
目標４：教育内容の充実のために国際的水準の研究を実施するとともに、外部資金の獲得を図る。

（責任部局：研究協力・地域連携部） 

 

計画４－１：外部資金の獲得を奨励し、研究の活性化を図る。 

 

評価大学では、国際的水準の研究を実施するため、科学研究費補助金への応募を奨励している。

平成 23 年度の応募実績（何らかの外部資金を得ていない教員のうち科研費に応募した者の割合）

は 60％であり、採択実績は 15％であった（資料 4-1-1：科研費応募・採択実績）。 

研究環境の改善に向け、教員への聞き取り調査を実施したところ、文系については、「研究費よ

りも時間が欲しい」という趣旨の意見が多く、科研費応募にあまり意欲的ではなかった。理系の

教員については、「研究費の必要性は感じており、科研費に応募しているのだが、なかなか採択さ

れない」という意見が多かった（資料 4-1-2：研究環境に関する聞き取り調査結果）。これらのこ

とを踏まえると教員によって置かれている研究環境の違いはあれど、全般的に研究の活性化が図

られていると考えられる。 

 

資料 4-1-1 科研費応募・採択実績 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

応募実績* 58% 60% 62% 60% 

採択実績 13.2% 14.3% 14.1% 15.0% 

（参考）科研費全体の採択率** 20.3% 22.5% 22.1% 28.7% 

* 何らかの外部資金を得ていない教員のうち科研費に応募した者の割合 

** 出典：文部科学省資料（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/index.html） 

 

資料 4-1-2 研究環境に関する聞き取り調査結果 

・各学部２名の教員から聞き取り（平成 23 年度実施） 

Q1：研究資金について（教育実施経費として配分している 30 万円［工学部 50 万円］以外について） 

「研究費よりも時間が欲しい」（文学 2、経済 1、経営 1） 

「研究費が足りない（大学として補助して欲しい、外部資金をがんばりたい）」（工学 2） 

「特に困っていない」（経済 1、経営 1） 

Q2：研究設備について 

「図書、電子ジャーナルなどを充実して欲しい」（文学 1、経済 2、経営 1、工学 2） 

「実験設備の充実をして欲しい」（工学 2） 

「とくに無い」（文学 1、経営 1） 

  

 

 

計画４－２：国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。 

 

本学では、半期ごとの勤務評定以外に、３年に１回、改善を目的とする教員評価を実施してい
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る。各教員は、教育や研究、社会貢献、校務の４分野ごとに３年間の実績リストとその自己評価

（良かった点と改善点）を学部長に提出する（資料 4-2-1：教員評価における全学部共通項目［研

究分野］）。学部長は、分野ごとに４段階の評価を行い（資料 4-2-2：研究分野の評語）、いずれの

分野でも一番下の C 評価となった者に対しては、後日、学部長と面談を行うことになっている。

なお、どの程度の業績や自己評価の結果に対してどのような評価を下すかについては、各学部長

に一任している。 

平成 22 年度に実施した評価結果をみると（資料 4-2-3：研究分野の各学部での評価結果と C 評

価となった者の理由）、概ねどの教員も熱心に研究を実施していることがわかるが、一方で、本学

の研究力向上が図られているのかどうかが、教員評価からは見えてこないため、何らかの方策が

必要であると考えられる（資料 4-2-4：学部長懇談会での主な意見）。 

 

資料 4-2-1 教員評価における全学部共通項目［研究分野］ 

○研究業績（論文、著書、研究発表、シンポジウム等、知的財産権） 

○共同研究実績（技術・経営相談などを含む） 

○学術賞の受賞 

○外部資金の獲得 

 

資料 4-2-2 研究分野の評語 

S：極めて優秀な研究活動を実施している。 

A：優秀な研究活動を実施している。 

B：概ね優秀な研究活動を実施している。 

C：優秀な研究活動を実施できていない面がある。 

 

資料 4-2-3 研究分野の各学部での評価結果と C 評価となった者の理由 

 S A B C 

当該評語の教員の割合 10% 80% 8% 2% 

C 評価となった理由 提出がなかった。白紙だった。 

 

資料 4-2-4 評価結果を持ち寄った学部長懇談会での主な意見（研究分野のみ抜粋） 

○外部資金の獲得が増えない理由について 

「自己評価書に、外部資金の獲得結果については記入する欄があるが、科研費や外部資金への応募状況については、記す欄がな

く、また、応募しなくてもペナルティが課せられるわけでもないのが一因ではないか。」 

○国際的水準と評価水準について 

「評価大学がめざす研究の国際的水準とは何か、という議論が進んでおらず、教員の理解もまちまちであり、評価基準や評価方

法も明確に定まっていないため、毎回、どのような業績にどのような評価を下すのか苦労している。」 
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［目標４：説明］ 

９班 藤原 将人（立命館大学：発表・まとめ）、伊藤 慶之（福岡教育大学）、牧野 晃治（名古屋

工業大学）、荒木 隆幸（山形大学）、渡辺 雄貴（首都大学東京） 

議論内容の全体の大きな流れとしましては、目標とそれぞれの計画、行動部分の記述を読んで、

どのような評価指標が立てられ、自己点検・評価がなされているのか、ということです。 

計画４－１では、「外部資金の獲得を奨励し、研究の活性化を図る。」という計画を立てられて

いるのですが、具体的にどのような奨励が図られたのかということに対して、そのような記述が

ないだろう、ということが挙げられました。その上で、具体的な記述としては、例えば、こうい

う取り組みをやっていますよ、というような例を示して記述してもらう必要がある、それを各部

局に示していくことが必要ではないか、ということを議論しました。例えば、説明会を実施する、

外部資金の情報提供を行っている、インセンティブを付与する、などがなされているのか、そう

いうことが考えられるのではないか、ということを、具体的に、部局に示すことが必要になると

考えられます。 後の部分の記述で、「全般的に研究の活性化が図られていると考えられる。」と

まとめられているのですが、実際にデータを見ますと、応募実績は少ないですし、本当に研究の

活性化が図られているのか、という点で、評価を再度考えていかなければならないことであると

思われます。また、「考えられる」とか、こういうこともあるけれども、など曖昧な記述が目立ち

ますので、こうした部分は具体的に記述をしていく必要があるだろう、今後、あわせて指示を出

していく必要がある、と議論していきました。 

計画４－２ですが、これは「国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。」と

いう計画が立てられているのですけれども、「国際的な水準の研究」と教員個々の研究評価との関

係が、本当につながるのかという点でやや疑念が生じるので、計画の立て方そのものに若干違和

感があるところです。既に５年間の計画の 終年度ですので、次の計画での改善提案になるか、

という議論をしました。具体的な行動計画レベルで見ていくと、国際的な水準の研究の実施とか、

個人の研究評価の実施ですが、国際的な研究水準とは何なのか、ということが全く触れられてい

ませんので、このあたりは評価指標とあわせて明確化を図っていく必要があるだろう、という意

見が出ました。この評価指標の明確化については、英文の論文がどのような状況であるというこ

とや、国際学会でどのような活動をされているのかということなどの具体的な取り組みを例示し

ながら各部局に指示を出していく必要があるだろう、というような形で議論を進めました。 
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（目標４）

教育内容の充実のために
国際的水準の研究を実施
するとともに、外部資金の
獲得を図る。

取組
・説明会
・各学部への
アドバイザー配置

・インセンティブ付与
・外部資金情報提供

取組
・図書・電子ジャー
ナルの充実（すべて
の学部から要望）

・実験設備充実

研究の活性化
外部資金の獲得奨
励

個人の研究評価の
実施

国際的な水準の研
究の実施

評価指標の明確化
国際的研究水準の
明確化

教員評価
「各学部長に一任」
⇒客観性に疑問

指標の例示
・英文論文・発表
・国際学会・雑誌等

教員評価
⇒４分野（教育・
研究・社会貢献・

校務）全体の中での
研究を評価すべき

取組
・分野横断プロジェ
クト

・インセンティブ付与
・支援部門の強化

（計画４－１）

外部資金の獲得を
奨励し、研究の
活性化を図る。

研究の活性化
が本当に図ら
れているか

あいまいな
記述ではなく、

具体的に記述
する

記述：「研究環境の
違いはあれど、全般的

に研究の活性化が図ら
れていると考えられる」

奨励に関する
具体的な記述がない

（計画４－２）

国際的な水準の研究
を実施するために個
人の研究評価を行う。

行動計画 行動計画

指示 指示

目標４
目標

指示

改善提案

「国際的な水準の研
究」が何か明確ではなく、
「個人の研究評価」との
関係でも評価指標が不
明確なので、計画内容
に改善が必要

９班

57



（報告内容以外のポスターの説明） 

１．事例の選定 

・研究分野は、設置形態を問わず、各大学におおむね共通する課題であり、数値目標も

あって評価に取り組みやすいと判断したことから、本事例を検討した。 

 

２．事例の内容 

（１）計画４－１ 

・「資料４－１－１ 科研費応募・採択実績」の採択実績を経年推移で見ると、水準を維

持していると評価するか、過去４年間で約２％増加していると評価するか、どのよう

に評価するかが難しいとの意見があった。 

・目標達成に向けて、大学としてどのような取り組みを行ったが重要であるにも関わら

ず、全般的にエクスキューズした記述が目立つとの意見があった。 

・「資料４－１－２ 研究環境に関する聞き取り調査結果」によれば、図書・電子ジャー

ナルの充実についてすべての学部から要望があるが、対応する記述がなく、必要な取

り組みとして考える必要があるとの意見があった。 

 

（２）計画４－２ 

・記述によれば、教員の研究評価は、「各学部長に一任」されており、客観性の確保に疑

問があるとの意見があった。 

・「資料４－２－４ 評価結果を持ち寄った学部長懇談会での主な意見（研究分野のみ抜

粋）」によれば、「評価大学がめざす研究の国際的水準とは何か、という議論が進んで」

いないとあり、また、「教員の理解もまちまちであり、評価基準や評価方法も明確に定

まっていない（中略）どのような業績にどのような評価を下すか苦労している」とあ

ることからも、大学として評価がほとんどできていないのではないかとの意見があっ

た。 
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［目標４：コメント１］ 

１班 山本幸一（明治大学：発表・まとめ）、寺口浩史（金沢大学）、岡本世紀（お茶の水女子大学）、

藤井都百（名古屋大学）、三田晴伸（名古屋工業大学） 

計画４－１に関係して、立命館の藤原さんのご報告で触れられていなかった点の議論について，

１点コメントします。現状を説明するためのエビデンスの利用方法についてです。「教員への聞き

取り調査」の使い方，アンケート等の調査結果の利用に関する留意点について、1 班で議論しま

した。 

資料 4-1-2 の「研究環境に関する教員への聞き取り調査」の結果は，「研究の活性化が図られて

いる」とプラス面でのエビデンスとして利用されています。しかし，この調査結果の内容を確認

しますと、「研究費よりも時間が欲しい」，あるいは「図書の充実をして欲しい」等の意見や要望

が記載されています。これらは意見や要望に過ぎず，研究の活性状況を評価する指標として適切

であるか，妥当性に疑問があります。結果の読み方によっては，マイナス・エビデンスとも考え

られる内容です。 

この報告書では，「教員にアンケートを行った」ことを，安易にエビデンスとして利用したと思

われます。評価にとって，アンケートや調査はエビデンスとして，わかりやすく重要な資料の一

つですが，アンケート結果が，目的・目標の達成度や計画の進捗度を適切に評価する内容でなけ

れば意味がありません。 

今回の「教員への聞き取り調査」では，研究環境の改善に関して様々な意見が寄せられていま

す。これらは，現状に不満足の点があり改善すべき事項として，今後の改善計画に活かしていた

だくような記述として活用すると，調査として活きてくるもの思われます。アンケートを採った

からといって、それをそのまま評価結果に安易に使うことなく、もう少し分析してみてはどうか、

調査を行う際には調査仮説を明確にすること等，“評価における調査結果活用の留意点”について

検討が行われました。 
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目標４

★事実の記述が曖昧
「応募を奨励している」
→どのようにという手段

（例えば，説明会の開催，
教授会での依頼等）の記
述がない。

研究
計画４－１ 外部資金，研究の活性化

指

摘

修

正

案

Ｂ 改善点の提案

１ａ １ｂ

★評価の根拠とした調査結
果の説明・分析が不足
「教員への聞き取り調査」→
科研費応募に積極的ではな
い等を根拠に「研究が活性
化している」と評価。

★奨励した手段を記述す
るように修正を指示

「～等の奨励策を行って
いる。」

★記述方法を，設問別に
分ける等，調査結果を活
かした評価になるよう指示

「『Ｑ１資金』の結果と『Ｑ２
環境』の結果は，分けて評
価し，記述する。」

「Ｑ１の使い方：研究時間
の確保が必要，Ｑ２の使い
方：図書の充実が必要等」

★図表の数値の使い方が
不明確

「資料４－１－１ 科研費
の応募・採択実績」

・母数，実数の記述がなく，
算出根拠が不明

★母数，実数を示すこ
とを指示。

★計画の表現方法

目標と計画のツリー構造
における，目的と手段の
関係が未整合である。

★目標の記述方法の修正
が必要
（ex.） 国際水準の研究を

実施するとともに，外部資
金の獲得を図る。

↓
外部資金を獲得（手段）し、
国際水準の研究を行う
（目的）。

※大学の「研究」は，外部
資金獲得が最終アウトカ
ムではない。

★分析の追加

「全員が資金を欲しい訳で
はないこと等，調査結果の
内容確認，分析を指示」

★計画に対応した評価に
なっていない。

「外部資金の獲得」に対し
て，科研費の応募状況の
みの記述しかなく，外部資
金全体（共同研究など）に

関する記述がない。

２ａ ２ｂ

★根拠資料の数字と評価結
果が整合していない。

①科研費採択率が全国平均
より，10ポイント以上下回っ

ているにも関わらず「活性化
している」と評価。

②評価指標として，採択実
績を用いた理由が不明。

★計画５－２にある「資料
５－２－１ 共同研究・受
託研究・奨学寄附金実績」
のデータを用いて説明す
ることを指示。

★数値についての評価方
法・評価基準，評価指標と
してのを妥当性（理由）を
記述するように指示。

★評価基準・分析指標が
不明

「全般的に活性化が図ら
れている」
→何を基準に判断したの
か根拠が不明。

★研究設備，研究支援環
境の状況を示すデータを
追加し，評価することを指
示

「研究設備の充実状況を
示すデータ（例えば，設備，

研究予算，ＲＡ人数等）」
★教育実施経費（30万円）

以外にあると思われる各
種研究費の金額，実績等
のデータの追加を指示。

★研究実績そのものの
データを追加し評価するこ
とを指示

「資料４－２－１ 教員評
価における全学部共通項
目」のデータ（研究業績，
学術賞受賞等）」

Ａ 計画の達成状況の判定と修正指示・追加資料の請求

進捗説明が不十分のため、
文章・データを修正指示

進捗説明が不十分のため、
データや分析の追加を指示

Ａ大学の評価書の問題点
として指摘すべき事項

計画に対応する記述がないため、
文章・データの追加を指示

計画に対応する記述がないため、
データと分析指標再考を指示

指

摘

修

正

案

報告書を読み、修正すべき箇所をA・Bに分類し，Aは，さらに４項目（１a/b，２a/b）に構造化し，指摘を行った。

１班
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（報告内容以外のポスターの説明） 

１ 検討の方法について 

・報告書の記述を読み、修正すべき箇所・内容を次の４つに分類し指摘した。 

 1a： 計画の進捗説明が不十分のため、文章・データを修正指示 

 1b： 計画の進捗説明が不十分のため、データや分析の追加を指示 

 2a： 計画に相当する記述がないため、文章・データの追加を指示 

 2b： 計画に相当する記述がないため、データと分析指標再考を指示 

２ 検討の内容について 

・科研費の応募実績、採択実績、全体の採択率の算出式が不明。異なる計算で算出されて

いる可能性のある数値同士を比較するのは問題。 

・上記の計算式が妥当で、比較可能であったとしても、採択実績は科研費全体の採択率を

下回っている。これをもって、研究の活性化が図られているとするのは、論理の飛躍があ

るのではないか。 

・「教員への聞き取り調査」を行っているが，調査の目的，調査結果の利用方法が十分に議

論されていないのではないか。「外部資金の獲得」という計画の根拠としてふさわしい調

査であったか，妥当性の検証が必要である。 

・科研費の採択実績や，教員への聞き取り調査の結果等は，計画に照らして，マイナス・

エビデンスになっている。マイナス・エビデンスを無理に肯定的に評価するのではなく，

実直に次への改善提案になるような評価の方法を行うべきである。 
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［目標４：コメント２］ 

１３班 松本 みゆき（名古屋大学）、安藤 聖敏（岐阜大学）、新井 泰彦（関西大学）、池山 尚高

（大阪市立大学）、渡邉 孝（お茶の水女子大学）、平井 賢治（鳴門教育大学：発表・まとめ） 

計画４－２の方ですが、特にデータのほうでエビデンスとして足りないのではないか、という

意見がありました。例えば、資料 4-2-1（教員評価における全学部共通項目［研究分野］）などで

したら、具体的に基準を示さないと分からないのではないか、とか資料 4-2-3（研究分野の各学部

での評価結果と C 評価となった者の理由）では、「C 評価となった者の理由」が書いてあるわけ

ですが、「提出がなかった。白紙だった。」ということで、それ以外は、何かしら評価されている、

ということで非常に甘いわけですね。これも経年ごとに学部ごとにデータが出るとわかりやすい

のでは、という意見がでました。 

 

（当日の報告した以外のポスターの説明） 

・このポスターは各人が提起した問題点について、修正案または指示する内容と、必要が

あれば具体的に指示を出した後の再分析を表示したものになっています。 

・この目標 4 では、大きな疑問点がいくつもあります。 

初っぱなでは、目標としている「外部資金の獲得」ですが、何故かここでは科研費しか

論じていない。で、資料 5-2-1 を見てみると共同研究・受託研究で得た外部資金の実績が 4

年前の 40～60%台に落ち込んでいる事実があります。意図的かは断じ得ませんが、不利な

情報を出さなかったにもかかわらず別章の資料には挙がっているこの事実から、章ごとに

別の執筆者がいて、横の連携が良くないことが想像されます。 

 また、計画 4-2 では「国際的な水準の研究を実施するために個人の研究評価を行う。」こ

ととしていますが、その割には教員評価は 3 年に１度だったり、研究分野の評価結果では、

C 評価となった理由は「提出がなかった。白紙だった。」ということだけでそれ以外は何か

しら評価されている、という非常に甘いものです。また、資料 4-2-4 にあるとおり「国際的

水準とは何か、という議論が進んでおらず」という状態であることから、目標の立て方の

甘さと目標を遂行するための計画の杜撰さが際立ちます。 

・それ以外にも、資料に使用しているデータの大雑把さが挙げられます。 

 せっかく調べているのに理系・文系の分野別に分けていないとか、聞き取り調査の数が

圧倒的に少ないとか、もう少しで何かが見えそうなのに残念な結果になっています。 

・そのあたりを踏まえて、一覧にしたものがこのポスターとなります。 

・この指示の通り再度分析したらどのような結果が出てしまうのか。出てきた結果に対し

ては粛々とありのままに評価を進めていきたいと思います。 
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問題点
外部資金の獲得を奨励した
具体的な方法が示されてい
ない

大学としての目標が必要

計画５の資料5－2－1
を含めて分析する必
要あり

修正案・（指示） 再分析

資料が不十分

評価の基準が甘い
（Ｃ評価は白紙のみ）

・教員が熱心に研究を実施
しているかが判断できない。

研究が促進されているか不
明

「何らかの方策」が具体的で
ない

資料4‐2‐1
経年ごと、学部ごとに再作成

基準を再作成することが必要

具体的な記述が必要

資料4‐1‐2について

大学全体としてデータにするには
調査人数が少ない
⇒全学調査のアンケートをとる

資料4‐1‐1、4‐1‐2について
・理系・文系別で記述してもらう
・科研の種目別
・年度別

学部での具体的な取り組みを報告
してもらう

研究設備について記述がな
い

計画
4－1

計画
4－2

目標４

応募実績の条件付け
「外部資金を得ていない教員のうち
科研費に応募したものの割合」は
不要

科研費以外の外部資
金を分析する必要あり

データを取り直して
分析する必要あり

データを取り直して
分析する必要あり

基準を再作成後に
分析する必要あり

１３班
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