページ公募・研究助成情報）
家禽学会

公募費用

45,592 円

表Ⅲ-3-1-2 平成 22 年度第 2 回目（通算第 2 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

物質・材料科学、地球環境科学

公募期間

2010 年 9 月 10 日～2010 年１１月 10 日

公募媒体

広島大学ホームページ
JREC-IN（ホームページ研究者人材）
Nature（電子版 naturejobs.com）
Science (電子版 sciencecareers.sciencemag.org)
日本化学会 （メール通信＊2010-9-15 号）
日本物理学会（ホームページ人事公募欄）
日本地球惑星科学連合（ホームページ）
日本環境化学会（ホームページ）
日本熱電学会（ホームページ）
日本金属学会（ホームページ掲示板）
日本地球化学会(ホームページ/ニュース配信)
大気化学研究会（ニュース配信）

公募費用

45,456 円
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表Ⅲ-3-1-3 平成 23 年度第 1 回目（通算第 3 回目）国際公募の実施状況（自主的取組を含む）
公募分野・部局

生命科学、 地球環境科学

公募期間

2011 年 7 月 28 日 ～2011 年 9 月 30 日

公募媒体

広島大学ホームページ
広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センターホームページ
JREC-IN（ホームページ研究者人材）
Naturejobs.com (HP)
Scientific American (HP)
Spektrum der Wissenschaft (HP)
Science (ScienceCareers) (HP)
日本化学会 （メール配信＊2011-8-1 号）
日本生物工学会（HP）
日本畜産学会(HP)
日本家禽学会（HP）
土木学会（HP）
環境科学会（HP）
日本微生物生態学会(メール配信)
日本陸水学会（メール配信）
日本農芸化学会（HP）
日本繁殖生物学会（HP）
日本生化学会（HP）
日本生物物理学会（HP）
日本水産学会（HＰ）

公募費用

33,001 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）
52 日間

公募期間（月数又は日数）

物質・材料科学分野 1 名、生命科学分野 1 名

研究分野別の公募人数

① 原則として、2010 年 4 月 1 日時点において、博士
号取得後３年以上１０年以内の研究者で、サステナブ
ル科学の構築に向けて革新的かつ創造的な研究を推
進する者。
② 英語によるコミュニケーション能力を有すること。
③ 日本語又は英語による大学院生への授業ができる
こと。
制限なし。

応募資格

募集条件
自機関からの応募

テニュアトラック期間中の所属組織

制限なし。女性研究者については、審査の結果、同等
の評価であると判断された場合は女性研究者を優先。
審査スケジュール
① 第一次審査（書類選考）
※ 選考結果は、2010 年 10 月中に本人宛 E-mail で
通知（第一次審査合格者には、第二次審査（面接）の
日時等を併せて通知）。
② 第二次審査（面接）
※ 面接では、研究実績及び研究計画に関するプレゼ
ンテーションを行う。このプレゼンテーション及び質疑応
答は、全て英語で行う。
※ 旅費は本学規則に基づき支給。
※ 審査結果の通知は 2010 年 10 月末を予定。
審査基準
第一次審査は、研究業績及び、研究計画の新規性・実
現性の観点から評価を行う。第二次審査は教育の観点
を加え、研究業績、研究計画、コミュニケーション能力
から総合的に判断。なお、審査の結果、同等の評価で
あると判断された場合は女性研究者を優先。
①大学院生の授業及び研究指導の分担
②国際ワークショップの企画立案、センターが主催又は
共催するシンポジウム等への参画
③本学が実施するファカルティディベロップメントを受講
サステナブル・ディベロップメント実践研究センター

テニュアトラック期間中の職位及び呼称

テニュアトラック講師

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
職ュ
ア
務ト
ラ
・
処ッ
遇ク
な期
ど間
中
の

①テニュアトラック講師として採用後に提出する研究計
画書に基づく研究活動。
②外部資金の積極的な申請及び獲得。
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大学院生の授業及び研究指導の分担。
⑥国際ワークショップの企画立案、センターが主催又は
共催するシンポジウム等への参画。
⑦本学が実施するファカルティディベロプメントを受講。
⑧その他、センター学際融合領域研究部門長が必要と
認めた業務。
① 就業に当たっては、広島大学の諸規則を適用。
② 勤務場所は、広島大学の東広島キャンパス。
③ 勤務形態については、１日 7 時間 45 分、週 38 時
間 45 分勤務とするが、専門業務型裁量労働制を適用
し、所定の勤務日に勤務した場合は、１日 7 時間 45
分勤務したものとみなす。
④ 出産、育児等に関する休暇・休業制度あり。
5 年間

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
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① 給与については、年俸制（諸手当及び退職手当を
含む）を適用し、年俸の 12 分の 1 を毎月支給（月途中
の採用・退職の場合は、日割り計算で支給）。採用時及
び翌年度の年俸（600 万円～900 万円）は本人の経歴
等を勘案の上、本学規則により決定するが、2012 年度
以降の年俸については前年度の業績評価を踏まえて
決定。
② 保険については、健康保険（共済組合）、共済年
金、雇用保険及び労働災害保険に加入（保険料等は
法律に応じた率で個人から控除、事業主が負担）。

慮外女
国性
籍研
研究
究者
者・
な
ど
へ
の
配

出産、育児等に関する休暇・休業制度

女性研究者への支援体制・内容

出産、育児等に関する休暇・休業制度

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
年間研究費

研
究
環
境

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

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

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

「日本語能力が不十分な者は、主要な言語を英語とし
て、研究・教育活動を行っていくことができる」こととし
た。
応募資格に、①英語によるコミュニケーション能力を有
すること、②日本語又は英語による大学院生への授業
ができること、と明記し、全ての応募書類は英語とし、面
接による第二次審査は英語で行った。英語の Q&A を
作成し、E-mail による英語での問い合わせを受け付け
た。
1,000 万円
最大 200 万円
外部資金獲得状況を勘案して、２年目以降の研究費支
援額は最大額の範囲内で査定される。
TT 若手一人当たり、50 ㎡程度（居室、実験室等）。改
装費用は、本学で負担。
① TT 若手がサステナブル科学の研究を行うための共
通機器として、次の機器を設置。
・三次元形状測定レーザーマイクロスコープ
・高速液体クロマトグラフィ／四重極型質量分析システ
ム
② 自然科学研究支援開発センターの各種分析・低温
実験機器など、必要に応じ本学の学内共通機器を利
用
可能。
① ポスドク等による研究活動支援（人件費は上記 3）の
経費以外に本学で負担）。

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

センター学際融合領域研究部門企画支援室（特任教
授を含む専任スタッフ３名）による支援。
メンター教員による研究教育面での支援。関連研究科
の教授から、TT 若手の研究内容と希望を考慮して、当
該教授の研究科長の承諾を得てセンター長が任命。
毎年度３月に TT 若手が提出する研究・教育実績に
関する書類により業績評価を実施。
研究・教育実績の評価は、「卓越性」、「自立性」、「協
調性」、「国際性」という４つの観点から行う。
2013 年 3 月頃に中間評価を実施。中間評価は、研
究・教育実績に関する書類に加え、面接審査（英語に
よるプレゼンテーション及び質疑応答）により行う。この
中間評価において、極めて高い評価を得た TT 若手
は、テニュア審査へ進む。
研究・教育実績の評価は、「卓越性」、「自立性」、「協
調性」、「国際性」という４つの観点から行う。
「物質・材料科学」、「生命科学」、「地球環境科学」のい
ずれかの分野で深い研究知識・能力を有し、他の関連
分野との知の交錯を可能にする柔軟な思考力、循環型
持続的社会の構築に不可欠な国際センスを持って、サ
ステナブル科学の開拓を目指す若手研究者。
2014 年 9 月～10 月頃に最終評価を実施。最終評
価は、研究・教育実績による書類審査及び面接審査
（英語によるプレゼンテーション及び質疑応答）により行
う。この最終評価において、評価基準を満たしていると
の評価を得た全ての TT 若手は、テニュア審査へ進む。
研究・教育実績の評価は、研究計画の達成度、研究
業績、外部資金獲得状況、教育実績、社会貢献の 5 項
目にたいして、「卓越性」、「自立性」、「協調性」、「国際
性」という４つの観点から行う。
各 TT 若手に准教授又は教授のポスト１を用意
TT 若手は、テニュア教員として所属を希望する大学院
研究科の選考委員会によるテニュア審査を経て、専任
のテニュア教員（任期なしの、准教授又は教授）に採用
される。
最終評価において高く評価されたものの評価基準に達
しなかった TT 若手については、センター学際融合領域
研究部門企画支援室が外部研究機関ポストへの斡旋
を働きかけ、その間は最長１年の雇用延長を行う。

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４-２～３参照〕

記載項目
小項目

大項目

（“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ください）

改訂有無

公募期間（月数又は日数）

○

第２回目
第３回目

２ヶ月
65 日間

第 2 回目

研究分野別の公募人数

○

応募資格

○

募集条件

物質・材料科学分野 1 名
地球環境科学分野 1 名
第 3 回目 生命科学分野
1名
地球環境科学分野 1 名
第 2 回目 原則として、2001 年 1 月から
2008 年 9 月の間に博士号を取得した研究
者で、サステナブル科学の構築に向けて革
新的かつ創造的な研究を推進する者。
第 3 回目 原則として、2002 年 1 月から
2009 年 9 月の間に博士号を取得した研究
者で、サステナブル科学の構築に向けて革
新的かつ創造的な研究を推進する者。

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

テ
ニ
職ュ
ア
務ト
・ラ
処ッ
遇ク
な期
ど間
中
の
外女
国性
籍研
研究
究者
者・
な
ど
へ
の
配
慮

（各種施策への参加義務の有無を含む）

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

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

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）

○

第 3 回目 以下の文章を追加
女性研究者支援
① 本学男女共同参画推進室及び人材育
成推進室女性研究者キャリアアップ部会と
連携した女性研究者の
受け入れ態勢整備。
② 通常のメンターに加え女性研究者専門
のメンターを配置。
③ 大学内外の保育施設の斡旋。
④ 出産・育児等の事由による任用期間延
長制度。最大 1 年間（通常の 5 年から最大
6 年間）の任期の延長が可能。
女性研究者および外国人研究者の応募を
歓迎します。
広島大学は男女共同参画を推進していま
す。詳しくは、広島大学男女共同参画推進
室のホームページをご覧ください。
第 3 回目 以下の文章を追加
出産・育児等の事由による任用期間延長制
度。最大 1 年間（通常の 5 年から最大 6 年
間）の任期の延長が可能。

外国籍研究者への支援体制・内容
外国籍研究者が応募しやすい配慮

○

（英文公募要領の提示を除く）

研
究
環
境

スタートアップ資金
年間研究費
研究スペース
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第 3 回目 以下の文章を追加
女性研究者および外国人研究者の応募を
歓迎します。

利用可能な共通研究機器・設備

○

第 3 回目 共通機器に以下の 2 つを追加
波長分散型蛍光Ｘ線分析装置
ゼータ電位測定装置

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

○

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）

第 2 回目 2014 年 3 月頃に中間評価を実
施
第 3 回目 2015 年 3 月頃に中間評価を実
施
第 3 回目 「募集分野」に以下の文章を追加
学際融合的な観点に立ちサステナブル科
学の発展に貢献できる方を期待。
第 2 回目 2015 年 9 月～10 月頃に最終
評価を実施
第 3 回目 2016 年 10 月頃に最終評価を
実施

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

30

第 3 回目
「センター学際融合領域研究部門企画支援
室」を「テニュアトラック企画支援室」に変更

表Ⅲ-３-３

年度・分野別の選考・採用状況（自主的取組を含む）
単位：人、（ ）内は女性の内数
応募者

採用

総
数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

物質・材料科学

34

24

10

生命科学

18

7

52
20

年度

公募分野

（平
成）

22 年度

小計
物質・材料科学
23 年度

地球環境科学
小計
生命科学

24 年度

書類審査通過

地球環境科学
小計
合

表Ⅲ-３-４-１
命科学）
選考の段階
第 1 次選考

第 2 次選考

最終選考

計

13
(1)
33
(1)

面接審査通過

総
数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

0

2

2

0

11

0

2

0

31

21

0

4

10

10

0

7

17

6
(1)
16
(1)

42

24

18

(6)

(4)

(2)

22

10

12

(5)

(3)

(2)

64

34

30

(11)

(7)

(4)

149

82

67

総
数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

0

1

1

0

0

2

0

1

0

1

0

2

2

0

2

1

1

0

2

2

0

0

1

1

0

0

1

3

2

1

0

1

1

0

0

1

5

4

1

0

2

2

0

0

6

3

3

0

0

1

1

0

0

5

3

2

1

0

1

1

0

0

11

6

5

1

0

2

2

0

0

12

15

11

4

0

6

5

1

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：物質・材料科学、生

選考の内容
（書類審査、
面接審査など）

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部

第一次審査（物質・材
料科学と生命科学の分
野別審査会で審査）:
書面審査
第二次審査（物質・材
料科学と生命科学の分
野別審査会で審査）:
面接審査（英語）
テニュアトラック審査委
員会: 第二次審査過
程の承認および最終候
補者の決定

関係部局

その他

国内

海外

6

2

2

6

2

2

12

31

自機関外

表Ⅲ-３-４-２
球環境科学）
選考の段階
第 1 次選考

第 2 次選考

最終選考

表Ⅲ-３-４-３
境科学）
選考の段階
第 1 次選考

第 2 次選考

最終選考

TT 若手の選考・採用の体制（平成 23 年度：部局・研究分野など：物質・材料科学、地

選考の内容
（書類審査、面接審査
など）

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部

第一次審査（物質・材
料科学と地球環境科学
の 分 野 別審 査 会 で審
査）: 書面審査
第二次審査（物質・材
料科学と地球環境科学
の 分 野 別審 査 会 で審
査）: 面接審査（英語）
テニュアトラック審査委
員会: 第二次審査過
程の承認および最終候
補者の決定

関係部局

自機関外
その他

国内

海外

6

2

2

6

2

2

12

TT 若手の選考・採用の体制（平成 24 年度：部局・研究分野など：生命科学、地球環

選考の内容
（書類審査、面接審査
など）

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部

第一次審査（生命科学
と地球環境科学の分野
別審査会で審査）: 書
面審査
第二次審査（生命科学
と地球環境科学の分野
別審査会で審査）: 面
接審査（英語）
テニュアトラック審査委
員会: 第二次審査過
程の承認および最終候
補者の決定

関係部局

その他

国内

海外

6

2

2

6

2

2

13

32

自機関外

表Ⅲ-３-５

ＴＴ若手採用者数（自主的取組を含む）
単位：人
採用人数

採用者の国籍・性別

内訳（[ ]内は採用者総数に対する％）

採用
年度

自主経
費で採
用

日本
国籍

外国籍

女性

サステナブル・
ディベロップメ
ント実践研究セ
ンター

2

0

1[50]

1[50]

小計

2

0

1[50]

サステナブル・
ディベロップメ
ント実践研究セ
ンター

2

0

小計

2

サステナブル・
ディベロップメ
ント実践研究セ
ンター
小計

（平成）

22 年度

23 年度

24 年度

海外ポスドク経験

振興調
整費で
採用

部局など

合計

自機関

0[0]

経験者
総数
1[50]

直前経
験者数
１[50]

直前
職
0[0]

学位
授与
0[0]

1[50]

0[0]

1[50]

１[50]

0[0]

0[0]

2[100]

0[0]

0[0]

0[0]

0[0]

1[50]

1[50]

0

2[100]

0[0]

0[0]

0[0]

0[0]

1[50]

1[50]

2

0

2[100]

0[0]

0[0]

2[100]

1[50]

0[0]

0[0]

2

0

2[100]

0[0]

0[0]

2[100]

1[50]

0[0]

0[0]

6

0

5[83]

1[17]

0[0]

3[50]

2[33]

１[17]

1[17]
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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
・

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

0

9

4

0

1

0

1

4

0

0

1

1

0

0

0

0

3

2

4

0

0

0

10

1

3

4

0

0

2

1

整費
振興調

ＴＴ若手：B

整費
振興調

ＴＴ若手：C

整費
振興調

ＴＴ若手：D

整費
振興調

ＴＴ若手：E

振興調

0

自
主
的
取
組
の
別

振
興
調
整
費
・

振興調

ＴＴ若手：B
ＴＴ若手：C
ＴＴ若手：D
ＴＴ若手：E
ＴＴ若手：F
合計

0

0

0

0

0

整費

合計

ＴＴ若手：A

0

整費

ＴＴ若手：F

TT 若手

口頭発表 （件）

２２年

振興調

ＴＴ若手：A

左記論文以外による
発表・著書等 (件)

査読付き原著論文 (報)

17

9

0

1

0

19

4

特許出願 (件)
（受理件数を括弧書きの

受賞 （件）

内数で記入）

顕著な学術的成果及び受賞例

２２年

２３年

２４年

２２年

２３年

２４年

度

度

度

度

度

度

0

0

0

0

2

0

信州フィールド科学賞の受賞
Ecological Research Award の受
賞

0

0

0

0

1

0

「第 2 回応用物理学会超伝導
分科会論文賞」受賞

0

0

0

0

0

0

0

0

整費

振興調

1

整費
振興調
整費
振興調
整費
振興調

0

0

0

0

整費
振興調
整費

0

0

0

0
34

3

0

「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
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「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

評価委員などの構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

書面評価

自機関外
その他

国内

海外

12

「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
(未定)

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

書類評価

第 2 次段階

面接評価

評価委員などの構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外

表Ⅲ-7-2 TT 若手のテニュア審査の体制（予定を含む）
(未定)
審査の段階
第１次審査
表Ⅲ-7-３

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
執行部

関係部局

自機関外
その他

書類評価、面接評価
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
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国内

海外

「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
講師
8
2
准教授
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
10
教授

テニュア率(％)
【Ｂの合計／Ａの合計】

100％

「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

1

23 年度

6

2

6

24 年度

2

1

2
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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

制度改革の内容

効果や影響

・全学的視点に立った適
切・効率的な人件費管
理

・全学ポイントを使って TT 若手を
採用

・部局の枠を超えた
人材育成システムの
基礎を作ることがで
きた。
・テニュアトラック制の
定着・普及に効果が
期待できる。

・テニュアとして採用後、最大 5 年
間の全学ポイントを配属部局に付
与

新しい特徴ある制度
設計の事例

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

・異分野融合領域の教
育研究の発掘・育成

・サステナブル・ディベロプメント実
践研究センターを設置

・異分野融合領域（サ
ステナブル科学）の
教育研究推進体制
ができた。
・全学的にテニュアト
ラック制に対する認
識が高まった。

・優秀な人材確保

・TT 若手の国際公募システムの構
築

・優れた人材および
外国 人の採用が可
能となった。

・研究水準の向上

・信頼性の高い業績評価システム
を整備

・客観的で透明性の
高い評価により、効
果的に TT 若手の研
究活動を推進でき
た。

・TT 若手の自立支援

・独立した研究スペースを配備し、
メンターを配置

・自由で独創性の高
い研究を行う上で有
効であった。
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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
○課題名 「国際サステナブル科学リーダー育成システム」
○総括責任者名 「浅原 利正」
○機関名 「国立大学法人 広島大学」
（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
これまでの人事制度は研究分野ごとに構築されている学部・研究科の中で行われており、学際融
合領域における優秀な若手教員の採用は難しい面があった。本学で実施するテニュアトラック制度は、
従来の学問領域で構成された学部・研究科等の部局の枠を超えた、学際融合領域における教育研
究を推し進めるための人材育成システム改革である。
本人事システムは、これまでの部局の人事システムを否定するものではなく、新しい分野を切り開く
ための補完システムとして機能する。今回の実施は、自然科学系の学際融合領域を対象として行うが、
「サステナブル・ディベロップメント実践研究センター」は自然科学系に限らず、人文社会系や医療系
など、全ての学際融合領域を対象として設立するものであり、本システムを構築することにより全学利
用が可能となる。
「サステナブル・ディベロップメント実践研究センター」に、外部委員を含めた「テニュアトラック審査
委員会」を設置し、極めて優秀なテニュアトラック教員を、国内外の関係機関、関連研究分野主要学
会誌、WEBサイトにより国際公募し、選考審査を行う。採用したテニュアトラック教員は、サステナブル・
ディベロップメント実践研究センターに所属する。
テニュアトラック教員は研究科へ併任させ、研究科において教育の経験を積ませる。また、センター
における自立的環境が孤立環境とならないようにするため、メンター教員(研究科からの併任)を配置し、
研究上の指導ではなく環境面でのアドバイスや研究科の授業担当の連絡調整を行う。さらに、リーダ
ーシップ能力を醸成するため、学長によるファカルティディベロップメント（FD）を実施するとともに、国
際ワークショップの企画運営や外部資金獲得を支援する。
テニュアトラック制度での若手採用人数は、毎年２名を予定している。採用者に占める自機関出身
者は30％以内、女性研究者20％、外国人研究者20％を目標として運用する。
テニュアトラック制度を含む人材育成システム改革の全学的推進は財務・総務担当理事の下に置
かれている「人材育成推進室」が行い、その評価は外部委員を含むテニュアトラック評価委員会が行う。
その評価結果を得て、学長のリーダーシップの下、全学的な人材育成システム改革に展開する。
（２）３年目終了時における具体的な目標
初年度採用テニュアトラック教員２名に対して、サステナブル・ディベロップメント実践研究センター
内に設置した「テニュアトラック審査委員会」による中間評価を実施する。評価は、研究業績（論文発
表、学会・国際会議発表等）及び卓越性・自立性・協調性・国際性の観点からの教育研究活動実績に
対して、書類審査とともに英語でのプレゼンテーションによる面接審査により行う。評価結果はテニュ
アトラック教員に示し、テニュアへの道に関して助言を行う。極めて評価が高い教員についてはテニュ
ア審査（配属予定の研究科で実施）へ推薦し、テニュア教員（准教授又は教授）への採用を可能とす
る。
また、中間評価（３年度末）に先立ち、システム改革の評価のために「テニュアトラック評価委員会」
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を組織し、テニュアトラック制度の評価を実施する。その結果を受け、「人材育成推進室」はテニュアト
ラック制度改革を検討し、「テニュアトラック企画支援室」は教員の選考方法、研究資金を含む支援体
制、テニュア審査基準等の見直しを行う。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
初年度採用テニュアトラック教員の教育研究活動状況について、「テニュアトラック審査委員会」によ
り最終評価を実施する。評価基準を満たす者はテニュア審査（配属予定の研究科で実施）を経てテニ
ュア（准教授又は教授）へ移行する。テニュアの所属は希望する研究科とする。テニュアポストは、テニ
ュア移行最大数の範囲で用意し、広島大学の人事ポイント制における全学ポイントを充て、教授又は
准教授相当分のポイントを一定期間配属研究科に付与する。
「テニュアトラック審査委員会」により高く評価されたものの基準に達せず、テニュアとしての採用に
至らなかったテニュアトラック教員については、「テニュアトラック企画支援室」が「キャリアセンター」と
協力して外部研究機関ポストへの斡旋を働きかけ、その間は大学の自己資金による雇用延長（最長１
年）を行う。
「人材育成推進室」は「テニュアトラック評価委員会」による評価を受け、その結果を人材育成システ
ム改革全体の改善にフィードバックする。
（４）実施期間終了後の取組
「学際融合領域における教員の採用」に関しては、テニュアトラック制度を取り入れる。なお、今回の
実施は自然科学系の学際融合領域であるが、実施中に顕在化した問題点を改善した後、人文社会
系や医療系など他分野への展開を図る。その際に、テニュアトラック教員の選考方法、研究資金を含
む支援体制、テニュア審査基準等、関係する研究分野の特殊性や教育の継続性等を考慮した「広島
大学型の制度」となるよう、「人材育成推進室」を中心に継続的に見直しを行う。
（５）期待される波及効果
国際的な研究環境のもとで自立した研究室を構築し、内外の研究グループと共同研究体制を築く
ことを可能とする本テニュアトラック制度は、若手人材育成システム改革だけでなく、学際融合領域研
究の推進におけるひとつのモデルとなる。
その進捗状況については、できる限りの情報公開を図り、他の組織や研究機関をはじめ次世代の
科学を担う大学院生・学部生への情報発信とする。
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参考２ 採択時コメント
本提案は、循環型持続的社会基盤の形成に貢献する「サステナブル科学」研究分野の国際拠点の
構築を目指して、機関の長のリーダーシップの下に革新的かつ創造的に研究・教育を展開できる若
手リーダーを育成するためテニュアトラック制を導入するものである。「サステナブル科学」という学際
領域における若手研究者育成構想が具体的かつ明快で将来を見据えた目標が設定され、すでに部
局との調整がなされていることが高く評価できる。また、機関において任期制や年俸制の導入による人
材養成システム改革を進めるとともに、全学レベルでの「人材育成推進室」を設置し、一般研究者、テ
ニュアトラック部門、女性研究者キャリアアップ部門で、研究者・職員の育成を組織的に進めている点
も優れている。
今後、テニュアトラック若手研究者がテニュア職に就く際には、全学ポイントを研究科に配分する期
間やポイント数の制限等に関する具体化を行うこと、協力研究グループとテニュアトラック若手研究者
との独立性を確保すること及び「サステナブル研究センター」でのテニュアトラック制を全学に拡大する
具体的な方策・計画に関して検討を行うことが必要である。
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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
中期目標（第 2 期： 平成 22 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）
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 自由で独創性の高い研究を推進しつつ，個性ある学術分野において，世界トップレベルの研究
の達成を目指す。
② 基盤的研究の維持・発展と萌芽的研究の育成，異分野融合型の研究を発掘・育成する。
③ 教員の研究活動及び研究業績に係る評価システムをより信頼性の高い評価システムに整備し，
研究水準の向上を図る。
（２）研究実施体制等の整備に関する目標
① 効果的に活発な研究活動が行えるよう，全学的な研究推進体制を整備する。
② 大学や研究機関との連携を通じて，新たな学際的・先端的領域へ対応する。
③ 共同利用・共同研究拠点を整備し，我が国の学術研究の発展に貢献する。
３ その他の目標
（２）国際化に関する目標
国際競争力の高い，世界に開かれた大学を目指すとともに，国際協力・国際
貢献に積極的に取り組む。
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）柔軟な教育研究体制の構築に関する目標
① 学問の高度化・複合化・グローバル化へ対応できるよう，教育研究体制の見直しを行う。
② 大学間の共同により教育研究資源を結集し，魅力ある教育研究・人材養成を行うための体制を構
築する。
（２）弾力的な管理運営体制の構築に関する目標
① 学生が修学に，教員が教育，研究及び医療活動に専念できる環境を整備する。
② 全学的視点に立った適切かつ効率的な人件費管理を行うとともに，戦略的な学内資源配分を行
う。
（３）優秀な人材の獲得に関する目標
① 教職員にとってやり甲斐のある職場環境を構築する。
② キャリアパスを伴う，専門性を備えた職員の人材養成を行う。
（４）男女共同参画の推進に関する目標
教職員のワーク・ライフ・バランスを推進し，大学運営における意思決定の場に女性を積極的に登用
する。
中期計画（第 2 期： 平成 22 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）
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 本学の特色とすべき研究分野を戦略的に推進し，研究拠点形成に向けて人的・物的支援を行
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う。
② 学長裁量経費，部局長裁量経費を柔軟に活用して，基盤的研究・萌芽的研究の支援を行うとと
もに，異分野融合型の研究を発掘できる仕組みを構築し，その研究に
対する支援を行う。
③ 各部局における教員の研究活動及び研究業績に係る評価システム及び評価体制を検証し，信
頼性の高いシステムに整備する。
（２）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
① 新しい知の創造を目指した異分野融合型の研究が育成できるよう，研究者集団を柔軟に編成
する。
② 研究活動の評価・改善等を行い，大学として重点的に取り組む領域を中心に学術研究推進の
ために必要な研究者等の重点的配置を行う。
③ 多様な雇用制度を活用し，優れた研究者を雇用する。
④ 研究・教育活動の基盤として，電子ジャーナルを含む学術情報資料及びＩＴ基盤を計画的に整
備する。
⑤ 大学や研究機関との連携により研究機器を共同で利用し，研究資源を有効に活用する。
⑥ 共同利用・共同研究拠点がその使命と役割を果たせるよう支援を行う。
３ その他の目標を達成するための措置
（２）国際化に関する目標を達成するための措置
① 優れた外国人教員，研究者を増員する。
② 大学間の連携による共同利用など海外拠点を充実・拡充する。
③ 留学生数を増員するための受入計画を策定し，学生宿舎を改築・増築するとともに，必要に応
じて民間の一般賃貸住宅の借上げを行う。
④ 留学生の就職支援の体制を充実する。
⑤ 海外の大学等とのネットワークを活用し，学生交流・研究者交流を促進する。
⑥ 国際化に対応できる語学力の向上も含めた職員の研修を行い，国際化支援への体制を整備す
る。
⑦ 地球規模の課題解決のための国際協力事業を積極的に推進する。
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
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置
（２）弾力的な管理運営体制の構築に関する目標を達成するための措置
① 部局運営支援体制を強化する。
② 各部局における教員の人件費管理は，員数方式から金額方式に見直しを行う。
③ 学長裁量経費分の増額など学内予算配分方法の見直しを行う。
（３）優秀な人材の獲得に関する目標を達成するための措置
① 教育，研究，医療活動，社会貢献及び大学運営の各分野において評価を行い，その評価結果
に応じた処遇を充実・強化する。
② 新人材育成基本方針に基づき人材養成を行う。
（４）男女共同参画の推進に関する目標を達成するための措置
① 仕事と生活が両立できる多様な制度を整備・充実し，それを活用しやすい環境を創出する。
② 女性教員割合を１４％程度にするとともに，女性管理職の割合を高くする。
Ⅹ その他
２．人事に関する計画
（１）弾力的な管理運営体制の構築
各部局における教員の人件費管理（共通人件費に限る。）について，員数方式から金額方式（職名ご
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とのポイント制）への見直しを行う。
（２）優秀な人材の獲得
① 教育，研究，医療活動，社会貢献及び大学運営の各分野における評価に基づく手当の新設な
ど，評価結果に応じた処遇を充実・強化する。
② 新人材育成基本方針に定めたキャリアパスに沿った人材養成を行う。
（３）男女共同参画の推進
① 多様な勤務形態の提供など，仕事と生活が両立できる多様な制度を整備・充実する。
② 仕事と生活が両立できる多様な制度の活用状況調査の実施等により，制度を活用
しやすい環境を創出する。
③ 広島大学男女共同参画宣言に基づき，女性教員割合を１４％程度にするとともに，女性管理職
の割合を高くする。
（４）人件費の削減
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７号）に
基づき，国家公務員に準じた人件費改革に取り組み，平成１８年度からの５年間において，△５％以
上の人件費削減を行う。更に，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７
日閣議決定）に基づき，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改革を平成２３年度まで継続する。
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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）

広
島
大
学
「国際サステナブル科学リーダー育成システム」
テニュアトラック教員の公募（第１期）

広島大学は、循環型持続的社会基盤の形成に貢献する「サステナブル科学」研究分野（物質・
材料科学、生命科学、地球環境科学の学際融合領域）の国際拠点の構築を目指しています。この
たび、「国際サステナブル科学リーダー育成システム」事業が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」プログラム（2010 年度から 2014 年度まで）に採択さ
れたことを受け、革新的かつ創造的に研究・教育を展開できる若手リーダーの育成を目指して、
テニュアトラック制度を導入します。
「物質・材料科学」、「生命科学」、「地球環境科学」のいずれかの分野で深い研究知識・能
力を有し、他の関連分野との知の交錯を可能にする柔軟な思考力、循環型持続的社会の構築に不
可欠な国際センスを持って、サステナブル科学の開拓を目指す若手研究者を公募します。第１期
公募（2010 年度採用）から第５期公募（2014 年度採用）まで、各年度２名ずつ、合計 10 名の若
手研究者を採用する予定です。
１．募集分野
第１期公募では、上記の３分野のうち「物質・材料科学」、「生命科学」を専門分野とする若
手研究者をそれぞれ１名ずつ募集。「物質・材料科学」においては、新機能物質・材料のデザイ
ン・創成・機能開拓、「生命科学」においては生態系構築原理の解明と生物の機能開発を推進す
ることによって「サステナブル科学」の構築に貢献できる方を期待。
２．募集する職種、人員及び所属
①職種：特任教員（テニュアトラック講師）
②人員：２名
③所属：広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター（以下「センター」とい
う。）
３．応募資格
以下に掲げる条件をすべて満たす者。
①

原則として、2010 年 4 月 1 日時点において、博士号取得後３年以上１０年以内の研究者で、
上記に示すサステナブル科学の構築に向けて革新的かつ創造的な研究を推進する者。

②

英語によるコミュニケーション能力を有すること。

③

日本語又は英語による大学院生への授業ができること。

４．雇用条件等
1)

任期
2010 年 11 月 1 日以降できるだけ早い日から 2015 年 3 月 31 日まで。なお、遅くとも 2011 年
3 月 1 日までには着任すること。

2)

給与等
①

給与については、年俸制（諸手当及び退職手当を含む）を適用し、年俸の 12 分の 1 を毎
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月支給（月途中の採用・退職の場合は、日割り計算で支給）。採用時及び翌年度の年俸（600
万円～900 万円）は本人の経歴等を勘案の上、本学規則により決定するが、2012 年度以降の
年俸については前年度の業績評価を踏まえて決定。
②

保険については、健康保険（共済組合）、共済年金、雇用保険及び労働災害保険に加入（保
険料等は法律に応じた率で個人から控除、事業主が負担）。

3)

勤務条件等
①

就業に当たっては、広島大学の諸規則を適用。

②

勤務場所は、広島大学の東広島キャンパス.。

③

勤務形態については、１日 7 時間 45 分、週 38 時間 45 分勤務とするが、専門業務型裁量
労働制を適用し、所定の勤務日に勤務した場合は、１日 7 時間 45 分勤務したものとみなす。

④
4)

出産、育児等に関する休暇・休業制度あり。
業績評価
センター学際融合領域研究部門審査委員会が、下記によりテニュアトラック講師の業績評価

を行う。
①

毎年度３月にテニュアトラック講師が提出する研究・教育実績に関する書類により業績評
価を実施。

②

2013 年 3 月頃に中間評価を実施。中間評価は、①の研究・教育実績に関する書類に加え、
面接審査（英語によるプレゼンテーション及び質疑応答）により行う。この中間評価におい
て、極めて高い評価を得たテニュアトラック講師は、下記 5)に示すテニュア審査へ進む。

③

2014 年 9 月～10 月頃に最終評価を実施。最終評価は、研究・教育実績による書類審査及
び面接審査（英語によるプレゼンテーション及び質疑応答）により行う。この最終評価にお
いて、評価基準を満たしているとの評価を得た全てのテニュアトラック講師は、下記 5)に示
すテニュア審査へ進む。
なお、この最終評価において高く評価されたものの評価基準に達しなかったテニュアトラ
ック講師については、センター学際融合領域研究部門企画支援室が外部研究機関ポストへの
斡旋を働きかけ、その間は最長１年の雇用延長を行う。

④

上記①から③における研究・教育実績の評価は、「卓越性」、「自立性」、「協調性」、
「国際性」という４つの観点から行う。

5)

テニュア審査
テニュアトラック講師は、テニュア教員として所属を希望する大学院研究科の選考委員会に
よる審査を経て、専任のテニュア教員（任期なしの、准教授又は教授）に採用される。
※

日本語能力が不十分な者は、主要な言語を英語として、研究・教育活動を行っていくこと
ができるが、テニュア教員に採用されるためには、最小限の日本語による研究教育能力の習
得が求められる。

５．職務
①テニュアトラック講師として採用後に提出する研究計画書に基づく研究活動。
②外部資金の積極的な申請及び獲得。
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大学院生の授業及び研究指導の分担。
⑥国際ワークショップの企画立案、センターが主催又は共催するシンポジウム等への参画。
⑦本学が実施するファカルティディベロプメントを受講。
⑧その他、センター学際融合領域研究部門長が必要と認めた業務。
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６．研究環境等
1) 研究スペース
テニュアトラック講師一人当たり、50 ㎡程度（居室、実験室等）。改装費用は、本学で負担。
2) 共通機器
①

テニュアトラック講師がサステナブル科学の研究を行うための共通機器として、次の機器

を設置。
・三次元形状測定レーザーマイクロスコープ
・高速液体クロマトグラフィ／四重極型質量分析システム
②

自然科学研究支援開発センターの各種分析・低温実験機器など、必要に応じ本学の学内共
通機器を利用可能。

3) 研究資金
テニュアトラック講師一人当たり、スタートアップ資金（1,000 万円／研究計画により初年度
及び次年度に分割して措置する場合もある）を措置するとともに、2011 年度以降は毎年度、経
常的研究資金（最大 200 万円）を措置。なお、これらの研究資金は、本学の規則等に基づき適
正に使用しなければならない。
4) 人的支援
①

ポスドク等による研究活動支援（人件費は上記 3）の経費以外に本学で負担）。

②

メンター教員による研究教育面での支援。

③

その他、センター学際融合領域研究部門企画支援室（特任教授を含む専任スタッフ３名）
による支援。

７．応募書類等
1) 応募書類
応募書類の様式については、下記の URL からダウンロードすること。応募書類は全て英語で記
述し作成すること。
Word 版
http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/saiyo_syusyoku/tenure-track/application2010.doc
PDF版
http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/saiyo_syusyoku/tenure-track/application2010.pdf
[1] 履歴書
[2] 業績リスト
※主要論文（5 編以内）のコピーを添付すること。
[3] これまでの研究概要
[4] 本学における研究計画
[5] 大学院教育に関する抱負
[6] 所属を希望する大学院研究科
[7] 推薦者リスト※２名記載
[8] 推薦状※２名分
2) 問合せ先
センター学際融合領域研究部門企画支援室

E-mail：hutt-qaa@office.hiroshima-u.ac.jp

3) 応募に係る個人情報の取扱い
応募に係る個人情報は、個人情報保護法及び本学規則に基づいて適切な取扱いをする。応募
の事実は非公開とするが、選考上必要な範囲において照会等を行うことがある。また、応募書
類は返却しない。
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８．応募締切等及び審査
1) 応募締切
2010 年 9 月 30 日（木）17 時【日本時間】
2) 応募書類提出先
応募書類を全て英語で記述した上で、PDFファイルにし、E-mailに添付して下記のアドレス宛
に送付すること。E-mailの件名は、
“HirodaiTTappl.”の文言の後ろに応募者の姓名を括弧書き
で加えたものとすること（例えば、山田太郎さんの場合は、HirodaiTTappl.（T.Yamada）とな
る）
。
センター学際融合領域研究部門企画支援室
E-mail：hutt-ent@office.hiroshima-u.ac.jp
容量が１０ ＭＢを越えると受信できないので、その場合にはメールを分割して送付すること。
その際、E-mailの件名の最後に、１／２、２／２など応募書類の分割数が分かるようにするこ
と。また、圧縮ソフトは使用しないこと。
なお、折り返し受理通知のE-mailを返信するので、必ず確認すること。
3) 審査スケジュール
①

第一次審査（書類選考）
※

選考結果は、2010 年 10 月中に本人宛 E-mail で通知（第一次審査合格者には、第二次審
査（面接）の日時等を併せて通知）
。

②

第二次審査（面接）
※

面接では、研究実績及び研究計画に関するプレゼンテーションを行う。このプレゼンテ
ーション及び質疑応答は、全て英語で行う。

※

旅費は本学規則に基づき支給。

※

審査結果の通知は 2010 年 10 月末を予定。

4) 審査基準
第一次審査は、研究業績及び、研究計画の新規性・実現性の観点から評価を行う。第二次審
査は教育の観点を加え、研究業績、研究計画、コミュニケーション能力から総合的に判断。な
お、審査の結果、同等の評価であると判断された場合は女性研究者を優先。
（参考）
広島大学ホームページ

http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html

＜本事業に関係する大学院研究科のホームページ＞
・大学院総合科学研究科
・大学院理学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/souka/

http://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/

・大学院先端物質科学研究科
・大学院工学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/

http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/

・大学院生物圏科学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/gsbs/index.html
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Tenure Track Positions (Fiscal 2010)
Institute for Sustainable Sciences and Development

Tenure Track System for the Leader of Sustainable Sciences
Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Japan
August 2010
Hiroshima University
Hiroshima University is seeking applications for two special lecturers (tenure track
positions) at the Institute for Sustainable Sciences and Development. Those interested in
applying for a tenure track position should read the following information.
Hiroshima University aims to construct the international base of ‘Sustainable Sciences’
(interdisciplinary research fields of ‘Materials Science’, ‘Life Sciences’, and ‘Earth &
Environmental Sciences’), which can contribute to create a sustainable recycling-oriented society.
The Institute for Sustainable Sciences and Development in our university is conducting open
recruitment for two special lecturers in tenure track positions in the “Tenure Track System for the
Leader of Sustainable Sciences” program, which is carried out under the program
“Improvement of Research Environment for Young Researchers” (FY 2010–2014) supported by the
Special Coordination Funds for Promoting Science and Technology, the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology of Japan.
We are conducting open recruitment for young researchers who can develop the sustainable sciences,
with excellent research ability in either field of above three sciences, flexible thought necessary for
collaboration with other related fields, and international sense necessary for constructing a
sustainable recycling-oriented society. Two lecturers will be hired every year during the first-term
(fiscal 2010) to the fifth-term (fiscal 2014) (total 10 lectures).
1. Area of Research
In this first-term recruitment (fiscal 2010), applicants with prior background in ‘Materials Science’
or ‘Life Sciences’ are welcome. We are seeking young researchers who can strongly promote the
construction of ‘Sustainable Sciences’ through design, synthesis and development of new
functional materials in ‘Materials Science’ and through elucidation of principle of ecosystems and
development of biological function in ‘Life Sciences’.
2. Number of Tenure Track Positions Available and Institution
1) Two special lecturers (tenure track lecturers): one in the field of ‘Materials Science’ and one in the
field of ‘Life Sciences’.
2) Affiliation: Institute for Sustainable Sciences and Department in Hiroshima University. (hereafter
shorten to ‘Institute’)
3. Qualifications
Applicants must satisfy all of the following qualifications.
1) Applicants should hold a PhD degree which was acquired during the period from April 2000 to
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March 2007. Applicants should have excellent research activities to create the sustainable sciences
based on the fields of materials science or life sciences.
2) Applicants should be able to communicate in English.
3) Applicants should be able to give lecture of the graduate student in Japanese or English.
4. Working Conditions
1) Term of Appointment
Applicants must arrive to take up the tenure track position as fast as possible after November 1, 2010
and by March 1, 2011. The term of appointment is from the starting date of a job to March 31, 2015.
2) Annual Salary
① Annual salary in the first and second years of employment is approximately
6,000,000–9,000,000 yen depending on the applicant’s research experiences. One-twelfth of this
salary is paid every month (paid by day when hired or left in the middle of month). Salary after
fiscal 2012 will be decided on the basis of research activities.
②Various insurances (health insurance, mutual aid pension fund, unemployment insurance,
accident compensation insurance) are applied to lecturers.
3) Employment Conditions
①The employment conditions and regulations of Hiroshima University shall apply as deemed
appropriate.
②The place of employment is The Institute for Sustainable Sciences and Development, which is
located on the Higashi-Hiroshima campus of Hiroshima University.
③A discretionary working-hour system for a professional is applied although formal working
hours are 7 hr and 45 min a day.
④A maternity and childcare leave system will be applied.
4) Performance Assessment
A Judging Committee in the Institute evaluates the achievement of lecturers as follows.
①Activities of tenure track lecturers are evaluated based on the documents on research and
education activities they report at the end of every fiscal year.
②An interim assessment of lecturer’s activities in research and education is conducted in about
March, 2013. An interim assessment is conducted by interview and presentation in English in
addition to the documents on research and education activities. The lecturers who were evaluated to
be extremely excellent in this interim assessment have a right of promotion to tenured positions as
shown below in 5).
③A final assessment is conducted in September– October, 2014 based on the documents on
research and education activities, and interview and presentation in English. The lecturers who
were evaluated to satisfy the qualification standards in this final assessment have a right of
promotion to tenured positions as shown below in 5).
④ Research and education activities in above assessments ① – ③ are evaluated from the
viewpoints of ‘excellence’, ‘self-reliance’, ‘cooperativeness’, and ‘internationalism’.
5) Promotion to Tenured Position (associate professor or full professor)
The tenure track lecturer hired through this recruitment program could be promoted to tenured
associate professor or tenured full professor at Hiroshima University after successfully passing the
final evaluation by a personnel committee of the graduate school to which the tenure track lecturer
wants to join.
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5. Work Description
① Carrying out research activities based on the research plan submitted after the time of
employment.
②Working strongly to obtain external research funds.
③Publication of research papers.
④Presentation of research results at the academic meetings, including international conferences.
⑤Participating in lecture and research advice for graduate students.
⑥Participating in planning of international meetings and symposiums organized or co-organized
by the Institute.
⑦Taking lectures of faculty development held in our university.
⑧Other duties as considered necessary by the Director of the Institute.
6. Research Support
1) Space
A personal research space of approximately 50 m2 (office and laboratory) will be secured for each
lecturer. Modifying costs of rooms are paid by Hiroshima University.
2) Common Equipment
①The following equipments are set up for common use of lecturers.
*Laser-microscope with 3-dimension profile measurement
*High performance liquid chromatography/quadrupole mass spectrometry system
②Lecturers can also use various equipments and low-temperature apparatus set up for common
users in our university.
3) Research fund
During the first fiscal year, 10,000,000 yen will be provided to each lecturer as a start-up fund (this
fund may be divided into first and second years depending on the research plan). From the second
year (2011) onward, maximum of 2,000,000 yen a year will be secured. These funds must be fairly
used following regulations of our university.
4) Personal Support
①Research will be supported by any personal assistance such as post doctoral fellow and
technician (Their labor costs are paid by our university).
②Research and education will be supported by mentors (professor or associate professor in our
university).
③Three project-supporting stuff of the Institute (including professor) will also support the
activities of lecturers.
7. Application Materials
1) Application Documents
①Curriculum Vitae
②List of research activities (e.g., books, reviews, original papers, proceeding of international
conference). Attach copies of five major papers.
③Summary of past research activities (up to four pages on A4 size paper including figures).
④Research plan at Hiroshima University (up to four pages on A4 size paper including figures).
⑤Ambitions for education in the graduate school (one page on A4 size paper).
⑥Graduate school or Institute of Hiroshima University which applicant expects collaboration in
research and education.
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⑦List of two recommenders
⑧Two letters of recommendation
*All above documents ① − ⑧ must all be written in English. Application Form can be
downloaded from the following URL.
Word version:
http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/saiyo_syusyoku/tenure-track/application2010.doc

PDF version:
http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/saiyo_syusyoku/tenure-track/application2010.pdf

2) Questions Relating to Applications
Please contact us with any questions via the following E-mail address:
hutt-qaa@office.hiroshima-u.ac.jp (Institute for Sustainable Sciences and Development)
3) Protection of Private Information
Private information related to application is protected by Personal Information Protection Law and
regulations of Hiroshima University. Documents submitted will not be returned.
8. Deadline for Submission and Selection Process
1) Deadline for Submission
Deadline for submission of applications is 5 p.m. Sept. 30, 2010 (Japan Standard Time).
2) Submission
All documents in PDF format should be submitted by E-mail to the following address with the file
name “HirodaiTTappl. (capitalized initial letter of first name. last name of applicant)”, e.g.,
“HirodaiTTappl. (A. Einstein)”.
E-mail: hutt-ent@office.hiroshima-u.ac.jp
(Institute for Sustainable Sciences and Development)
The total size of the files must not exceed 10MB. Larger documents may be submitted in separate
files by notifying the file number like 1/2, 2/2. File compression must not be used. Make sure by
return mail whether the documents have successfully arrived at our office.
3) Selection Schedule
①The first selection (screening by documents)
*The result of selection will be E-mailed to applicants during October, 2010. The successful
candidates of the first selection will be announced the information on the second selection
(interviews and presentations).
②The second selection (screening by interviews and presentations)
*All interviews and presentations regarding the research activities and research plans will be
conducted in English.
* Travel costs for interviews are paid by our university.
* Result of the second selection will be announced to applicants in late October, 2010.
4) Selection Standards
The first selection will be evaluated based on the documents from the viewpoints of research
activities, and originality and realization of research plans. The second selection will be totally
evaluated from the viewpoints of education and communication abilities in addition to research
activities and research plans. We give female researcher priority over male researcher when their
total activities are equivalent.
(Reference)
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Home page of Hiroshima University: http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html
<Home pages of the graduate schools related to this program.>
Graduate School of Integrated Arts and Sciences (http://www.hiroshima-u.ac.jp/souka/)
Graduate School of Science (http://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/)
Graduate School of Advanced Sciences of Matter
Graduate School of Engineering

( http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/ )

( http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/ )

Graduate School of Biosphere Science

(http://www.hiroshima-u.ac.jp/gsbs/index.html)
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(第 2 回目以降の公募要領の英文版については、特に大きな変更がないので省略する)
参考４-２ 平成 23 年度第 2 回目（通算第 2 回目）国際公募要領（和文）

広
島
大
学
「国際サステナブル科学リーダー育成システム」
テニュアトラック教員の公募（第２期）

広島大学は、循環型持続的社会基盤の形成に貢献する「サステナブル科学」研究分野（物質・
材料科学、生命科学、地球環境科学の学際融合領域）の国際拠点の構築を目指しています。この
たび、「国際サステナブル科学リーダー育成システム」事業が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」プログラム（2010 年度から 2014 年度まで）に採択さ
れたことを受け、革新的かつ創造的に研究・教育を展開できる若手リーダーの育成を目指して、
テニュアトラック制度を導入します。
「物質・材料科学」、「生命科学」、「地球環境科学」のいずれかの分野で深い研究知識・能
力を有し、他の関連分野との知の交錯を可能にする柔軟な思考力、循環型持続的社会の構築に不
可欠な国際センスを持って、サステナブル科学の開拓を目指す若手研究者を公募します。第１期
公募（2010 年度採用）から第５期公募（2014 年度採用）まで、各年度２名ずつ、合計 10 名の若
手研究者を採用する予定です。
１．募集分野
第２期公募では、上記の３分野のうち「物質・材料科学」、「地球環境科学」を専門分野とす
る若手研究者をそれぞれ１名ずつ募集。「物質・材料科学」においては、新機能物質・材料のデ
ザイン・創成・機能開拓、「地球環境科学」においては環境調査と修復技術の開発を推進するこ
とによってサステナブル科学に貢献できる方を期待。
２．募集する職種、人員及び所属
①職種：特任教員（テニュアトラック講師）
②人員：２名
③所属：広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター（以下「センター」とい
う。）
３．応募資格
以下に掲げる条件をすべて満たす者。
①

原則として、2001 年 1 月から 2008 年 9 月の間に博士号を取得した研究者で、上記に示すサ
ステナブル科学の構築に向けて革新的かつ創造的な研究を推進する者。

②

英語によるコミュニケーション能力を有すること。

③

日本語又は英語による大学院生への授業ができること。

４．雇用条件等
1)

任期
2011 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで。

2)

給与等
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①

給与については、年俸制（諸手当及び退職手当を含む）を適用し、年俸の 12 分の 1 を毎
月支給（月途中の採用・退職の場合は、日割り計算で支給）。採用時及び翌年度の年俸（600
万円～900 万円）は本人の経歴等を勘案の上、本学規則により決定するが、2013 年度以降の
年俸については前年度の業績評価を踏まえて決定。

②

保険については、健康保険（共済組合）、共済年金、雇用保険及び労働災害保険に加入（保
険料等は法律に応じた率で個人から控除、事業主が負担）。

3)

勤務条件等
①

就業に当たっては、広島大学の諸規則を適用。

②

勤務場所は、広島大学の東広島キャンパス。

③

勤務形態については、１日７時間 45 分、週 38 時間 45 分勤務とするが、専門業務型裁量
労働制を適用し、所定の勤務日に勤務した場合は、１日７時間 45 分勤務したものとみなす。

④
4)

出産、育児等に関する休暇・休業制度あり。
業績評価
センター学際融合領域研究部門審査委員会が、下記によりテニュアトラック講師の業績評価

を行う。
①

毎年度 3 月にテニュアトラック講師が提出する研究・教育実績に関する書類により業績評
価を実施。

②

2014 年 3 月頃に中間評価を実施。中間評価は、①の研究・教育実績に関する書類に加え、
面接審査（英語によるプレゼンテーション及び質疑応答）により行う。この中間評価におい
て、極めて高い評価を得たテニュアトラック講師は、下記 5)に示すテニュア審査へ進む。

③

2015 年 9 月～10 月頃に最終評価を実施。最終評価は、研究・教育実績による書類審査及
び面接審査（英語によるプレゼンテーション及び質疑応答）により行う。この最終評価にお
いて、評価基準を満たしているとの評価を得た全てのテニュアトラック講師は、下記 5)に示
すテニュア審査へ進む。
なお、この最終評価において高く評価されたものの評価基準に達しなかったテニュアトラ
ック講師については、センター学際融合領域研究部門企画支援室が外部研究機関ポストへの
斡旋を働きかけ、その間は最長１年の雇用延長を行う。

④

上記①から③における研究・教育実績の評価は、「卓越性」、「自立性」、「協調性」、
「国際性」という４つの観点から行う。

5)

テニュア審査
テニュアトラック講師は、テニュア教員として所属を希望する大学院研究科の選考委員会に
よる審査を経て、専任のテニュア教員（任期なしの、准教授又は教授）に採用される。
※

日本語能力が不十分な者は、主要な言語を英語として、研究・教育活動を行っていくこと
ができるが、テニュア教員に採用されるためには、最小限の日本語による研究教育能力の習
得が求められる。

５．職務
①テニュアトラック講師として採用後に提出する研究計画書に基づく研究活動。
②外部資金の積極的な申請及び獲得。
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大学院生の授業及び研究指導の分担。
⑥国際ワークショップの企画立案、センターが主催又は共催するシンポジウム等への参画。
⑦本学が実施するファカルティディベロプメントを受講。
⑧その他、センター学際融合領域研究部門長が必要と認めた業務。
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６．研究環境等
1) 研究スペース
テニュアトラック講師一人当たり、50 ㎡程度（居室、実験室等）。改装費用は、本学で負担。
2) 共通機器
①

テニュアトラック講師がサステナブル科学の研究を行うための共通機器として、次の機器

を設置。
・三次元形状測定レーザーマイクロスコープ
・高速液体クロマトグラフィ／四重極型質量分析システム
②

自然科学研究支援開発センターの各種分析・低温実験機器など、必要に応じ本学の学内共
通機器を利用可能。

3) 研究資金
テニュアトラック講師一人当たり、スタートアップ資金（1,000 万円／研究計画により初年度
及び次年度に分割して措置する場合もある）を措置するとともに、2012 年度以降は毎年度、経
常的研究資金（最大 200 万円）を措置。なお、これらの研究資金は、本学の規則等に基づき適
正に使用しなければならない。
4) 人的支援
①

ポスドク等による研究活動支援（人件費は上記 3）の経費以外に本学で負担）。

②

メンター教員による研究教育面での支援。

③

その他、センター学際融合領域研究部門企画支援室（特任教授を含む専任スタッフ３名）
による支援。

７．応募書類等
1) 応募書類
応募書類の様式については、下記の URL からダウンロードすること。応募書類は全て英語で記
述し作成すること。
Word 版
http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/saiyo_syusyoku/tenure-track/application2011.doc
PDF版
http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/0/saiyo_syusyoku/tenure-track/application2011.pdf
[1] 履歴書
[2] 業績リスト
※主要論文（5 編以内）のコピーを添付すること。
[3] これまでの研究概要
[4] 本学における研究計画
[5] 大学院教育に関する抱負
[6] 所属を希望する大学院研究科
[7] 推薦者リスト※２名記載
[8] 推薦状※２名分(様式 16、17。または、A4 用紙 1 頁以内で様式自由。どちらの場合も必ず
推薦者の署名を入れること。)
2) 問合せ先
センター学際融合領域研究部門企画支援室

E-mail：hutt-qaa@office.hiroshima-u.ac.jp

3) 応募に係る個人情報の取扱い
応募に係る個人情報は、個人情報保護法及び本学規則に基づいて適切な取扱いをする。応募
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の事実は非公開とするが、選考上必要な範囲において照会等を行うことがある。また、応募書
類は返却しない。
８．応募締切等及び審査
1) 応募締切
2010 年 11 月 10 日（水）17 時【日本時間】
2) 応募書類提出先
応募書類を全て英語で記述した上で、PDFファイルにし、E-mailに添付して下記のアドレス宛
に送付すること。E-mailの件名は、
“HirodaiTTappl(2).”の文言の後ろに応募者の姓名を括弧
書きで加えたものとすること（例えば、山田太郎さんの場合は、HirodaiTTappl(2).（T.Yamada）
となる）
。
センター学際融合領域研究部門企画支援室
E-mail：hutt-ent@office.hiroshima-u.ac.jp
容量が１０ ＭＢを越えると受信できないので、その場合にはメールを分割して送付すること。
その際、E-mailの件名の最後に、１／２、２／２など応募書類の分割数が分かるようにするこ
と。また、圧縮ソフトは使用しないこと。
なお、折り返し受理通知のE-mailを返信するので、必ず確認すること。
3) 審査スケジュール
①

第一次審査（書類選考）
※

選考結果は、2010 年 11 月中に本人宛 E-mail で通知（第一次審査合格者には、第二次審
査（面接）の日時等を併せて通知）
。

②

第二次審査（面接）
※

面接では、研究実績及び研究計画に関するプレゼンテーションを行う。このプレゼンテ
ーション及び質疑応答は、全て英語で行う。

※

旅費は本学規則に基づき支給。

※

審査結果の通知は 2010 年 12 月末を予定。

4) 審査基準
第一次審査は、研究業績及び、研究計画の新規性・実現性の観点から評価を行う。第二次審
査は教育の観点を加え、研究業績、研究計画、コミュニケーション能力から総合的に判断。な
お、審査の結果、同等の評価であると判断された場合は女性研究者を優先。
（参考）
広島大学ホームページ

http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html

＜本事業に関係する大学院研究科のホームページ＞
・大学院総合科学研究科
・大学院理学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/souka/

http://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/

・大学院先端物質科学研究科
・大学院工学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/

http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/

・大学院生物圏科学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/gsbs/index.html
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参考４-３ 平成 24 年度第 3 回目（通算第 3 回目）国際公募要領（和文）

広
島
大
学
「国際サステナブル科学リーダー育成システム」
テニュアトラック教員の公募（第３期）
2011 年 7 月
広島大学は、循環型持続的社会基盤の形成に貢献する「サステナブル科学」研究分野（物質・材
料科学、生命科学、地球環境科学の学際融合領域）の国際拠点の構築を目指しています。平成 22
年度に、「国際サステナブル科学リーダー育成システム」事業が、文部科学省の科学技術人材育成
費補助金「テニュアトラック普及・定着事業」（旧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」）プログラム（2010 年度から 2014 年度まで）に採択されたことを受け、革新的か
つ創造的に研究・教育を展開できる若手リーダーの育成を目指して、テニュアトラック制度を導入
します。
「物質・材料科学」、「生命科学」、「地球環境科学」のいずれかの分野で深い研究知識・能力
を有し、他の関連分野との知の交錯を可能にする柔軟な思考力、循環型持続的社会の構築に不可欠
な国際センスを持って、サステナブル科学の開拓を目指す若手研究者を公募します。第１期公募
（2010 年度採用）から第 5 期公募（2014 年度採用）まで、各年度 2 名ずつ、合計 10 名（女性 2 名
以上、外国人 2 名以上の採用を目標）の若手研究者を採用する予定です。
1.

募集分野
第 3 期公募では、上記の 3 分野のうち「生命科学」、「地球環境科学」を専門分野とする若
手研究者をそれぞれ 1 名ずつ募集。「生命科学」においては、生態系構築原理の解明と生物の
機能開発を推進、「地球環境科学」においては環境調査と修復技術の開発を推進することなど
によって、学際融合的な観点に立ちサステナブル科学の発展に貢献できる方を期待。

2.

募集する職種、人員及び所属
① 職種：特任教員（テニュアトラック講師）
② 人員：2 名
③ 所属：広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター（以下「センター」
という。）

3.

応募資格
以下に掲げる条件をすべて満たす者。
① 原則として、2002 年 1 月から 2009 年 9 月の間に博士号を取得した研究者で、上記に示すサ
ステナブル科学の構築に向けて革新的かつ創造的な研究を推進する者。
② 英語によるコミュニケーション能力を有すること。
③ 日本語又は英語による大学院生への授業ができること。

4.

雇用条件等

(1) 任期
2012 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで。採用 5 年目に実施されるテニュア審査に合格し
たものは、任期なしのテニュア教員（准教授または教授）として採用される。
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(2) 給与等
① 給与については、年俸制（諸手当及び退職手当を含む）を適用し、年俸の 12 分の 1 を毎月
支給（月途中の採用・退職の場合は、日割り計算で支給）。採用時及び翌年度の年俸（600
万円～900 万円）は本人の経歴等を勘案の上、本学規則により決定するが、2014 年度以降
の年俸については前年度の業績評価を踏まえて決定。
② 保険については、健康保険（共済組合）、共済年金、雇用保険及び労働災害保険に加入（保
険料等は法律に応じた率で個人から控除、事業主が負担）。
(3) 勤務条件等
① 就業に当たっては、広島大学の諸規則を適用。
② 勤務場所は、広島大学の東広島キャンパス。
③ 勤務形態については、1 日 7 時間 45 分、週 38 時間 45 分勤務とするが、専門業務型裁量労
働制を適用し、所定の勤務日に勤務した場合は、1 日 7 時間 45 分勤務したものとみなす。
④ 出産、育児等に関する休暇・休業制度あり。
(4) 業績評価
センター学際融合領域研究部門審査委員会が、下記によりテニュアトラック講師の業績評価
を行う。
① 毎年度 3 月にテニュアトラック講師が提出する研究・教育実績に関する書類により業績評
価を実施。
② 2015 年 3 月頃に中間評価を実施。中間評価は、①の研究・教育実績に関する書類に加え、
面接審査（英語によるプレゼンテーション及び質疑応答）により行う。この中間評価にお
いて、極めて高い評価を得たテニュアトラック講師は、下記(5)に示すテニュア審査へ進む。
③ 2016 年 10 月頃に最終評価を実施。最終評価は、研究・教育実績による書類審査及び面接審
査（英語によるプレゼンテーション及び質疑応答）により行う。この最終評価において、
評価基準を満たしているとの評価を得た全てのテニュアトラック講師は、下記(5)に示すテ
ニュア審査へ進む。
④ なお、この最終評価において高く評価されたものの評価基準に達しなかったテニュアトラ
ック講師については、テニュアトラック企画支援室が外部研究機関ポストへの斡旋を働き
かけ、その間は最長 1 年の雇用延長を行う。
⑤ 上記①から③における研究・教育実績の評価は、「卓越性」、「自立性」、「協調性」、
「国際性」という 4 つの観点から行う。
(5) テニュア審査
テニュアトラック講師は、テニュア教員として所属を希望する大学院研究科の選考委員会に
よる審査を経て、専任のテニュア教員（任期なしの、准教授又は教授）に採用される。
※

日本語能力が不十分な者は、主要な言語を英語として、研究・教育活動を行っていくこと
ができるが、テニュア教員に採用されるためには、最小限の日本語による研究教育能力の習
得が求められる。

5.

職務
① テニュアトラック講師として採用後に提出する研究計画書に基づく研究活動。
② 外部資金の積極的な申請及び獲得。
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 大学院生の授業及び研究指導の分担。
⑥ 国際ワークショップの企画立案、センターが主催又は共催するシンポジウム等への参画。
⑦ 本学が実施するファカルティディベロプメントを受講。
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⑧ その他、センター学際融合領域研究部門長が必要と認めた業務。
6.

研究環境等

(1) 研究スペース
テニュアトラック講師一人当たり、50 ㎡程度（居室、実験室等）。
(2) 共通機器
① テニュアトラック講師がサステナブル科学の研究を行うための共通機器として、次の機器
を設置。


三次元形状測定レーザーマイクロスコープ



高速液体クロマトグラフィ／四重極型質量分析システム



波長分散型蛍光Ｘ線分析装置



ゼータ電位測定装置

② 自然科学研究支援開発センターの各種分析・低温実験機器など、必要に応じ本学の学内共
通機器を利用可能。
(3) 研究資金
テニュアトラック講師一人当たり、スタートアップ資金（1,000 万円）を措置するとともに、
2013 年度以降は毎年度、経常的研究資金（最大 200 万円）を措置。なお、これらの研究資金は、
本学の規則等に基づき適正に使用しなければならない。
(4) 人的支援
① ポスドクまたは支援研究員等による研究活動支援（人件費は上記(3)の経費以外に本学で負
担）
。
② メンター教員による研究教育面での支援。
③ その他、テニュアトラック企画支援室（特任教授を含む専任スタッフ 3 名）による支援。
(5) 女性研究者支援
① 本学男女共同参画推進室及び人材育成推進室女性研究者キャリアアップ部会と連携した女
性研究者の受け入れ態勢整備。
② 通常のメンター（上記(4)-②）に加え女性研究者専門のメンターを配置。
③ 大学内外の保育施設の斡旋。
④ 出産・育児等の事由による任用期間延長制度。最大 1 年間（通常の 5 年から最大 6 年間）
の任期の延長が可能。
7.

応募書類等

(1) 応募書類
応募書類の様式については、下記の URL からダウンロードすること。応募書類は全て英語で
記述し作成すること。
Word 版
https://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/106/NewImages/ThirdTermApplication2012.doc
PDF版
https://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/106/NewImages/ThirdTermApplication2012.pdf
① 履歴書
② 業績リスト
※主要論文（5 編以内）のコピーを添付すること。
③ これまでの研究概要
④ 本学における研究計画とサステナブル科学との関連性について
⑤ 大学院教育に関する抱負
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⑥ 所属を希望する大学院研究科
⑦ 推薦者リスト※2 名記載
⑧ 推薦状※2 名分(様式 16、17。または、A4 用紙 1 頁以内で様式自由。どちらの場合も必ず推
薦者の署名を入れること。)
(2) 問合せ先
サステナブル・ディベロップメント実践研究センター
E-mail：hutt-qaa@office.hiroshima-u.ac.jp

テニュアトラック企画支援室

（問い合わせ先 E-mail アドレス）

(3) 応募に係る個人情報の取扱い
応募に係る個人情報は、個人情報保護法及び本学規則に基づいて適切な取扱いをする。応募
の事実は非公開とするが、選考上必要な範囲において照会等を行うことがある。また、応募書
類は返却しない。
8.

応募締切等及び審査

(1) 応募締切
2011 年 9 月 30 日（金）17 時【日本時間】
(2) 応募書類提出先
応募書類を全て英語で記述した上で、PDFファイルにし、E-mailに添付して下記のアドレス
宛に送付すること。E-mailの件名は、
“HirodaiTTappl(3).”の文言の後ろに応募者の姓名を括
弧書きで加えたものとすること（例えば、山田太郎さんの場合は、HirodaiTTappl(3).
（T.Yamada）となる）
。
サステナブル・ディベロップメント実践研究センター
E-mail：hutt-ent@office.hiroshima-u.ac.jp

テニュアトラック企画支援室

（応募先 E-mail アドレス）

容量が10 ＭＢを越えると受信できないので、その場合にはメールを分割して送付すること。
その際、E-mailの件名の最後に、１／２、２／２など応募書類の分割数が分かるようにするこ
と。また、圧縮ソフトは使用しないこと。
なお、折り返し受理通知のE-mailを返信するので、必ず確認すること。
(3) 審査スケジュール
① 第一次審査（書類選考）
※

選考結果は、2011 年 11 月上旬に本人宛 E-mail で通知（第一次審査合格者には、第二次
審査（面接）の日時等を併せて通知）
。

② 第二次審査（面接）
※

2011 年 11 月中旬ごろ実施予定。

※

面接では、研究実績及び研究計画に関するプレゼンテーションを行う。このプレゼンテー
ション及び質疑応答は、全て英語で行う。

※

旅費は本学規則に基づき支給。

※

審査結果の通知は 2011 年 11 月末を予定。

(4) 審査基準
第一次審査は、研究業績及び、研究計画の新規性・実現性の観点から評価を行う。第二次審
査は教育の観点を加え、研究業績、研究計画、コミュニケーション能力から総合的に判断。な
お、審査の結果、同等の評価であると判断された場合は女性研究者を優先。
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9.

備考
女性研究者および外国人研究者の応募を歓迎します。
広島大学は男女共同参画を推進しています。詳しくは、広島大学男女共同参画推進室のホー
ムページをご覧ください。

（参考）
広島大学ホームページ

http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html

広島大学男女共同参画推進室

http://www.hiroshima-u.ac.jp/sankaku/

＜本事業に関係する大学院研究科のホームページ＞
大学院総合科学研究科
大学院理学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/souka/

http://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/

大学院先端物質科学研究科
大学院工学研究院

http://www.hiroshima-u.ac.jp/adsm/

http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/

大学院生物圏科学研究科

http://www.hiroshima-u.ac.jp/gsbs/index.html
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参考８

広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター
テニュアトラック審査委員会要項
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資料９ テニュアトラック推進協議会内規
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資料 10 広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センターにおけるメンター教員の配置等
に関する内規

広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター
におけるメンター教員の配置等に関する内規
平成 22 年 12 月 16 日
サステナブル・ディベロップメント
実践研究センター長決裁
（趣旨）
第 1 条 この内規は，広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター規則（平
成 22 年 6 月 8 日規則第 109 号）第 14 条の規定に基づき，広島大学サステナブル・ディベ
ロップメント実践研究センター（以下「センター」という。
）におけるメンター教員の配置
等に関し必要な事項を定めるものとする。
（配置）
第 2 条 センター長は，テニュアトラック教員の研究教育活動を支援するため，各テニュアト
ラック教員について，それぞれメンター教員１人以上を配置するものとする。
2 メンター教員は，関係研究科の専任の教授のうちから，テニュアトラック教員の希望及び
研究内容を考慮し，当該教授が所属する研究科の長の意見を聴いて，センター長が任命する。
3 メンター教員の任期は，当該テニュアトラック教員の雇用期間の末日までとする。
（業務）
第 3 条 メンター教員は，次に掲げる業務（以下「メンタリング」という。
）を行う。
(1) テニュアトラック教員の自立的研究の推進及び研究環境の構築に係る助言・支援
(2) テニュアトラック教員が行う大学院の授業及び研究指導の分担に係る連絡調整
(3) その他テニュアトラック教員の研究教育活動に対する支援
（報告書の提出）
第 4 条 メンター教員は，毎年度の当初に前年度のメンタリングの経過について，書面により
センター長に報告するものとする。
2 メンター教員は，メンタリングが終了したときは，メンタリングの最終結果について，書
面によりセンター長に報告するものとする。
（メンター教員連絡会）
第 5 条 センターに，センター学際融合領域研究部門テニュアトラック企画支援室及びメンタ
ー教員の連携並びにメンター教員間の情報交換等を円滑に行うため，メンター教員連絡会を
置く。
2 メンター教員連絡会は，センター学際融合領域研究部門テニュアトラック企画支援室長，
メンター教員及びその他センター長が必要と認めた者で組織する。
（雑則）
第 6 条 この内規に定めるもののほか，この内規の実施に関し必要な事項は，別に定める。
附 則
この内規は，平成 22 年 12 月 16 日から施行し，平成 22 年 11 月 8 日から適用する。
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