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大学評価コンソーシアム

まえがき
我が国の大学の評価部署では、一般に説明責任のための点検評価書の作成業務やそれに附帯す
る業務のウエイトが大きく、評価作業で得られた大学の現状に関する情報を、なかなか大学経営
や改善に活かせないでいることが多い。また、点検評価書を作成するとしても、数量データを積
み上げて何かを主張する、というよりは、「書くべきこと」
「書かなくてはならないこと」は先に
決まっており、何かを書くために数量データを見たり、探したりすることが大半である。
このような背景もあり、我が国の大学では、学生調査等から教学マネジメントの支援をするよ
うな取組は進んでいるものの、いわゆる教学以外の一般的なマネジメントにおいては、数量デー
タを活用した意思決定支援があまり進んでいない状況にあると考えられる。
このような中で IR 業務が注目されるようになって久しい。IR 業務とは、簡単に言えば、大学
執行部や学部執行部、各現場などでの意思決定への支援である。つまり、必要な時に、必要な方
に、必要な情報を提供できるかどうか、ということが問われる業務であり米国では専門職の IR 担
当者が IR オフィスでこれらの任に当たっている。一方、我が国では、専門職を配置したような
IR オフィスはほとんどない。IR オフィスと業務内容が比較的近い評価部署に於いても専任教員
を配している大学は少数で、大半の大学では異動を伴う事務系職員が評価業務や IR 業務を担って
いる。そこで、我々は、異動を伴う事務系職員で構成される評価部署（IR オフィス）であっても、
一定程度の高度な IR 業務を継続的に実施できるようにすることを目的として、学内の課題ごとに
データ整理や集計手順の整理（メソッドのライブラリ化および大学数量化ツールの開発）に着手
した。今後、大学における意思決定支援機能の強化を目指し、順次、これらの大学数量化ツール
の拡大と高度化を図っていくことを計画している。
その第一弾として、国立情報学研究所が文部科学省、日本学術振興会と協力して作成・公開し
ている科研費のデータを用いて、研究力を把握し意思決定支援を図る手法を開発（試作）した。
これは、研究マネジメント支援の専門職の配置や商用の分析ツールを導入することが困難な大学
においても、研究分野の意思決定支援の高度化へ向けた取組を後押しできるものと考えている。
そこで、勉強会を開催し、出席者のみなさんとこれらの手法を磨き上げていきたい。

平成 27 年 2 月 13 日
大学評価コンソーシアム 副代表幹事
（茨城大学 大学戦略・IR 室 助教）
嶌 田
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H26.6.6 「科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会」
（於：神戸大学）

実施概要
１．日時・会場
平成 26 年 6 月 6 日（金）13:00～16:30
神戸大学 六甲台キャンパス 百年記念館 講義室 A・会議室 B
（神戸市灘区六甲台 1-1）
http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokkodai-dai2.html の 57
２．想定した対象者
・事務系職員の方で数量データを集計、分析し大学の意思決定を支援するような業務に就かれ
ていたり、今後、それを行う予定の方。もちろん、ご所属が評価部署や IR 部署でなくともかまい
ません。
・単に手法を知りたい、という方ではなく（手法と必要なデータは後日公開します）、研究力の
把握を通していろいろと考えてみたい方。
・特に今回は、科研費について一般的な知識があることを条件としますが、研究支援事務の担
当経験の有無は問いません。
（科研費の募集要項の内容はなんとなく把握しているレベルで十分で
す。勉強会中、科研費に関する一般的な説明はあまりしません。知識について不安な場合、科学
研究費補助金の公募要領等をご一読の上、ご参加ください。）
・MS-Excel2007 以上 が扱えるパソコンを持参いただける方で、かつ、MS-Excel について、
一般的な関数やグラフ作成が行えることが望ましい（ある程度はスタッフが支援します）。
３．参加費
徴収しませんでした。
４．参加人員
29 名（スタッフ 8 名を含む）
５．勉強会の内容とタイムテーブル
12:30

受付開始

13:00－13:05 趣旨説明
13:05－13:30 講義「IR 業務を意識した研究情報の取扱いについて」
名古屋大学 評価企画室 講師 藤井都百
－中井・鳥居・藤井編著「IR の Q&A」の内容を中心に、IR 業務を意識した研究情報の取扱い
について基本的な部分について概説しました。
13:30－13:50 説明「科研費データの特性と活用可能性」
茨城大学 評価室 助教

嶌田 敏行

－今回用いる科研費データの作成方法と特性や分析事例について説明を行いました。
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14:00－15:20 実習「科研費データを用いた研究力把握」
鳥取大学 大学評価室 准教授 大野 賢一
－2006 年度から 2013 年度の全国の国公私立大学の実際の科研費データを用いて自身の大学の
研究力把握の作業をいくつかのステップに分けて行いました。
作成していただいたグラフ等
・基盤研究や若手研究など種目別や金額別の科研費配分額の経年変化
・特色ある分野（グラフ）、分科（表）［総量、順位、シェア等］
15:30－16:15 演習「他大学との比較による研究力把握」
・研究の規模別にグループを組んでもらいます。各班にはスタッフが１名、ファシリテータと
して入ります。そこでは、同じグループの大学の方と実際にデータの比較をしていただき、
自大学の研究力をより深く把握してもらいました。
・その後、グループごとに何を議論したのか、何が分かったのか、今後の課題等について簡単
に報告していただく予定でしたが、そのまま演習時間としました。
16:15－16:20 まとめ
16:20－16:30 アンケート記入
６．持参いただいたもの
・ノートパソコン（MS-Excel2007 以上 が扱えるもの）［インターネットへのアクセス（無線
LAN）は神戸大学さんにご準備いただきました。電源についても人数分は確保いただきまし
た。］

（嶌田［茨城大］）
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平成 26 年（2014 年）6 月 6 日 於：神戸大学
科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会

IR 業務を意識した研究情報の取り扱いについて
名古屋大学 評価企画室
藤 井

都 百

みなさんこんにちは。名古屋
大学評価企画室の藤井と申しま
す。今日は「IR 業務を意識した

「IR業務を意識した
研究情報の取り扱いについて」

研究情報の取り扱いについて」と
いうタイトルで、まずは IR 業務
は何かということを、それから

2014年6月6日
科研費データを活用した
研究力把握に関する勉強会
於：神戸大学

研究情報は何かということ、最
後に科研費について簡単にご説
明致します。

藤井都百（名古屋大学）

今日の勉強会において IR とは

今日の勉強会におけるIRの範囲
 Institutional Research

す。日本語ではいろいろな訳が
ありますが、例えば機関研究と

機関研究





Institutional Research のことで

大学の諸活動を把握する
データ収集・分析を通じた客観的証拠
改善目的で行う
学術的興味関心に基づく研究ではない

訳されています。どういうこと
かというと、大学の諸活動を把
握するための調査研究である。

 大学の自己点検評価では、根拠となるデータを示

して主張することが求められている（エビデンス
ベース）
 大学執行部や現場の意思決定に役立つデータ・情
報を提供する（ことで組織を支援する）
2

データを収集・分析することに
よって客観的な証拠を得るため
に行う調査研究である。それら
は改善目的で行うものであり、例
えば大学の評価だと大学全体の
改善ですし、学部の執行部だっ

たらその学部の活動の改善ということになりますけれども、改善に至らなくても何らかの改善を
したいという動機でもって行なう調査研究です。四番目に書きました学術的興味・関心に基づく
研究ではないというのは、大学の先生は自分の興味・関心あるテーマに基づいて研究を行なって
5

藤井 都百「IR 業務を意識した研究情報の取り扱いについて」

いることになっていますが、得た結果を大学の改善に用いるかという点で、個人の研究とは区別
することが多いです。
大学の自己点検・評価では、根拠となるデータを示して主張することが求められています。こ
れをエビデンスベースの考え方といわれていますけれども、こういう考え方に基づいて大学評価
の自己点検・評価書や実績報告書を書くなどします。このエビデンスというのをどこから得てく
るかというと IR 業務を通じて得てくるというふうに考えています。大学執行部や現場の意思決
定に役立つデータを提供することで組織を支援するというのを、今日の勉強会での IR 業務のこ
とだと思ってください。

IR というのは最近流行のキー
ワードでして、IR とは何かとい

IR実践知の紹介

うことについて共有したり、IR

 IR実践知を共有するため

の人たちがどういうことをして

のQ&Aの作成と整理

いるのかということを知りたい

 IR活動の５つのステップ
 7つの指針

というニーズに応えるために、

 10のカテゴリーにわたる

『大学の IR Q&A』という本を

100のQ&A

去年の 9 月に出版しました。こ
こでは IR の実践知を共有するた

「データを意味ある
情報に」
3

めの Q&A を作成して整理しまし
大学のIR Q&A (高等教育シリーズ)
玉川大学出版部 (2013/9/14) 中井・鳥居・藤井編
（岡田・川那部・鳥居・中井・藤井・山田執筆）

た。その整理を通じて IR 活動の
五つのステップ、七つの指針、
10 のカテゴリーにわたる 100 の

Q&A をまとめています。10 のカテゴリーの中には、学生の学習成果の測定とかそういったとこ
ろから、大学の管理運営、執行部寄りのことまで書いてありまして、私はその中で大学の評価の
こと、研究のことと、教員の活動についてのカテゴリーを主に担当しました。その中で一貫して
主張していたことは、データを意味ある情報に変換するということが IR の肝であるということ
です。
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これは本の中で紹介している
五つのステップと七つの指針で

IR実践のステップ と指針

す。まず IR というのが何をして

５つのステップ

７つの指針

１．調査設計
２．データ収集
３．分析前準備
４．分析
５．情報提供

１．大学の目標達成に資する活動を進
める
２．データを意味ある情報に変換する
３．データに基づく判断の有効性と限
界を理解する
４．客観性と中立性を重視する
５．調査と報告において倫理面に配慮
する
６．学内外の多様な関係者と連携を進
める
７．専門性を高める機会をつくる

4

いるのかよく分からないという
ことがありましたので、この五
つのステップという、段階を追
ってこういう作業をしていくと
いうものを示すことで IR の業務
範囲を示しています。まず調査
を設計する。それからデータを
集める。分析にかける前の準備
をしてから分析をして、最後に
誰かに情報を提供する。例えば

大学の改善であれば、大学の執行部に分析で得た情報を示す。そこまで含めて IR の実践のステ
ップというふうに考えています。
それから七つの指針は、IR を実践する人が持つべき心構えや姿勢です。七つ挙げましたけれ
ども、特にここで言いたいのは 2 と 3。2 は、データを意味ある情報に変換するということ。それ
から 3 は、データに基づく判断をするんですけれども、それは有効である一方でいろいろと限界
があるということです。どこまではできるけれども、ここからは無理という、そういう限界まで
理解するということが重要だと考えています。

事例）自大学の位置取りを知る試み
start 23
集計

データの個数 / 課題名

この分科において本学は10位
→ それはどのくらい良い？
トップとはどのくらい離れている？

料でちょっと恐縮なんですけれ
ども、以前、公開されているデー

【基礎化学】64機関、195件【平成23年度新規採択】

タを用いて、自分の大学の位置
取りを知るという試みをやった
ことがあります。平成 23 年度の

和歌 山大学
立教大学
豊橋技術科学大学
福井大学
姫路獨協大学
日本大学
奈良女子大学
奈良教育大学
東邦 大学
東京学芸大学
中央大学
大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 高 エネ ル
倉敷芸術科学大学
千葉大学
静岡大学
神奈 川 大学
神戸 市立工業高等専門学 校
新潟 薬科大学
新潟 大学
秋田 大学
高知 大学
広島 市立大学
京都大学→北海道大学
関西学院大学
学習院大学
宇部工業高等専門学校
福岡大学
独 立 行 政 法 人 物 質 ・材 料 研 究 機
独立 行政法人日本原 子力 研究開
東京理科大学
首都大学東京
佐賀 大学
広島 大学
公益財 団法人豊田理 化学 研究 所
慶應義塾大学
岩手大学
岡山大学
横浜市立大学
愛媛大学
お 茶 の水 女 子 大 学
独立 行政法人理 化学 研究 所
筑波 大学
早稲田 大学
神戸 大学
信州大学
埼玉大学
群馬 大学
近畿大学
名古 屋工業大学
兵庫県立大学
富山大学
名古 屋大学
独立 行政法人産業技術総合研究
大阪府立大学
大阪市立大学
東京工業大学
北海道大学
金沢大学
東京大学
京都大学
九州大学
分子科学研究所
東北大学
大阪大学

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

これは昔使ったプレゼンの資
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上位の大学が上位たる理由は？
本学との違いは？
ｸﾞﾙｰﾌﾟ1
頑張れば追いつけそうか？
研究種目2 研究機関

科研費のある分科の件数を大学
別に表示した図です。左から件
数が多い順に大学を並べて、基
礎化学では、大阪大学が 16 件で
1 位になっていて、以下大学や研
究所が続いています。この分科
において例えば本学は 10 番目で

したが、10 位だというのは分かった。それはどれくらいよいんでしょうか。もちろん 1 位や 2 位
じゃないから、10 位はよくないように思えますが、悪いとしたらどれくらい悪いんだろうかと
いうことを知らなければいけません。ここでの 10 位がトップとはどれくらい離れているのかを
知りたいために、このプロットを使って、例えばこれで見ると 1 位は飛び抜けて 1 位だけれども、
7
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10 位というのは大体第 3、第 4 の集団くらいということが分かります。よくマラソンとかで第 1
集団、第 2 集団みたいなことを言いますけれども、例えば 2 位はだんごになっているとか、そう
いうことがこういう図で分かります。次にこの上位の大学が上位たる理由は何か、なぜ本学は
10 位になっているのかということを考えていきます。例えばこの大阪大学とか東北大学が上の
ほうにありますが、こういった大学は研究所を持っていて、研究に特化できる人たちが居るから
科研費のこの分科において強いのではないかという推測ができます。それに比べて本学はどうか、
頑張れば追いつけそうかとか、考えていくということがあります。

Ｑ27 データを意味ある情報にするにはどのよ
うな作業が必要ですか。
データを意味ある情報に転換するには、基準を
探すという作業が基本的な方法の一つ
 過去との比較
 集団間のデータの比較(他大学や全国平均の
データ)
 法規や外部機関が定めている基準との比較
 大学自身が設定する基準との比較

これは先ほどの本の中から
Q27 のご紹介です。先ほどから
よく出てくる、「データを意味あ
る情報にするにはどういう作業
が必要ですか」という質問です。
これに対してわれわれの答えは
「基準を探して比較をするとい
うのが基本的な方向の一つであ
る」というものです。何と比較す
るか。例えば過去との比較。自
分の大学は例えば 3 年前はこう

6

で、2 年前はこうで、現在はこ
うだという過去と比べるという

のが比較の一つです。それから集団間のデータの比較。本学はこうだけど、例えば他大学はこう
であった、全国平均はこうであったという集団間の比較もできます。それから法規や外部機関が
定めている基準。最近では学生の学習時間は 1 日 8 時間みたいなことが言われていますけれども、
そういった基準と比べて本学はどういうふうになっているのか。比べて多いのか少ないのかとい
う比較をします。それから大学自身が設定する基準との比較です。これは例えば大学評価だと自
分の大学の目標を掲げてそれを目指してやっていくということがあると思いますが、目標に掲げ
た基準に比べて今自分の大学はどれくらいの位置に居るのかという比較です。そういう比較をつ
うじて自分の今の位置取りがいいのか悪いのか、いいとしたらどれくらいいいのかといったこと
を考えていくことで、データをただの数字から意味のある情報に変換していくことができると考
えています。

8
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Q76 は、「大学の研究活動実績

Ｑ76 大学の研究活動実績を測るには、どのよう
なデータを集めればよいでしょうか
世界の大学ランキングで用いられる指標の例
 論文数

を測るにはどのようなデータを集
めればよいでしょうか」という質
問に対して、世界の大学ランキン
グで用いられている指標を例とし

 論文被引用数
 特定の有名論文誌に掲載された論文

て挙げています。世界の大学ラン

 外部資金獲得数

キングは、例えば TIMES 社、上

 上記の数を教員1人あたりでみたもの（大学の規模

を相殺）

国内独自の指標

海交通大学、それから QS 社など
がありますけれども、そういうと

 科学研究費補助金の採択状況（件数、金額）

ころでは主に論文数。論文の被引
用数、すなわち論文が何回引用さ

7

れているかという数。それから特
定の有名論文誌、例えば『Nature』

に論文が何件掲載されているかの数。それから外部資金の獲得数。これらは実数で比較すること
もありますし、大学の規模によって先生の人数が違いますので、その規模を相殺するために教員
1 人当たりで割った数で比較することもあります。これらの数が世界の大学ランキングの指標と
されていることが多いです。
これとは別に国内独自の指標ですが、科学研究費補助金、科研費と言ってますけれども、これ
の採択状況。件数であったり金額であったりが国内の大学ランキングなどでは指標に使われてい
ます。

研究活動の指標はいろいろあ
りまして、指標として適するもの

研究活動の指標

とそうでないものがあります。

 指標として適するもの：
 件数・金額等、加工の容易な量的データが得やすい

適するものが使われやすいから

 全国平均や他大学等、比較相手のデータが得やすい

そういうものが一人歩きしてよ

 データベースが整備されている等、データを苦労せ

くないとかという批判もありま

ず集められる

すけれども、どういったものが

 指標の活用
 値の変化を検出し、その理由を調査する

指標に適しているのかというと、

 比較を通じた強み・弱みの発見
 弱いからテコ入れしよう
 強いからさらに伸ばそう

件数・金額のようなグラフを描
くとか、足し算をするとか平均

 外部資金獲得支援策を実施した効果の検証
8

をとるとか、そういう加工が容
易な量的データ、数値データを
得やすいものが指標として適し

ていると考えます。それから全国平均、他大学の値など、比較をするために必要な、比較相手の
データが得やすいものもまた指標に適しています。値を得てくるというのは、手で数え上げたり
するのは非現実的なので、データベースが整備されていてそこから例えば何大学は何件あるとか
いうデータが簡単に得られるものが指標として適していると考えています。
9
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指標の値を得てそれをどうするかというと、まずその値の変化を検出する。過去から比べて増
えているとか減っているとか、そういった変化があるかどうかを見ていて、変化があったときに
その理由を調査する。何かまずいことがあったので値が減ったとか、何かよい取り組みがあった
から値が増えたのではないかという理由を考える際に指標を活用します。比較を通じて、全国平
均とか競合他大学と比較したときに自分の大学が強かったり弱かったりすることが分かり、いわ
ゆる強み・弱みを発見することができます。これは他大学との比較だけでなく自分の学内で分野
の比較ということもできると思いますけれども、強み・弱みがどれかということが分かった後で、
例えば弱いところがあったときに弱いところに積極的に支援をしてもっと頑張ってもらおうとい
う作戦をとることもありますし、強いところに重点的に投資してもっと伸ばしていきたいという
方策を取ることもあると思います。ここで、どういう方策をとるべきかについては、執行部の判
断になると思います。データを集めてこういう状況にあるということまでは IR の業務だとは思う
んですけれども、そこからどういう判断ができるかというところは、IR で扱う業務とは少し距
離があるし、飛躍もあります。どこまで踏み込んでよいのかというのは、それぞれの業務の範囲
になると思いますが、基本的にはここからは執行部とかの決定する人の裁量に任せるということ
になります。
具体的には、外部資金の獲得支援をいろいろしてきたときに、支援をする前と後と比較してど
うだったか。例えば件数や金額が伸びたか、そういう興味で、そういう視点で見て、例えば伸び
ているので支援策が有効であったと判断するというような効果の検証のときにこの指標を使いま
す。

研究情報にはどんなものがあ
るかというと、五つ書きました。

研究情報

論文、口頭発表・ポスター発表と

 論文
 分野により、発表頻度・ボリューム・個人の貢献度

がちがう

いった研究発表、それから外部
資金、受賞、科研費。科研費を外

 口頭（ポスター）発表
 分野により、数が膨大。網羅したDBがない。

 外部資金

部資金に含めることもあります
けれども、ここでは単独で挙げ

 分野により、研究に必要な額がちがう。

ました。大体この五つが日本の大

 受賞
 授与者のレベルがまちまち。受賞を網羅したDBはな

い。

学で研究情報として用いられて
います。それぞれ一長一短があ

 科研費
 すべての研究分野で有効。しかし国内限定。
9

ります。論文はよく使われる研究
情報ですが、分野によって違う
ということが言われています。

まず、発表頻度ですが、毎週ジャーナルが出る雑誌もあれば、年に数回しか発行しない雑誌もあ
ります。そのような分野の違いによる発表の頻度の違いがあれば、論文の数は当然異なってきま
す。それからボリューム。何ページで論文の体を成すかということも分野によって大きく違いま
す。それから個人の貢献度。文系の研究分野では 1 人で論文を書くことがありますが、理系は何
人かでチームを組んで研究成果として発表することがあり、一つの論文に関わる人数の多さは、
10
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分野によってかなり違います。それから口頭発表。例えば工学部では学生が卒業研究とか修士論
文の研究の成果を学会発表しにいくと、たいてい先生も連名で発表しているので、指導学生の人
数に応じて数が膨大になってしまい、先生自身もあまりよく把握していないとおっしゃられるこ
ともあるくらいに数が多い。それから網羅したデータベースがないというデメリットがあります。
外部資金は、これは科研費以外の外部資金だと思っていただければいいんですけれども、分野に
よって研究に必要な額が違うので、例えば資金の額の多さだけをいっていると、分野の差に埋も
れて見失うものがある。受賞も研究情報として使いますが、授与者のレベルがまちまちで、例え
ばノーベル賞というのと、ある学会の研究発表賞とかというのはだいぶレベルが違います。それ
を同じに扱ってよいのかどうかはちょっとよく分からないというところがあります。それから受
賞を網羅したデータベースがないので、先生からの申告なしにこちらで勝手に調べようとすると
ものすごく大変になります。最後に科研費ですけれども、これは今日使うこともあって、全ての
研究分野で有効であるというメリットがある。しかし国内限定であるので、海外の大学との比較
には使えないというデメリットがあります。

今挙げたような研究情報の中
で、研究が優れているというこ

研究が優れていることを示すには

とを示すにはどういうふうに示

 論文を多数発表した

したらよいでしょうか。私は今大

 粗製乱造かもしれない？

 論文が一流雑誌に掲載された

学の評価の担当をしている部署

 インパクトファクターが高い？

にいますけれども、中期目標期

 論文が多数回読まれた

間の 6 年間の評価として、先生

 ダウンロードされただけかもしれない？

 論文が多数回引用された

方が出した論文の優れている、

 自己引用かもしれない？

IFの計算式
雑誌Pの2005年のインパクトファクター＝A／B
A＝2003年、2004年に雑誌Pに掲載された論文が2005年中に引用され
た回数
B= 2003年、2004年に雑誌Pが掲載した論文の数

10

http://ip‐science.thomsonreuters.jp/products/jcr/support/faq/

より

S の論文、SS の論文という資料
を出すことがありました。その
論文はなぜ優れているのか、そ
の研究はなぜ優れているのかを
主張する欄がありますが、そう

いうところで何を書くべきかということとも関係します。論文を多数発表したということが、研
究が優れていることと言えるかどうか。これは粗製乱造という言葉もあるように、数が多ければ
よいのだというような風潮から、例えば本来は 1 本で書けるべき論文を 2 本に分けて発表したと
かいうことがあると数が多いから必ずしもいいとは言えないということが言えます。論文が一流
雑誌に掲載されたことを主張するときにインパクトファクターというのがよく使われていますけ
れども、このインパクトファクターが誤解が多くて、スライドの下の囲みで計算式というのを書
きましたけど、インパクトファクターというのはそもそもある論文雑誌がどれくらいクオリティ
ーが高いかということを示す値として使われるもので、個々の論文に付された値ではありません。
したがってその論文雑誌に書いた著者である個人のその論文の研究のクオリティーが高いかどう
かという意味にはなりません。この式のように、分母が例えば 2003、2004 年にある雑誌が掲載
した論文の全数で、分子をその論文が 1 年遅れた 2005 年に引用された回数として計算します。
11
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なので誤用の例として、例えば個人が去年 5 本の論文を書いたときにこの 5 本の掲載された論文
雑誌のインパクトファクターの値を５つ全部足して個人の指標値とするということがあるらしい
のですが、それは誤りであるということがいえます。それから論文が多数回読まれたということ
が、今は電子ジャーナルとかでダウンロードされた回数というのが分かるようになってきたそう
ですが、ダウンロードされただけかもしれない。論文が引用されたということは、後の世代でそ
の論文について言及しているということなので、これは論文が優れていることを示す指標として
よく使われるんですけれども、多数回引用されたからといってその内容までよく見ないと分から
ないかもしれないというようなデメリットがあります。

依頼されて論文を寄稿したと

研究が優れていることを示すには
 依頼されて論文を寄稿した

いうことが、これは例えば社会
科学の分野とかであります。論
文は自分から書くものよりも、過

 招待されて講演した
 格式ある団体から賞を授与された

去の実績からこの人に書いても

 研究資金提供をうけた

らいたいという依頼があって書

 製品化・実用化された

くほうが格が上だという、そう
いうスタイルの研究分野では招
待論文は研究が優れていること
を示す指標になります。それか
ら招待されて講演したこと。学

11

会の大会で基調講演というもの
がありますが、この先生の話をき

きたいということで招待するので、これも研究が優れていることを示せます。それから格式ある
団体からの受賞。研究資金提供を受けたこと。製品化・実用化されたこと。こういったことが研
究が優れていることを示す指標として使われています。

12
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科研費が採択されると、個人で

科研費が採択されるとうれしい理由
 個人：研究資金をかせぐ。すぐれた研究を行える

研究者であることを示せる
 大学：外部資金をかせぐ。間接経費。すぐれた研
究者を擁していることを示せる。
 小額の資金で研究可能な分野で応募モチベーショ

ンが低いことがある。
 採択されると事務量が増加し、負担になることがある。
 これを解消するため、大型の科研費には間接経費が配

分される

は自分の研究費をかせぐために、
科研費に採択されるとうれしい。
大学にはどういうメリットがあ
るかというと、研究資金をかせ
ぐということもありますけれど
も、間接経費を得るということ
で、収入や資金が増えます。そ
れから優れた研究者を擁してい
ることを示せるということがあ
ります。例えば本学でも科研費

12

で基盤 S を何件取ったということ
を、毎年度の年度実績報告書に

記載してアピールをしていますけれども、このように科研費が採択されると個人や大学にとって
PR のポイントになるということがあります。これもやはり限界がありまして、少額の資金で研
究が可能な分野であまり応募しない先生も居るということがありますし、採択されると事務量が
増加して負担になるということがあって、大学にとって忙しくなる人も居るので大変かもしれな
いということがあります。

科研費について今まで言って

科学研究費助成事業（科研費）
 事業母体

人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、
基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自
由な発想に基づく研究）を格段に発展させる
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html より

 応募
 大学等、文部科学大臣が指定する「研究機関」に所属し、

一定の要件を満たす研究者が応募できる
 「研究計画調書」を提出する

回扱うのは文部科学省と JSPS＝
日本学術振興会がやっている科
研費です。これ以外に厚労省の
科研費というのがありまして、
医学部などが申請するものがあ
りますが、今回はこの文科省の

 審査

13

らいというか、まとめましたの
でご紹介します。科研費は、今

 文部科学省(MEXT)、日本学術振興会(JSPS)

 目的


きましたけれども、ここでおさ

 ピアレビューによる書面審査／書面・ヒアリング審査
 提案力だけでなく、これまでの研究力も評価

ものに限定します。事業の目的
は、JSPS のホームページによる
と、「人文・社会科学から自然科

学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」
（研究者の自由な発想に基
づく研究）を格段に発展させる」というものです。応募できる人は大学の研究者、それから企業
でも研究所などを持っているところの研究者です。研究計画調書というものを提出して審査され
ます。審査はピア・レビュー、その分野の研究者によるレビューによって書面審査、それから規
模が大きいとヒアリング、面接の審査があります。ここで提案力だけでなく、これまでの研究力
も計画調書に書いていますので、そういったところも評価されて審査されます。
13
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種目、配分額、期間早見表
若手研究者の自立支援

14

特別推進研究
３～５年
制限なし（５億円程度）

科研費パンフレット2013より一部改変
http://www.jsps.go.jp/j‐
grantsinaid/24_pamph/index.html

新領域の形成、
挑戦的研究

種目、配分額、期間早見表

研究活動スタート支援
2年以内
年間150万円以内

基盤研究（Ｓ）
原則5年
5000万～2億円程度

特別研究員奨励費
3年以内
年間150万円以内

基盤研究（Ａ）
3～5年
2000万～5000万円以下

若手研究（Ａ）
2～4年
500万～3000万円以下

基盤研究（Ｂ）
3～5年
500万～2000万円以下

若手研究（Ｂ）
2～4年
500万円以下

基盤研究（Ｃ）
3～5年
500万円以下

これは種目、金額、期間を整理
したものです。2 年から 4 年、3
年から 5 年と、いろいろ複数年度
にわたるものがあります。これ

新学術領域研究
（研究領域提案型）5年
年間1000万～3億円程度

は後のワークの実習のときでも
出てきますので、ここでは参考
までにご覧ください。

挑戦的萌芽研究
1～3年
500万円以下

そのほか、よく出てくる用
語をまとめてみました。系、

科研費について：用語の整理
 系・分野・分科・細目

系
総合系

分野
情報学

 応募、採択

分科
情報学基礎
計算基礎

 新規・継続
 種目
 配分額
 直接経費、間接経費
 代表者・分担者

15

人間情報学
情報学フロンティア
環境解析学
環境保全学
環境創成学
複合領域
デザイン学
生活科学
科学教育・教育工学
・・・・・
人文社会系 総合人文社会 ・・・・・
人文学
・・・・・
社会科学
・・・・・
理工系
総合理工
・・・・・
数物系科学
・・・・・
化学
・・・・・
工学
・・・・・
生物系
総合生物
・・・・・
生物学
・・・・・
農学
・・・・・
医歯薬学
・・・・・
4
14
79
環境学

このほかに時限付き細目

分野、分科、細目というふう

細目
・・・
計算機システム
ソフトウェア
情報ネットワーク
マルチメディア・データベース
高性能計算
情報セキュリティ
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

に研究分野ごとに分かれてい
ます。応募して採択されると
いう流れがある。それから新
規・継続というのは、さっき
示したように複数年度にわた
るものがありますので、1 年
目のときは新規と言って、2
年目以降のときを継続と言っ

319

ています。種目はさっきの図
の基盤 S とか A とか若手とか
そういうことです。配分額は

先ほどの図にあったように規模に応じて配分額がいろいろ異なります。それから直接経費・間接
経費、直接経費は研究に用いるための経費で、間接経費はそれの事務処理をするために使われる
経費です。代表者・分担者で、代表者というのは必ず 1 人居るんですけど、複数の人間で集団に
なって研究しているときに残りの人たちを研究分担者というふうに言います。こういう用語があ
ります。
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これまで科研費については例
えば科学政策のような一部の研

科研費への注目
 これまで：一部研究分野の調査研究対象として
 科学政策・研究開発評価

究分野において、わが国の科学
技術政策はこれらの資金を投入
して行なったけれども、どれく

 経済学
 計量文献学

らいの成果が出ているのか、そ

 我が国の科学技術政策の検証
 費用の投資にみあった成果があがっているか

ういう費用の投資に見合った成
果が上がっているかというよう
な目的で研究され、科研費の金額
とか採択件数について分析され
てきました。

16

最近は文科省が研究活動の指
標として注目しています。例え

科研費への注目
 ここ数年：文科省などが研究活動指標として
 ミッション再定義

24 年度のときの要綱では、科研

 研究大学強化促進事業

費の交付や被引用論文数、科研

 運営費交付金減額にともない、各国立大学法人に

外部資金獲得の強化を期待する
ミッション再定義（H24年度）
・科学研究費補助金の交付や
被引用論文数等に関して文部
科学省及び関係機関にお
いて保有する既存のデータ等
の資料
・研究種目別申請件数、内定
件数、内定金額、間接経費
(新規/継続別)

17

ばこのミッション再定義、平成

費申請件数、内定件数、金額、
経費、そういったものをミッシ

研究大学強化促進事業
科研費等の競争的資金の獲得状況（６指標）
科研費の研究者当たり採択数、若手種目の新
規採択率、研究者当たり配分額、研究成果公
開促進費（学術図書）の採択数、拠点形成事業
や戦略的創造研究推進事業の採択数
国際的な研究成果創出の状況（２指標）
ＴＯＰ１０％論文数の割合（Ｑ値）、
国際共著論文の割合）
産学連携の状況（２指標）
共同・受託研究受入実績額や特許権実施等収
入額と伸び率

ョン再定義のときに各大学に出
させて、各大学の研究力を測る
指標としていました。それから
研究大学強化促進事業というの
も最近ありましたけれども、そ
この申請調書でもやはり科研費

のことが大学の研究力を測る指標として用いられています。

15
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科研費を研究力の把握の指標

科研費を研究力把握指標にする
 メリット

にするということについて、メ
リットとデメリットをお話しし
ますと、メリットは全ての分野

 すべての分野をカバーしている
 利用可能なデータベースがあり、いちから調査しな

くてよい
 全国平均、競合他大学との比較が可能（採択実績に
ついて）
 デメリット

をカバーしているということで、
総合大学では特にこれは重要な
根拠なんですけど、文系でも理
系でも全ての分野で応募できる

 採択率については他大学のデータが得られないこと

もある
 海外の大学との比較はできない
 教育力の指標ではない

ので、全ての分野をカバーして
いるというのがよい。それから
利用可能なデータベースがあり、

18

一から調査をしなくてよい。ロ
ー マ 字 で KAKEN と 書 く 、

KAKEN というデータベースが公開されているので、誰でもデータを得てくることができます。
誰でもデータを得てくることができるので、自分の大学のデータだけでなく、競合他大学、全国
の大学のデータをダウンロードできて、それを用いて計算した平均との比較が可能になっていま
す。ただし採択実績、すなわち何件応募して何件採択されたかというのは、自分の大学のことし
か分からないので、そこはデメリットがあります。それから海外の大学との比較はできないとい
うこと。それからこれは研究力の指標であって、当然なんですけど教育力の指標ではないので、
そういう限界があるということがあります。これらの理由から科研費を研究力把握の指標にする
ということで、今日はこの科研費を用いて勉強会を行ないます。以上です。

河崎（山口大）：河崎と申します。8 ページで研究活動の指標として適するもの、指標の活用の
お話がありましたが、ここにはその資料の操作のしやすさというところについてはお話が
ありますが、指標としての性質というか、網羅性ですね、特性についての議論がないのが
ちょっと気になる気がしますが、そのあたりは要はデータが取れる種類のものであれば説
得力があると考えていらっしゃるのか、あるいは・・・、すみません、ちょっとど忘れし
ちゃったんですけど、要はデータが取れるものというのは、お互い依存関係がある種類の
ものが多くて、完全に無視しているようなもの、私は評価をやってないのでちょっと分か
らないんですけど、そのあたりはどうなんでしょうか。
藤井：網羅性というのは。
河崎：網羅性というよりは、データとして取ってくるものは、ものすごく偏っているんではない
かと思うんですけど。
藤井：見方が偏っているということですか？

例えばその研究が活発であれば論文数も増えるし、

そういう成果が上がれば研究資金も得てこられるのだから、そういう何ていうか、因果関
係とか時系列に影響を及ぼし合うというようなことですか。
河崎：そう、そういう影響力を及ぼし合うのもあるんですけれども、その論文が活発であれば得
るというのは、特定の分野の話ではないかとか、あるいは同じ分野でも性質が違うものが
16
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あるけれども、一律に扱うことに関してどのようにその部分を担保するのかという議論は、
これまでにどういう議論があるんでしょうかということを、少しご参考までに教えていた
だけると。
藤井：冒頭でご紹介した本の中では、研究分野を超えた業績の比較はできますかという Q があり
まして、それに対する私たちの答えは、それはやはり難しいという答えでした。ですけれ
ども、例えば理系の分野だけに有効な指標、文系の分野だけに有効な指標っていうのがも
しあったとしても、総合大学で全ての学部の活動を見たいといったときは、そういう分野
の違いは理解した上で一律の指標で見ないと、何となく不公平が生じるような雰囲気があ
るというところがあります。なので、もし研究支援とかで特定の分野でということである
ならば、そういう狭い範囲に適用できる指標というのはもちろんあると思います。そうい
ったお答えでよろしいですか。
嶌田（茨城大）：ちょっと補足させていただくと、要はアウトプット指標とアウトカム指標があ
るわけですね。アウトプット指標というのは、結局、論文を何本書きました、特許を何個
取りましたみたいなものなんですけど、分野によって生産性が全く違うので分野間比較は
ちょっと難しいです。アウトカム指標というのは最近問題になっていて、結局、研究をや
りました、論文を書きました、「それでどうなったんですか？」というところで、本当は
「それでどうなったんですか？」の部分を評価して、研究プロジェクトなどがうまくいっ
てたのかどうかということを判断しなきゃならないんですが、残念ながらそこはうまくい
っていない、要するに把握方法なかなかないですね。ですので、アウトプット指標みたい
なもので間接的にふんわり押さえて、大体こんな感じかなってなるんですけれども、みた
いなやり方をせざるを得ないところはあります。例えば名古屋大学の論文数と茨城大学の
論文数を単純に比較してもあまり意味がないというか、教員数が違うし、要するに研究の
規模も違うし、その分野構成も違う。ですので結局何が見たいのか、というところで指標
は探していくわけですが、大学間比較みたいなところで、定番で使えるキー・インディケ
ーターがあるのかというと、多分あまりないのかな、みたいなところです。ですので今日
はあまりそういうキチッとした話というよりは、ふんわりとうちの研究力ってこんな感じ
かなみたいなところを、精緻に現状を把握するというよりは、学内の議論のためにどうい
うネタを提供できるのか、という方に重きを置いています。ですから、100％正しくなく
ても、９割方正しいようなデータであっても、みんながそれで議論をして、どんどん学内
の議論が盛り上がってくれればそれでいいんじゃないの？、みたいなところが若干あるか
なというところがあります。だから我々としては、多少の精度を犠牲にしても議論の入り
やすさを優先的に意識しているところです。
河崎：こういうふうに数字を出した場合って、数字が一人歩きしてしまうことがあるかと思うん
ですけども、そういうところは運営というか、使う人が意識、本来ならすべきですけど、
なかなか難しいという状況があると思いますが、それは何か対応とかをパッケージ化され
ているんでしょうか。
藤井：指標を用いて数値化した値がインパクトが強いため数値だけが独り歩きするということと、
資料に記載した指標しか研究力を評価する指標が無いように誤解されたものがそのまま拡
散されるということの、二種類の懸念があるかと思います。
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まずは、資料をむやみに拡散させないということ。私の居るところでは、学内限定、関係者限
定と資料の右上に書くとか、そういったことでやっています。私自身は教員の身分で雇わ
れているんですけれども、ここで業務で扱ったことは、例えばそれをそのまま研究論文と
して発表して教員としての活動成果にすることは、結構制限を受けています。なので、作
った資料を誰に見せるかについては、学内の取り組みとしては慎重になってはいます。次
に、使いやすい幾つかの指標ばかり使われて、それ以外の側面が無視されるのではないか
ということですが、これについては情報の受け取り手の知識や読解力次第ということにな
るのではないかと思います。
河崎：ありがとうございます。
土橋（神戸大）：藤井先生の 4 ページで有効性と限界という記載がございましたけど、もちろん
完全に研究力を把握する資料なんてありませんので、いろんな資料を組み合わせたり、定
性的なものを組み合わせたり、そういった中で今回議論を進めていくきっかけとしてのパ
ーツとして科研費を取り上げてますので、またそういったところは今後議論していけたら
なと、そういうふうに思います。
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平成 26 年（2014 年）6 月 6 日 於：神戸大学
科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会

「科研費データの特性と活用可能性」
嶌田 敏行（茨城大学）

2
H26.6.6
科研費データを活用した
研究力把握に関する勉強会
於：神戸大学

コンテンツ
 （参考情報）研究開発評価とはなにか。
 さまざまな研究に関するデータ
 今回のデータの集計方法
 データをどのように情報に変換し、どのように役立て
るか。

茨城大学 評価室
嶌田 敏行

研究マネジメントと研究評価については、評価担当者や研究支援の方が担当すると思います。
研究マネジメントを行う以上、全体的に組織のミッションとかあるわけですよね。

研究マネジメントと評価の概念図
外部環境（政策
情報の分析など）

組織のミッション
目標・計画
研究戦略

実態分析を踏まえた戦略形成

各階層での研究活動
の実態の分析・把握

目標・戦略に適合
する施策の構築

例：

学内の各種施策
・資源の付与
（例：各種の目的に即した学内グラ
ント・予算配分、人材配置）

・環境形成
（例：研究交流会による情報流通、
教育組織と研究組織の分離による
流動化促進、テニュアトラック制度）

・施策効果の分析（施策目標通りに大
学の研究活動が変わってきているか）
・研究活動の実態分析から見られる問
題の改善のための施策構築

「集合的特徴」
を変える

具体的な研究活動
例： 個人による研究、プロジェクトや
ヴァーチャルな「研究センター」によ
る研究、COEなどの拠点による研究

3

教員・自身による省察・改善

研究活動の実態がデータや評価結果
に反映

【機関】
・機関単位の外部評価、アドバ
イザリーボード、第三者評価
・大学ランキング分析
【学部・センター等】
・学部・研究所の外部評価、ア
ドバイザリーボード
・時限センターの評価
・研究費、論文データなどの分
析
・個人評価結果の部局単位で
の集計分析
【個人】
・教員個人評価

文部科学省 科学技術・学術政策局作成資料より
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学内でいろいろ研究をやるために各種施策を打つ。その下に、具体的な研究活動というのをや
っていくわけで、いろいろな階層があるわけです。じゃあ我々―評価、IR、URA、研究支援担当
―は何をしなくちゃいけないかというと、例えば機関単位での外部評価に対応したり、例えば研
究力把握のために論文データの分析をしたり、大学のミッションに照らして施策がちゃんとうま
くいってるのかどうかなどをキチッと分析して対応していかなきゃならない。つまり、我々がや
らなくちゃいけないのは、研究マネジメントを回すためのネタ、要するに、必要なときに必要な
場所に必要なデータを提供して、研究マネジメントがしっかり回るような、そういう支援をして
いかなきゃいけないわけで、今回の科研費のデータなんかもそういうのに使えるんじゃないかな
と思っているわけです。

研究関連のデータっていくつか

4

さまざまな研究関連データ
 研究情報を取り扱う様々な有料/無料のデータベース。

１） 論文書誌情報データベース
→ Web of Science、Scopus、CiNii、JDream2、PubMedなど
２） 論文誌引用状況データベース
→ JCR、JournalRank
３）学内のデータ
→研究者情報管理システム、担当部署が把握しているデータ
４） 科研費データベース
→ 国立情報学研究所、文部科学省、日本学術振興会が無料
で提供

あるわけですけども、例えば書誌
デ ー タ ベ ー ス と し て Web of
Science とか、Scorpus とかある
わけです。あと論文の引用状況と
しては JCR とか Journal Rank と
かあるわけです。学内のデータと
しては研究者情報管理システムと
か学内のデータベースがあるわけ
です。あと科研費データベースと
かあるわけですけれども、要は書
誌 デ ー タ ベ ー ス と か Web of
Science などの国際雑誌の書誌デ

ータベースなどは多分ちょっと高いです。大きな大学さんですと、結構、余裕で買っちゃうんで
すけど、うちの大学でも、導入に際しては結構、慎重に検討しました。うちの大学よりも研究規
模が小さくなると、Web of Science などの論文書誌データや Citation のデータは有料のものが多
いので、どうしたらいいのっていう話になるのかな、と思っています。
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5

それぞれのデータの特色

学内にデータベースを作って、
研究者に論文データを入れてく
ださい、とお願いしても、なか
なか、みなさん入れてくれるわ

データの鮮
個人特定
度

機関特定

データ特性

けじゃないですから、そういう

１）書誌DB やや高額？

ほぼリアル
難しい
タイム

○

自然科学が
多い

発生源入力データでは、実際分

２）論文誌
DB

１年ごと

－

自然科学が
多い

－

全分野

ほぼリアル
科研費番号 ○
タイム

全分野

導入費用

有料

－

３）学内デー DBはやや 学内の運用
学内ID
タ
高額
に依存
４）科研費

無料

析をやろうと思ってもあんまり
使えない。そうすると地方大以
下のところで、割としっかりと
充実した情報で、かつ無料で使
えて、しかもリアルタイムで、

※話者の使用経験にもとづく個人的感想を含む

しかも名寄せができて、かつデ
ータの特性として全分野カバー

してるのは何ですかといったら科研費のデータしかないわけです。ですからせっかく国が無料公
開情報として提供してるんだったら使わないのはもったいないでしょうというのが、今回の勉強
会のそもそもの発想みたいなところがあります。例えば、Web of Science などを導入しても、ど
うしても自然科学の論文に偏重してるので、社会科学とか人文科学はどうなのかっていうところ
が把握しにくいっていうところがあります。

科研費のデータですが、先ほど

6

科研費データ

藤井さんからも話がありましたけ
ど、研究提案の良しあしだけの勝

 科研費は単に研究提案の善し悪しで決まるわけでは無い。
 これまでの実績も重視されるピアレビューによる評価で採択が

決まる。単なる提案力の評価では無い。

負ではないわけです。要するに科
研費の事務を担当した方なら分か
ると思いますけど、研究業績をし

 文系の分野などもカバーしている。
 偏りがあるので、そこをどうするか。（シェアや教員数による規

格化が必要か。）

っかり書く欄があって、あそこが
白紙だったら通らないわけです。

件数％

金額％

1‐10位

33.75

51.24

11‐100位

45.64

36.70

101位－

20.61

12.07

だからこれまでの研究をやってる
方がしっかり次のステップに行く
みたいなところ、要するに事前評
価なんですけど事後評価を兼ねて
いるみたいなところがあります。

萌芽研究というのがあって研究業績を付けずに出すんですけれども、これもいろいろ JSPS の人
に聞くと、研究をしっかり続けてきた方がちょっとこういうこともやってみようか、みたいな提
案を想定しているような節があって、何もやっていない丸腰の方がこういうことをやりたいとい
う研究提案ではないわけですね。つまり、科研費は、研究をしっかりやってないと通らないって
いうのが基本的な話になってます。
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7

６年分の採択件数（2008‐13）
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このグラフが何かっていいますと、縦軸が件数で、横軸が順位となります。6 年分の科研費の
採択件数をプロットしていて、赤いのが国立、緑が公立、青が私立です。このトップ、東大とか
京大なんですけど、要は 6 年間 2 万件とか万単位で取ってるわけです。多分うちなどはこの辺で
すから、全然住む世界が違うなみたいな感じです。ただこれを見ていただくと、国立が結構ほと
んど持っています。私立大学さんは非常にロングテールになっちゃうんですけど、私立大学のト
ップクラスだと結構国立のそこそこいいところと結構勝負ができるんですけれども、割と科研費
は国立偏重になってるっていうのは確かにそうなんだろうと思います。また、金額ベースで見る
と 1 位から 10 位の大学で半分持ってるわけです。だからすごく富が非常に偏っているなという感
じもします。1 位から 30 位のところはインターナショナル・ジャーナルもいっぱいあるわけです
から、そういうところは国際的な書誌データベースを中心に正解との比較をやっていただいて、
その次のグループあたりが割と科研費は感度がいいのかなと、と思っています。どういうことか
と言うと、中小規模の大学がインターナショナル・ジャーナルで各分野別で世界の平均引用数に
対してうちの引用数は何本かみたいなことを調べても、結構、寂しい数字しか出てこないわけで
す。ただ科研費だったらとなりのあの大学に勝ったとか、この分野ならあの有名大に肉薄してる
ぞ、とかそういう話になってくるんで、まだ話が面白いというか、あんまり寂しい思いをしなく
て済むみたいなところがあるわけです。
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H26.6.6 「科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会」（於：神戸大学）

データの作成方法なんですけ

8

データの作成方法

ども、取りあえずこの科研費デ
ータベースにアクセスしてくだ
さい。とりあえず全部の大学の
データを、2008 年から 2013 年ま
でひたすらダウンロードしま
す。

 http://kaken.nii.ac.jp/ にアクセス

１万件がダウンロートのリミ

9

データの作成方法

ットなので、そこに気を付けてく
ださい。

年度には、希望年度（今回は2008～2013年の６年間）を設定し、研究機関には
１万件を超えないように大学名を次々と入れていく。

10

データの調整

この辺には、詳細な方法を示し
ておきます。複数の機関に所属す
る場合、機関数で割ってもよいの

 csvで出力し、開いたファイルのセルの書式設定を行い、

折り返して表示する設定を解除。

ですが、処理がたいへんなので獲
得大学が総取りという方式にし

 異動年次は分からないので、獲得大学がすべて研究費

ました。ポイントは、年度ごとに

を獲得したと看做すために、所属機関が複数ある場合、
最初の機関以外は削除する。

金額データを分割して処理する

 金額データを年度ごとに分解する。１行が１年度となるよう

にデータを調整（３年間もらっている科研費ならば３行に
なる）。
 Lookupテーブルなどを用いて、機関のJSPSコードや分
野、分科コードなどを附与する。
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というところです。

嶌田 敏行「科研費データの特性と活用可能性」

11

データについて

科研費コードは不変のもので
はなくて、見直しがあります。で
すので、読み替え表を作って、現
在の分野・文科・細目に対応させ

 科研費の分野・分科・細目などは毎年見直しがある。
 前回は平成２５年度に大きな変更があった。
 分野、分科等の枠を越えて変更があったため、今回は、２００８

ておく必要があります。

年度から２０１３年度で汎用的に使える分野・分科・細目を作
成した（資料４）。
 その後、金額コード、種別コードなどを附与し６年分の国公私
立大学の年度ごとの科研費配分状況のマスターデータを作成
（データ１）。
 マスターから種別（データ２） 、金額（データ２） 、分野・分科ご
と（データ３）の件数、配分額データを構築。
 併せて、２００８～２０１３年度の機関別配分額を集計し、順位や
シェア等の基本資料とした（データ４）。

12

資料４：分野・分科対応表

資料の 4 というのがあって、科
研費の分野とか分科っていうの
は毎年変わるんです。要するに
系というのがあって、その下に

 科研費の系・分野・分科・細目は、学術の進展に従い、改正さ








れる。
毎年、微少な見直しがあり、何年かに１度、大きな見直しがあ
る。直近では平成２５年度（２０１３）年度採択分から大きな改正
があった。
細目番号も原則変わらないものの、大きな改正の際には付け
替えなどが発生する。
今回は、そのために平成２４年度以前と２５年度以降を折衷し
た大学評価コンソーシアム独自の系・分野・分科・細目を設定
した。
原則的に、現行の体系を利用している。
（全体的にコードは確認中。）
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分野、その下に分科、最後に細
目っていうふうに、要するに超
大分類、大分類、中分類、小分
類となってるわけですけど、結
局これが毎年のように変わるわ
けです。なぜかというと、学問
が進化するからです。

H26.6.6 「科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会」（於：神戸大学）

それでどれを何を見
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（参考）考え方のヒント












１５ 研究情報を解釈する：誰の意思決定を支援するのか
１５‐１ 研究担当理事
１６ 研究情報から見出したいこと：評価担当者
１６‐１外部資金は増加したか １６‐２外部資金獲得支援の取組は成果があがってい
るか
１７ 研究情報から見出したいこと：研究推進、研究協力担当者
１７‐１外部資金獲得支援策。１７‐２学内共同研究・プロジェクトのマッチング支援。
１７‐３弱いところのテコ入れ／強みを伸ばす １７‐４学部・研究科別／研究分野別
１８解釈の視点
１８‐１金額。件数。１８‐２順位。順位パーセント。シェア。１８‐３経年変化。全国平均
や他大学との比較。
１９解釈時に留意しておくべき科研費事情（Cでよいの意識）
１９‐１小額で研究可能な分野は基盤Cへの応募が多い １９‐２ １件あたりの金額は
研究分野によってちがう、１９‐３「エフォート」により一人の研究者は応募数の上限が
ある。１９‐４どの分野で申請するか問題（農学？ 環境学？）

るのっていうのはこの
辺に書いてあるので、
それを見ていただけれ
ばいいですし、考え方
のヒントっていうのは
ちょっと藤井さんから
もらったメモをもうち
ょっと僕なりにアレン
ジしてやろうかなと思
ったんですけど、多分
どうせ時間がないんだ
ろうと思って、そのま
ま貼りだしちゃったん
ですけど、じゃあ何の

ために、よく IR の話が出てくると、データは集めたんだけどなんかやることがないんですよね
みたいな話がよく出てくるんですけど、要するに多分大学の執行部とか学術担当の理事とか各学
部の研究マネジメントの担当の先生は、本当はなんか困ってるんですよ。次どうしたらいいかな
と。どういうところにお金をまいたらどういうふうに研究が進むのかみたいなところを本当は知
りたい。そうすると今どうなっているのか、隣のあの大学と比べてどうなっているのか、次にも
のになりそうな分野はどこなのかとか、そういうところを意外と、本人たちは強いなと思ってる
けど本当に強いのかとか、その辺のところを数量的なデータできちんと示してあげることによっ
て、相当先生がたの議論が深まります。実際こういう話を学内で大体年に 2 回くらいは、全学の
研究企画委員会みたいなところで報告するんですけど、結構食いつきはいいです。だからやっぱ
りデータの定義をきちんと説明して、現状をきちんと説明すると、自然と結局先生がたは興味深
いデータはこっちでネタを出してやれば、それで勝手に食いついて議論をしますので、いかに研
究マネジメントを担当する先生方が楽しいなと思えるようなデータをわれわれは提供できるのか、
そこがポイントかなと思いまして、そういうところにこういう科研費のデータが使えればいいな
と思っております。ちょっと駆け足だったんですけども、説明は以上となります。
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平成 26 年（2014 年）6 月 6 日 於：神戸大学
科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会

演習「他大学との比較による研究力把握」

参加者が所属する大学の研究規模別にグループを編成した。各グループでは、科研費データベ
ースからそれぞれデータをダウンロード・加工していただき、研究種目別件数・金額等の経年変
化がわかる分析を行った。
その後、各グループの参加者同士で、自大学及び他大学のデータ比較を行った。
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H26.6.6 「科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会」
（於：神戸大学）

科研費勉強会アンケート結果分析

１．満足度の結果

1満足

1,
5%
8,
42%

2概ね満足

10,
53%

3どちらとも
いえない

回答 19 名 （回収率 90.4％）
回答者の多くが肯定的な回答（満足、概ね満足）であった。今回は実習パートで実際に
データに触れてグラフを作成するという作業を行ったことと、参加者の自大学のデータを
操作できたこと等、具体的な材料を扱ったことが参加者の満足を得られたようである。自
大学について新しい発見があったという声もあった。一方で、理解のための時間が少なか
ったという意見もあり、実習時間の配分は今後検討の余地があると言える。
２．得たもの
レーダーチャートを用いた比較や順位パーセントといった、これまでに参加者が使って
こなかった手法が使えることが分かったという意見が複数あった。また、科研費データか
ら意外に多くのことが分かったという驚きもあったようである。今回はテーマと材料が具
体的なものであったためか、参加者は得たいものをあらかじめ明確にして臨んだように思
われるが、当初の期待を上回って得たものがあったとすれば、運営スタッフとして光栄で
ある。
３．今後のテーマ
今後取り扱って欲しいテーマについては、実践的な IR 事例が挙げられている。また、評価
との関係で、内部質保証や計画策定といったテーマもあった。その他、個別具体的テーマとし
て、大学ポートレートの活用、財務や研究分野での IR、学修行動調査、教員評価等があった。
（藤井［名古屋大］）
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科研費勉強会アンケート結果分析

＊アンケート結果
得たもの

満足度点数とその理由
①満足、②概ね満足、③どちら
ともいえない、④やや不満足、
⑤不満足

3

今後取り扱って欲 その他ご意見・ご要 ご所属・お
しいテーマ・内容等 望等
名前等
企画頂きありがと 国立
うございました。 事務

きちんと理解でき
れば大変有益だと
感じました。
理解するのには自
分には時間が足り
ませんでした。

他大学と比較データを 2
入手できた。

時間が短く理解が 勉強になりました。 ありがとうござい 国立
難しかった。
ました。
研協系

分野・分科ごとの分析 2
について今後、本学で
参考にしたいと思いま
す。

科研費を担当して
いるので、データの
分析やグラフを使
用した表記につい
て大変、参考になり
ました。

国立
研協系

データ利用の仕方。
2
意思決定支援ができる
ようなデータ提供。

実習が多かったの 教職協働について
は良いと思いまし （IR、評価業務等に
関して）
た。
講義についても、デ
ータの取扱方法を
学ぶことができま
したので②と致し
ました。

国立

IR において、エビデン 2
スとなり得る定量デー
タの扱いが始まったば
かりらしい…というの
が分かりました。
（元々、大学評価には
詳しくなかったので、
このようなお話は意外
に感じました。）

Excel の作業シー 各大学の IR 取組み
トが労作だと思い 状況
ました。
・学内の元データの
連携
・ポジティブに「定
量化できない活動」
を評価する取組み
などがわかるとう
れしい。

国立
IR 系

科研費データのとりあ 2
つかい方について、ま
たIRの役割に付いて勉
強になりました。あり
がとうございました。

科研費データから
得られる情報が図
に見える形で解析
で き 、 Scival や
Incite のような研
究マネジメントツ
ールと組み合わせ
ることで、より、自
学の研究力につい
て分析できるので
はないか、と思いま
した。

科研費関連のテー
マを引き続き、お願
い致します（データ
解析、他大学の事例
を 紹介したりな
ど）。
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今日は、お手数おか 国立
けしまして申し訳 URA
ございませんでし
た。

H26.6.6 「科研費データを活用した研究力把握に関する勉強会」
（於：神戸大学）

まず、データをいただ 2
けたこと！
分析だけでなく、通常
業務へも利用させてい
ただきます。

国立
研協系

提供していただいたデ 2
ータの活用方法。

科研費のデータ分
析手法を学ぶこと
ができた。

実際のデータを使用し 2
た分析の中でイメージ
が深まりました。

自大学分析、他大学
比較の中で、きっか
けのようなものに
触れられた気がし
たため。

今後の URA 活動への１ 1
つの指針が得られた気
が致します。
客観的に自分の大学の 1
データを見ることがで
きてよかった。

レーダーチャートを利 1
用した分析は、あまり
行ったことがなかった
ので勉強になりまし
た。

各種分析方法

1

レーダーチャート等に 1
よる自大学の強み、弱
みの把握の手法

国立
研協系

教学分野のデータ 有益な機会の設定、 私立
分析（エンロールメ ありがとうござい 計画・評価
系
ント・マネジメント ました。
分野）
経営分野でのデー
タ分析（典型例があ
れば）
皆様、準備等検討さ
公立
れておられ感謝し
URA
ております。
評価の仕方につい
て、科研費のデータ
を使ってここまで、
自分の大学の特徴
を見ることができ
るとは思っていな
かった。たいへん参
考になった。
基礎データを整理
していただいたの
で、分析がやりやす
かったです。
分野別順位％等、新
しい見方ができま
した。

国立
研協系

研究力の把握につ
いての知見がなか
ったため大変に勉
強になりました。

私立
事務系

国立
研協系

自分だけで考えて 、
煮詰まっておりま
したので、いろいろ
な手法やデータク
レンジングの知見
が得られたことが
大きいです。
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今後とも参加させ 国立
て頂ければ、と思い IR 系
ます。

科研費勉強会アンケート結果分析

科研費データから得ら 1
れる情報が多くあるこ
とがわかった。

日常の業務で得ら
れない見方がある
ことがわかったか
ら。

研究力の把握法やIRの 1
メリット役割

自大学の特徴を分
かりやすく見るこ
とができ、これまで
のイメージとは違
う点を発見できた。
普段は科研費の受
入等、研究支援のた
め、このようなデー
タ分析をするのも
初めてでしたが、す
ごく入りやすい内
容だったと思いま
す。

科研費データが客観的 1
データとして大学の意
思決定に果たしうる役
割について具体的なイ
メージが沸きました。

とても丁寧に教え
て頂きありがとう
ございました。
自機関のデータの
操作ができたこと
がとても有意義だ
った。

レーダーチャートがす 1
ばらしい。
データベースの整理に
は頭があがりません。
研究活動データの取扱 1
いについて学ぶことが
できたこと。

今回のテーマにつ
いて、次のステップ
を引き続き実施し
てほしい。

科研のエクセルデ 国立
ータの他大学への 事務系
共有化をしてほし
い。

データからどのよ 各質問に丁寧にご
うに考えていくか、 対応下さりありが
一般的なヒントの とうございました。
ようなもの。

今年度のデータが
ほしい。

データを駆使して
思考を明確にする
ことができた。

私立
研協系
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嶌田 敏行*+（茨城大学 大学戦略・IR 室）
末次 剛健志（佐賀大学 企画評価課）
関 隆宏*（新潟大学 企画戦略本部評価センター）
土橋 慶章*+（神戸大学 企画評価室）
難波 輝吉*（名城大学 学術研究支援センター）
藤井 都百*+（名古屋大学 評価企画室）
藤原 将人*（立命館大学 教学部学事課）
*大学評価コンソーシアム幹事

+コンテンツ開発

謝辞
会場を提供していただく神戸大学様には、御礼申し上げます。
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