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

【成果報告書本文】

Ⅰ．人材養成システム改革の内容
■プログラム名： 若手研究者の自立的研究環境整備促進（事後評価）
■プロジェクト名： イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成
■機関名： 国立大学法人 高知大学
■総括責任者名（役職）： 脇口 宏（学長）

（平成２２年５月〜２４年３月：相良 祐輔（学長））

■実施期間： ５年間
■実施経費： ５ヵ年度の総額：８４６．６百万円（間接経費及び人材育成システム改革促進費を含む）
■人材養成システム改革の概要
□機関の現状
機関の現状
機関における研究ポテンシャルの現状、欧米との比較等
海洋基本法には「新たな海洋立国の実現」を謳っている。高知県は恵み豊かな太平洋黒潮流域に位
置するが、その利点を生かし、これまでに研究体制（海洋コア総合研究センター、黒潮圏海洋科学研究
科）と海洋科学研究に必須の研究基盤を整備した。また、大型外部資金の採択、文部科学大臣表彰ほか
学会賞等の受賞、研究シーズの事業化等、世界水準での基礎研究や独自性の高い応用研究を展開してき
た。
機関におけるこれまでの若手研究者の育成に関する取組の実績
医学研究科、理学研究科は、3 年間で助教(助手；任期制)、3 年間で助教(助手；任期制再任可)52 名
の採用実績を有する。また、有期限付助教やポスドク採用数も年々増加している。若手研究者の研究環
境の充実化として、学長裁量経費等での研究費の支援や、外部資金獲得に関する種々の支援やインセン
ティブ付与を行っている。ここ 3 年間で課程博士 67 名に学位を授与し、大学教員（11 名）や公的研究
機関研究者（10 名）を輩出している。
機関における人材養成システム（任期制、年俸制の導入等）の概要
平成 16 年度から医学研究科では全教員に対して任期制（再任可）を導入し、理学研究科では、新規
採用助教に対して任期制(5 年再任可)を導入した。
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□人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
人材養成システム改革・若手研究者育成の構想
目指すべき人材養成システム改革の方針
本学では、平成 20 年度に大規模な組織改革を実施し、これに合わせて海洋生命科学研究における人
材資材を結集したイノベーティブマリンテクノロジー研究拠点を組織し、若手研究者をテニュア・トラ
ック教員として配置し育成することで、新たな分野横断型海洋科学研究分野を開拓・展開できる海洋
研究者養成と世界最高水準の新領域海洋科学研究拠点を形成する。若手研究者を養成できる体制作り
を推進する若手研究者評価支援機構を学長に直轄して設置し、公正で透明性のある教員採用新制度、
テニュア・トラック制度といった人材システム改革の全学的な普及・導入に取り組む。
導入とするテニュア・トラック制の具体的な内容とその位置付け
国際公募と公正で透明性のある評価法により、初年度 6 名、平成 25 年度 3 名の若手研究者を 5 年任
期のテニュア・トラック講師・助教として採用し、独立して研究できる環境を与え、部門教員と連携し
ながら自立した研究を行わせる。中期あるいは終了時の業績、ミッション達成状況、マネジメント等に
ついて、外部委員を含めた公正な審査を行い、テニュア職の准教授あるいは講師として採用する。
若手研究者育成のための研究環境整備、育成のための取組み
基盤的共通機器整備が良い施設での占有研究スペース、初年度スタートアップ資金を含む研究経費、
国外情報収集旅費と学会発表旅費の支援、PD あるいは研究支援員の配置、事務支援、補助学生の TA、
RA 経費の戦略的配分など、集中的な支援を行う。学内・学外者複数名による研究メンター、各種研
究者育成プログラムを策定実施し、国外研究派遣と FD 活動を通じて世界レベルの研究者教育を実施
する。これらに併せて、第一線の研究が展開できるようインフラ整備を進める。
機関全体としての将来的な構想（実施期間終了後の取組内容）
本学独自の取組みとして、若手研究者養成を継続するとともに、
“イノベーティブマリンテクノロジ
ー研究拠点”の第三者外部評価を通じて、テニュア・トラック教員の採用・育成方法の効果を検証し、
人材システム新制度の全学導入と定着を目指す。

□実施体制
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□実施内容
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Ⅱ．所要経費
（単位：百万円）
年
経費の内容

度（平成）

22 年度 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．人件費合計
（1）職階：准教授
（2）職階：講師
（3）職階：助教
（4) その他の人件費

8.1

0
(0 名)
1.3
(1 名)
0.6
(1 名)
6.2

75.0

0
(0 名)
15.7
(2 名)
19.9
(3 名)
39.4

71.7

0
(0 名)
14.8
(2 名)
19.2
(3 名)
37.7

80.5

0
(0 名)
15.4
(3 名)
20.8
(4 名)
44.3

96.7

332.0
0.0

0
(0 名)
24.1
(3 名)
26.6
(4 名)
46.0

71.3
87.1
173.6

102.0

9.4

20.9

12.3

1.6

146.2

29.0

22.4

31.6

25.9

17.1

126.0

４．旅費

3.4

5.5

3.7

5.1

3.8

21.5

５．その他

6.2

36.6

35.3

40.2

44.9

163.2

148.7

148.9

163.2

164.0

164.1

788.9

44.6

5.8

3.0

2.2

2.1

57.7

科学技術振興調整費等計 193.3

154.7

２．備品及び
試作品費
３．消耗品

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）

自主経費
・運営費交付金

自主経費計

6.2

0.0

6.2

166.2 ○○
166.2
166.2
0
○○
(△△名）○○
(△△名）××
(△△名）
××
(▲▲名）
5.9
7.0 ××
14.1
57.3
(▲▲名）
(▲▲名)

5.9

7.0

14.1

57.3

846.6

90.5

90.5

注 １）平成 23 年度以降の科学技術人材育成費補助金は「科学技術振興調整費等」に含めてくださ
い。
２）平成22～25年度は決算額、平成26年度は執行額を記入してください（提案書の計画を変更し
ている場合は、その旨明記してください。）。
３）人件費は TT 若手の職階（准教授、講師、助教）別及びその他に分けて記載し、併せて、年度
毎に人件費が発生した TT 若手の人数を( )内に記載してください(年度途中での採用や転出・辞
職等はそれぞれ人件費が発生した TT 若手としてカウントしてください)。
４）自主的な取組に係る経費（自主経費）があれば、自主経費の欄に記載し、全体像
を示してください。
５）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。
６）平成23年度以降については、人材育成システム改革促進費を記載してください。
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Ⅲ．プロジェクト実施の内容
１．若手研究者育成の基本的方針
(１) 最新の「中期目標」における記述の概要
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標
１ 教育に関する目標
（2） 教育の実施体制等に関する目標
①各学部等において策定したカリキュラムを効果的に運用するため、教員の職能開発を全学的に
推進する。
（5） 高大連携費関する目標
①学士課程教育、特に、初年次教育の充実に資する高大接続教育の発展に取り組む。
2 研究に関する目標
（2） 研究実施体制等に関する目標
①研究拠点プロジェクト、学系プロジェクト、個人・グループ等が行う研究活動について、資源の戦略
的・重点的活用を図るため、評価に基づく運営・支援体制を構築する。
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標
１ 組織運営の改善に関する目標
①教育研究組織の見直しを行い、柔軟かつ機動的な組織運営を図る。
②学長のリーダーシップにより、重点事業に学内資源を戦略的に配分し、組織をより一層活性化す
る。
③優秀な人材を確保・育成して組織を活性化するために、職場環境及び各種制度を整備・充実す
る。
(２) 最新の「中期計画」における記述の概要
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
１ 教育に関する目標を達成するための措置
（2） 教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置
①-1「高知大学教育力向上３ヵ年計画」（第Ⅰ期：20 年～22 年、第Ⅱ期：23 年～25 年）に基づき、
教育力向上推進委員会を中心に「授業改善アクションプラン」をはじめとする教員の職能開発を
実施し、教員の教育力向上に関する PDCA サイクルを全学的に確立する。【６】
①-2 教員の授業改善を支援して教育力を向上させるため、総合教育センターの大学教育創造部
門を中心に「授業改善支援プログラム」を開発・実施し、その成果を検証し、改善する。【7】
（5） 高大連携費関する目標を達成するための措置
①-2 大学教員及び高校教員の教育力等を向上させるため、高知県高大連携教育実行委員会と協
力し、開発した教育プログラムの普及や教育方法を改善する研修を実施する。【17】
2 研究に関する目標を達成するための措置
（2） 研究実施体制等に関する目標を達成するための措置
①-1 研究水準・成果の向上を図るため、PDCA サイクルを活用した教員個人の研究自己評価、研究
拠点プロジェクト長・学系長による評価結果に基づく研究資源の傾斜配分とともに RA・PD(ポストド
クター)を重点的に採用する。【26】
①-2 若手研究者の育成を目的とした制度の構築やプログラムを開発する。【27】
①-3 科学研究費補助金等の競争的外部資金獲得による研究活動を活性化するため、研究コーデ
ィネーターの採用等、組織的に取り組む。【28】
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置
①-1 平成 20 年度に実施した教育組織と教員組織の分離についての理念やメリットを具現化する。
さらに、地域のニーズや学問領域の変化にも柔軟に対応するため、学部・研究科等の在り方や
学生定員及び教育組織を支える教員組織を評価し、見直す。【53】
①-2 教育研究組織の再編成等を見据え、既存の教育分野を見直し、地域の要請に応える教育分
野（地域協働、海洋及び防災等）の充実・強化を行うための教育研究組織の整備に向けた調査
を行う。【77】②学長裁量による短期・中期に配置できる人員枠を確保し、教育研究の拠点となる
重点事業や大学運営の核となる業務等に順次配置し、強力に事業を推進する。【54】
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③-2 教職員の個人評価及び組織評価を活用し、個人及び組織へのインセンティブ（意欲刺激）と
なる仕組みを平成 23 年度までに構築し、以降順次実施し、評価し改善する。【56】
③-3 若手教員育成のための制度及びプログラムを平成 23 年度までに構築・開発し、以降順次実
施し、評価し改善する。【57】
③-4 教員の流動性を高めるため、年俸制の導入等を含めた人事・給与システムの改革を行う。
【78】
２．プロジェクトの実施体制と実施概要
〔「表Ⅲ-２-１ プロジェクトの運営・実施体制」参照〕

本プロジェクトは、学長により実施責任者として指名された研究担当理事を長とする「若手研究者
評価支援機構」が推進する体制となっている。本機構の中に、機構長を議長とする機構会議が置か
れ、統括している。機構会議は、機構長の他に副機構長、機構会議の下に置かれた「若手教員選考
委員会」、「若手教員評価委員会」、「若手教員支援委員会」の３委員会の委員長が中心となって構
成している。機構会議の下に置かれている上記３委員会は、それぞれ TT 若手の公募・選考、評価、
支援を担当し、本プロジェクトの円滑な実施に取り組む。
なお、若手研究者評価支援機構では、TT 若手に対して各２名のメンター教員を配置するとともに、
「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成拠点」を設け、本プロジェクトに関係する学内教員の
協力を得て、TT 若手に対する助言、支援体制を整備し、本プロジェクトの組織的な運営に努めてい
る。
本プロジェクトでは、学長直轄の組織として設けられた若手研究者評価支援機構が一元的に推進
する体制をとっているが、機構会議は平成 22 年 10 月に第１回を開催して以来、平成 27 年３月まで
の 54 か月間に計 27 回開催され、本プロジェクト運営に当たっての基本方針等を審議している。
機構会議の下にある３つの委員会（若手教員選考委員会、若手教員評価委員会、若手教員支援
委員会）については、定まった開催頻度はないが適宜必要に応じて開催している。また、イノベーテ
ィブマリンテクノロジー研究者育成拠点では、TT 若手に対する科学者倫理教育を含む FD 活動や支
援を行っており、若手研究者評価支援機構の下、新たな分野横断型海洋科学研究分野を開拓・展
開できる海洋科学研究者を養成するため９名の TT 若手（第一期６名、第二期３名）を採用・育成し、
平成 27 年度より第一期 TT 若手６名のうち４名をテニュア職として採用した。
３．ＴＴ若手の国際公募と選考・審査結果
３-１ 国際公募の状況
（１） 国際公募の実施状況と国際公募要領の概要
〔「表Ⅲ-３-１-1 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-３-１-４ 平成 25 年度
1 回目（通算第４回目）国際公募の状況」参照〕」

平成 22 年度に実施した国際公募で、「生物相互作用」 18 名、「海洋天然物化学」 11 名、「グリ
ーンケミストリー」 17 名、「海洋深層水科学」 ５名の応募があり、各研究分野から１名の採用を決定
したが、「ケミカルバイオロジー」 4 名、「合成化学」 ８名の２分野については、応募者の点数が評定
水準に達していなかったことから研究対象分野を広げ、海洋科学を基軸としながらも、境界領域にも
積極的に展開できるような人材に焦点を当てた内容に改訂のうえ、再公募を実施した。再公募により、
「ケミカルバイオロジー」 12 名、「合成化学」 ６名の応募があり、各１名の採用を決定し、６分野で計
６名を採用した。
また、平成 24 年度に実施した国際公募で、「分子薬理学」17 名の応募者から１名の採用を決定し
たが、「機器分析学」６名、「メディシナルケミストリー」７名の２分野については、応募者の点数が評定
水準に達していなかったため平成 25 年度に再公募を実施し、最終的に「機器分析学」11 名、「メディ
シナルケミストリー」13 名の中から各１名の採用を決定し３分野で計３名を採用した。
国際公募に当たっては、国内・国外の優れた若手研究者を採用するため、公募要領を Nature、
Chemical & Engineering News、JREC-IN、関係学会の HP 又は学会誌、大学 HP に和文及び英文に
より掲載し、公募期間を２ヶ月間とした。また、第二期 TT 若手の第一回応募時に行ったアンケート結
果で、海外在住の研究者を含め約 83％が JREC-IN（和文及び英文）から情報を得ていたことから、
平成 25 年度の再公募の際には掲載料を必要とする学術誌への公募掲載を見直し、実施した。
（２） 選考・採用審査基準、審査方法、審査委員の構成
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〔「表Ⅲ-３-２-１～９ TT 若手の選考体制」参照〕

公募対象分野ごとに学内から 3 名の選考委員を選び、第１次選考（書類審査）を実施し、第２次選
考対象者を決定した。書類審査に当たっては、応募書類を和文または英文にて受付、応募者名を
匿名化して、研究業績評価 25 点、研究計画 25 点（研究提案の独創性：10 点、期間内の実現可能
性：10 点、競争的外部資金獲得計画：5 点）を総点として評価した。学術論文の審査に当たっては、
雑誌のインパクトファクターと本人寄与度をスコア化、そのトータルスコアを研究年数で除した数値で
順位付けし、上位者に対して面接するという方式を採用した。
第２次選考（面接審査）の実施に当たっては、選考に当たる若手教員選考委員会委員 11 名(学内
６名＋学外５名（うち海外１名）) で構成し、学内と学外委員（外国籍者を含む）を同数として公募対
象分野ごとに組織し、応募者によるプレゼンテーション・ヒアリングにより行い、その結果を若手研究
者評価支援機構会議に報告した。若手研究者評価支援機構会議では、第１次選考及び第２次選考
の妥当性を確認し、最終候補者を決定した。
（３） TT 若手の選考・審査に当たっての国内外の機関外第三者の役割など
TT 若手採用の選考・審査に当たっては、若手教員選考委員会は、学内と学外委員（外国籍者を
含む）を同数として公募対象分野ごとに組織した。
学外委員の選出に当たっては、海洋科学研究分野で世界的にも活躍しており、高い識見を有す
る国内外の研究者とした。TT 若手の選考に当たっては、高知県の地理的特異性に配慮しつつも、
広い視野から公正で透明性を期した評価をすることとした。特に、学外委員については、海洋科学
研究分野における世界的視点からの判断と応募者の将来性に対する評価を期待した。
３-２ 選考・採用審査とその結果
（１） TT 若手公募への応募者の選考過程
〔「表Ⅲ-３-３ 年度別・公募分野別の選考状況」参照

平成 22 年度の第一期ＴＴ若手選考（６分野）時には、第１次選考（書類審査）で「生物相互作用」、
「海洋天然物化学」、「グリーンケミストリー」、「海洋深層水科学」の４分野について上位２名ないし３
名に対し第２次選考（面接審査）を実施し、審査の結果４名の採用を決定した。残る「ケミカルバイオ
ロジー」及び「合成化学」の２分野について再公募を行い、第１次選考（書類審査）、第２次選考(面
接審査)を実施し、２名の採用を決定した。
また、平成 25 年度の第二期ＴＴ若手（３分野）採用時には、第１次選考（書類審査）で「分子薬理
学」分野の上位２名に対し第２次選考（面接審査）を実施し、審査の結果１名の採用を決定した。残
る「機器分析学」及び「メディシナルケミストリー」の２分野について再公募を行い、第１次選考（書類
審査）、第２次選考(面接審査)を実施し、２名の採用を決定した。
（２） 採用した TT 若手の状況
〔「表Ⅲ-３-４ 年度別・採用部局（予定を含む）別ＴＴ若手採用者数」参照〕

総合科学系複合領域科学部門（総合研究センター海洋部門海洋生命研究分野）において、平成
22 年度に実施した国際公募により第一期 TT 若手６名の採用を決定した。採用された６名は外国籍
１名（17％）、女性２名（33％）、海外ポスドク経験者２名（33％）、自機関者及び自校学位取得者はい
ない。
また、同部門で平成 24 年度及び平成 25 年度に実施した国際公募により第二期ＴＴ若手３名の採
用を決定した。採用された３名は全員が日本国籍の男性で、海外ポスドク経験者２名（67％）、自機
関者及び自校学位取得者はいない。
３-３ 本プロジェクトで育成する TT 若手採用計画の変更状況
〔「表Ⅲ-３-５ 年度別のＴＴ若手採用計画数と実際のＴＴ若手採用数との比較」参照〕

ＴＴ若手の採用計画では、平成 22 年度に６分野（各１名）の採用を予定していたが、うち２分野に
おいて、応募者の点数が評定水準に達していなかったことから研究対象分野を広げ、再公募を実施
した。そのため、６名中２名は平成 22 年度中に着任できたが、残り４名は平成 23 年４月１日の着任と
なった。
また、平成 25 年度の３分野（各１名）の採用については、計画した年度内に３名とも着任した。
7

４．ＴＴ若手の育成状況、研究環境整備及び支援体制
４-１ TT 若手の育成状況
本プロジェクトで採用したＴＴ若手については、本プロジェクトの実施期間終了までに最終テニュ
ア審査を行うＴＴ若手６名のうち１名の人件費を除き５年間の育成経費をすべて補助金にて負担、平
成 25 年度採用ＴＴ若手３名については、１名の人件費を除き補助終了までの２年間の育成経費をす
べて補助金にて負担している。育成の枠組みについては、初めに採用したＴＴ若手６名、平成 25 年
度に採用したＴＴ若手３名とも同一のものであり、国際公募と公正で透明性のある評価方法により５
年任期でＴＴ若手として採用され、テニュア中間評価、テニュア審査を経て、任期の無いテニュア職
取得を目指すものである。
４-２ ＴＴ若手の研究環境の整備内容
（１） TT 若手の所属・研究室など
TT 若手は、教員組織としては教育研究部・総合科学系・複合領域科学部門に所属するとともに、
専任教育組織としては総合研究センター・海洋部門・海洋生命研究分野に配置されている。
研究スペースについては、各 TT 若手のために 35 ㎡（研究室 10 ㎡、実験室 25 ㎡）以上の確保を
目標とし、TT 若手一人当たり平均 68 ㎡（研究室 17 ㎡、実験室が 51 ㎡）が確保されている。これ以
外にも、学内共通の機器室等を共有で使用している。
また、各ＴＴ若手の研究室は、朝倉キャンパス、岡豊キャンパス及び物部キャンパスに分散してい
るが、それぞれの研究テーマに即して関係の深い研究分野や機器設備等の研究環境、メンターの
所在等に配慮している。
（２） TT 若手へのメンターなどの配置状況
本プロジェクトでは、TT 若手１名に対してメンター２名を配置している。メンターには、支援の役割
を果たす上で十分な経験と知識があり、専門分野が比較的近く、原則として同じキャンパスに勤務す
るとともに、本プロジェクトの趣旨をよく理解している教員の中から選考し、若手研究者評価支援機構
会議メンバーの意見を踏まえて若手研究者評価支援機構長が委嘱している。
ＴＴ若手への指導・助言については、定期的あるいはＴＴ若手からの求めに応じて行われ、研究
計画（ミッションステートメントを含む）の検証、ＴＴ若手を支援するポスドク候補者の選考、外部資金
申請のブラッシュアップ、学内共同研究者への橋渡しなどを行っている。
また、若手研究者評価支援機構会議メンバーとメンターの会合を適宜行い、本プロジェクトの意義
やメンターの役割を強調し協力依頼を行うことで意識の統一を図るとともに、ＴＴ若手の研究成果発
表会の開催時にメンターを招集し意識を共有している。
（３） ＴＴ若手に配分した研究費
初年度、研究に必要となる小～中規模備品の購入のためスタートアップ資金として 500 万円/人を
配分し、基礎となる試験研究経費年間 300 万円/人、国内外情報収集等旅費年間 100 万円/人をベ
ースに、実験必需器具等の購入に必要な経費の追加配分を行ったが、４年度目、５年度目の研究
費についてはＴＴ若手自らが獲得した外部資金で研究を行っていくよう段階的に減額配分を行って
いる。また、平成 25 年度採用ＴＴ若手についても、この考え方に準じ配分を行っている。
（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
各ＴＴ若手への人的支援として、技術支援員１名の配置に加え、女性研究者にはライフイベントに
備え研究支援員（ポストドクター）１名を配置することとし、平成 23 年度には、ＴＴ若手６名（男性４名、
女性２名）に対し技術支援員６名と研究支援員１名を雇用した。平成 24 年度には、研究支援員１名
を雇用し、技術支援員６名、研究支援員２名の支援体制としたうえで、平成 25 年度及び平成 26 にお
いても雇用を継続した。また、平成 25 年度採用ＴＴ若手（男性３名）の技術支援員についても平成 26
年度から雇用している。これらの人的研究支援のための雇用費は、ＴＴ若手に配分した研究費に含
めず、本プロジェクト全体の運営経費から支出している。
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４-３ 機関としてのＴＴ若手支援体制
（１） 機関としての組織的な TT 若手支援体制
プロジェクトの推進体制として、学長直轄の下に、研究担当理事を機構長とする若手研究者評価
支援機構を設置するとともに、本プロジェクトの事務支援部門として研究国際部研究推進課内に研
究推進特別支援室を設置して事務支援を行った。
また、若手研究者評価支援機構では TT 若手に対し、それぞれ２名のメンター教員を配置した。さ
らに、平成 23 年５月以降、毎月、TT 若手と若手研究者評価支援機構長及び副機構長が参加する
テニュアトラック教員懇談会を開催し、TT 若手同士及び TT 若手と若手研究者評価支援機構幹部と
の意思疎通・情報共有の円滑化に努めた。
（２） TT 若手のライフイベントに対する施策
女性 TT 若手に対しては、出産や育児休暇にも対応可能とするため、技術支援員 1 名に加え研究
支援員（ポストドクター）1 名を配置している。また、ライフイベント（出産・育児、入院、近親者の介護
等）により、数ヶ月以上の休業を取らざるを得なかった場合の措置（中間評価やテニュア審査の時期、
任期の延長等）については、その状況に応じ充分に考慮することとしている。
４-４ TT 若手の育成施策とその内容
(１) TT 若手の研究活動状況
〔「表Ⅲ-４-１ ＴＴ若手の研究活動実績」参照〕

平成 22〜26 年度の論文発表（査読付き）は計 49 報、著書等９件、口頭発表 58 件、特許受理７件、
受賞８件となっており、これらの業績は、学内のやや上位にある一般テニュア教員と同等レベルであ
る。一方、平成 23〜27 年度の科研費を含む外部資金獲得実績は、研究活動スタート支援２件（着任
時申請資格あり４名）、若手（Ｂ）２件（うち１件は平成 27 年３月 31 日任期満了退職で他機関転出者
採択分）、基盤（Ｃ）２件、挑戦的萌芽研究１件（テニュア審査不合格により平成 27 年度セーフティネ
ット適用者採択分）、公的研究資金は、研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム（起業
挑戦タイプ）１件約 13,500 万円（４年間）、ＦＳステージ（探索タイプ）２件、先端計測分析技術・機器
開発プログラム１件約 7,000 万円（４年間）、その他の研究資金は、財団からの研究資金 13 件約
2,170 万円、共同研究７件約 184 万円、受託研究費３件約 130 万円、民間企業からの寄附金３件 250
万円となっており、一人当たり平均 2,291 万円（572 万円/年・人）を獲得している。科研費の申請率
の平均は 100%を超え、採択率は平成 24 年度、平成 25 年度と学内の一般テニュア教員より低い結
果となっているが、平成 23 年度、平成 26 年度、平成 27 年度は上回っている。平成 27 年度は、ＴＴ
若手９名のうち平成 25 年度、平成 26 年度に科学研究費補助金に採択された３名が他の獲得資金
による研究のエフォートを考慮し申請を行わなかったが学内平均採択率を上回っている。これらの結
果は、着任当初 TT 若手がいずれも海洋科学研究への独創的なテーマ展開を強く意識してスタート
したことが原因と思われるが、研究テーマに合わせたインフラ整備を行うことにより、発表された査読
付き原著論文数が、平成 23 年度と平成 24 年度に７報、平成 25 年度 10 報、平成 26 年度 24 報と
大幅に増加していることからも本プロジェクトによる成果が順調に表れているといえる。
（２） TT 若手の教育能力の育成施策
〔「表Ⅲ-４-２，-３ ＴＴ若手の職位別研究指導認定状況など」参照〕

第一期ＴＴ若手６名のうち４名が博士課程・黒潮圏総合科学専攻の研究指導認定を受け、大学院
の講義を行っており、研究指導認定を受けていない２名及び平成 25 年度採用のＴＴ若手３名につい
ても、資格審査を受けるべく作業を進めている。また、教育能力向上を図るため、全ＴＴ若手が平成
24 年度開始の「グリーンサイエンス特別教育プログラム」のうち「GS 特別講義Ⅰ」を担当し新入の学
部学生への講義を行うとともに、主として修士課程・農学専攻の学生を対象とした ISK（Identified
Science in Kochi – 高知という地域に特徴付けられた科学）関連科目の「マリンバイオテクノロジー」
を担当し、集中講義形式で講義を行っている。
５．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）のキャリアパス支援と人材流動性への配慮
５-１ ＴＴ若手のキャリアパス支援
（１） TT 若手への特徴あるキャリアアップ施策の実施状況
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ＴＴ若手のキャリアアップ施策として、ＦＤによるマネジメント教育、早期教育研修プログラム、外部
資金獲得支援プログラム、国際学会派遣プログラム、国外研究派遣プログラム、ピアレビュープログ
ラム及び特許等取得運用プログラムを実施している。
マネジメント教育では、ＰＩに期待される役割、研究チームの人事管理、研究倫理、安全への配慮、
ヘルスケア等について全ＴＴ若手に対して講習を実施した。早期教育研修プログラムでは教育能力
の向上を目的とし、全ＴＴ若手がグリーンサイエンス特別教育プログラムでの「ＧＳ特別講義Ⅰ」及び
修士課程農学専攻での「マリンバイオテクノロジー」集中講義を実施、外部資金獲得支援プログラム
では、科学研究費補助金等申請に関する説明会を開催し採択経験者からアドバイスを受けるととも
に、客員コーディネーターによる申請書のブラッシュアップ等を実施している。国際学会派遣プログ
ラムでは、自己の発表のみならず情報収集のため国際シンポジウムに積極的に参加させており、国
外研究派遣プログラムは、研究計画に支障がない範囲で国外の研究室に滞在し国際的な研究力を
身に付けるもので、ＴＴ若手１名が約１ヶ月間パナマスミソニアン熱帯研究所に滞在し、最新の研究
技術を学んだ。ピアレビュープログラムでは、学術論文の作成・投稿に必要な事項の助言を随時、イ
ノベーティブマリンテクノロジー研究者育成拠点の教員が実施しており、特許等取得運用プログラム
では、弁理士や本学知財担当部門教員による説明会及び個別相談会を実施している。また、その
他のＦＤでは、学外講師を招いた「実験室の安全衛生管理」、「ハラスメント研修会」、「メンタルヘル
ス研修会」や、技術・知識の向上のための学内研修会（透過型電子顕微鏡を用いたタンパク質の構
造解析技術、遺伝子解析ソフトを用いた解析、質量分析イメージングセミナー、デジタルＰＣＲアプリ
ケーションセミナーなど）に参加させている。
外部資金獲得支援プログラム、「実験室の安全衛生管理」、「ハラスメント研修会」、「メンタルヘル
ス研修会」には、学会等で出席できない場合を除き、全ＴＴ若手が参加しており、国際学会派遣プロ
グラムでは、これまでＴＴ若手６名（第一期ＴＴ若手５名、第二期ＴＴ若手１名）が海外シンポジウムに
延べ 17 回参加している。特許等取得運用プログラムや技術・知識の向上のための学内研修会には、
各ＴＴ若手のスキルにより選択的に参加している。
（２） 自機関のテニュア職に採用しなかった TT 若手への支援措置
テニュア審査の結果、不合格と判定されたＴＴ若手については、雇用延長を申し出ることによりセ
ーフティネット期間として１年毎に最長３年間まで雇用の延長が可能としているが、２年目及び３年目
のセーフティネット期間の適用については、セーフティネット期間中の活動実績ならびにテニュア取
得の可能性を検討したうえで、判断することとしている。セーフティネット期間中の身分については、
テニュアトラック期間の最終年度の所属・職名・給与を継続させる。また、研究スペースは、居室部分
の継続使用は認めているが、実験室等の使用についてはＴＴ若手自身が研究に必要な経費を負担
できる場合に限り認める方針としている。
（３） TT 若手の研究支援員（ポストドクター）のキャリアアップ施策など
本プロジェクトで雇用した研究支援員には、ＴＴ若手への支援と同様に、外部資金獲得支援プロ
グラム、「実験室の安全衛生管理」、「ハラスメント研修会」、「メンタルヘルス研修会」、技術・知識の
向上のための学内研修会（透過型電子顕微鏡を用いたタンパク質の構造解析技術、遺伝子解析ソ
フトを用いた解析、質量分析イメージングセミナー、デジタルＰＣＲアプリケーションセミナーなど）に
参加させキャリアアップを図っている。また、必要があれば、ＴＴ若手に同行し各種シンポジウムへの
参加も認めている。また、本プロジェクトで雇用した研究支援員は、テニュア職ではないものの、公益
財団法人サントリー生命科学財団の特任研究員や戦略的創造科学技術推進事業の研究員として
採用され、本プロジェクトでの経験を生かし研究を続けている。
（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役割と期待
本プロジェクトで実施した国際公募では、応募者総数 122 名のうち 121 名が他機関からの応募で
あった。そして 9 名の採用者は全員他機関から応募し、採用によって本学に異動してきた者である。
また、公募要領に女性研究者や外国籍研究者を支援する体制があることや、審査の結果複数の
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者が同等の評価になった場合は、女性研究者及び外国籍研究者を優先するという方針であることを
記載した結果、実施期間中に実施した 2 回の公募全体の応募者 122 名のうち外国籍応募者は 24
名及び女性応募者は 12 名であった。採用された９名の TT 若手のうち外国籍の者は 1 名及び女性
は 2 名であった。
さらに、今回の一連の国際公募では応募時点で海外の研究機関に勤務していた日本人研究者
による応募が 20 件あり、そのうちの 2 人が TT 若手として採用された。このように本プロジェクトの国際
公募は、帰国を希望する多くの海外在住日本人研究者に帰国のチャンスを与え、実際 2 名の研究
者がこの機会に帰国して本学に勤務することとなった。
このように本プロジェクトの国際公募により、多様な研究者 9 名が他機関から本学に異動すること
になり、本学の人材流動性の向上に大きく貢献した。
以上は他機関から本学への異動という意味の人材流動性についてであるが、この他、本プロジェ
クトでは、本学から他機関への異動という事例もあった。つまり、採用した TT 若手９名の中にテニュ
ア審査合格後に本学のテニュア職採用を辞退し、より自らの研究に適した環境を求めて他機関に転
出した者が１名いた。
本プロジェクトの国際公募により、他機関の人材、それも外国籍研究者や女性研究者を積極的に
採用しようとする姿勢やよりよい研究を求めて他機関に移ろうとする研究者を温かく送り出す姿勢は、
本学の人材流動性を促進するための意識改善に大きく貢献している。これからも、こういった意識の
変化や本学におけるテニュアトラック制の継続等によって内外の他機関との間の人材流動性が高ま
っていくことが期待できる。
６．年次評価及び中間評価の体制、基準・方法、評価結果など
６-１ 年次評価の体制、基準・方法、評価結果など
(１) TT 若手の年次評価の体制
〔「表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制」参照〕

若手教員評価委員会は学内委員５名（平成 26 年度においては４名）と学外委員５名から構成され
ているが、年次評価については原則として学内委員のみで実施した。
なお、第１回（平成 23 年度）の年次評価に際しては、TT 若手自身が、評価に当たって特に注目し
てほしいとして選んだ論文の査読評価を学外委員に依頼し、その報告書を学内委員に回覧して上
記評価の際の参考として利用したが、このプロセスは中間評価及びテニュア審査のみで十分と判断
され、それ以降の年次評価では割愛された。
(２) TT 若手の年次評価の基準・方法
平成 23 年度の年次評価の評価項目は、当時検討中のテニュア審査基準で想定されていた評価
項目のうち、ミッションステートメントの達成度、研究業績、外部資金獲得実績、社会活動実績の４項
目であった。各項目について、本プロジェクトの育成目標とされる研究者像（世界水準の研究をリー
ドし、新たな分野横断型海洋科学研究分野を開拓・展開していく海洋科学研究者）に期待される実
績として優れているか、少し欠けているところがあるか、不十分かの３段階で評価した。
その後の年次評価での評価項目は、テニュア審査基準の評価項目のうち、研究業績と外部資金
獲得実績の２項目であった。各項目の評価の仕方はその時点ですでに決定されていたテニュア審
査基準もしくは中間評価基準にならって、A,B,C の３段階評価で行った。
評価の手順は、評価項目に関する実績について各 TT 若手が報告書を作成・提出し、その報告
書に基づいて若手教員評価委員会の学内委員が評価を行い、学内委員が参加する若手教員評価
委員会の場において、各委員が提出した評価結果について議論の上若手教員評価委員会としての
評価報告書を決定するという方法で行った。
(３) TT 若手の年次評価におけるメンターなどの関与の状況
メンターは直接 TT 若手の評価に関わることは避けることとしている。また、メンターが若手教員評
価委員会委員を兼ねている場合は、メンターとして担当している TT 若手の評価には参加しないこと
としている。ただし、平成 23 年度の年次評価の評価項目のひとつであったミッションステートメントの
達成度評価にあたっては、TT 若手のミッションステートメントの達成度確認のため、達成状況につい
ての見解の報告については、メンターに依頼した。
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(４) TT 若手の年次評価結果とその反映
年次評価は、合格・不合格ではなく、将来のテニュア審査を念頭において、評価項目のうち現在
の状況では何が足りないのか、今後努力しなければならないことは何なのかを理解してもらうことを主
眼とした。
例えば、「不十分」と評価された評価項目については、評価報告書において何が足りないのかが
わかるようなコメントを付すようにしている。
評価報告書は、評価対象の TT 若手、若手研究者評価支援機構長及び副機構長に届けられ、
TT 若手自身による今後の度欲の方向性の検討、若手研究者評価支援機構による本プロジェクト運
営方針の検討や TT 若手支援の参考として活用している。
また、年次評価の結果に基づき、外部資金獲得に課題のある TT 若手に対しては、科研費申請書
ドラフトに対して経験豊かなシニア研究者から改善のための助言を受けることができる学内ブラッシ
ュアップ制度を積極的に受けるように指導するといった措置も講じた。
６-２中間評価の体制、基準・方法、評価結果など
（１） TT 若手の中間評価の体制
〔「表Ⅲ-６-２ TT 若手の中間評価の体制」参照〕

TT 若手に対する中間評価については、平成 23 年採用の６名の TT 若手を対象として平成 24 年
末から平成 25 年にかけて若手教員評価委員会が実施した。
若手教員評価委員会は学内委員５名と学外委員５名で構成した。
（２） TT 若手の中間評価の基準・方法の策定方法など
① 評価基準
中間評価基準は、テニュア審査基準と評価項目は同じで、具体的にはミッションステートメント達
成度、研究業績、外部資金獲得力、マネジメント能力、教育指導能力、社会活動実績、研究将来構
想、博士課程主指導教員資格取得に必要な業績の有無の８項目である。
中間評価基準では、それぞれの評価項目について、若手教員評価委員会が A,B,C の３段階評
価を行い、その結果 A 評価の項目が２項目以上あり、かつ、C 評価の項目がない等の条件をクリアし
た場合は、早期テニュア審査実施の可能性について若手研究者評価支援機構長に勧告し、他方、
C 評価の項目がある場合はテニュア審査基準に照らしてテニュア取得の見通しを精査し、その結果
テニュア取得が難しいと判断されるときは、進路変更の可能性を検討するように、本人及び若手研究
者評価支援機構長に勧告するといった措置をとることとされている。
中間評価基準策定のための検討は、平成 23 年から若手教員評価委員会でテニュア審査基準の
検討と並行して行われてきた。検討の過程では平成 24 年７月と同年９月のテニュアトラック教員懇談
会で検討中の案の詳細を説明し、TT 若手からの意見聴取を行った。その後同年 11 月に若手教員
評価委員会で正式に決定するとともに、決定された中間評価基準については、同月開催されたテニ
ュアトラック教員懇談会にて説明し、TT 若手に周知した。
② 評価方法
評価対象期間は、TT 若手が本学に採用された後、平成 24 年 12 月末までの活動実績であった。
評価に当たって、まず「高知大学テニュアトラック制成果報告シンポジウム」を開催し、各 TT 若手
に本学採用後その時点に至るまでの間の研究成果を発表してもらった。このシンポジウムに国内学
外評価委員を含む若手教員評価委員に出席を要請し、TT 若手の発表を評価していただいた。
次に、TT 若手が特に注目してほしいとして選んだ論文各１編を海外委員を含む学外評価委員に
査読と評価を依頼した。
さらに、TT 若手から評価事項に係る評価対象期間内の実績を整理した報告書を提出させ、上述
の学外評価委員による評価結果と併せて若手教員評価委員会の学内評価委員が評価を行い、学
内評価委員が参加する若手教員評価委員会の場において、各委員が提出した評価結果について
議論の上評価委員会としての評価報告書を決定するというように行った。
中間評価の方法については、平成 24 年 11 月の若手教員評価委員会で決定され、同月開催され
たテニュアトラック教員懇談会において TT 若手に周知された。
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③ 中間評価の実施年月日
②の「高知大学テニュアトラック制成果報告シンポジウム」の開催日は、平成 24 年 12 月８日であ
った。その後 TT 若手から学外評価委員による査読評価用の論文の提出や評価事項に係る実績に
関する報告書の提出、それらの資料の学内評価委員による評価等を経て、平成 25 年６月７日に開
催された若手教員評価委員会で最終的な評価が行われ、各 TT 若手に関する中間評価報告書が
決定された。
上記シンポジウムは、本プロジェクトの成果の市民への広報を兼ねた催しという位置付けもあった
ため、TT 若手に対しては、一般市民を意識してよりわかりやすい発表をするよう心掛けてもらうこと
になった。
その他の日程は、基本的には平成 24 年 11 月の若手教員評価委員会で決定され、同月開催さ
れたテニュアトラック教員懇談会において TT 若手に周知された。
④ 研究活動業績を評価する項目
中間評価において研究活動に関して評価された項目は、研究業績評価としては、学術論文、総
説、基調講演・招聘講演、学術的な受賞、特許、著書、学会発表であった。また、外部資金獲得力
評価では外部資金獲得実績（科研費、受託研究、研究助成、共同研究、寄附金等）が評価され、ミ
ッションステートメント達成度評価では研究の進捗状況がミッションステートメントの内容に照らして評
価された。
評価項目の中では、研究業績評価と外部資金獲得力評価が年次評価を含めると毎年評価される
ことになっており、その意味では若手教員評価委員会から特に重視された評価項目であるといえる。
さらに、論文については学外委員による査読評価という仕組みを取り入れたことから、論文業績も特
に重視されているといえる。
（３） 中間評価の体制・基準・方法などの TT 若手への周知時期・方法
中間評価の体制については、実施する委員会が若手教員評価委員会であることは TT 若手が採
用された当初から明示されており、委員会の構成も TT 若手に開示してきた。また、平成 24 年 4 月の
テニュアトラック教員懇談会においても、若手教員評価委員会の委員構成を含む資料を配付し、周
知している。
中間評価基準については、上述のとおり平成 24 年７月と９月に適宜検討段階の中間評価基準案
を開示し、TT 若手からの意見聴取を行ってきたので、次第に理解が深まり、周知が進んでいたとみ
られる。
さらに、平成 24 年 11 月のテニュアトラック教員懇談会においては、中間評価基準や中間評価の
方法の詳細を説明し、TT 若手の協力を要請した。
（４） TT 若手の中間評価におけるメンターなどの関与の状況
メンターは直接 TT 若手の評価に関わることは避けることとしている。また、メンターが若手教員評
価委員会委員を兼ねている場合は、メンターとして担当している TT 若手の評価には参加しないこと
としている。ただし、中間評価の評価項目のひとつであったミッションステートメントの達成度評価に
あたっては、TT 若手のミッションステートメントの達成度確認のため、達成状況についての見解の報
告については、メンターに依頼した。
（５） TT 若手の中間評価結果
〔「表Ⅲ-６-３ ＴＴ若手の中間評価結果」参照〕

中間評価の結果は、平成 25 年６月７日に若手教員評価委員会で決定された。この決定を受けて
中間評価報告書は６月 10 日に TT 若手にメールで送付された。慎重を期すため、この報告書に異議
があれば 14 日までに申し出るように求めたが、対象となった TT 若手６名全員から異議なしの回答が
あった。
このようにして確定した中間評価の結果に基づき、６名の TT 若手のうち２名については優れた成
績であったために早期テニュア審査実施の可能性について検討するようにとの勧告が、他の４名に
いては C 評価となった評価項目があったためにテニュア取得の見通しの確認等をするようにとの勧
告が若手教員評価委員会から若手研究者評価支援機構長に対してなされた。
その後若手研究者評価支援機構長は、早期テニュア審査の可能性について検討を勧告された２
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名についてはその必要はないと判断した。また、テニュア取得の見通しの確認等をするように勧告さ
れた４名については、同機構長が個別に面談を行い、今後の論文執筆予定や外部資金応募申請
予定の説明を受けた上で、引き続きテニュア取得を目指して研究活動を継続することが適当で、特
に進路変更を検討する必要はないと判断し、論文執筆または外部資金獲得について引き続き努力
をするように指導を行った。
上記の若手研究者評価支援機構長による面談に先立って、若手教員評価委員長は、TT 若手一
人ひとりと面談の上、中間評価報告書の内容について説明を行い、TT 若手に評価結果の主旨を誤
解なく伝わることへの工夫も行った。
７．テニュア審査の体制、基準・方法、審査結果など
７-１ テニュア審査の体制、基準、方法
（１） TT 若手のテニュア審査の体制
〔「表Ⅲ-７-１ TT 若手のテニュア審査の体制」参照」〕

テニュア審査については、平成 23 年採用の６名の TT 若手を対象として平成 26 年度に若手教員
評価委員会が実施した。
その時点における若手教員評価委員会は学内委員４名と学外委員５名から構成されていた。
（２） TT 若手に対するテニュア審査の基準・方法の策定方法など
① 審査基準
テニュア審査基準は、評価項目として 1)ミッションステートメント達成度、2)研究業績、3)外部資金
獲得力、4)マネジメント能力、5)教育指導能力、6)社会活動実績、7)研究将来構想、8)博士課程主
指導教員資格取得に必要な業績の有無の８項目を掲げ、評価にあたっては、1)から 7)までの評価項
目については A,B,C の３段階評価を行うとともに、評価の結果に応じて評価点を付すことが求められ
る。テニュア審査合格の基準は、1)から 7)までの評価項目の評価点の合計が 1,000 点を超えるととも
に、1)から 7)までの評価項目のうちのどの評価項目においても３段階評価の結果として C 評価となる
ものがなく、さらに 8)の評価項目については過去５年間の業績等に付される素点の合計が 50 点を超
えることである。
テニュア審査基準策定は、若手教員評価委員会で原案を作成し、若手研究者評価支援機構会
議において決定した。若手教員評価委員会での検討は、平成 23 年に開始され、テニュアトラック教
員懇談会で TT 若手との意見交換も行った後、平成 24 年 12 月開催の若手研究者評価支援機構会
議で、若手教員評価委員会作成の基準案のとおり決定され、TT 若手にも周知した。その後、平成
24 年 12 月のテニュア審査基準決定後に作業が本格化した TT 若手の中間評価の経験を踏まえ、
テニュア審査基準の科学研究費補助金種目の名称変更や字句の訂正など細部の修正が行われ参
考 6 に示すように決定された。
なお、平成 25 年度に新たに採用した３人の TT 若手に対しては、採用後の早い段階で最終案を
周知した。
② 審査方法
テニュア審査にあたっての審査対象期間は、TT 若手が本学に採用された後、平成 26 年 11 月末
までの活動実績とされた。
審査に当たって、まず平成 26 年９月 27 日に「テニュアトラック教員研究成果審査会」を開催し、各
TT 若手に本学採用後その時点に至るまでの間の研究成果を発表させた。この審査会に国内学外
評価委員を含む若手教員評価委員に出席を要請し、TT 若手の発表を審査して。
並行して TT 若手が特に注目してほしいとして選んだ論文 1 編を海外委員を含む学外評価委員に
査読と審査を依頼した。
さらに、TT 若手から評価事項に係る審査対象期間内の実績を整理した報告書を提出させ、上述
の学外評価委員による審査結果と併せて若手教員評価委員会の学内評価委員が審査を行い、学
内評価委員が参加する若手教員評価委員会の場において、TT 若手の面接を行い、さらに各委員
が提出した審査結果について議論の上評価委員会としての最終的な合否判定を決定するというよう
に行った。
テニュア審査方法の決定と TT 若手への周知は、中間評価の基準などの決定の際の手順と同様
の手順で行った。
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③ テニュア審査の実施年月日
平成 26 年９月 27 日に「テニュアトラック教員研究成果審査会」を開催し、並行して TT 若手から学
外評価委員による査読評価用の論文の提出や評価事項に係る実績に関する報告書の提出、それ
らの資料の学内評価委員による評価等を経て、最終的には同年 12 月 10 日に開催された若手教員
評価委員会で TT 若手の面接審査を行った上で各 TT 若手の合否判定が行われた。
その他の書類提出等の期限等は、基本的には上記②で記述したテニュア審査の方法の策定過
程で決められた基本的な方針に従って設定され、TT 若手に周知された。
④ 研究活動業績を評価する項目
テニュア審査において研究活動に関して評価された項目は、研究業績評価としては、学術論文、
総説、基調講演・招聘講演、学術的な受賞、特許、著書、学会発表であった。また、外部資金獲得
力評価では外部資金獲得実績（科研費、受託研究、研究助成、共同研究、寄附金等）が評価され、
ミッションステートメント達成度評価では研究の進捗状況がミッションステートメントの内容に照らして
評価された。
評価項目の中では、研究業績評価と外部資金獲得力評価の２つの評価項目の評価点が実績次
第で上限なしとされていること及び年次評価を含めると毎年評価されることになっていることから、若
手教員評価委員会から特に重視された評価項目であるといえる。さらに、論文については学外委員
による査読評価という仕組みを取り入れたことから、論文業績も特に重視されていると言える。
⑤ テニュア審査結果に対する異議申し立てとそれに対応する体制
テニュア審査結果不合格となった TT 若手がその判定に異議のあるときは 14 日以内であれば若
手教員評価委員会に対して異議申し立てができる仕組みとなっている。平成 26 年度に実施された
テニュア審査結果では１名の TT 若手が不合格となったが、異議申立はなされなかった。
テニュア審査結果に対する異議申し立てのプロセスについては、当初から明確にルール化する
必要性が関係者の間で認識されていた。そのため、平成 26 年６月に開催された若手教員評価委員
会でテニュア審査不合格の合否判定に異議がある場合の手続きを決定した。その後、若手研究者
評価支援機構制定のルールとしてテニュア審査やセーフティネット制度運用の手続きを明確化する
こととなり、異議申立もこのルールに盛り込まれることとなった。
今回のテニュア審査で不合格となった TT 若手に対するテニュア審査結果は同月 17 日に通知さ
れたが、その文書の中では不合格判定に異議のあるときは異議申立ができると明記し、さらに異議
申立書の様式も添えた。
（３） テニュア審査の基準・方法等及び用意した職位別テニュアポスト数の TT 若手への周知時期・方法
テニュア審査の体制については、実施する委員会が若手教員評価委員会であることは TT 若手が
採用された当初から明らかであり、委員会の構成も採用当初から TT 若手に開示し、異動があれば
その都度テニュアトラック教員懇談会において周知してきた。
テニュア審査基準や方法については、既述のとおり検討のかなり早い段階から適宜検討段階の
基準案を開示し、TT 若手からの意見聴取を行ってきたので、次第に理解が深まり、周知が進んでい
たとみられる。
９名の TT 若手がテニュア審査に合格した場合に就くことのできるテニュアポスト数については、全
員がテニュア審査に合格し、一階級昇格しても対応可能なテニュアポストとして准教授ポスト３、講師
ポスト６を学長裁量の戦略的管理人事枠として確保していた。TT 若手は、テニュアトラック期間中に
目覚ましい成果をあげれば相応の昇格は可能と理解し、不安は感じていなかったようである。

（４） TT 若手のテニュア審査におけるメンターなどの関与の状況
メンターは直接 TT 若手の評価に関わることは避けることとしている。また、メンターが若手教員評
価委員会委員を兼ねている場合は、メンターとして担当している TT 若手の評価には参加しないこと
としている。ただし、テニュア審査における評価項目のひとつであるミッションステートメントの達成度
評価にあたっては、TT 若手のミッションステートメントの達成度確認のため、達成状況についての見
解の報告については、メンターに依頼した。
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７-２ 早期に実施したテニュア審査の実施状況とその結果
（１） 早期テニュア審査対象者の選定状況
該当なし
（２） 早期テニュア審査の結果及びそれに基づいて実施したＴＴ若手の処遇
〔「表Ⅲ-７-２ 早期に実施したテニュア審査結果及びそれに基づく実施施策」参照〕

該当なし
７-３ トラック期間内での最終テニュア審査の実施状況とその結果
（１） トラック期間内に最終のテニュア審査を実施しなかった TT 若手の状況
〔「表Ⅲ-７-３ トラック期間内に最終テニュア審査を行わなかったＴＴ若手の状況」参照〕

該当なし
（２） TT 若手の最終テニュア審査結果
〔「表Ⅲ-７-４ ＴＴ若手の最終テニュア審査結果」参照〕

平成 26 年度に実施されたテニュア審査による合否判定は、平成 26 年 12 月 10 日の若手教員評
価委員会で決定された。この決定を受けて若手教員評価委員会委員長の責任により作成されたテ
ニュア審査結果通知文書は同月 17 日に TT 若手にメールで送付された。通知文書の内容は、合格
した５名に対しては合格を通知するのみであった。不合格の１名に対して送付された通知文書には、
不合格の事実、不合格の理由、異議申立ができることの通知、異議申立書の様式が含まれていた。
異議申し立て締切日時を過ぎても異議申立書の提出はなかったので、テニュア審査の結果は確定
した旨不合格者本人に伝えた。
合格者に対しては、翌２月にテニュア採用に伴う職階案について若手研究者評価支援機構会議
で議論が行われ、優秀な特任助教を准教授とする採用を含む人事案を役員会に提案することが決
定された。続いて同月役員会においてこの人事案が了承され、これによって同年４月１日付での合
格者のテニュア教員としての採用が決定した。（ただし、合格者のうちの１名は任期終了後他機関に
転出することとなったため、実際に本学のテニュア教員として採用されたのは、合格者５名のうちの４
名である。）
不合格者に対しては、セーフティネット制度による雇用延長措置をとることができることとなっており、
本人からその申し出があったので、１年間の雇用延長措置をとった。このセーフティネット制度による
雇用延長措置は、転職を希望する場合は協力し、もしくはテニュア職の再審査を希望する場合には
テニュア再審査を行うこともできるものである。また、若手研究者評価支援機構長の判断により１年ず
つ２回まで延長することができることとされている。
不合格者に対する指導については、引き続き２名の教員にメンターを委嘱して対応している。
進路に関する本人の意思確認は今後慎重に行うこととし、テニュア職への再審査を本人が希望し
た場合の再審査の方法等については若手教員評価委員会において早急に検討することとしてい
る。
（３） 最終テニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用した TT 若手の状況
〔「表Ⅲ-７-５ 最終テニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用したＴＴ若手の状況」参照〕

平成 26 年度のテニュア審査に合格し、平成 27 年４月に本学のテニュア教員として採用された４名
の TT 若手は、もちろん任期のない形で雇用されている。
彼らは、現在テニュアトラック期間中と同じく総合研究センターに暫定的に所属し、平成 28 年４月
に新たに発足予定の農学海洋科学部（仮称。農学部の改組として現在設置認可申請中）海洋資源
科学科（仮称）への参加予定教員として新学科開設のための教育課程の編成等の準備作業に取り
組んでいるところである。平成 28 年４月に新学部・学科が発足した後は、海洋科学分野の優れた研
究者・教員として上記新学部・学科に所属する予定である。
また、彼らの研究費については、平成 27 年度において他の一般教員と同じく一人当たり 11 万３
千円の配分を受けることとなっている。
７-４ 最終テニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況と処遇・動向
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(１) 最終テニュア審査が不合格で自機関のテニュア職に採用できなかった TT 若手の状況・処遇・動向
〔「表Ⅲ-７-６ 最終テニュア審査が不合格となり自機関のテニュア職に採用できなかったＴＴ若手の処遇・動向」参照〕

今回のテニュア審査で不合格となった TT 若手は、中間評価の段階で論文発表実績が不十分と
の評価結果になっていたので、論文執筆に努力するよう若手教員評価支援機構長が直接指導して
きたが、その後テニュア審査段階に至っても論文発表実績が改善せず、彼のミッションステートメント
に記載された研究の成果としての論文発表が不十分であると判断されたため、不合格となったもの
である。
この TT 若手については、テニュア審査で不合格となったため、平成 27 年度に本学のテニュア職
として採用することはできず、セーフティネット制度による１年間の雇用延長措置をとることとなった。
このセーフティネット制度による雇用延長措置は、転職を希望する場合は必要な支援を行うこと、もし
くはテニュア職の再審査を希望する場合にはテニュア再審査を行うことができるものである。また、若
手研究者評価支援機構長の判断により１年ずつ２回まで延長することができることとされている。
また、この TT 若手に対する指導については、引き続き２名の教員にメンターを委嘱して対応して
いる。特に、テニュアトラック期間中の実績として不十分と判断された論文執筆については、メンター
に依頼して論文執筆に引き続き努力するよう指導を継続している。
進路に関する本人の希望の確認は今後慎重に行うこととしている。また、本人がテニュア職への
再審査を希望した場合の再審査の方法等については若手教員評価委員会において早急に検討す
ることとしている。
セーフティネット制度の下で雇用延長措置を講じられている TT 若手には原則として給与水準と職
階は維持されるが、研究費は支給されず、研究スペースは居室部分のみが認められる。ただし、自
己が獲得した外部資金から必要な研究費を負担できる場合は若手研究者評価支援機構長の判断
によるとされている。今回不合格となった TT 若手は、外部資金については、研究スペースを維持し、
研究活動を継続することができる額を獲得しているので、研究活動は引き続き継続している。
(２) 最終テニュア審査は合格したものの自機関のテニュア職に採用しなかった TT 若手の処遇・動向
〔「表Ⅲ-７-７ 最終テニュア審査は合格したものの自機関のテニュア職に採用しなかったＴＴ若手の状況・動向」参照〕

今回のテニュア審査の結果合格となった TT 若手５名のうちの１名は、平成 26 年度末に本学のテ
ニュア職採用を辞退し、東京工業大学に転出することを希望したため、本学でテニュア職採用には
至らなかった。
この TT 若手は、平成 27 年４月に東京工業大学大学院理工学研究科応用化学専攻に助教として
採用された。本学のテニュア職よりも東京工業大学への転出を希望した理由については、彼の専門
分野の研究を発展させるためには転出先の研究環境の方が本学における研究環境よりも好条件で
あるためとのことであった。本人にとって本学での研究機会は、研究の幅を広げ、本学の多くの研究
者との協力関係を築くことができたという意味で貴重な機会であったこと、また、今後も本学の研究者
との共同研究や交流を継続していきたいとのことで、本プロジェクトを通じての人材の交流と新しいネ
ットワーク構築にも貢献したといえる。
７-５ TT 若手のトラック期間中のテニュア審査結果などのまとめ
〔「表Ⅲ-７-８ トラック期間終了までのテニュア審査結果などの総括表」参照〕

平成 23 年に採用した６名の TT 若手の中には、平成 26 年度のテニュア審査前に転出した者はな
く、また、早期テニュア審査を受けた者もいなかった。したがって、この６名は、全員が平成 26 年度に
テニュア審査を受け、そのうち５名が合格した。したがって、この６名の TT 若手を対象としたテニュア
資格付与率は 83％となった。
テニュア審査に合格した５名のうち、１名が本学のテニュア職を辞退し、他機関に転出したため、
本学のテニュア職に採用できた者は４名であった。したがって、平成 23 年に採用した６名の TT 若手
を対象とした自機関テニュア職への採用率は 67％であった。
８．人材養成システム改革に向けたＰＤＣＡサイクルの活用状況
本プロジェクトでは、学長直轄のもとに設置した若手研究者評価支援機構が、若手研究者を育成
するための人材育成システムを構築し（Plan）、採用された TT 若手にそのシステムを適用した（Do）。
その結果については、平成 24 年度から平成 25 年度にかけて実施した TT 若手の中間評価の結果
等をもとに、中間評価の作業に参加した評価委員会の外部委員の指摘も踏まえて若手研究者評価
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支援機構会議にて検証し（Check）、検証の結果を人材育成システムの見直しに反映させる（Action）。
このようにして本プロジェクトのテニュアトラック制を改善してきたが、現時点においても平成 26 年度
に実施したテニュア審査の結果等を踏まえて本プロジェクトで育成中の平成 25 年度採用 TT 若手育
成システム改善のための議論を若手研究者評価支援機構会議で続けているところである。このよう
にして実地に適用した結果に基づいて改善してきたテニュアトラック制運営の経験は、医学部にお
けるテニュアトラック普及・定着事業にも反映してきたほか、今後テニュアトラック制を学内に広げてい
く上で貢献していくものと期待している。
９．情報発信・アウトリーチ活動とその成果
（１） 情報発信・アウトリーチ活動の状況
〔「表Ⅲ-９-１ 情報発信・アウトリーチ活動などの開催件数」参照〕

イベント開催件数は８件で、平成 22 年度キックオフシンポジウム、平成 23 年度は７月に本学の他
プロジェクトとの合同シンポジウム、10 月にＴＴ若手所属部門発表会、12 月にテニュアトラック教員発
表会、平成 24 年度は７月に海洋関係の国際学会においてセッションを担当し、12 月にテニュアトラ
ック制度成果報告会開催、平成 25 年度は１月に琉球大学と海洋科学研究分野での人材育成ネット
ワーク構築に向けた若手研究者育成のためのシステム改革シンポジウム開催、平成 26 年度はテニ
ュアトラック制度成果報告会を開催し、年１回以上のペースでテニュアトラック制の周知及びＴＴ若手
の研究成果発表を行ってきた。広報活動においては、本プロジェクトのホームページ開設、高知大
学広報誌Ｌｅａｄ及び本プロジェクトのニュースレター発行、企業展におけるアカデミックフォーラム出
展、「高知市民の大学」での一般市民への講義、国立東華大学での招待講演や関係学会での招待
講演など全 31 件を実施した。マスコミ報道は、若手研究者評価支援機構の設置、キックオフシンポ
ジウム開催、室戸海洋深層水利用大規模培養実験室の完成及びＴＴ若手の研究内容の紹介記事
が地元紙に掲載されるなど全 12 件となっている。
機関構成員に対しては、平成 22 年度本プロジェクトの採択を受け、理学部、医学部、農学部の自
然科学系学部を対象に本プロジェクトの内容について説明、協力要請を行った。また、本プロジェク
トのシンポジウム及び報告会開催時に毎回説明するとともに、年２回発行のニュースレターや大学広
報誌で随時情報提供を行うなど、テニュアトラック制の周知を図っている。
（２） 情報発信・アウトリーチ活動の機関内外への波及効果など
本プロジェクトの波及効果として、教育研究の戦略的な展開を図るため学長裁量で配置する「戦
略的管理人員」又は特定の経費により任期を定めて雇用する教員について、部局にテニュア資格
審査会を設置し、任期終了年度中に審査を行い実績及び人物が優れ本学の定める大学教員として
の基準を満たすと判断した場合は、本学定年規則に定める定年年齢まで雇用するものとして採用す
る教員を「テニュアトラック型教員」と位置付け、平成 23 年度以降採用しており、平成 26 年 10 月以
降、学長裁量による戦略的管理人員は、原則としてテニュアトラック型で採用することが定められた。
さらに、本プロジェクトでＴＴ若手が採用されたことにより、海洋資源系新教育組織設置の検討が
加速し、農学部を改組し平成 28 年度に農学海洋科学部（仮称）を設置する方向で準備を進めること
となった。
また、本学教員にＴＴ若手が研究メンバーとして加わることで、高知県海洋深層水研究所や四万
十市などの地方自治体や企業との共同研究が増加するなどの効果が現れている。
10．総括責任者のリーダーシップ
本プロジェクトの総括責任者は本学の学長である。本プロジェクトに関連して、これまで学長のリー
ダーシップによって実現した重要な事項を以下に記す。
① 平成 22 年度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」の公募を受けて、海
洋科学分野における本学の研究体制強化を目指してこの公募に応募するように指示した。その結果、
本プロジェクトは採択され、文部科学省の支援を受けてスタートすることができた。
② 平成 22 年５月の採択を受けて学長直轄の組織として本プロジェクト実施の中核組織として若手研究
者評価支援機構を設置することと本プロジェクト支援のための事務局組織として研究推進特別支援
室を設置することを指示した。その結果、本プロジェクトの支援体制が整備された。
③ 平成 23 年３月に高知市内で開催された本プロジェクトキックオフシンポジウムに際して主催者を代表
して冒頭挨拶をされ、一般市民や報道関係者を含む幅広い参加者に対して高知大学として本プロ
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ジェクトに積極的に取り組む姿勢をアピールした。
④ 平成 24 年６月学長の指示により教育組織改革実施検討本部が設けられ、海洋に関する新教育組
織を含む全学的教育組織改革の検討が開始された。その結果、平成 28 年４月発足の予定で農学
海洋科学部（仮称）海洋資源科学科（仮称）の設置計画が具体化し、本プロジェクトに TT 若手として
参加した海洋科学分野の若手研究者の活躍の舞台が整備されることとなった。
⑤ 平成 27 年２月テニュア審査に合格した TT 若手について学長裁量の戦略的管理人事ポイントを活
用して１名の２階級昇格を含むテニュア採用人事を承認した。
以上のとおり、学長によるリーダーシップの発揮は本プロジェクトの推進に大きな役割を果たしてきた。
今後も学長のリーダーシップの下でテニュアトラック制を学内に広めていく予定である。
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Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価
１．採択時コメントへの対応状況
①

②

③

④
⑤

⑥

採択時に期待あるいは要望された事項とそれに対する対応は、以下のとおりである。
本提案は、機関の特性・蓄積を活かして「イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点」を設置し、新
たな分野横断型海洋科学研究分野を開拓・展開できる海洋科学研究者の育成と世界水準の海洋
新領域研究拠点の形成を目指す取組である。」 ⇒ 本プロジェクトで実施した国際公募の結果、
有望な TT 若手を採用できた。この TT 若手の活躍と研究分野の創成などが影響して、本学が平成
28 年度設置を目指して準備中の農学海洋科学部（仮称）海洋資源科学科（仮称）の開設が実現し
つつある。そのことにより、新しい海洋科学研究の分野展開を実現し、併せて次代を担う海洋科学
系人材育成に寄与する。
機関の長のリーダーシップの下、人材の多様性を確保するための女性研究者や外国人の採用目
標を高いレベルで設定するとともに、様々な支援策を用意し、テニュアトラック若手研究者の育成プ
ログラム等の人材養成システム改革を推進する構想は具体的であり、高く評価できる。」 ⇒ 女性
研究者と外国人研究者の採用目標はそれぞれ 25%を掲げて積極的に採用に努めたが、採用者総
数に占める比率については女性研究者が 22%、外国人研究者が 11%にとどまり、目標達成はできな
かった。しかし、本プロジェクトが目指す研究分野は、女性研究者や外国人研究者が少ない分野に
もかかわらず、これまでの状況を超える応募者があり、また、機関として積極的に採用しようとする姿
勢は本学の人材の多様性を促進する上で貢献したものと考えられる。採用した TT 若手に対しては
各々２名のメンターを配置し、研究費の配分、研究スペースの提供等様々な支援策を用意したほ
か、FD の実施などを通して研究者育成に努めた。
今後、テニュアトラック若手研究者の公募に当たってテニュア審査の基準・手順を示すことが必要
である。」 ⇒ 国際公募の要領において、テニュア審査基準の項目と審査手順の概要を明示し
た。
今後、複数のキャンパスに分散的に配置される TT 若手の相互連携の促進が必要である。」 ⇒
TT 若手間の意思疎通を図るため、テニュアトラック教員懇談会を月例で開催した。
今後、機関内の他の若手研究者との交流の促進が必要である。」 ⇒ TT 若手は、所属する教育
研究部総合科学系複合領域科学部門の一員として同部門の教員との交流を図っている。また、平
成 23 年 12 月には学内教職員学生を対象としてテニュアトラック教員発表会を開催し、学内の教員
にその活動内容を周知した。このほか、メンターも、必要に応じ身近な若手研究者と TT 若手の交
流について支援してきた。平成 24 年８月には学内の TT 若手を含む若手研究者や大学院生との間
の交流を目的とするイベントを開催した。
今後、テニュアトラック制の全学への展開・継続のための方策を具体化することが必要である。」 ⇒
本プロジェクトに刺激されて平成 23 年に本学医学部が本プログラムの後継事業である「テニュアトラ
ック普及・定着」事業に応募・採択され、テニュアトラック制を導入した。さらにテニュアトラック制の全
学への展開・継続のための努力の一環として、平成 23 年度に教員を任期付で採用し、一定の実績
を挙げ、その部局で定めた基準を満たした場合はテニュア教員として採用するというテニュアトラッ
ク型教員制度の全学での運用を開始した。さらに、より本格的なテニュアトラック制の全学導入に向
けた検討も学長主導で進めている。

２．中間評価への対応状況
（１） 総合評価
総合評価の評点：A（初期の計画と同等の取組が行われている）
（総合評価コメント（抜粋））
○ TT 若手の部局を超えた連携などの今後の取組を期待する。
○ TT 制の全学展開を目指しており、拠点型の制度設計を活かしつつ、部局型として定着させる新
しい仕組みの設計もされており、定着に向けた今後の更なる努力を期待する。
（対応施策）
○ 月例のテニュアトラック教員懇談会での交流やメンターの仲介等により TT 若手同士の連携や
TT 若手と他の部局の研究者との部局を超えた連携は進んでおり、他の部局の研究者との共同
研究も進んでいる。このことが本学の海洋科学分野全体が活性化し、新しい海洋系の学部・学
科開設構想の実現化にもつながった。
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○ 平成 23 年度にスタートした医学部のテニュアトラック普及・定着事業とテニュアトラック型教員制
度（教員を任期付で採用し、一定の実績を挙げ、所属部局で定めた基準を満たした場合はテニ
ュア教員として採用する制度）を活用して TT 制の全学展開を目指す努力を続けた。さらに、今
後は、テニュアトラック型教員制度を活用しつつ若手研究者の育成を支援する仕組みを学長主
導で検討中である。
（２） 個別評価①国際公募・選考・業績評価
個別評価の評点：a
（評価コメント）
○ 国際公募と透明性の高い工夫された選考方法で、多数の応募者の中から６名の優秀な若手研
究者を採用し、外国籍研究者１名、女性研究者２名と多様な人材を採用していることは評価でき
る。
（対応施策）
○ 平成 24 年度に実施した追加３名の TT 若手を採用するための国際公募では、選考対象者に女
性研究者４名、外国籍研究者 12 名が含まれていたが、結果として採用には至らなかった。しか
し、国際公募で一貫していた女性研究者や外国人研究者を積極的に採用しようとする姿勢は本
学の人材の多様性を促進するための意識改善に大きく貢献している。
（３） 個別評価②人材養成システム改革（上記(２)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
個別評価の評点：a
（評価コメント（抜粋））
○ 今後は（TT 若手の）教育力や国際性を育成する仕組みなどの構築を期待する。
（対応施策）
○ （TT 若手の）教育力を育成するために、他部局と協力して授業実施の機会を用意し、授業経験
を積ませてきた。また、国際性を育成するため、海外の国際会議への参加や海外研究者との共
同研究への取り組みを奨励し、積極的に支援してきた。
（４） 個別評価③人材養成システム改革（上記(２)以外の制度設計に対するマネジメント）
個別評価の評点：a
（評価コメント（抜粋））
○ 今後は、本研究拠点の発展型で TT 若手の活躍拠点を継続すること、また、若手研究者の交流
など TT 若手の活動が活きる施策への支援も期待する。
（対応施策）
○ 本プロジェクトに参加した TT 若手の活躍拠点は、教育組織改革の一環として平成 28 年度に発
足する予定の農学海洋科学部（仮称）海洋資源科学科（仮称）という形で継続する予定となって
いる。
また、若手研究者の交流については、上記（１）のとおり TT 若手と他の部局の研究者との部局を
超えた連携は進んでおり、他の部局の研究者との共同研究も進んでいる。
（５） 個別評価④今後の進め方
個別評価の評点：a
（評価コメント（抜粋））
○ 今後は、（TT 制の）全学展開への具体的な制度設計を速やかに具体化することを期待する。
（対応施策）
○ 上記（１）で紹介したテニュアトラック型教員制度を継続する中で、平成 25 年 12 月にはテニュアト
ラック型教員のテニュア資格審査に関する実施要項を決定するなど、より充実した TT 制の具体
的な制度設計に関する検討を続けてきた。今後は、テニュアトラック型教員制度を活用しつつ若
手研究者の育成を支援する仕組みを学長主導で検討中である。
３．実施期間終了時におけるミッションステートメント全体の達成状況
(１) 「人材システム改革構想の概要」の達成状況
（ミッションステートメントの記述（抜粋））
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○ 異分野融合による海洋科学・海洋生命科学の創出を研究の重点と位置づけ、独立した研究拠
点となる“イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点”を設置して、その担い手としての若手研究
者をテニュアトラック教員として配置する。
○ テニュアトラック教員は、スタートアップ経費、一般研究経費、研究スペース、PD あるいは研究
支援員の配分を受け、拠点教員と連携して、本学の目指す海洋新領域科学研究を推進するとと
もに、各種研究者育成プログラムを通じて世界水準の海洋科学研究者として育成する。
○ 最大５年間の研鑽を積み、講師あるいは准教授のテニュア職採用審査を受ける。テニュア職採
用審査は、外部委員を含む“若手教員選考審査委員会”にて公正に実施する。
○ 本事業では、学長に直轄して人材システム改革と若手研究者育成をマネジメントする“若手研
究者評価支援機構”を設置し、学長の直轄の下、公正で透明性の高い教員採用新制度と若手
研究者の採用におけるテニュアトラック制の導入と言った人材システムを構築する。
（達成状況）
○ “イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点”の趣旨は、今や平成 28 年度に発足予定の農学
海洋科学部（仮称）海洋資源科学科（仮称）海洋生命科学コース（仮称）として実現しつつある。
本プロジェクトでは、９名の TT 若手を採用し、テニュア審査を経て４名を上記海洋生命科学コー
ス（仮称）の中核となる予定のテニュア教員として送り出した。現時点において本プロジェクトで
育成過程にある TT 若手は４名であるが、彼らも今後は上記コースの中核教員となるよう育成し
ていくこととしている。
○ 本プロジェクトでは、採用した TT 若手に対し、スタートアップ経費として 500 万円／人を配分し
たほか、一般研究経費、研究スペース、研究支援員についても必要な措置を講じた。また、女
性研究者には、ライフイベントに備えて各１名のポストドクターを配置した。こういった支援を通し
て本プロジェクトで採用した TT 若手を世界に向けて情報を発信できる海洋科学研究者として育
成していくことができた。
○ 平成 23 年に採用した６人の TT 若手については、平成 26 年度にテニュア審査を実施し、５名が
合格した。テニュア審査の結果を受けて、テニュア審査合格後他機関に転出した１名を除く４名
（准教授２名、助教２名）が平成 27 年４月にテニュア教員として採用された。
このテニュア審査は、外部委員を含む若手教員評価委員会において公正に実施された。
○ 若手研究者評価支援機構は、本プロジェクト採択直後の平成 22 年６月に設置され、本プロジェ
クトによる TT 若手の採用・支援体制を整備した。
本学におけるテニュアトラック制の導入については、平成 23 年度に医学部においてテニュアトラ
ック普及・定着事業を開始したほか、全学を対象としたテニュアトラック型教員制度を開始した。
(２) 「３年目における具体的な目標」の達成状況
１） ミッションステートメントの記述： 初年度に国際公募により若手研究者６名を TT 若手として採用す
る。
（達成状況）
初年度（平成 22 年度）に TT 若手６名の国際公募を行い、６名全員の採用を決定した。採用は、２
人については同年度中に、他の４人については翌年度当初に行った。
2） ミッションステートメントの記述： 研究資金、研究スペース、人的支援、インフラ整備などの研究環
境や各種人材育成プログラムや FD 活動の制度を整備する。
（達成状況）
初年度に採用を決定した６名の TT 若手に対して、スタートアップ資金を含む所要の研究資金、
研究スペース、研究支援員の配置やメンター等による論文作成支援、国際学会への派遣、海外研
究機関への派遣、科学研究費などの応募申請書ブラッシュアップ、授業実施経験を積む機会の提
供等を行った。
3） ミッションステートメントの記述： 採用した TT 若手の年度評価と公開シンポジウムでの成果報告を
含む中間評価を、外部委員を加えた“選考委員会”で実施する。
（達成状況）
初年度に採用を決定した６名の TT 若手に対して、平成 23 年度末に若手教員評価委員会が年
度評価を実施した。中間評価については、高知大学テニュアトラック制度成果報告シンポジウム（平
成 24 年 12 月８日に高知市内で公開で開催）での成果報告を含め、平成 24 年度から平成 25 年度
にかけて若手教員評価委員会が実施した。（当初は平成 24 年度中の終了を予定していたが、結果
として平成 25 年度初めまでかかってしまった。）
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また、中間評価の一環として平成 24 年 12 月８日に高知市内で公開で高知大学テニュアトラック
制度成果報告シンポジウムを開催した。
4） ミッションステートメントの記述： 研究の進捗や方向性について積極的に助言を行い、評価項目に
関して改善すべき点を指示・指導する。
（達成状況）
各 TT 若手に２名のメンター教員を委嘱し、TT 若手に対して研究の進捗や方向性について助言
する体制を整備した。また、平成 24 年度から 25 年度にかけて実施した中間評価の結果については、
若手教員評価委員会委員長が TT 若手との個別面談を行い、評価項目に関して不十分とされた点
を説明し、今後の努力の方向について助言した。
5） ミッションステートメントの記述： 優れた業績を達成している研究者については、テニュア職採用審
査を実施する。
（達成状況）
平成 24 年度から 25 年度にかけて実施した中間評価の結果、若手教員評価委員会から２名の TT
若手について早期テニュア審査を検討するように若手研究者評価支援機構機構長に対して勧告が
あったが、検討の結果、早期テニュア審査の対象とはしないと判断された。
6） ミッションステートメントの記述： テニュア審査制度と評価基準の詳細については、ホームページを
通じて公表するとともに、外部委員を含む若手教員選考委員会、採用基準の数値化と公表を骨子
とする公正で透明性の高い教員採用制度を構築する。
（達成状況）
テニュア審査制度については、平成 22 年７月に本プロジェクトのホームページで公開した。テニ
ュア審査基準の詳細については、平成 25 年４月に具体的数値を伏せた形で同ホームページで公
開した。テニュア審査を担当する若手教員評価委員会の委員構成には、外部委員を含めた。このよ
うにして公正で透明性の高いテニュア審査制度を構築した。
(３) 「実施期間終了時における具体的な目標」の達成状況
１） ミッションステートメントの記述： 初年度採用の TT 若手が 100%テニュア制に移行できるポストを措
置し、外部委員を含む“選考委員会”において書面審査と面接審査によるテニュア職選考審査を実
施し、講師あるいは准教授として採用を行う。
（達成状況）
初年度採用の TT 若手を含む９名の TT 若手がテニュア審査に合格した場合に就くことのできるテ
ニュアポスト数については、全員がテニュア審査に合格し、一階級昇格しても対応可能なポスト数
（准教授３、講師６）が学長裁量の戦略的管理人事枠として確保されていた。
テニュア審査は、平成 26 年度において初年度採用の６名の TT 若手を対象として外部委員を含
む若手教員評価委員会において書面審査、面接審査を含む審査方法によって実施した。その結
果、審査対象の６名のうち５名が合格し、合格後他機関に転出した１名を除く４名（准教授２名、助教
２名）が平成 27 年４月にテニュア教員として採用された。
2） ミッションステートメントの記述： 評価項目としては、業績評価、外部資金獲得等のマネジメント評
価、教育研究指導評価、社会活動評価、ミッションステートメント達成度評価、研究将来構想を総合
的に評価するが、テニュアトラック期間内に外部資金を獲得し、論文発表あるいは特許出願という
形で、ミッションステートメントをおおむね達成できたことを要求する。
（達成状況）
テニュア審査基準の評価項目は、ミッションステートメント達成度評価、研究業績評価、外部資金
獲得力評価、マネジメント評価、教育指導能力評価、社会活動実績評価、研究将来構想評価、博
士課程主指導教員資格取得に必要な業績の有無の８項目である。
3） ミッションステートメントの記述： “イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点”の第三者外部評価を
実施し、所属研究者個人と組織の研究成果が世界レベルにあるかどうかの評価を行う。
（達成状況）
本プロジェクトにおける TT 若手の育成の過程では、毎年行っている TT 若手の研究成果報告会、
TT 若手に対する中間評価やテニュア審査の際に若手教員評価委員会等の外部委員に TT 若手の
研究実施状況を通して養成機関としての評価をもらっている。その際にいただいた指摘を本プロジ
ェクトのその後の運営に反映した。
また、“イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点”の趣旨は、平成 28 年度に発足予定の農学海
洋科学部（仮称）海洋資源科学科（仮称）海洋生命科学コース（仮称）として実現しつつある。
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4） ミッションステートメントの記述： テニュアトラック制によるテニュアトラック教員を教育研究部・自然
科学系、総合科学系、医療学系の新規採用に試行する。
（達成状況）
教育研究部医療学系（医学部）においては、平成 23 年度にテニュアトラック普及・定着事業に採
択され、平成 23 年度と平成 24 年度に各１名、計２名のテニュアトラック教員を採用した。
また、同医療学系では、平成 23 年度にテニュアトラック型教員制度の活用によりテニュアトラック
型教員として１名を採用した。
全学組織であるセンター等においても、テニュアトラック型教員として平成 23 年度から平成 26 年
度までの各年において２～４名程度を採用している。
(４) 「実施期間終了後の取組」の達成状況
１） ミッションステートメントの記述： 平成 25 年度採用の３名のテニュアトラック教員について、平成 28
年～平成 30 年度当初のテニュア職採用を目指して、自主的な取組に移行して継続する。
（達成状況）
平成 25 年度に TT 若手３名を採用し、平成 28 年～平成 30 年度当初のテニュア職採用を目指し
て、自主的な取組に移行した後も育成のための支援を継続している。若手研究者評価支援機構や
若手教員評価委員会といった支援組織も活動を継続している。
2） ミッションステートメントの記述： 学内資金計画と計画的な人材採用を企画することで、若手研究
者をテニュアトラック教員として採用する制度を自主的取組として継続するとともに、自然科学系の
部局のみならず、社会科学系部局を含めキャリア特性に応じた制度設計により、テニュアトラック制
の導入を目指す。これらの取組を通して、公正で透明性の高い教員採用制度の全学導入が図られ
るものと期待される。
（達成状況）
平成 27 年度における地域協働学部の開設、平成 28 年度を予定する農学部、人文学部の改組
（農学海洋科学部（仮称）および人文社会科学部（仮称）の設置）、平成 29 年度を目標とする理学
部の改組等の現在進行中の教育組織改革に伴う大学設置・学校法人審議会に向けた教員の確保、
財政需要の短期的増加に対処する必要があるため、当初構想していたようなテニュアトラック制の導
入を進めることは困難となった。現時点においては、すでに一定の実績のあがっているテニュアトラ
ック型教員制度を足掛かりとしてテニュアトラック制を全学的に広げていく努力を継続することとして
いる。
(５) 「期待される波及効果」の達成状況
１） ミッションステートメントの記述： 本取組みの実施により、教育研究者として新しい方向性を求める
姿勢を常に意識し、緊張感と競争意識の定着を目指す。本取組は、地方大学の抱える人材の滞留
と流出に関する問題を大きく改革できる可能性があり、同じ問題意識を抱える地方大学へもかなり
の波及効果が期待される。
（達成状況）
本プロジェクトの取組みによって、テニュアトラック制に対する学内の関心、そして緊張感と競争意
識の重要性に対する認識は高まってきた。その結果、医学部でテニュアトラック普及・定着事業に対
する取り組みが行われるようになり、全学的な取組みとしてはテニュアトラック型教員制度が開始され
た。テニュアトラック制の全学的な普及に向けた努力の一環としてテニュアトラック型教員制度の運
用は継続していくこととしている。本格的なテニュアトラック制に向けた取り組みについては、現在進
行中の教育組織改革への取り組みが優先される中で困難な状況にあるが、学長主導での検討は継
続しており、近く具体化していく予定である。
2） ミッションステートメントの記述： 海洋資源利用技術の新展開を、海洋地質学、生命科学・医学、
化学の融合により行おうという分野横断型研究は世界的にも例が少ない。海洋資源の利活用は、
海洋基本法の理念や長期戦略指針“イノベーション 25”技術革新戦略ロードマップの指針に合致
したものであり、このような研究や技術開発の推進を通じて、将来の海洋の開発・利用研究貢献で
きる若手研究者を多数輩出したい。
（達成状況）
本プロジェクトの取組みによって、潮間帯の生態学と分子遺伝学や化学の研究分野が融合した
研究、海洋における微生物の系統分類学と微生物が産生する代謝物質、そして深海の海流等に関
する研究分野が融合した研究など様々な新しい領域の研究が産まれてきた。本プロジェクトによっ
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て将来の海洋の開発・利用に貢献できる若手研究者を育成してきたし、現在も育成中である。
４．テニュアトラック制の導入による若手研究者育成システム改革の状況
[「表Ⅳ−４−１

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

本プロジェクトによってテニュアトラック制を導入したことの波及効果とみなすことができる新制度の
事例としては、テニュアトラック制の全学への普及を目指す努力の一環として開始されたテニュアトラ
ック型教員制度が挙げられる。この制度は、教員を任期付で採用し、一定の実績を挙げ、当該部局
で定めた基準を満たした場合にテニュア職として採用する制度であり、あらかじめ示された方向に沿
って努力をし、一定の実績を挙げればテニュア職として採用されるという仕組みは、様々な分野で優
秀な人材の確保に貢献している。
このたびの教育組織改革の結果、平成 28 年度から農学海洋科学部（仮称）海洋資源科学科（仮
称）が設置される予定となったことも本プロジェクトの重要な波及効果である。これは、本プロジェクト
の実施により、海洋資源系・防災工学系の新教育組織の設置に向けた検討が加速した結果である。
この組織改革により本プロジェクトに参加した海洋科学分野の若手研究者が海洋分野の他の研究
者と交流しやすくなることによって活躍の幅がさらに広がるものと期待できる。
また、平成 24 年度から導入したエフォート管理（教育、研究、国際・社会貢献、管理運営）に基づ
く新たな教員評価システムの導入とその人事考課への反映も、本プロジェクトの影響を受けた改革
事例として挙げることができる。有期雇用されている TT 若手に対してミッションを明らかにした上でそ
の業績等をテニュア審査という形で評価し、その結果に基づいて処遇（テニュア採用の可否）を決め
るという本プロジェクトの考え方は、管理運営等の業務の区分ごとに割いている自分のエフォートとそ
れに対する自分の貢献を明らかにするという新しい評価システムに活かされている。この新しい評価
システムは大学運営への積極的参加やモチベーションの向上等に大きく貢献すると期待している。
さらに、業績評価の結果を積極的に給与に反映させることによって、優秀な人材確保、流動性の
促進、組織の活性化に資する制度として、平成 26 年度から年俸制を導入した。この制度は平成 26
年 10 月以降に採用された、もしくは今後採用されるテニュアトラック型教員、平成 27 年度に発足し
た地域協働学部、平成 28 年度発足予定の農学海洋科学部（仮称）等の新しい学部で新たに採用さ
れる教員や年俸制への移行を希望する教員を対象としており、すでに 20 名の教員が年俸制の適用
を受けている。
このほかにも、若手人材養成システムの改革事例としては、若手教員（39 歳以下）・大学院生を対
象として、平成 24 年度から開始した「教育研究活性化事業」が挙げられる。スタートアップ等研究資
金（教員上限 40 万円、大学院生上限 10 万円）として総額 500 万円を支援するものである。これによ
り論文等による研究成果発表といった若手教員の活性化効果が期待できる。
また、若手研究者の専門的知識、研究開発能力の向上を図るため、平成 24 年度から学位取得
促進プログラムを開始した。このプログラムは、博士の学位未取得教員を対象として、一定の研究に
専念できる環境を整備し、より高度な専門的知識や研究開発能力を修得させることを目的としたもの
である。この制度については、現在利用中の者を含めてこれまでに 22 名が利用しており、うち 4 名が
学位を取得した。
さらに、教員の研究能力、資質の向上を図るため、平成 24 年度からサバティカル研修制度を発
足させた。この制度では、教員の担当する職務の全部または一部を一定期間免除し、所属部門に
おいて代替・支援措置を講じることによって教員自らが主体的に調査研究に専念することができるよ
うにするものである。また、所属部門による代替・支援措置が困難な場合は、大学負担により非常勤
講師を雇用することが可能となっている。まだこの制度の利用実績はないが、上記のように手厚い支
援措置がとられることになっているので、今後の利用が見込まれる。
５．機関による自己評価
(１) 目標達成度
本学における海洋生命科学研究を強化するため、学長のリーダーシップの下、国際公募によって
優秀な若手研究者を採用し、自立した研究環境を提供するなどの手厚い支援を行って新たな分野
横断型の海洋生命科学研究分野を開拓・展開できる海洋科学研究者へと育成するとともに、それぞ
れの活動実績をテニュア審査で確認し、テニュア審査基準を満たした者を本学のテニュア教員とし
て受け入れる制度を整備した。
その制度に基づいて、本プロジェクトでは、当初の計画のとおり初年度（平成 22 年度）の公募で 6
名、3 年度目（平成 24 年度）の公募で 3 名の TT 若手を採用した。これらの TT 若手については研究
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費やメンターの配置等の支援措置をとって育成に努めた。そして初年度の公募で採用した 6 名につ
いては最終年度（平成 26 年度）にテニュア審査を実施し、合格者 5 名のうち他機関に転出した 1 名
を除く 4 名をテニュア教員として採用した。これらの４名のテニュア教員は、本プロジェクトの研究活
動が大きな影響を与えた平成 28 年度に発足予定の農学海洋科学部（仮称）海洋資源科学科（仮称）
において、中核的役割が期待され、当初の目標である人材の育成に成功したといえる。
また、本プロジェクトの効果が評価され、本学の部局単位でもテニュアトラック制の採用が行われる
ようになり、平成 23 年に医学部においてテニュアトラック普及・定着事業への取組を開始したほか、
全学を対象とした高知大学型のテニュアトラック型教員制度を開始した。
このように、本プロジェクトでの優秀な人材の確保と研究活動の活性化は学内的にも高く評価さ
れ、今後とも学長のリーダーシップの下、テニュアトラック制の全学的導入を目指した検討を進めるこ
とに繋がっている。
以上のように、本プロジェクトは、当初の目標を概ね達成できた。
(２) 国際公募･選考・業績評価
本プロジェクトでは、本学の海洋科学分野の研究を強化するために必要な 9 つの分野を選び、そ
のうちの 6 分野については初年度（平成 22 年度）の公募で、残り 3 分野については 3 年度目（平成
24 年度）の公募で、各分野 1 名、計 9 名の TT 若手を採用した。
国際公募・選考の進め方については、多様かつ優れた人材を採用するために、和文および英文
にて公募要領を掲載し、応募者名を匿名化した上で書類審査を行い、研究業績評価と研究計画を
それぞれ評価して数値化して順位付けし、上位者に対して面接するという方式を採用した。面接に
あたっては、客観性、透明性を維持するため、面接委員の中に外国籍を含む学外委員が参加する
体制で実施した。
また、女性研究者と外国人研究者の採用目標をそれぞれ 25%とし、国際公募要領において女性研
究者や外国籍研究者への支援策を明記したほか、選考の方針として評点が最上位者と同等であれ
ば女性研究者もしくは外国籍研究者を優先採用するという方針で選考にあたった。公募要領で女性
研究者と外国人研究者への支援措置を明記した結果、女性研究者や外国人研究者の応募は相当
数あったが、結果としては、女性研究者については、採用者総数に占める比率が 22%で、目標をほ
ぼ満足できたが、外国人研究者については 11%にとどまり、目標を達成することはできなかった。
テニュアポストについては、採用された TT 若手が全員テニュア審査に合格し、一階級昇格しても
対応可能なポストを学長裁量の戦略的管理人事枠として確保していた。
このほか、この国際公募に自校出身者が応募した場合は、その研究者と利害関係のある教員は選
考プロセスから外すという措置をとり、選考プロセスの公正さを確保した。結果としては、採用された
TT 若手の中の自校出身者数は、ゼロとなった。
採用後の TT 若手の評価は、年次評価（採用後 2 年度目と 4 年度目）、中間評価（採用後 3 年度
目）、テニュア審査（採用後 5 年度目）という構成で実施され、外部委員が参加した若手教員評価委
員会により実施された。これらの評価の基準は、基本的にはテニュア審査基準と対応したものとなっ
ているので、それぞれの評価のプロセスでの評価結果は最終年度におけるテニュア審査に向けて
各 TT 若手が努力すべき方向を指し示すものとなっている。特に、中間評価の結果は評価にあたっ
た若手教員評価委員会委員長から各 TT 若手に対して説明がなされており、それぞれの TT 若手の
育成に大きな効果があったものとみられる。
以上のように、本プロジェクトでの国際公募による目標とする若手研究者の採用システムが構築さ
れ、また、厳正で透明性の高い業績評価制度が確立でき、当初の目標を概ね達成できた。
(３) 人材養成システム改革（上記(２)以外の制度設計に基づく実施内容・実績）
本プロジェクトの実施にあたっては、プロジェクト推進組織として若手研究者評価支援機構を設置
し、研究費の支給、研究スペースの確保、研究支援者の配置、メンターの委嘱など、TT 若手の支援
体制作りに万全を期した。その結果、TT 若手は、自立した研究リーダーとして自分の研究室の運営
にあたることができた。メンターについては TT 若手と専門分野が近く、高知大学における研究の進
め方等について十分な経験と知識を有する教員の中から 2 名を選考して委嘱し、1 名のメンターによ
り実質的な上下関係が出来上がり、TT 若手の自立性を損なうようなことのないように配慮しつつ十分
な指導、助言を行える体制を整備した。TT 若手に対して相応の旅費を支給することによって国際学
会参加や海外研究機関訪問等のために海外に出かけることを奨励し、研究成果の海外への情報発
信力の強化に努めた。
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テニュア審査については、外部委員を含む若手教員評価委員会が厳格に実施した。
テニュア審査基準の TT 若手への周知については、テニュア審査に向けての準備を適切に実施さ
せるために、検討段階から行っており、平成 24 年 12 月決定後も、翌年 2 月のテニュアトラック教員
懇談会でテニュア審査基準を配付し、説明を行った。
テニュア審査合格後のキャリアパスについては、TT 若手の研究活動が活きる新しい海洋系教育組
織の設置の検討を進め、テニュア審査合格後はその組織の中核的なテニュア教員として活躍しても
らうこととして、本プロジェクトの主旨を活かすことに繋がっている。現在その組織は、農学海洋科学
部（仮称）海洋資源科学科（仮称）という形で平成 28 年 4 月発足を目指して開設準備が進んでいる。
テニュア審査を経てテニュア教員となった後も、平成 24 年度から導入されているエフォート管理
に基づく教員評価システムとその結果の人事考課への反映や本人が希望すれば平成 26 年度から
導入された年俸制の適用を受けることができるなどの人材の流動性を活性化するための仕組みがあ
るので、TT 若手出身のテニュア教員も引き続き緊張感と競争的マインドを持って活動を続けてくれ
るものと期待できる。
以上のように、本プロジェクトで制度設計がなされたテニュアトラック制で優秀な若手研究者が育成
され、それが教育研究組織や人事システムに波及的効果を生み出し、目標はほぼ達成されたと判
断している。
(４) 人材養成システム改革（上記(２)以外の制度設計に対するマネジメント）
本プロジェクトでは、学長直轄の下に設置した若手研究者評価支援機構が若手研究者育成のた
めの人材養成システムを構築し、採用された TT 若手にそのシステムを適用した。育成の過程につ
いては、TT 若手の中間評価の結果等をもとに若手研究者評価支援機構会議において検証し、その
結果を人材養成システムの見直しに反映させるという体制でＰＤＣＡサイクルを機能させてきた。
本プロジェクトによって整備されたテニュアトラック制に基づく人材養成システムは、本学医学部で
採択されたテニュアトラック普及・定着事業への取組みにも活かされたほか、本学独自のテニュアトラ
ック型教員制度開始の契機となるなど、学内の他の人材養成制度に様々な波及効果をもたらした。
また、本プロジェクトによって構築したテニュアトラック制実施の経験は、地方国立大学ならではの
要因も影響しており、地方における実施例としては、今後多くの地方大学にとって参考になると考え
られる。本プロジェクトの進捗状況等については、ホームページ、ニュースレター等を通して本学内
外に広く情報発信した。平成 23 年 12 月には学内向けに「「イノベーティブマリンテクノロジー研究者
育成」事業テニュアトラック教員発表会」を開催し、翌 24 年 12 月には高知市内において市民向けに
「高知大学テニュアトラック制成果報告シンポジウム」を開催するなど、学内、学外への情報発信に
努めた。
本プロジェクトの総括責任者である学長は、本プロジェクトの応募申請の意思決定、採択後の若手
研究者評価支援機構の設置等の推進体制の整備等、本プロジェクトの推進のためにリーダーシップ
を発揮してきた。このような学長の指示を受けて、事務局においても本プロジェクト支援のための特
別組織として研究推進特別支援室を設置し、支援に必要な職員を配置したほか、本学各部局が部
局所属教員に対するメンターの委嘱や TT 若手の研究スペースの提供に協力してくれた。このように
本プロジェクト推進のために学長のリーダーシップの下、全学で協力する体制が構築された。
以上のように、本プロジェクトでは、制度設計とその運用・見直しについて適切なマネジメントが行
われ、目標はほぼ達成されたと判断している。
(５) 実施期間終了以降の継続性・発展性
本プロジェクトでは、実施期間終了後も本プロジェクトによる育成過程にある TT 若手 4 名（うち 1
名はセーフティネットによる雇用延長措置を受けている。）の支援を継続していかなければならない。
このために必要な資金と支援体制は確保されている。
また、並行して全学的にテニュアトラック制を広げていく努力の一環として平成 23 年度から開始し
たテニュアトラック型教員制度については、学長裁量の戦略的管理人事枠を活用して毎年 1 名程度
のテニュアトラック型教員の採用を見込んでおり、そのために必要な経費を平成 31 年度までは確保
済みである。
このテニュアトラック型教員制度は、本プロジェクトで実施したテニュアトラック制を現時点における
本学の実情とニーズに即して修正したものであり、対象教員を若手研究者に限定するのではなく、
特定分野の教育や大学運営に必要な専門性を備えた教員にも適用できるようにしたものである。本
学で必要とする分野を定めて公募によって有望な専門性を備えた教員を全国から募集・選考し、任
27

期を定めて「テニュアトラック型教員」として採用し、実際に特定分野の業務に当たってもらうものであ
る。また、採用したテニュアトラック型教員の育成のためには各種の研修機会を用意することとしてい
る。任期の最終年度において、採用後の実績を所属部局のテニュア資格審査会が各部局ごとに定
める基準に基づいて審査し、合格と判断された場合に本学のテニュア教員として迎え入れることにな
る。これまでの運用実績では、全学的な新しいニーズに対応するために学長主導で強化される分野
への専門人材強化に適用されることが多かったため、センターや機構といった部局に採用される新
規教員に適用されることが多かった。一定の実績さえあげれば本学のテニュア教員となることができ
るということを明確にすることによって優れた専門性を備えた教員を学外から本学に異動しやすくし、
本学教員が備える専門性の幅を広げ、これによって本学に対する社会からの新しい要請への的確
な対応に資することができたと考えている。
さらに、国際公募により採用する若手研究者に一定期間自立的な研究環境を提供し育成するとい
う、より本格的なテニュアトラック制の全学導入に向けた検討も学長主導で進める予定である。
また、本プロジェクトの新研究分野での研究活動が、現在新設の方向で進んでいる農学海洋科学
部（仮称）海洋資源科学科（仮称）の創設にも大きな影響を与えており、今後、この学部における若
手教員養成のニーズがあれば、テニュアトラック制による採用も考慮される。
以上のように、本プロジェクトで整備されたテニュアトラック制は、実施期間終了後も、継承され、引
き続き発展していくことが期待でき、目標はほぼ達成されたと判断している。
(６) 中間評価の反映
中間評価では、テニュアトラック制の全学展開を進めるよう求められたが、その点については、本学
独自のテニュアトラック型教員制度をさらに進めていくとともに、平成 25 年 12 月には本学独自の制
度としてテニュアトラック型教員のテニュア資格審査に関する実施要項を定めるなど、より充実したテ
ニュアトラック制を目指した検討を続けてきた。
以上のように、中間評価での指摘内容は十分に反映して、本プロジェクトの目標達成に繋げてき
た。
(７) その他
本プロジェクトでは、女性若手 TT のライフイベントに配慮し、技術支援員１名とは別に研究支援員
（ポストドクター）１名を配置することで、研究を継続しやすい環境を整えた。また、テニュア審査を実
施した結果、不合格となった TT 若手に対しては、セーフティネットとして任期の延長を最大３年まで
認め、テニュア再審査の機会を設けるか、速やかな他機関への就職斡旋等を行うこととしており、現
在、１名がセーフティネットを利用している。
平成 24 年７月に高知大学が事務局となり日本で 「The 9th Ａsia-Pacific Marine Biotechnology
Conference Organizing Committee」 を開催し、国内外から約 340 名（うち外国籍約 110 名）の研究
者が参加した。本会議は、バイオテクノロジーを基盤とした海洋の学術的な理解及びその利用に寄
与することを目的とし、アジア太平洋地域の教育機関・諸企業・各種研究機関の海洋生命工学研究
者が参加する歴史のある国際会議であり、対象とする分野は海洋生物・微生物に関する細胞生物
学、分子生物学、発生生物学、環境・生態学といった基礎研究から、生理活性物質、バイオエネル
ギー、バイオマテリアル、養殖技術といった応用研究まで広範な海用生命工学研究を主題としてい
る。本国際会議において、「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」講演会を設定し、本プロ
グラムで採用したＴＴ若手が研究成果を世界に向け発表するとともに、海外の研究者と情報交換を
行った。
また、平成 26 年１月には、本プロジェクトが、本プログラムで亜熱帯島嶼科学の学際・複合的な研
究を指向する研究者を育成する目的で採択された琉球大学と共同で、海洋科学の発展と新たな展
開、人材育成に向けたシンポジウムを開催した。本シンポジウムでは、本プロジェクトで採用したＴＴ
若手と琉球大学でテニュア職を取得した若手研究者が研究成果を発表するとともに、海洋科学研究
分野での人材育成ネットワーク構築に向け、今後、両校が相互に協力していくことを約束した。
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Ⅴ．実施期間終了後の人材養成システム改革の状況
１．実施期間終了後の人材養成システム改革の内容
（１） 実施期間終了後、機関で導入している（導入が決定している）テニュアトラック制
〔「表Ⅴ-１-１ 実施期間終了後、既に導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の実績」参照〕

① テニュアトラック制導入に向けての機関の方針
本学では、任期を定めて教員を雇用し、一定の実績を挙げ、その部局で定めた基準を満たした場
合は任期の定めのないテニュア教員として採用するというテニュアトラック型教員制度が平成 23 年度
から導入されている。以降、学長裁量による戦略的人員枠を使って教員を雇用する場合は、原則と
してこのテニュアトラック型教員制度によることとしている。
本プロジェクトにおいて整備したテニュアトラック制の下で育成を続けている 4 名の TT 若手及び医
学部においてテニュアトラック普及・定着事業の下で育成を続けている TT 若手２名に対する支援を
彼らのテニュアトラック期間とその後必要に応じセーフティネット制度適用期間において継続する。
今後この制度と全く同じ内容を適用する新規採用については予定されていないが、テニュアトラック
型教員制度の運用と並行して、本プロジェクトの経験を活かし、学長の裁量による戦略的管理人員
枠で若手研究者を採用のうえ、一定期間自立的な研究環境を提供して育成し、退職が予定されて
いる教員の部局に配属する、より本格的なテニュアトラック制の全学導入に向けた検討を学長主導
で進めている。
テニュアトラック制の全学導入が当初の目標より遅れているが、これは本学の財政や人材につい
て、当面は、平成 27 年度における地域協働学部の開設、平成 28 年度を予定する農学部、人文学
部の改組（農学海洋科学部（仮称）および人文社会科学部（仮称）の設置）、平成 29 年度を目標とす
る理学部の改組等の現在進行中の教育組織改革に伴う大学設置・学校法人審議会に向けた教員
の確保、財政需要の短期的増加に対応するための措置が優先されざるを得ない状況となっており、
やむを得ないものと考えている。
② 導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の内容
現時点において導入しており、かつ、今後も新規採用が継続する予定のテニュアトラック制に該
当するものは、テニュアトラック型教員制度である。
このテニュアトラック型教員制度は、本プロジェクトで実施したテニュアトラック制を現時点における
本学の実情とニーズに即して修正したものであり、詳細は、IV.5.(5)で説明したとおりである。
上述のとおり、今後学長裁量による戦略的人員枠を使って教員を雇用する場合は、原則としてこ
のテニュアトラック型教員制度によることとしているが、本プロジェクト及びテニュアトラック普及・定着
事業の経験を活かし、本格的なテニュアトラック制の全学導入に向けた検討を進めている。
③ 導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の適用範囲（適用する部局など）
適用範囲は全学の部局であるが、適用実績のある部局は、医療学系看護学部門、総合教育セン
ター、保健管理センター、安全・安心機構といった部局である。
④ 導入している（導入が決定している）テニュアトラック制の適用規模（機関全体での適用人数など）
平成 23 年度以降の実績では、大学全体で毎年２～４人程度。平成 23 年度から平成 26 年度まで
の４年間の採用実績の合計は 12 名である。
⑤ テニュアトラック制導入による今後の課題
テニュアトラック型教員制度の運用に加えて、本プロジェクトの経験を活かして研究環境整備の予
算の確保、専有研究室等独立性の確保などを具体化し、若手研究者に一定期間自立的な研究環
境を提供するという、より本格的なテニュアトラック制を全学に導入していくことが今後の課題である。
⑥ 実施期間終了後、テニュアトラック制を導入していない（導入が決定していない）ことに対する課題
上記のとおりテニュアトラック型教員制度という形でテニュアトラック制を導入しており、さらにテニュ
アトラック制の全学導入の検討を進めているため、本項目は該当しない。
⑦ その他
特になし
（２） 実施期間終了後のテニュアトラック制以外の人材養成システム改革の実施とその課題
本プロジェクトの成果の波及効果として既に記載したように、以下の人材養成システムについては、
今後も実施を継続するが、予算配分を伴うものについては、状況によりその対象者数又は個々の配
分額を調整する可能性はある。
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・

若手教員（39 歳以下）・大学院生を対象として、平成 24 年度より「教育研究活性化事業」（研究
促進）を開設し、スタートアップ等研究資金（教員上限 40 万円、大学院生上限 10 万円）として総額
500 万円を支援する。
・ 本プログラムにおける自立的研究環境の効果が大きいことを活かして、博士の学位未取得教員
に、一定の研究に専念できる環境を整備し、より高度な専門的知識や研究開発能力を修得させる
ため学位取得促進プログラム及び、教員の担当する職務の全部又は一部を一定期間免除し、所
属部門において代替・支援措置を講じたうえで、教員自らが主体的に調査研究に専念するサバ
ティカル研修制度を平成 24 年度に制定し運用している。
２．実施期間終了後の資金計画
〔「表Ⅴ-２-１ 実施期間終了後の資金計画」参照〕

本プロジェクトで採用しテニュア審査まで至っていないＴＴ若手３名（平成 27 年度～平成 29 年度）
の人件費及び研究費（平成 27 年度一人当たり年間 200 万円、次年度以降年間 150 万円）、セーフ
ティネット適用ＴＴ若手１名（平成 27 年度～最長３年）の人件費、また、TT 普及・定着で採用されてい
る医学部ＴＴ若手２名（平成 27 年度２名分、平成 28 年度１名分）の人件費及び研究費（一人当たり
年間 200 万円）、更に、本学で独自に創設した戦略的管理人員であるテニュアトラック型教員の平成
31 年度までの年平均採用１名の人件費を見込んでおり、スタートアップ資金についても検討中であ
る。
また、ＴＴ若手には、テニュア取得を目指した各種育成プログラム、若手研究者評価支援機構及
びメンター等による支援、学内ＦＤを引き続き実施する。
大学運営に必要な運営費交付金は毎年 1.3％減少するため、本プロジェクト設計時と比較し TT
若手の採用計画の見直しや配分研究費の減額も避けられない状況ではあるが、以上の計画でテニ
ュアトラック制を継続する。
３．実施期間終了後の人材養成システム改革に対する機関の長のコミットメント
本学では、各学部にポイントを配置し、教員の人事管理を行っている。学長は、そのうちの一定の
ポイントを戦略的人員枠として持ち、学長の裁量において戦略的な教員採用を行っており、本プロジ
ェクトにおける TT 若手もその中に含まれる。
これまで学長は、教員の採用のみならず、本プロジェクトの申請・推進体制の整備、医学部でのテ
ニュアトラック制導入、海洋系新学部の設置、エフォート管理に基づく新教員評価システムの導入・
人事考課への反映、年俸制の導入、学位取得促進プログラムなどの大学改革、人材養成システム
改革の意思決定を行い、実現させてきた。また、本プロジェクトのテニュアトラック制により優秀な若手
研究者が育成され、その波及的効果が教育研究組織や人事評価に改革をもたらしたことから、大学
運営において厳しい予算状況が見込まれているが、学長裁量である戦略的管理人員枠を用いたテ
ニュアトラック型教員を積極的に採用し、本プロジェクト終了後もテニュアトラック制を継続する計画で
ある。今後、教育改革の進捗状況を踏まえながら、本プログラムでの経験を生かし、今後より改善さ
れたテニュアトラック制を軸とした人材養成システム改革を進めていく。
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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．プロジェクトの実施体制と実施概要」に係る図表
表Ⅲ-２-１ プロジェクトの運営・実施体制
委員などの構成（人）
委員会などの
名称

委員会などの
役割と位置づけ

自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外

（全機関運営）
プロジェクトの統括
若手研究者評価支
3
3
0
0
0
援機構会議
（プロジェクト実施） TT 若手の公募・選
若手教員選考委員 考
2
2
2
4
1
会
（プロジェクト実施） TT 若手の評価
若手教員評価委員
３
0
１
4
1
会
（プロジェクト実施） TT 若手の支援
若手教員支援委員
1
2
0
5
1
会
（プロジェクト実施） TT 若手に対する助
イノベーティブマリ 言と支援
6
5
8
0
0
ンテクノロジー研究
者育成拠点
「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
公募分野・部局

生物相互作用、海洋天然物化学、ケミカルバイオロジー、合成化学、グリーン
ケミストリー、海洋深層水科学

公募期間

平成 22 年 9 月 1 日～平成 22 年 10 月 29 日

公募媒体

Nature, Chemical & Engineering News,J REC-IN, 大学 HP, 関係学会 HP 又
は 学会誌

公募費用

1,521,478 円(Nature:1,381,516 円,C&EN:139,962 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
公募分野・部局

ケミカルバイオロジー、合成化学

公募期間

平成 22 年 12 月 1 日～平成 23 年 1 月 31 日

公募媒体

Nature, Chemical & Engineering News, JREC-IN, 大学 HP, 関係学会 HP 又
は 学会誌

公募費用

1,738,357 円(Nature:1,584,691 円,C&EN:153,666 円)

表Ⅲ-３-１-３ 平成 24 年度第 1 回目（通算第 3 回目）国際公募の実施状況
公募分野・部局

機器分析学、分子薬理学、メディシナルケミストリー

公募期間

平成 25 年 2 月 22 日～平成 25 年 3 月 31 日

公募媒体

Nature, Chemical & Engineering News, JREC-IN, 大学 HP, 関係学会 HP 又
は 学会誌

公募費用

937,780 円(Nature:778,785 円,C&EN:158,995 円)

表Ⅲ-３-１-４ 平成 25 年度第 1 回目（通算第 4 回目）国際公募の実施状況
公募分野・部局

機器分析学、メディシナルケミストリー

公募期間

平成 25 年 9 月 10 日～平成 25 年 11 月 15 日

公募媒体

JREC-IN, 大学 HP

公募費用

なし

表Ⅲ-３-２-１ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：１．生物相互作用）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

1
2

2
2

1

3
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自機関外
その他

1

国内

海外

1

1

表Ⅲ-３-２-２ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：２．海洋天然物化学）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

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

1
1

1
2

1

1

3

1

国内

海外

2

表Ⅲ-３-２-３ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：３．ケミカルバイオロジー）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部

１

自機関外

関係部局

その他

国内

1
1

2
2

2

3

1

海外

表Ⅲ-３-２-４ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：４．合成化学）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

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

1

1
1

1
2

2

3

1

1

海外

表Ⅲ-３-２-５ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：５．グリーンケミストリー）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

選考委員などの構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

1
1

2

1

3

自機関外
その他

国内

2

1

海外

1

表Ⅲ-３-２-６ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：６．海洋深層水科学）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

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

1
1

1
2

1

1

3

1
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国内
2

海外

表Ⅲ-３-２-７ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：７．機器分析学）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

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

1

1
1

3
2

2

1

2

3

1

表Ⅲ-３-２-８ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：８．分子薬理学）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

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

1
1

1
1

2
2

2

2

3

1

海外

表Ⅲ-３-２-９ TT 若手の選考体制（公募分野・部局：９．メディシナルケミストリー）
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
面接審査
若手研究者評価支援機
構会議

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

1
1

1
1

2
2

2

1

2

3

1

34

表Ⅲ-３-３ 年度別・公募分野別の公募・選考状況

単位：人

応募者数＊１
採用
年度

公募分野

公
募
人
数

生物相互作用

選考対象者数＊２

総数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

1

18

15

3

海 洋 天 然物 化
学

1

11

7

ケミカルバイオ

1

16

合成化学

1

グリーンケミスト

最終審査対象者数＊３

総数

日
本
国
籍

外
国
籍

女
性

2

18

15

3

4

1

11

7

14

2

1

16

14

12

2

1

1

17

16

1

1

5

5

6

81

69

機器分析学

1

11

分子薬理学

1

メディシナルケ

（平成）

総数

日
本
国
籍

外
国
籍

2

3

3

4

1

2

1

1

14

2

1

3

2

1

14

12

2

1

2

2

1

17

16

1

1

2

2

2

5

5

2

2

2

12

8

81

69

12

8

14

12

8

3

3

11

8

3

3

3

3

17

14

3

17

14

3

2

2

1

13

7

6

1

12

7

5

1

2

2

3

41

29

12

4

41

29

12

4

7

7

9

122

98

24

12

122

98

24

12

21

19

女
性

1

ロジー

22 年度

リー
海 洋 深 層水 科

2

学

小計
23 年度

24 年度

25 年度

2

3

小計

小計
1

ミストリー

小計

1

26 年度
小計
合

計

2

注）平成 22 年度に６分野の国際公募を行い６名の採用を決定し、海洋天然物化学、海洋深層水科学の
２名は平成 22 年度中に就任したが、生物相互作用、ケミカルバイオロジー、合成化学、グリーンケミストリ
ーの４名は平成 23 年 4 月 1 日の就任となった。
また、平成 25 年度の３分野については、平成 24 年度末及び平成 25 年度に公募（再公募）が行われ、
平成 25 年度に選考審査を実施のうえ、平成 25 年度内に就任した。
【注】 ＊１：公募要件を満たさない者、書類不備などを含めた応募者数の総計を記載してください。
＊２：公募要件を満たさない者、書類不備などの応募者を除いた第一段階目の選考対象者数を
記載してください。
＊３：多段階の選考プロセスを経て、採用者を決定した最終段階の選考対象者数を記載してくだ
さい。
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4

表Ⅲ-３-４ 年度別・採用部局（予定を含む）別ＴＴ若手採用者数
採用者の国籍・性別

採用

部局など

年度

採用人数

日本
国籍

（平成）

外国籍

単位(人)
注：[ ]内は採用者総数に対する％
採用者の
海外ポスドク経験

女性

採用者と
機関との関係

経験者
総数

直前経
験者数

直前職

学位
授与

複合領域
科学部門
（総合研究

22 年度

6

5[83]

1[17]

2[33]

2[33]

0[0]

0[0]

0[0]

6

5[83]

1[17]

2[33]

2[33]

0[0]

0[0]

0[0]

3

3[100]

0[0]

0[0]

2[67]

1[33]

0[0]

0[0]

3

3[100]

0[0]

0[0]

2[67]

1[33]

0[0]

0[0]

9

8[89]

1[11]

2[33]

4[44]

0[0]

0[0]

0[0]

センター）
小計
《複合領域
科学部門

《4》

（総合研究

23 年度

センター）》
小計
24 年度

《4》

小計
複合領域
科学部門
（総合研究

25 年度

センター）
小計
26 年度

小計
合計

注）平成 22 年度に６分野の国際公募を行い６名の採用を決定し、海洋天然物化学、海洋深層水科学の２
名は平成 22 年度中に就任したが、生物相互作用、ケミカルバイオロジー、合成化学、グリーンケミストリー
の４名は平成 23 年 4 月 1 日の就任となった （平成 23 年度《 》書き）。
表Ⅲ-３-５ 年度別のＴＴ若手採用計画数と実際のＴＴ若手採用数との比較
提案書などで
計画した採用数
年度

22 年度
23 年度

人
件
費
の
み
自
主
経
費

5

1

す
べ
て
自
主
経
費

そ
の
他

合
計

す
べ
て
補
助
金

6

2
3

人
件
費
の
み
自
主
経
費

す
べ
て
自
主
経
費

事
業
」
に
よ
っ
て
採
用
・
育
成

左
記
の
う
ち
「
Ｔ
Ｔ
普
及
・
定
着

そ
の
他

合
計
（
１
）

計画した採用数と実施期間中の採用数が異なった理由

2

公募基準とした研究業績に満たなかったことか
ら再公募を実施し、採用を内定した年度内に着
任できず後年度採用となった

*

（平成）

す
べ
て
補
助
金

実施期間中の採用数

1

4

36

24 年度
25 年度

2

1

3

2

1

3

7

2

9

7

2

9

26 年度
合計

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

左記論文以外による
発表・著書など(件)

査読付き原著論文(報)

口頭発表（件）

TT 若手
22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
年
度

ＴＴ若手：A

1

1

0

1

5

0

1

2

0

0

0

1

2

1

1

ＴＴ若手：B

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

4

1

0

ＴＴ若手：C

－

1

3

2

5

－

0

0

0

0

－

2

2

2

2

ＴＴ若手：D

－

5

4

3

3

－

0

0

0

3

－

5

8

1

5

ＴＴ若手：E

－

0

0

0

0

－

0

0

0

0

－

1

2

2

2

ＴＴ若手：F

－

0

0

3

3

－

0

0

0

0

－

1

3

2

2

ＴＴ若手：G

－

－

－

0

1

－

－

－

0

0

－

－

－

0

2

ＴＴ若手：H

－

－

－

0

3

－

－

－

0

2

－

－

－

0

2

ＴＴ若手：I

－

－

－

0

3

－

－

－

0

1

－

－

－

1

0

1

7

7

10

24

0

1

2

0

6

0

11

21

10

16

合計

特許出願(件)
（受理件数を〔 〕書きで
内数で記入）

TT 若手
22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

ＴＴ若手：A

0

0

0

ＴＴ若手：B

0

0

ＴＴ若手：C

－

ＴＴ若手：D

受賞（件）
26
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
年
度

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－

1

1

1

0

－

0

0

0

0

－

2

1

1

0

ＴＴ若手：E

－

0

4
〔4〕

0

－

0

0

0

0

ＴＴ若手：F

－

0

0

3
〔3〕
0

0

－

0

0

0

0

ＴＴ若手：G

－

－

－

0

－

－

－

0

1

ＴＴ若手：H

－

－

－

ＴＴ若手：I

－

－

－

0

0

4
〔4〕

合計

0

0

0
3
〔3〕

0

－

－

－

0

0

0

－

－

－

0

0

0

0

3

2

2

1
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トラック期間中の顕著な学術
的成果及び受賞例

海の貝が地峡を越えて拡散したこ
とを遺伝学的に証明した世界初と
なる研究が論文として発表された。

世界で初めて共有結合性を有する
硫黄を対象としたＮＭＲ法による
測定に成功した。今後、Ｘ線による
解析が行えないゴムの架橋構造解
析への応用が期待される。

表Ⅲ-４-２

TT 若手の職位別研究指導認定状況など【博士前期課程、修士課程など】
基準日：TT 若手が辞職した年月日
単位：人
一般のテニュア職
TT 若手
T 若手が所属またはテニュア採用後に
准教授
講師
助教
准教授
講師
助教
所属する可能性のある部局など
教員数
6
2
3
6
総合研究センター
研究指導認定済み教員数
3
2
2
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

表Ⅲ-４-３

TT 若手の職位別研究指導認定状況など【博士後期課程、博士課程など】
基準日は TT 若手が辞職した年月日）
一般のテニュア職
TT 若手
T 若手が所属またはテニュア採用後に
准教授
講師
助教
准教授
講師
所属する可能性のある部局など
教員数
6
2
3
総合研究センター
研究指導認定済み教員数
3
2

単位：人
助教

6
2

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

「５．ＴＴ若手及び研究支援員（ポストドクター）のキャリアパス支援と人材流動性への配慮」に係る図表
表Ⅲ-５-１ ＴＴ若手の転出・辞職状況
該当なし
「６．年次評価及び中間評価の体制、基準・方法、評価結果など」に係る図表
表Ⅲ-６-１ TT 若手の年次評価の体制
評価の内容
（書類評価、
面接評価など）

評価委員などの構成（人）
自機関内

自機関外

執行部

関係部局

その他

国内

海外

1

1

4

１

年次評価－１

書類評価

3

年次評価－2

書類評価

3

2

年次評価－3

書類評価

3

１

表Ⅲ-６-２ TT 若手の中間評価の体制

評価の段階

評価の内容
（書類評価、
面接評価など）

評価委員などの構成（人）
自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外
1

第１次段階

書類評価

3

2

4

第２次段階

研究発表内容評価

3

2

4
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表Ⅲ-６-３ ＴＴ若手の中間評価結果

TT 若手

評Ｔ
在価Ｔ
若
任実手
施
月 の
数ま中
で
の間

ＴＴ若手：A

23 ヶ月

ＴＴ若手：B

22 ヶ月

ＴＴ若手：C

21 ヶ月

ＴＴ若手：D

21 ヶ月

ＴＴ若手：E

21 ヶ月

ＴＴ若手：F

21 ヶ月

中間評価実施
時の配属想定
部局

TT 若手
に中間評
価結果を
開示した
年月日

評価結果

総合研究セ 平成 25 年 全体８項目の評価のうち、１項目でＡ評価を得た
ンター
6 月 13 日 が、「研究業績評価」及び「外部資金獲得力評
価」の２項目がＣ評価であるため、早急に今後の
計画を見直し、相談すること。また、見直しを行
った結果、テニュア審査の合格基準に達する見
通しが得られない場合は、進路変更の可能性も
含め相談すること。
総合研究セ 平成 25 年 全体８項目の評価のうち、Ａ評価はなく、「研究
ンター
6 月 13 日 業績評価」がＣ評価であるため、早急に今後の
計画を見直すこと。また、他のＢ評価に留まって
いる項目についてもテニュア審査に向けての更
なる努力を期待する。
総合研究セ 平成 25 年 全体８項目の評価のうち、３項目でＡ評価を得て
ンター
6 月 13 日 おり、さらにＣ評価とされる項目はなく、活動は順
調であるが、「研究業績評価」、「外部資金獲得
力評価」でＡ評価となるよう更なる努力を期待す
る。
総合研究セ 平成 25 年 全体８項目の評価のうち、３項目でＡ評価を得て
ンター
6 月 13 日 おり、さらにＣ評価とされる項目はなく、活動は順
調であるが、「研究業績評価」、「外部資金獲得
力評価」でＡ評価となるよう更なる努力を期待す
る。
総合研究セ 平成 25 年 全体８項目の評価のうち、１項目でＡ評価を得た
ンター
6 月 13 日 が、「研究業績評価」がＣ評価であるため、早急
に今後の計画を見直すこと。また、他のＢ評価に
留まっている項目についてもテニュア審査に向
けての更なる努力を期待する。
総合研究セ 平成 25 年 全体８項目の評価のうち、１項目でＡ評価を得た
ンター
6 月 13 日 が、「研究業績評価」及び「外部資金獲得力評
価」の２項目がＣ評価であるため、早急に今後の
計画を見直し、相談すること。また、見直しを行
った結果、テニュア審査の合格基準に達する見
通しが得られない場合は、進路変更の可能性も
含め相談すること。
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「７．テニュア審査の体制、基準・方法、審査結果など」に係る図表
表Ⅲ-７-１ TT 若手のテニュア審査の体制
審査委員などの構成（人）

審査の内容
（書類審査、
面接審査など）

審査の段階

自機関内
執行部

関係部局

自機関外
その他

国内

海外
1

第 1 次段階

書類審査

3

1

4

第 2 次段階

研究成果発表審査

3

1

4

第 3 次段階

面接審査

3

1

表Ⅲ-７-２ 早期に実施したテニュア審査結果及びそれに基づくＴＴ若手の処遇
該当なし
表Ⅲ-７-３ トラック期間内に最終テニュア審査を行わなかったＴＴ若手の状況
該当なし
表Ⅲ-７-４ ＴＴ若手の最終テニュア審査結果

TT 若手

最
在実終
任施テ
ニ
月まュ
で
数のア
審
査

ＴＴ若手：A

47 ヶ月

ＴＴ若手：B

46 ヶ月

ＴＴ若手：C

45 ヶ月

ＴＴ若手：D

45 ヶ月
45 ヶ月

審査実施時の
配属想定部局

総合研究セ
ンター
総合研究セ
ンター
総合研究セ
ンター
総合研究セ
ンター
総合研究セ
ンター

ＴＴ若手：E

ＴＴ若手：F

合格
合格
合格
合格

不合格

45 ヶ月

総合研究セ
ンター

TT 若手にテニュア審査結果を開示した

審査結果

合格

年月日及びコメントの概要
平成 26 年 12 月 17 日に審査結果を伝えたが、テニュ
ア審査合格者には、合格であることのみ通知した。
平成 26 年 12 月 17 日に審査結果を伝えたが、テニュ
ア審査合格者には、合格であることのみ通知した。
平成 26 年 12 月 17 日に審査結果を伝えたが、テニュ
ア審査合格者には、合格であることのみ通知した。
平成 26 年 12 月 17 日に審査結果を伝えたが、テニュ
ア審査合格者には、合格であることのみ通知した。
平成 26 年 12 月 17 日に、「ミッションステートメント達
成度評価」において、海洋科学に関する研究成果が
不十分であり、研究成果を査読付き論文に発表して
いないことからミッションステートメントの達成が不十分
と判断しＣ評価と判定した。
平成 26 年 12 月 17 日に審査結果を伝えたが、テニュ
ア審査合格者には、合格であることのみ通知した。

表Ⅲ-７-５ 最終テニュア審査に基づいて自機関のテニュア職に採用したＴＴ若手の状況
テニュア職の
採用年月日

しＴ
Ｔ
月て
の若
数在手
任と

採用したテ
ニュア職の
職位

配属部局

その他
（任期の有無・テニュ
ア職としての職務等）

ＴＴ若手：A

平成 27 年 4 月 1 日

50 ヶ月

准教授

総合研究センタ
ー（複合領域科
学部門）

任期無・教育研究活
動

ＴＴ若手：B

平成 27 年 4 月 1 日

49 ヶ月

助教

総合研究センタ

任期無・教育研究活

TT 若手
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ＴＴ若手：C

平成 27 年 4 月 1 日

48 ヶ月

准教授

ＴＴ若手：Ｆ

平成 27 年 4 月 1 日

48 ヶ月

助教

ー（複合領域科
学部門）
総合研究センタ
ー（複合領域科
学部門）
総合研究センタ
ー（複合領域科
学部門）

動
任期無・教育研究活
動
任期無・教育研究活
動

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

TT 若手

ＴＴ若手:Ｅ

しＴ
TT 若手に着 月 て Ｔ
の若
任した年月日 数 在 手
任と

平成 23 年 4 月 1 日

48 ヶ月

在任中
の職名

特任講師

研究分野

合成化学

転出
年月日

年 月 日

機関としての処遇や支援
及び
トラック期間終了後の所
属・職名・任期の有無等
セーフティネットにより、テ
ニュアトラック教員として１
年間雇用を延長し、テニ
ュア再審査を受ける事も
可能としている。

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

TT 若手

TT 若手に着 月 て Ｔ
の若
任した年月日 数 在 手

在任中
の職名

研究分野

テニュア職に
採用しなかっ
た理由

特任助教

グリーンケ
ミストリー

ＴＴ若手本人が転
出を希望

任と

ＴＴ若手:Ｄ

平成 23 年 4 月 1 日

48 ヶ月
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転出
年月日

転出先機関名
及び職名

27 年 4 月 1 日

東京工業大学
大学院・助教

表Ⅲ-７-８ 実施期間終了までのテニュア審査などの総括表

TT 若手の採用数、自機関テニュア採用数 など
①

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

助教

講師

准教授

合計

4

2

0

6

0

0

0

0

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

0

0

0

0

④ ①で採用した TT 若手のうち、最終テニュア審査を受けた
職位別 TT 若手の人数

4

2

0

6

⑤ トラック期間内の最終テニュア審査によって自機関のテニュアと
しての資格があると判定された職位別 TT 若手の人数

4

1

0

5

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

3

1

0

4

③

⑥

自機関テニュア職に採用した職位別 TT 若手の人数

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

C

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

助教

講師

0

准教授

教授

9

0

0

0

0

0

2

0

2

0

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

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

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

【４】 自機関のテニュア職への採用率〔％〕
｛（②の合計）＋（⑥の合計）
｝／（①の合計）
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100％以上
0％
83％
67％

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

イベント

広報活動

マスコミ報道

その他

22 年度

1

4

4

0

23 年度

3

4

5

0

24 年度

2

9

0

1

25 年度

1

10

2

1

26 年度

1

4

1

3

44

「Ⅳ．プロジェクト実施の成果と自己評価」に係る図表
「４．テニュアトラック制の導入による若手研究者育成システム改革の状況」に係る図表
表Ⅳ−４−１ テニュアトラック制の導入がもたらした若手研究者育成システム改革の事例
(テニュアトラック制全体を導入していなくても，若手自立プログラムを実施したことで，採用シ
ステム部分のみ，あるいは新しい人材養成システムの導入など，本プロジェクトの成果の波及的
影響として改革が実施された項目についても記述ください。)
分類

狙いや期待した効果

制度改革の内容

得られた効果や影響

・ テニュアトラック制の他部局 ・ 教員を任期付で採用し、一定の ・ 優秀な人材の確保
への展開
実績を挙げ、当該部局で定めた
基準を満たした場合にテニュア
職として採用するテニュアトラッ
ク型教員制度の運用
・ 海洋系の新教育研究分野
の組織化

導入した新し
い制度設計の
事例

・ 本学の教育組織改革の一環と ・ 本プロジェクトの実施に
して、海洋系新教育組織の構築
より、海洋資源系・防災
工学系の新教育組織
の設置に向けた検討が
加速し、農学部の改組
による農学海洋科学部
（仮称）の平成 28 年度
設置に向けた申請に
繋がった。

・ 教員評価システムの実質化 ・ エフォート管理（教育、研究、国 ・ 大学運営への積極的
際・社会貢献、管理運営）に基
参加、モチベーション
づく新たな教員評価システムの
の向上
導入と人事考課への反映
・ 若手研究者を対象とした研
究活性化

・ 若手教員（39 歳以下）・大学院 ・ 研究成果発表（論文発
生を対象として、平成 24 年度よ
表、学会発表）の増加
り「教育研究活性化事業」（研究
促進）を開設し、スタートアップ
等研究資金（教員上限 40 万
円、大学院生上限 10 万円）とし
て総額 500 万円を支援

・ 専門的知識、研究開発能
力の向上

・ 博士の学位未取得教員に、一 ・ 現在利用中の者を含
定の研究に専念できる環境を
め 22 名が利用してお
整備し、より高度な専門的知
り、うち４名が学位を取
識や研究開発能力を修得させ
得
るため学位取得促進プログラ
ム実施要項を策定し、平成 24
年４月から実施

・ 研究能力、資質の向上

・ サバティカル研修制度を設
け、教員の担当する職務の全
部又は一部を一定期間免除
し、所属部門において代替・
支援措置を講じたうえで、教
員自らが主体的に調査研究に
専念する

若手人材養成
システムの
改革事例
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・ 現在まで利用実績はな
いが、部門による代替・
支援措置が困難な場
合は、非常勤講師を大
学負担により雇用する
ことを可能としており、
今後の利用が見込ま
れる

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

Ａ：年度平均
新規採用人数
(准教授以下)
（人）

Ｂ：テニュアト
Ｂ／Ａ
ラック教員新規 テニュアトラッ
採用計画
ク教員率
（年度平均，人）
（％）

全学組織である
センター及び機
構

1

1

100

機関合計

1

1

100

資金計画

人件費：学長裁量経費
研究費：学長裁量経費

【註】 なお，上表の数値には，実施が不明確な高知大学テニュアトラック教員制度による人数は含まれ
ていない。
「２．実施期間終了後の資金計画」に係る図表
表Ⅴ-２-１ 実施期間終了後の資金計画
運営費交付金(百万円)

６年目
（27 年度）

７年目
(28 年度)
８～10 年
目
（29～
31 年度）

人件費

75.3

研究費

10

その他の経費

4

人件費

61.6

研究費

6.5

その他の経費

2

人件費

34.5

研究費

1.5

その他の経費

0.7

［註］ 8 年度目以降については、各年度平均値を記入して下さい。
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その他(百万円)

【参考資料】
参考１ ミッションステートメント
○課題名
○総括責任者名
○機関名
（実施予定期間：

「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」
「相良 祐輔」
「国立大学法人高知大学」
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
高知大学では、異分野融合による海洋科学・海洋生命科学の創出を研究の重点と位置づけ、
独立した研究拠点となる“イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点”を設置して、その担い手とし
ての若手研究者をテニュア・トラック教員として配置する。
テニュア・トラック教員は、スタートアップ経費、一般研究経費、研究スペース、PD あるいは研究
支援員の配分を受け、拠点教員と連携して、本学の目指す海洋新領域科学研究を推進するととも
に、各種研究者育成プログラムを通じて世界水準の海洋科学研究者として育成する。最大 5 年間
の研鑽を積み、講師あるいは准教授のテニュア職採用審査を受ける。テニュア職採用審査は、外
部委員を含む“若手教員選考審査委員会”にて公正に実施する。その結果を本学役員会に上申し、
役員会はその結果を踏まえてテニュア職採用を決定する。採用審査については、評価基準の公表
と評価の数値化により厳正に実施する。
本事業では、学長に直轄して人材システム改革と若手研究者育成をマネジメントする“若手研究
者評価支援機構”を設置し、学長の管轄の下、公正で透明性の高い教員採用新制度と若手研究
者の採用おけるテニュア・トラック制の導入といった人材システムを構築する。これらの人材システム
の導入により、優秀な人材の養成、人材の流動化を促し、より高度な教育と特定の研究分野を集中
的に研究推進できる地方中核大学として進化したいと考えている。
（２）３年目終了時における具体的な目標
初年度に、国際公募により若手研究者を 6 名テニュア・トラック教員として採用する。併せて、研
究資金、研究スペース、人的支援、インフラ整備などの研究環境や各種人材育成プログラムや FD
活動の制度を整備する。採用したテニュア・トラック教員の年度評価と公開シンポジウムでの成果報
告を含む中間評価を、外部委員を加えた“選考委員会”にて実施する。研究の進捗や方向性につ
いて積極的に助言を行い、評価項目に関して改善すべき点を指示・指導する。優れた業績を達成
している研究者については、テニュア職採用審査を実施する。
テニュア審査制度と評価基準の詳細については、ホームページを通じて公表するとともに、外部
委員を含む選考委員会、採用基準の数値化と公表を骨子とする公正で透明性の高い教員採用新
制度を構築する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
初年度採用のテニュア・トラック教員が 100％テニュア制に移行できるポストを措置し、外部委員
を含む“選考委員会”において書面審査と面接審査によるテニュア職選考審査を実施し、講師ある
いは准教授として採用を行う。評価項目としては、業績評価、外部資金獲得等のマネジメント評価、
教育研究指導評価、社会活動評価、ミッションステートメント達成度評価、研究将来構想を総合的
に評価するが、テニュア・トラック期間内に外部資金の獲得し、論文発表あるいは特許出願という形
で、ミッションステートメントをおおむね達成できたことを要求する。
“イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点”の第三者外部評価を実施し、所属研究者個人と組
織の研究成果が世界レベルにあるかどうかの評価を行う。また、テニュアトラック制によるテニュア・ト
ラック教員を教育研究部・自然科学系、総合科学系、医療学系の新規採用に試行する。
（４）実施期間終了後の取組
平成 25 年度採用の 3 名のテニュア・トラック教員について、平成 28 年～平成 30 年度当初のテ
ニュア職採用を目指して、自主的な取組みに移行し継続する。学内資金計画と計画的な人材採用
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を企画することで、若手研究者をテニュア・トラック教員として採用する制度を自主的な取組みとし
て継続するとともに、自然科学系の部局のみならず、社会科学系部局を含めキャリア特性に応じた
制度設計により、テニュアトラック制の導入を目指す。これらの取組みを通して、公正で透明性の高
い教員採用制度の全学導入が図られるものと期待される。
（５）期待される波及効果
本取組みの実施により、教育研究者として新しい方向性を求める姿勢を常に意識し、緊張感と競
争意識の定着を目指す。本取組みは、地方大学の抱える人材の滞留と流出に関する問題を大きく
改革できる可能性があり、同じ問題意識を抱える地方大学へもかなりの波及効果が期待される。
海洋資源利用技術の新展開を、海洋地質学、生命科学・医学、化学の融合により行おうという分
野横断型研究は世界的にも例が少ない。海洋資源の利活用は、海洋基本法の理念や長期戦略指
針“イノベーション２５”技術革新戦略ロードマップの指針に合致したものであり、このような研究や技
術開発の推進を通じて、将来の海洋の開発・利用研究に貢献できる若手研究者を多数輩出した
い。

参考２ 採択時コメント
本提案は、機関の特性・蓄積を活かして「イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点」
を設置し、新たな分野横断型海洋科学研究分野を開拓・展開できる海洋科学研究者の育成と
世界水準の海洋新領域研究拠点の形成を目指す取組である。機関の長のリーダーシップの下、
人材の多様性を確保するための女性研究者や外国人研究者の採用目標を高いレベルで設定す
るとともに、様々な支援策を用意し、テニュアトラック若手研究者の育成プログラム等の人
材養成システム改革を推進する構想は具体的であり、高く評価できる。
今後、テニュアトラック若手研究者の国際公募に当たってテニュア審査の基準・手順を示
すこと、複数のキャンパスに分散的に配置されるテニュアトラック若手研究者の相互連携や
機関内の他の若手研究者との交流の促進及びテニュアトラック制の全学への展開・継続のた
めの方策を具体化することが必要である。
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参考３ 中間評価報告書
（中間評価）

イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成
（実施期間：平成22～26年度）
実施機関：高知大学（総括責任者：脇口 宏）
プロジェクトの概要
本学の海洋科学研究における人材資材を結集した“イノベーティブマリンテクノロジー研究拠
点”を組織するため、新規若手研究者採用制度により若手研究者を教員として配置し、新たな分野
横断型海洋科学研究分野を開拓・展開できる海洋科学研究者の育成と世界水準の海洋新領域研究
拠点の形成を目的とする。学長のリーダーシップの下に、将来有望な若手研究者育成を推進する
“若手研究者評価支援機構”を設置し、公正で透明性のある教員採用制度・審査方法といった人材
システム改革の全学への普及・導入に取り組む。人事の流動性と職・身分の安定性確保を両立し
つつ、教育研究の恒常的な活性化が図れる人材システムを構築する。
（１） 評価結果
総合評価

国際公募・選考・
業績評価

人事養成システム改革
（制度設計に基づく実
施内容・実績）

人事養成システム改
革
（制度設計に対する
マネジメント）

今後の進め方にお
ける取組

Ａ

a

a

a

a

総合評価：Ａ（所期の計画と同等の取組が行われている）
（２） 評価コメント
機関の組織改革の実施に合わせ、機関の強みである海洋生命科学研究分野の蓄積を活かし
「イノベーティブマリンテクノロジー研究拠点」を創設し、テニュアトラック制（以下「TT
制」という。
）の導入によって、新たな分野横断型海洋科学研究分野を展開できる海洋研究者を育
成するという明確な目標に基づいた制度設計は評価できる。
国際公募と公正で透明性のある審査体制を構築しており、多様な人材を採用し、研究環境も整
備され、海洋資源の活用など地域性を活かした研究に取り組んでいることは評価できる。中間評
価、テニュア審査の手順や基準も策定し、テニュア配属部局へのスムーズな移行を目指しており、
テニュアトラック若手研究者（以下「TT 若手」という。
）の部局を超えた連携などの今後の取り
組みを期待する。また、TT 制の全学展開を目指しており、拠点型の制度設計を活かしつつ、部局
型として定着させる新しい仕組みの設計もされており、定着に向けた今後の更なる努力を期待す
る。
・国際公募・選考・業績評価：国際公募と透明性の高い工夫された選考方法で、多数の応募者の中か
ら6名の優秀な若手研究者を採用し、外国籍研究者1名、女性研究者2名と多様な人材を採用してい
ることは評価できる。
・制度設計に基づく実施内容・実績：TT 若手の研究拠点は三つのキャンパスに分かれているが、
定期的な会合などを通じて連携と交流を図るとともに、地域との連携活動に取り組んでいること
は評価できる。今後は、教育力や国際性を育成する仕組みなどの構築を期待する。
・制度設計に対するマネジメント：学長のリーダーシップの下、テニュアポストを準備し、TT 制を
活かした組織改革を進めている。また、機関での PDCA サイクルを活用する体制が構築されてい
ることは評価できる。今後は、本研究拠点の発展型で TT 若手の活躍拠点を継続すること、また、
若手研究者の交流などTT若手の活動が活きる施策への支援も期待する。
・今後の進め方における取組：TT 制の全学展開に向けた検討が進められ、学長裁量経費などの活
用を考えた制度設計が進められており、
既に医学系で先行導入が進んでいることは評価できる。今
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後は、全学展開への具体的な制度設計を速やかに具体化することを期待する。

50

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）
高

知

大 学

「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」
テニュア・トラック教員の国際公募について
高知大学では、異分野融合による海洋科学・海洋生命科学の創出を研究の拠点と位置付け、新
たな分野横断型海洋科学研究分野を開拓・展開できる研究者の養成と世界最高水準の海洋新領域
研究拠点の形成を目指しています。この実現に向けて、平成 22 年度文部科学省科学技術振興調整
費における「若手研究者の自立的研究環境整備促進」によって「イノベーティブマリンテクノロ
ジー研究者育成」事業をスタートしました。本事業の実施にあたり、今年度は、海洋科学・海洋
生命科学の分野で活躍できる若手研究者を募集し、６名のテニュア・トラック教員（特任講師ま
たは特任助教）を採用する予定です。採用された若手研究者は、研究費並びに独立して研究に専
念できる環境が確保され、本学の重点研究分野において、自由な発想に基づいて効率的に自己の
研究テーマを展開することができます。採用後、５年目終了時（平成 26 年度末）の最終評価で優
秀と判断された場合は、本学のテニュア教員（任期なし：定年制）として採用します。また、３
年目の中間評価で顕著な業績をあげ、優秀であると判断された場合は、４年目から本学のテニュ
ア教員として採用します。テニュア教員として採用された後は、本人の希望と専門性に配慮した
所属部門・研究科専攻において研究・教育活動を行うことが可能となります。
１．募集人員
テニュア・トラック教員（特任講師または特任助教） ６名（「６．研究分野の概要に
示す研究分野に各１名）
２．所属
教育研究部総合科学系複合領域科学部門
専任担当部局は、総合研究センター海洋部門海洋生命研究分野（2010 年 4 月設置）
３．研究・教育環境
研究分野に応じた共通機器が整備されている施設に研究スペースが確保され、学内外
のメンターによる支援の下に、研究計画に基づく自由な研究を行うことが可能です。大学管理・
運営業務は免除されますが、教育能力を養うため、２年目以降は専門分野に関連する大学院の授
業を担当し、大学院生あるいは学部学生の研究指導（副指導教員相当）に従事して頂きます。
４．応募資格
以下の各号に掲げる条件をすべて満たす者。
（１） 自然科学に関する博士の学位を有する者、
あるいは 2011 年 3 月末までに取得見込みの者。
なお、2011 年 4 月 1 日時点で関連研究分野の博士号取得後 3 年～10 年の研究歴を有し、40
歳未満であることが望ましい。
（２） 「６．研究分野の概要」に示す分野横断型の海洋科学・海洋生命科学分野の研究を遂行
するための手法、知識、又は経験を有し、これらの分野で独創的かつ革新的な研究を推進
する強い意志を持つ者。
（３） 学生の教育や研究者養成に対する情熱と素養を備え、地域貢献・社会貢献、国際交流等
の活動に積極的な者。
（４） 英語でのコミュニケーション能力を有すること。また、外国籍の者は、テニュア・トラ
ック教員期間終了後にテニュア教員に採用された後は、大学の管理・運営業務や大学院生
の研究指導にも携わるため、日本語でのコミュニケーション能力を有すること。なお、希
望者には採用後に日本語習得の機会を設けます。
５．任用期間
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平成 23 年 1 月 1 日以降のできるだけ早い日から平成 27 年 3 月 31 日まで。着任時期は、現職
での任期等、本人の事情を考慮します。３年目の中間評価で、極めて優れた業績をあげ、本学の
教員採用基準を満たすと判断された場合には、早期にテニュア教員（講師あるいは准教授）とし
て採用します。
６．研究分野の概要
（１）生物相互作用
海洋生態系における、ウイルスを含む様々な海洋生物間の、化学物質を介した相互関係に関す
る研究を行います。海洋生態系における特異的な生物相互作用の解明に興味をもつ研究者の応募
を歓迎します。
（２）海洋天然物化学
海洋光合成生物種から得られる有用な生理活性物質の探索に関する研究を行います。例えば、
海洋渦鞭毛藻類を対象として、新規化合物の単離・構造解析・生物活性評価といった化合物ライ
ブラリーの構築に意欲のある研究者の応募を歓迎します。
（３）ケミカルバイオロジー
海洋微細藻類から得られるポリケチド系化合物を対象として、未解明な生合成プロセスについ
て研究を行います。生理活性物質を切り口として、化学的視点からの生命現象の解明に強い関心
のある研究者の応募を歓迎します。
（４）合成化学
特異な構造を有する海洋産の生理活性物質を対象として、それらの効率的合成及びそれに必要
な革新的な分子変換手法の開発に関する研究を行います。生理活性物質の合成を通じて、医学・
薬学・材料科学等の境界領域への展開に強い関心のある研究者の応募を歓迎します。
（５）グリーンケミストリー
海洋由来のバイオマス資源の探索や有効利用に向けた環境調和型技術の開発研究を行います。
海洋資源の有効利用、生物浄化システム、リサイクル技術といった視点から、次世代型産業創出
にも意欲を示す研究者の応募を歓迎します。
（６）海洋深層水科学
高知県で先駆的に研究が開始された海洋深層水の化学工学的あるいは生物工学的な利用技術
の開発研究を行います。深層環境下での海水の物理・化学・生物学的性状の解明と、それらを利
用した物質生産技術の開発など、新たな農学・医学・薬学分野への貢献に意欲を示す研究者の応
募を歓迎します。
７．主な職務内容
（１）応募時に提出する研究計画書（１３．応募書類（５））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
（３）大学院生（留学生を含む）の研究指導
（４）研究論文の発表
（５）積極的な競争的外部資金の獲得活動
（６）国内外の学術講演会及び展示会等での発表
（７）積極的な地域貢献・社会貢献、国際交流等の活動
（８）若手研究者評価支援機構長が必要と認めた業務
８．勤務条件等
（１） 就業に当たっては、高知大学諸規則が適用されます。
（２） 高知大学は３キャンパスに分かれており、勤務場所は、各研究分野に応じて岡豊
キャンパス（南国市岡豊小蓮）
、物部キャンパス（南国市物部乙 200）
、朝倉キャンパ
ス（高知市曙町２丁目 5-1）のいずれかとなります。
９．給与
本人の経歴等を勘案の上、本学規定により支給します。給与は退職手当を含み、特任講師は月
額 40 万～60 万円、特任助教は月額 30～50 万円を支給します。また、実態により通勤手当や住居
手当等の諸手当を支給します。
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保険は、健康保険（文部科学省共済組合）、年金（同共済年金）、雇用保険及び労働災害保険に
加入します。
１０．研究費及び研究支援体制
（１） 研究費
① スタートアップ研究費（採用決定後１年以内）
：300 万円（研究内容により上限 500 万円）
② 研究費：研究資金 300 万円程度/年度
③ その他：国際学会発表・情報収集旅費等 100 万円程度/年度
（２） 研究内容を勘案し、研究支援員を１名ずつ配置するとともに、採用するテニュア・
トラック教員６名の事務支援業務を行う人員を配置します。
（３） 指導する大学院生に対して、特別 RA(リサーチ・アシスタント)経費を予算措置し
ます。
（４） 各種人材育成プログラム・国内外研究派遣プログラムへの参加が可能です。
（５） 女性テニュア・トラック教員には、育児休業等にも対応できるよう、特任研究員
及び研究支援員を各１名ずつ配置します。また、研究者の夫婦が同時に本事業に応募
することを推奨し、男性研究者（夫）がテニュア・トラック教員として採用されなか
った場合には、特任職員又は研究支援員のポストへの採用を考慮します。出産・育児
等のライフイベントによって数ヶ月以上の休業を取らざるを得なかった場合の評価や、テニ
ュア審査の時期、任期の延長等については考慮します。
（６） 本学に所属する外国籍研究者を中心とした組織「テニュア・トラックサポート」
が、研究及び生活に必要なサポートを提供します。
１１．業績評価
任期３年目（平成 24 年度）に研究の進捗状況等の中間評価を行い、５年目（平成 26 年度）に
到達目標の達成度や研究業績等についての最終評価を行います。最終評価で「任期中に優れた業
績をあげ、本学の教員採用基準を満たす。
」と判断された者は、本学のテニュア教員として採用し
ます。また、３年目の中間評価で、極めて優れた業績をあげ、既に本学の教員採用基準を満たす
と判断された場合には、早期にテニュア教員として採用します。なお、最終評価において本学テ
ニュア教員の採用要件を満たさないと判断された場合には、セーフティーネット制度により、任
期の延長を最大３年まで認め、期間内にテニュア再審査の機会を設けるか、速やかに他機関への
就職斡旋等を行います。また、最終評価結果に異議がある場合は、結果の通知を受けた日の翌日
から起算して 14 日以内に書面による申立を行うことができます。
１２．テニュア審査（最終評価）の概要
テニュア審査は、外部委員を含む「若手研究者評価委員会」により、研究業績、競争的
外部資金獲得等のマネジメント能力、教育研究指導能力、社会活動実績、応募時に提出し
た研究計画の達成度等を書面審査と面接審査により総合的に判断し、厳正に実施します。
１３．応募書類
（１）応募申請書(別紙様式)
日本語または英語の様式に必要事項を記載・貼付して下さい。
（２）業績リスト(原著論文、総説、著書、学会発表、特許等出願・取得その他)
業績の種類ごとに降年順に記載し、いずれの業績についても応募者名に下線を加え、応募者
が責任著者（コレスポンディングオーサー）の場合は*印を付して下さい。原著論文については、
全著者名、論文名、掲載誌名、巻、最初と最後の頁数、発表年（西暦）
、インパクトファクター、
査読の有無を記載し、分担著書については、分担題目、担当頁を記載して下さい。また、主要
論文として提出する論文５編の頭には○印を付して下さい。学会発表については、国際学会発
表、招待演者やシンポジストとして発表したものを中心に、主要なものを記載して下さい。
（３）これまでの研究成果の概要
業績リストで○印を付した主要論文との関係を文中に示して記載して下さい。また、応募者
が主要論文の筆頭著者、あるいは責任著者でない場合は、当該論文に応募者の果たした役割を記
載して下さい。
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（４）競争的外部資金（科学研究費補助金等）、民間助成金等の獲得状況のリスト
科学研究費補助金等の競争的外部資金については、研究代表者・研究分担者の区別を明記し
て下さい。
（５）本学における研究計画及び５年後の到達目標、並びに今後の競争的外部資金獲得計画。
（６）主要論文別刷（５編以内）
業績リストで○印を付したものと対応していること。
（７）その他、審査の過程で追加の書類提出を求めることがあります。
※ 記載様式：
（１）以外は任意様式（A4 版）で、各文書に必ず氏名を記入して下さい。
１４．応募方法
上記（１）～（６）の提出書類を一つの PDF ファイルに変換したものを電子メールに添付の上、
下記提出先にお送りください。その際、メールの件名に「テニュア・トラック教員応募（「６．
研究分野の概要」に示す分野から１つ選択）」と明記してください（例：「テニュア・トラック
教員応募 （(１)生物相互作用）」）。なお、メール本文と合わせた容量が 20MB（メガバイト）
を超えると、当方のメールシステムでは受信できないので、その際は、電子メールの件名の最後
に（1/2）、（2/2）のように表示の上、分割して送信して下さい。受信後、折り返し受理通知メ
ールを返信いたします。応募後７日以内に電子メールの受理通知が届かない場合は、下記提出先
にお問い合わせください。応募に関する個人情報は、個人情報保護法並びに本学規定に基づき適
切に取り扱いますが、選考上必要な範囲において照会等を行う場合がありますので、ご了解の上
応募願います。なお、応募書類の返却は行いませんので、予めご了承願います。
１５．応募受付期間と審査スケジュール等
（１） 応募締切：平成 22 年 10 月 29 日（金）17 時（日本時間）
（２） 一次審査（書類選考）
：平成 22 年 11 月上旬
選考結果は、審査後速やかに応募申請書に記載の E-mail アドレスに通知いたしま
す。また、一次審査合格者には、二次審査の日程等を併せてお知らせいたします。
（３） 二次審査（面接等）
：平成 22 年 11 月中旬～下旬（場所：高知大学朝倉キャンパス）
（４） 審査基準
採用に当たっては、研究業績や資質、研究者としての将来性や進取の気運、本学での関
連分野研究者との協調性などを考慮します。また、審査の結果、複数の者が同等の評価で
ある場合は、女性研究者及び外国籍研究者を優先します。
１６．応募提出先及び照会先
高知大学 若手研究者評価支援機構 研究推進特別支援室
住所：〒780-8520 高知市曙町二丁目５－１
TEL: 088-844-8842, 8542 FAX: 088-844-8333
E-mail:kk41@kochi-u.ac.jp
※ 照会は、電子メールでお願いいたします。なお、回答は基本的に平日のみ（土曜日、日曜日、
祝休日以外）とさせて頂きます。
※ 当事業のホームページ（http://www.kochi-u.ac.jp/imt/）で概要等詳細をご確認ください。
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参考４-２ 平成 25 年度第 1 回目（通算第 4 回目）国際公募要領（和文）
高 知

大

学

「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」
テニュア・トラック教員の国際公募（再公募）について
高知大学では、異分野融合による海洋科学・海洋生命科学の創出を研究の拠点と位置付け、新
たな分野横断型海洋科学研究分野を開拓・展開できる研究者の養成と世界最高水準の海洋新領域
研究拠点の形成を目指しています。この実現に向けて、平成 22 年度文部科学省科学技術振興調整
費における「若手研究者の自立的研究環境整備促進」によって「イノベーティブマリンテクノロ
ジー研究者育成」事業をスタートしました。本事業の実施にあたり、平成 25 年度は、平成 23 年
に採用した TT 教員や総合研究センター海洋部門海洋生命研究分野教員、医学部附属先端医療学推
進センターと連携して研究が可能な若手研究者を募集し、3 名のテニュア・トラック教員（特任
講師または特任助教）を採用する予定です。採用された若手研究者は、研究費並びに独立して研
究に専念できる環境が確保され、本学の重点研究分野において、自由な発想に基づいて効率的に
自己の研究テーマを展開することができます。採用後、５年目終了時（平成 29 年度末）の最終評
価で優秀と判断された場合は、本学のテニュア教員（任期なし：定年制）として採用します。ま
た、年度の中間評価で顕著な業績をあげ、優秀であると判断された場合は、本学のテニュア教員
として採用します。テニュア教員として採用された後は、本人の希望と専門性に配慮した所属部
門・研究科専攻において研究・教育活動を行うことが可能となります。
「６．研究分野の概要」に
詳細な研究分野概要を記載しましたので、ご参照頂き、該当の方の積極的な応募をお願いします。
１．募集人員
テニュア・トラック教員（特任講師または特任助教）2 名（「６．研究分野の概要」に示す研究
分野に各 1 名）
２．所属
教育研究部総合科学系複合領域科学部門
専任担当部局は、総合研究センター海洋部門海洋生命研究分野
３．研究・教育環境
研究分野に応じた共通機器が整備されている施設に研究スペースが確保され、メンターによる
支援の下に、研究計画に基づく自由な研究を行うことが可能です。大学管理・運営業務は免除さ
れますが、教育能力を養うため、2 年目以降は専門分野に関連する大学院の授業を担当し、大学
院生あるいは学部学生の研究指導（副指導教員相当）に従事して頂きます。
４．応募資格
以下の各号に掲げる条件をすべて満たす者。
（１）自然科学に関する博士の学位を有する者、あるいは平成 25 年 12 月末までに取得見込みの
者。なお、平成 26 年 1 月 1 日時点で関連研究分野の博士号取得後 3 年～10 年の研究歴を有
し、40 歳未満であることが望ましい。
（２）「６．研究分野の概要」に示す分野横断型の生命科学分野の研究を遂行するための手法、
知識、又は経験を有し、これらの分野で独創的かつ革新的な研究を推進する強い意志を持つ
者。
（３）学生の教育や研究者養成に対する情熱と素養を備え、地域貢献・社会貢献、国際交流等の
活動に積極的な者。
（４）英語でのコミュニケーション能力を有すること。また、外国籍の者は、テニュア・トラッ
ク教員期間終了後にテニュア教員に採用された後は、大学の管理・運営業務や大学院生の研
究指導にも携わるため、日本語でのコミュニケーション能力を有すること。なお、希望者に
は採用後に日本語習得の機会を設けます。
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５．任用期間
平成 26 年 1 月 1 日以降のできるだけ早い日から平成 30 年 3 月 31 日まで。着任時期は、現職
での任期等、本人の事情を考慮します。3 年目（平成 27 年度）の中間評価で、極めて優れた業
績をあげ、本学の教員採用基準を満たすと判断された場合には、早期にテニュア教員（講師ある
いは准教授）として採用します。
６．研究分野の概要
（１）機器分析学
海洋生物や海洋微生物からの有用二次代謝産物の探索、構造解析、生合成、活性評価を目的と
した機器分析学の手法を開発し、実際に上記に応用する研究を行う。特に有用新規物質を効率的
に発見する手法を念頭に置いた分析化学的方法論の展開を行う。本学の装置（核磁気共鳴装置や
質量分析計等）を使用し、本学総合研究センター海洋部門や生命・機能物質部門、および医療学
系の教員と連携しながら研究を進めることを望む。将来的には学部大学院の講義として、機器分
析学、構造解析学、物理化学といった教育を担当する予定である。
（２）メディシナルケミストリー
主として、海洋産生理活性物質をターゲットとして、構造活性相関の知見を利用しながら、合
成化学的手法により有用な医薬品材料の創出に繋げる研究を行う。有機化学と医薬品化学の境界
領域で活躍できる研究者が望ましい。本学化学系および本学総合研究センター海洋部門や生命・
機能物質部門、さらには医療学系の教員と連携しながら研究を進めることを望む。将来的には学
部・大学院の講義として、分子合成化学、生体関連物質化学、医薬品応用化学等の科目を担当す
る予定である。
７．主な職務内容
（１）応募時に提出する研究計画書（13．応募書類（5））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
（３）大学院生（留学生を含む）の研究指導
（４）研究論文の発表
（５）積極的な競争的外部資金の獲得活動
（６）国内外の学術講演会及び展示会等での発表
（７）積極的な地域貢献・社会貢献、国際交流等の活動
（８）若手研究者評価支援機構長が必要と認めた業務
８．勤務条件等
（１）就業にあたっては、高知大学諸規則が適用されます。
（２）勤務場所は、機器分析学分野採用者が岡豊キャンパス（南国市岡豊町小蓮）、メディシナル
ケミストリー分野採用者が朝倉キャンパス（高知市曙町二丁目 5-1）となります。
９．給与
本人の経歴等を勘案の上、本学規定により支給します。給与は退職手当を含み、特任講師は月
額 40～60 万円、特任助教は月額 30～50 万円を支給します。また、実態により通勤手当や住居手
当等の諸手当を支給します。保険は、健康保険（文部科学省共済組合）、年金（同共済年金）、雇
用保険及び労働災害保険に加入します。
１０．研究費及び研究支援体制
（１）研究費
① スタートアップ研究費（採用決定後１年以内）
：300 万円
② 研究費：研究資金 300 万円程度/年度（補助金支援額や活動業績により変動があります。）
③ その他：国際学会発表・情報収集旅費等 100 万円程度/年度（補助金支援額や活動業績に
より変動があります。
）
（２）研究内容を勘案し、研究支援員（週 30 時間相当）の人件費を予算措置します。
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（３）指導する大学院生に対して、特別 RA(リサーチ・アシスタント)経費を予算措置します。
（４）各種人材育成プログラム・国内外研究派遣プログラムへの参加が可能です。
（５）女性テニュア・トラック教員には、育児休業等に対応できるよう、必要と認められる場合
は、研究支援員１名に加え特任研究員１名を配置します。また、研究者の夫婦が同時に本事
業に応募することを推奨し、男性研究者（夫）がテニュア・トラック教員として採用されな
かった場合には、特任職員又は研究支援員のポストへの採用を考慮します。出産・育児等の
ライフイベントによって数ヶ月以上の休業を取らざるを得なかった場合の評価や、テニュア
審査の時期、任期の延長等については考慮します。
１１．業績評価
任期 3 年目（平成 27 年度）に研究の進捗状況等の中間評価を行い、5 年目（平成 29 年度）に
到達目標の達成度や研究業績等についての最終評価を行います。最終評価で「任期中に優れた業
績をあげ、本学の教員採用基準を満たす。
」と判断された者は、本学のテニュア教員として採用し
ます。また、3 年目の中間評価で、極めて優れた業績をあげ、既に本学の教員採用基準を満たす
と判断された場合には、早期にテニュア教員として採用します。
なお、最終評価において本学テニュア教員の採用要件を満たさないと判断された場合には、セ
ーフティーネット制度により、任期の延長を最大 3 年まで認め、期間内にテニュア再審査の機会
を設けるか、速やかに他機関への就職斡旋等を行います。また、最終評価結果に異議がある場合
は、結果の通知を受けた日の翌日から起算して 14 日以内に書面による申立を行うことができます。
１２．テニュア審査（最終評価）の概要
テニュア審査は、外部委員を含む「若手教員評価委員会」により、研究業績、競争的外部資金
獲得等のマネジメント能力、教育研究指導能力、社会活動実績、応募時に提出した研究計画の達
成度等を書面審査と面接審査により総合的に判断し、厳正に実施します。
１３．応募書類
（１）応募申請書(別紙様式 1)
日本語または英語の様式に必要事項を記載・貼付して下さい。
（２）業績リスト(原著論文、総説（インパクトファクター、査読の有無）、著書、学会発表（口
頭又はポスターを明記）
、特許等出願・取得その他)（別紙様式 2）
業績の種類ごとに降年順に記載し、いずれの業績についても応募者名に下線を加え、応募
者が責任著者（コレスポンディングオーサー）の場合は*印を付して下さい。原著論文につい
ては、全著者名、論文名、掲載誌名、巻、最初と最後の頁数、発表年（西暦）、インパクト・
ファクター、査読の有無を記載し、分担著書については、分担題目、担当頁を記載して下さ
い。また、主要論文として提出する論文 5 編の頭には○印を付して下さい。学会発表につい
ては、過去３年間の国際学会発表、招待演者やシンポジストとして発表したものを記載して
下さい。
（３）これまでの研究成果の概要（別紙様式 2）
業績リストで○印を付した主要論文との関係を文中に示して記載して下さい。また、応募
者が主要論文の筆頭著者、あるいは責任著者でない場合は、当該論文に応募者の果たした役割
を記載して下さい。
（４）競争的外部資金（科学研究費補助金等）、民間助成金等の獲得状況のリスト（別紙様式 2）
科学研究費補助金等の競争的外部資金については、研究代表者・研究分担者の区別及び金
額を明記して下さい。
（５）本学における研究計画及び 5 年後の到達目標、並びに今後の競争的外部資金獲得計画。
（別
紙様式 2）
（６）主要論文別刷（5 編以内）
業績リストで○印を付したものと対応していること。
（７）その他、審査の過程で追加の書類提出を求めることがあります。
※ 記載様式：
（１）～（５）は各様式（別紙様式 1 及び 2）を使用、
（６）に関しては任意様式
（A4 版）で、文書に必ず氏名を記入して下さい。
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１４．応募方法
上記（1）～（6）の提出書類を一つの PDF ファイルに変換したものを電子メールに添付の上、
下記提出先にお送りください。その際、メールの件名に「テニュア・トラック教員応募（「６．
研究分野の概要」に示す分野から１つを選択）」と明記してください。なお、メール本文と合わ
せた容量が 20MB（メガバイト）を超えると、当方のメールシステムでは受信できないので、その
際は、電子メールの件名の最後に（1/2）、（2/2）のように表示の上、分割して送信して下さい。
受信後、折り返し受理通知メールを返信いたします。応募後 7 日以内に電子メールの受理通知が
届かない場合は、下記提出先にお問い合わせください。応募に関する個人情報は、個人情報保護
法並びに本学規定に基づき適切に取り扱いますが、選考上必要な範囲において応募申請書に記載
された「応募者について問合せできる方」に照会等を行う場合がありますので、ご了解の上応募
願います。
１５．応募受付期間と審査スケジュール等
（１）応募締切：平成 25 年 11 月 15 日（金）17 時（日本時間）
ただし、応募受付期間中に研究業績や資質等が優秀であると判断された方には個別
日程で審査を行い、応募締切を待たずに採用を決定する場合があります。この場合、
採用者を決定した時点で当該分野の公募を終了いたしますので、予めご了承願います。
（２）一次審査(書類選考）
：平成 25 年 11 月下旬
選考結果は、審査後速やかに応募申請書に記載の E-mail アドレスに通知いたします。
また、一次審査合格者には、二次審査の日程等を併せてお知らせいたします。
（３）二次審査(面接等）
：平成 25 年 12 月初旬～中旬を予定(場所:高知大学朝倉キャンパス）
（４）審査基準
採用にあたっては、研究業績や資質、研究者としての将来性や進取の気性、本学での関連
分野研究者との協調性などを考慮します。また、審査の結果、複数の者が同等の評価である
場合は、女性研究者及び外国籍研究者を優先します。
１６．応募提出先及び照会先
高知大学 若手研究者評価支援機構 研究推進特別支援室
住所：〒780-8520 高知市曙町二丁目 5－1
TEL: 088-844-8842, 8542 FAX: 088-844-8333
E-mail:imt_office@kochi-u.ac.jp
※ 照会は、電子メールでお願いいたします。なお、回答は基本的に平日のみ（土曜日、日曜日、
祝休日以外）とさせて頂きます。
※ 当事業のホームページ（http://www.kochi-u.ac.jp/imt/）で概要等詳細をご確認ください。
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参考５ TT 若手に対する中間評価基準（和文）
【非公開】
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参考６ TT 若手に対するテニュア審査基準（和文）
【非公開】
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参考７ 機関全体及び部局のテニュアトラック制に係る規程
【非公開】
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