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1. 研究評価改革に向けた４つの流れ

 研究公正、研究再現性からの流れ

 OA/オープンサイエンスからの流れ

2. パンデミックとShared Knowledge 
System 実現に向けた動き
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いるのは何か？



研究評価改革
に至る

４つの流れ

• 研究コミュニティへ
の貢献

• 人材育成

• リーダーシップの
評価

• 研究支援者

• チームサイエンス

• オープンサイエン
ス活動の評価

• JIF、量的指標
から研究の質
へ

• 権威誌からOA
誌への投稿を
誘導

ジャーナル問
題

OA運動

Publish or 
perish

研究不正

研究再現性

責任ある研
究・研究評価

研究データの
共有・公開

オープンサイ
エンス

①②

③ ④人為的にも見える
研究評価改革の動きも

初期にはあった
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現在の研究評価の
主な問題点

1
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世界の大学に影響を与える
世界大学ランキング
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論文数で測られる研究力
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Web of Scienceの被引用数指標
自動計算

Someya, T.
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Publish or Perish
出版せよ、さもなくば滅びよ
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とにかく論文発表をし続けないと、
職が続かない・・・。



9Source: The Retraction Watch Leaderboard
https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/ (Accessed 2019/11/24)

https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/


研究再現性の危機
…科学者1500名へのアンケート (2016)

10Source: Nature, “1,500 scientists lift the lid on reproducibility” (2016.7.26)
https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970

研究再現性の危機はあるか？ 研究を再現できなかったことはあるか？

ある

少し

ある

他人の研究

自分の研究



世間を賑わすハゲタカ雑誌
粗悪学術誌：ネットで急増 査読ずさん、掲載料狙いか 毎日新聞 2018.04.03
粗悪学術誌：日本から５０００本 東大や阪大 論文投稿、業績水増しか 毎日新聞 2018.09.03
粗悪学術誌：九大が対策 国内初 投稿巡り注意喚起 毎日新聞 2018.09.03
ナビゲート２０１８：「ハゲタカジャーナル」＝粥川準二（科学ライター） 毎日新聞 2018.09.05
粗悪学術誌：投稿、教授が圧力 准教授証言 国立大、業績稼ぎ 毎日新聞 2018.09.15
粗悪学術誌：対策に大学本腰 聞き取り、投稿ルール 掲載上位の名大、新潟大 毎日新聞 2018.10.10
粗悪学術誌：削除応じず 掲載続け手数料請求 東京の医療機関被害 毎日新聞 2018.10.15
粗悪学術誌：論文削除応じず 都立病院の投稿、手数料まで請求 毎日新聞 2018.10.15
研究倫理向上ウイーク：「研究不正」どう防ぐ 自由な討論、データ共有を 黒木・東大名誉教授が講演 ／京都 毎日新聞 2018.11.01
粗悪学術誌への投稿禁止、新潟大 信頼失い悪影響と指針作成 共同通信 2018.11.30
粗悪学術誌：新潟大、投稿「禁止」 ハゲタカ対策、明文化 毎日新聞 2018.11.30
粗悪学術誌：掲載で博士号 ８大学院、業績として認定 毎日新聞 2018.12.16
クローズアップ２０１８：粗悪学術誌横行 研究者、手軽に実績 投稿、数日で了承 毎日新聞 2018.12.16
ことば：ハゲタカジャーナル 毎日新聞 2018.12.18
ハゲタカ学術誌：大学に注意喚起 文科相 毎日新聞 2018.12.26
ハゲタカ学会：何でも発表 参加料狙い？ 手軽に「実績」研究者にも需要 毎日新聞 2019.01.19
ハゲタカ学会：多忙、使い勝手良く 異分野、一室で発表 専門外でも座長 毎日新聞 2019.01.19
記者の目：査読ずさんなハゲタカ学術誌 研究者自ら科学の信頼壊す＝鳥井真平（大阪科学環境部） 毎日新聞 2019.02.20
粗悪学術誌：日本医学会が注意喚起 延べ１０３万人所属 毎日新聞 2019.03.13
「粗悪学術誌」５５億円支払い命令 米連邦地裁判決 適切審査なし 毎日新聞 2019.04.05
粗悪学術誌：学術会議、ハゲタカ誌対応 問題点議論、提言へ 毎日新聞 2019.04.17
科学ジャーナリスト賞：毎日新聞・鳥井記者に 毎日新聞 2019.04.26
ハゲタカジャーナル：論文、４割引用 別の論文に 研究に欠陥の恐れ カナダの大学調査 毎日新聞 2019.04.30

※ G-Searchにて「ハゲタカ or 学術」を「タイトル, 本文」に含む「全国紙, 通信社・テレビ」を
2019.6.5に検索。類似記事・重複排除。
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研究評価の重要性
…学術の発展への寄与

12

優れた
研究

優れた
研究者

研究評価と研究者評価の

正のインセンティブシステム

論文査読・引用

研究者の
採用・昇格



研究評価の重要性
…論文の乱造につながる量的指標
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論文の
量産

優れた
研究者?!

研究評価と研究者評価の

負のインセンティブシステム

論文査読・引用

研究者の
採用・昇格



論文の乱造が与える学術への悪影響

 研究の小粒化（salami slicing）

 十分の検証がされない研究成果の拡大

 挑戦的研究テーマや学際領域の忌避

 個人研究でまとまる研究のみの追求

 じっくり時間を要する研究テーマの忌避 等
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これでは学術を
積み上げることは

できない！



研究評価是正の動き

2
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研究評価に関するサンフランシスコ宣言
San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) 2013
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論文が発表された「雑誌のIF」により研究が評価されている
ことを問題意識として、研究を「質」や分野特性に応じて評
価すべきとしている。

Source: San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)
https://sfdora.org/



研究評価に関するサンフランシスコ宣言
…署名…156カ国 21,188署名

17https://sfdora.org/signers/
Last accessed 2022.2.20

ブラジル (382) 

英 (223) 内大学90

アルゼンチン (214) 

メキシコ (213)

西 (146)

コロンビア (152)

米 (146)

----

仏 (62)

独 (44)

中国 (5)

日本 (7)

署名国
多い順＆主要国

日本からの
署名は
7のみ

https://sfdora.org/signers/


研究計量に関するライデン声明
Leiden Manifesto for Research Metrics, 2015

 原則1 定量的評価は、専門家による定性的評定の支援に用いるべきである。

 原則2 機関、グループ又は研究者の研究目的に照らして業績を測定せよ。

 原則3 優れた地域的研究を保護せよ。

 原則4 データ収集と分析のプロセスをオープン、透明、かつ単純に保て。

 原則5 被評価者がデータと分析過程を確認できるようにすべきである。

 原則6 分野により発表と引用の慣行は異なることに留意せよ。

 原則7 個々の研究者の評定は、そのポートフォリオの定性的判定に基づくべきである。

 原則8 不適切な具体性や誤った精緻性を避けよ。

 原則9 評定と指標のシステム全体への効果を認識せよ。

 原則10 指標を定期的に吟味し、改善せよ。

18Source: Leiden Manifesto for Research Metrics
http://www.leidenmanifesto.org/

 研究の定量的評価指標が、誤った形で評価者により利用さ
れていることを問題意識として、科学計量学の研究者コミュ
ニティが、利用について注意喚起を行ったもの。



Responsible 
Metrics
 Robustness
 basing metrics on the best possible data in terms of 

accuracy and scope;
 Humility
 recognising that quantitative evaluation should 

support – but not supplant qualitative, expert 
assessment;

 Transparency
 keeping data collection and analytical processes open 

andtransparent, so that those being evaluated can test 
and verify the results;

 Diversity
 accounting for variation by field, and using a range of 

indicators to reflectand support a plurality of research 
and researcher career paths across the system;

 Reflexivity
 recognising and anticipating the systemic and 

potential effects of indicators, and updating them in 
response.  

19

Peer review, despite its 
flaws and limitations, 
continues to command 
widespread support 
across disciplines

Source: The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management (2015)
https://responsiblemetrics.org/wp-content/uploads/2019/02/2015_metrictide.pdf



香港原則
Hong Kong Principles, 2019

 香港原則は、研究者の信頼ある研究実践を積極的
に評価し、問題ある研究実践を回避することを念頭
に策定された。

20Source: Hong Kong Principles
https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles

1. 責任ある研究実践を評価

2. 完全なレポーティングを評価

3. オープンサイエンス実践を評価

4. 多様な研究活動を評価

5. 査読やメンタリングなどの重要な学術活動を評価

6th World Conference on Research Integrity（2019.6 香港）にて草稿、承認

ここら辺から
「責任ある研究評価」が

KWに！



「責任ある指標」の利用に向けて
Responsible Metrics

サンフランシスコ研究評価宣言（DORA, 2012）

 IFで研究評価をするのは、控えよう

研究計量に関するライデン声明（2015）

 量的指標は、参考指標として利用すべき

 HEFCE, The Metric Tide (2015)
 量的指標のみでは、研究評価はできない

香港原則（2019）

 多様な研究活動を、責任もって評価していこう
21



日本学術会議「学術の振興に寄与する研究評価を目指して－望
ましい研究評価に向けた課題と展望－（提言）」（2021）

22

提言１（研究評価の目的に即した評価設計の必要性）

研究評価の目的は、学術の振興と研 究者の育成である。大学・研究
機関等への予算配分や研究者個人の勤務評定等に研究評価 を用い
る場合であっても、研究活動の活性化につながるよう評価制度を設計
すべきである。 評価設計は、評価の対象となる組織や研究者のミッ
ションを踏まえて慎重に検討されるべ きであり、評価疲れや萎縮、過
度の方向づけが生じないよう十分な配慮が求められる。

提言２（研究評価における研究の多様性の尊重）

研究評価に当たっては、研究の多様性が 最大限尊重されるべきであ
る。多角的な見地から学術的貢献を評価するとともに、学術界 を超え
る効果・影響（インパクト）など、既存の評価基準に当てはまらない新し
い取組な どにも柔軟に対応できる評価項目の設定や評価体制の工
夫が求められる。

提言３（研究評価手法の基本原則）

研究の多様性を踏まえつつ研究の質やインパクトを適 正に評価する
ためには、評価対象分野の研究者（ピア）や研究成果のユーザーなど
による 定性的な研究評価を原則とし、定量的評価指標を補助的に活
用することが望まれる。

提言４（研究評価と資源配分）

限られた公的資源を有効に活用し、各機関の目的に即した 研究環境
を構築し改善するために研究評価を活用することには一定の合理性
がある。しか しそのさい、研究成果に関する定量的指標を一律に用い
て機関運営の基盤を支える資金を 大きく増減することについては、学
術振興の観点から慎重な配慮が求められる。

提言５（定性的評価の信頼性の確保）

定性的評価を基本とする研究評価の信頼性を確保す るには、資金提
供者や被評価者が評価結果を検証できるように評価の透明性と公平
性を確 保し、データ管理やメタ評価システムの構築を含めた制度設計
上の熟慮が必須である。

提言６（科学者コミュニティの責務）

研究活動は、機関の基盤的経費や公的補助金、各 種助成金に支えら
れている。科学者コミュニティ及び研究者は、資金提供者や社会に対
して研究の意義や特性をわかりやすく示し、定性的評価の信頼性を高
める責務を負う。

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-t312-1.pdf

バランスの
取れた

論点提示



オープンサイエンスに
向けた動き

3

23



I. 学術論文のオープンアクセス

オープンサイエンスに向けて

商業出版社から逃れるためには、
研究者に権威ある雑誌から離れて、

OA誌に投稿してもらわなければならない

つまり、
JIFを重視する

研究評価の軸を
変える必要
がある！

学術情報流通
関係者



シリアルズ・クライシス
Serials Crisis

学術雑誌価格の
高騰

 1986-2011年に
かけて4倍に！

 日本ではこの間、1985年のプラ
ザ合意以後、円高が進行し、円が
2倍以上に強くなったため、この痛
みをさほど感じず、世界のオープ
ンアクセスの世論に乗り遅れる結
果となった。

25Source: ARL Statistics 2010‐11 Association of Research Libraries, Washington, D.C.
*Includes electronic resources from 1999‐2011.
http://www.arl.org/storage/documents/monograph-serial-costs.pdf



収益率40％前後の
エルゼビア社

26
Source: Vincent Larivière , Stefanie Haustein, Philippe Mongeon, "The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era". 2015

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502

出版社に
儲けさせるために
論文を書いている

のではない！

Source: "2017 RELX Group Annual Report". RELX Group Company Reports. RELX Group. March 2018.

http://www.relx.com/~/media/Files/R/RELX-Group/documents/reports/annual-reports/relx2017-annual-report.pdf

収入 収益

37％の収益率！
（2017年度）

営業利益 利益幅

営業利益 営業利益

利益率
利益率 Fig 7. Operating profits (million USD) and 

profit margin of Reed-Elsevier as a whole 
(A) and of its Scientific, Technical & 
Medical division (B), 1991–2013.

Reed-Elsevier全社 Reed-Elsevier 科学・技術・医学部門

40%23%

 Springer Science+Business Media 
(2012): 35％

 John Wiley & Sons’ Scientific, 
Technical, Medical and Scholarly 
division (2013) : 28.3％

 Taylor and Francis (2013): 35.7％

Reed-Elsevier



アカデミアからの反発 (1)

27

論文は研究仲間が
読むために書いてい
るのに、相手が論文
を読めないというの

はどういうこと?!

査読や体裁を整える作業はほ
ぼ研究者がしているのに、商用
出版社が40％以上の利益率で

収益を得るのはおかしい！
しかも研究者は無償で作業をし、

原稿料ももらっていない！

学術雑誌が高
すぎて、図書館
で購読契約して

くれない！



アカデミアからの反発 (3)
 ブダペスト・オープンアクセス・イニシア

ティブ(BOAI), (2002)
 OAの定義を与える。

 OA実現の２つの方法:
1. セルフ・アーカイビング (グリーンOA)

 著者最終稿、もしくはエンバーゴ期間後の印刷版の論文が、インターネット上の
機関リポジトリ等にオープンに置かれる。

2. オープンアクセス・ジャーナル (ゴールドOA)
 購読料をやめ、代わりに論文投稿料（APC, article processing charge）と呼

ばれる費用を著者が負担する

28Source: Budapest Open Access Initiative
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read



米国における学術論文のオープンアクセスポリシー
につながった働きかけ

29



学術論文の約半数が
オープンアクセス

30Source: Piwowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. (2018) 
The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 6:e4375
https://doi.org/10.7717/peerj.4375

Closed: 53%

Closed: 72%

OAの種類 DOI付論文 全体 説明

OA率（合計） 28% 47%
ブロンズOA 16% 15%DOAJに登録されていないOA雑誌への掲載

ハイブリッドOA 4% 8%非OA雑誌にて論文単位のAPCを支払い公開

ゴールドOA 3% 14%DOAJに登録されているOA雑誌への掲載

グリーンOA 5% 9%機関リポジトリ等を通じた著者最終稿の公開

非OA率 72% 53%



ハイブリッドジャーナルとダブルディッピング
一枚上手な商用出版社

31

ハイブリッド・ジャーナル

OA論文

OA論文

OA論文

論文

論文

論文

論
文
投
稿

研究者

論
文
投
稿

O
A

出
版

研究者

権威ある雑誌

APCを払うと、
OA出版して
もらえる！

購
読
料

大学図書館

部分的にしか
OAではないから、

雑誌は購読
しないと・・。

図書館員

出版社

二重取り！
ウッシッシ！



Max Planck研究所提案：現在の購読料をAPCに振り替
える―OA2020

32
 35カ国109機関が参加表明

 日本からは2機関が参加表明
• JUSTICE、物性グループ・物性委員会

購読モデル 著者負担モデル

200万本 200万本

（注）１€＝130円で計算

１論文当たりの単価：

４９万円
１論文当たりの単価：

２６万円に設定

世界総購読料：

９８８０億円

一気に転換を
図るから

flippingとも
呼ばれる

世界総APC支出：

５２００億円 学術情報流通
コストは

ほぼ半減！

before after

Source: MPDL, “What will it take to secure open access to today's scholarly journals?”
https://www.knowledge.services/app/download/15426878896/9%202017-11-20_Campbell_OA2020_OpenScienceDays_Vienna.pptx.pdf?t=1529915786



欧州中心20余の研究助成機関による、
即座OA義務化…cOAlition Sの「プランS」

 「プランS」適合の論文出版方法

賛同した助成機関
 オーストリア、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、フィンラ

ンド、ノルウェー、ポーランド、スロベニア、スウェーデン、イギリス、ザンビアほか

 WHO、ゲイツ財団、ウェルカム財団ほか

33

A) OA誌に出版

B) 購読誌（非OA）に出版
ただし、エンバーゴ期間なしでOAリポジトリに著者最終稿

を公開

C) ハイブリッド誌に出版
当該雑誌が「転換契約」に応じ、OA誌に移行予定の場合

のみ、2024年までAPCを補助

2018.9発表
2021.1発効

発表当初は禁止。
後に、転換契約を条件に譲歩

APCに当初上限設定予定。
後に、価格透明性に譲歩



サンフランシスコ研究評価宣言（DORA）を
標榜する「プランS」

 「OA誌への投稿」へと誘導することは、
従来からの「権威ある雑誌」から外れる
ことを意味する。

 研究者からの反発

 特に若手研究者のキャリアへのダメージ

 「研究助成にあたり、論文が掲載された
雑誌のIFを考慮しない」と宣言すること
により、影響を緩和

34

「権威ある雑誌」に
OAで投稿すると
出版社の私服を
肥やすことに！

でも
「権威ある雑誌」に

投稿しないと
業績にならない！
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多様な活動の評価を促す
オープンサイエンス

競争から協調パラダイムへ！

適材適所を
評価することで

力を最大化
する！

チームサイエンス
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オープンサイエンスとは？

学術は本来的にオープンなのでは・・・？



EU: Open Science Monitor
I. 学術論文のオープンアクセス
 学術論文のオープンアクセス
 プレプリント
 異なる学術出版プラットフォーム
 助成機関のオープンアクセス・ポリシー
 オープンアクセスに対する研究者の態度

II. オープンな研究データ
 研究データ用リポジトリ
 助成機関のデータ共有ポリシー
 研究データ共有に対する研究者意識

III.オープンな学術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
 オープン査読
 学術雑誌のオープン査読ポリシー
 Altmetricの利用
 論文の修正・リトラクション

37Source: Open Science Monitor
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor

Open Science Monitor



学術論文の公開から、
研究データの公開へ

38

公的資金

による

研究成果

研究

データ

学術論文
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実験科学

理論科学

データ集中科学

計算機科学



学術評価基準の改革
…研究データと社会的インパクト

論文だけでなく、研究データを評価する。

データジャーナル

データ引用

社会的インパクトを評価する。

 Altmetrics

40http://www.nature.com/sdata/ https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief    https://www.datacite.org/
http://altmetrics.org/manifesto/     https://impactstory.org/     https://www.altmetric.com/       http://readermeter.org/   



研究助成機関の研究評価を通じた
研究成果共有インセンティブの形成

1. ポリシー策定と宣言

 研究助成機関は、研究成果の共有が促進されるように、自身のポリシーや宣言を

利用するべきである。この際、他の研究助成機関と協力し、共通したアプローチを

とるべきである。

2. 実施

 研究助成機関はポリシーや宣言を実地に移し、論文による研究成果が重要であ

る一方で、あらゆるタイプの研究成果が評価され、学術雑誌に基づく指標が研究

の質的評価を上回ることはないことのエビデンスを示すべきである。

3. エンゲージメント

 研究助成機関は、オープンな研究活動が評価されることを伝達するべきである。

41

Incentivizing the sharing of research outputs through research assessment: 
a funder implementation blueprint

https://www.orfg.org/incentivization-blueprint



研究評価と学術情報流通の
切っても切れない関係

• 研究成果は、学術情報流通基盤上に形成され、流通する。

• 評価者は、学術情報流通基盤上の研究成果を評価する。

• 流通する研究資源が変われば、査読付論文以外の研究成
果を評価することも可能に！

42

評価者
査読付
論文

データ

コード

ブログ

学術情報流通基盤上の
研究成果

研究上は、
データやコードを

評価した方が
有用かも



グローバル化と協働作業

43

 インターネットの出現
により、国際共同研究
の機会が拡大

 情報の共有・保存
のためのプラットフ
ォーム

 オンライン・コラボレ
ーションのプラットフ
ォーム

Source: Open Science Framework
https://cos.io/our-products/open-science-framework/



オープンサイエンス

―競争から協調パラダイムへ

44

従来からの「競争パラダイム」

・Winner takes it all

・研究資源の囲い込み

・卓越した研究者

・永遠に追いつかない

途上国、一般の研究者
力を合わせることで、より大きなゴール
を実現！人類の幸福と共栄へ！

これからの「協調パラダイム」



Open Science Career Assessment Matrix 
(OS-CAM) 

 EUオープンサイエンス・リワードWGの提言
 オープンサイエンスの実践活動は、全てのレベル

の研究者の採用、昇進、研究助成等において、評
価されなければならない。

 OS評価指標の観点

45
Source: European Commission Working Group on Rewards under Open Science, Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. Rewards, 
incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science (2017) https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_final.pdf

 研究成果：研究活動、論文、データ、オープンソース、OS助成

 研究プロセス：ステークホルダとの連携、学際的協働、研究公正、リス
クマネジメント

 社会貢献：リーダーシップ、学術的地位、査読、ネットワーキング

 インパクト：コミュニケーション、発信、知的財産、社会的インパクト、知
識交流

 教育：教育、メンタリング、指導

 専門性：専門開発、プロジェクトマネジメント、人的資質

検討初期
の案



欧州大学協会（EUA）
「オープンサイエンスへの移行期に

おける研究評価」報告書

1. 機関のOAポリシー策定を促進 （論文と研究データ対象）

2. 学術情報流通システムの透明性と持続性を追求 （購読料、Read&Publish契約）

3. オープンサイエンス基盤とFAIR原則の促進に貢献

4. オープンサイエンスへの移行における研究評価の見直しの必要性について、
大学の認識を醸成

46
Source: EUA, Research Assessment in the Transition to Open Science—2019 EUA Open Science and Accesss Survey Results (2019)
https://eua.eu/downloads/publications/research%20assessment%20in%20the%20transition%20to%20open%20science.pdf

（前文）

 オープンサイエンスは、パラダイムシフトである。論文や研究データのオープン化、オープンソー
ス、市民科学等は全て「協働の精神」に基づき、研究者が必然と考える競争を排除することによ
り、研究にイノベーションを生む。

 この新たな科学へのアプローチは、今後も継続し、長期的に見ると標準となる。

 しかし、研究評価が変わらなければ、どんなに努力しても、オープンサイエンスは実現しない。
研究者、特に若手研究者は誰も、自身のキャリアをリスクに晒すことができないからである。

■ EUAのオープンサイエンス活動領域



大学レベルの
研究評価改革の試み

バース大学（英）
 「研究評価とマネジメントの原則 」

(2017)
質的・量的指標の双方評価を表明

ゲント大学（ベルギー）
 「研究評価のヴィジョン」 (2017)
教員採用、昇進を全面的見直し
従来の量的指標評価を中止し、個人＆

グループレベルのヴィジョンおよび職
能開発を奨励

 Loughborough大学（英）
責任ある評価指標の一環として、DORA

には敢えて署名しないことを選択

47
Source: EUA, Reflections on University Research Assessment—Key concepts, issues and actors (2019)
https://eua.eu/downloads/publications/reflections%20on%20university%20research%20assessment%20key%20concepts%20issues%20and%20actors.pdf



オランダ全国レベルの
研究評価改革（2019）

発起機関
 オランダ大学協会（VSNU）

 オランダ科学研究機構（NWO）

 オランダ大学病院連合（NFU）

 オランダ衛生研究開発組織（ZonMW）

研究評価の方向性
Room for everyone’s talent
 キャリアパスの多様化と活性化

 質の評価

 個人とチームのバランス

 オープンサイエンスの促進

 アカデミックリーダーシップを促進

48
Source: VSNU, NFU, KNAW, NWO and ZonMw (2019) Room for everyone’s talent: towards a new balance in the recognition and rewards for academics
https://www.vsnu.nl/en_GB/Recognition-and-rewards-of-academics.html



Shared Knowledge 
System 実現に向けた
研究評価改革の動き

4
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オープンサイエンス

の有用性を示した

パンデミック

 「COVID-19関連の研究データと研究成果共有」
宣言

- 世界160機関が署名

- CORD-19 (COVID-19 Open Research Dataset)
- Nextstrain, Gisaid ほか

学術出版社によるCOVID-19関連の学術出版を
無償提供、再利用を可能とする

- 世界43の雑誌や出版社が署名

 COVID-19関連のプレプリントの急増

- bioRxiv, medRxiv COVID-19
以外の分野にも
学術の共有は
有効なはず！

50



UNESCO Recommendation
on Open Science (2021)

 The aim of this Recommendation is to 
provide an international framework for 
open science policy and practice that 
recognizes disciplinary and regional 
differences in open science perspectives, 
takes into account academic freedom, 
gender-transformative approaches and the 
specific challenges of scientists and other 
open science actors in different countries 
and in particular in developing countries, 
and contributes to reducing the digital, 
technological and knowledge divides 
existing between and within countries. 

51

学術の
社会への還元が

特徴

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en



G7 Research Compact (2021)

 Openness, reciprocity and cooperation are shared G7 values.
 Maintain policies, legal frameworks and programmes which promote research  

collaboration

 Promote the efficient processing and sharing of research data as openly as 
possible and as securely as necessary across the G7 and beyond

 Explore incentives, including enhancements to research assessment that 
foster recognition and reward collaboration

 we have a shared aspiration for more flexible and agile research 
collaborations facilitating rapid, interdisciplinary, and evidence-based 
responses to future systemic crises

 The G7 Working Group on the Security and Integrity of the Research 
Ecosystem will develop a common set of principles

52https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/07/G7-2021-Research-Compact-PDF-356KB-2-pages.pdf



ＥＵの動き

研究評価改革連合への呼びかけ EU、各国政府、
研究助成機関、大学協会、

大学・研究機関、
学会、研究者で

共同で研究評価を
見直ししよう！

研究評価改革に向けて



European Commission (2020)
Progress on Open Science: Towards a Shared Research Knowledge 
System – Final Report of the Open Science Policy Platform

 Moving beyond Open Science to a shared 
research knowledge system by 2030
1. An academic career structure that fosters outputs, 

practices and behaviours to maximise contributions to 
a shared research knowledge system.

2. A research system that is reliable, transparent and 
trustworthy.

3. A research system that enables innovation.

4. A research culture that facilitates diversity and equity 
of opportunity. 

5. A research system that is built on evidence- based 
policy and practice.

54

共有・協調型
研究システム構築には
研究評価改革により

研究者のインセンティブを
変える必要！

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d36f8071-99bd-11ea-aac4-01aa75ed71a1



European Commission (2021)
Towards a reform of the research assessment system

 The proposed way forward consists of a European 
agreement that would be signed by individual research 
funding organisations, research performing organisations
and national/regional assessment authorities and 
agencies, as well as by their associations, all willing to 
reform the current research assessment system. 

 The aim is for research and researchers to be evaluated 
based on their intrinsic merits and performance
rather than on the number of publications … 

 A reformed system should also be sufficiently flexible to 
accommodate the diversity of countries, disciplines, 
research cultures, research maturity levels, the specific 
missions of institutions, and career paths.

55https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36ebb96c-50c5-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en

研究評価改革連合の
起点となる文書



EU、研究評価改革連合への参加呼びかけ

 2021.12.16
 連合への参加呼びかけ

 2022.1-3
 合意書案作成

 2022.2.4-5
 Paris Open Science 

European Conference 
(OSEC)におけるイニシアティヴ
の発表

 2022.3-4
 合意書案と連合ガバナンス検討

 2022春

 合意書署名

56
https://ec.europa.eu/info/news/process-towards-agreement-reforming-research-assessment-2022-jan-18_en



Paris Call on Research Assessment (1) (2022.2)
…評価の視点

 Recognises that openness improves the 
quality, efficiency and impact of research, 
and fosters team science;

 Reaffirms the need to align what we assess 
with what we value;

 Calls for an assessment system where 
research proposals, researchers, research 
units and research institutions are 
evaluated on the basis of their intrinsic 
merits and impact, rather than on the 
number of publications and where they are 
published, promoting qualitative judgement 
provided by peers, supported by a 
responsible use of quantitative indicators;

57https://osec2022.eu/

 Calls therefore for a research assessment 
system that:
 研究の質とインパクトを報いる

 最高水準の研究倫理と研究公正を満たす

 多様な研究活動や研究成果（論文、プレプリント、デー
タ、方法、ソフトウェア、コード、特許）、社会的インパク
ト、人材育成、イノベーション、社会エンゲージメントを
評価

 各研究分野に応じた評価基準や評価方法を利用

 研究成果だけでなく、研究公正やグッドプラクティス、
特に研究成果や方法を共有しようとするオープンな行
動を可能な限り評価

 分野横断的活動や市民科学を含む、協働活動を適切
な場合は評価

 多様な研究プロファイルやキャリアパスを支持



Paris Call on Research Assessment (2) (2022.2)
…研究評価改革連合への呼びかけ

 Calls for the creation of a coalition of research 
funding organisations, research performing 
organisations, and assessment authorities, willing and 
committed to reform the current research 
assessment system along commonly agreed 
objectives, principles and actions (such as mutual 
learning, shared documentation and commonly agreed 
monitoring effort).

 The success of such a coalition will be deeply 
connected to its capacity to propose concrete 
implementation processes and to its capacity to 
associate and involve researchers at all levels. 58https://osec2022.eu/

みんなで
研究評価改革の

歩調を
合わせよう！



多様なアクターの動き

研究評価改革に向けて



欧州研究大学連合（LERU）
多次元のアカデミックキャリアに向けた道のり（2022）

A Pathway towards Multidimensional Academic Careers
 LERU大学にとって研究者評価は学術活動の中心に

あり、「学問の自由」との表裏において、大学に責任
をもたらす。

 近年、研究が遂行され、若手研究者が育成される環
境に対して注目が集まる中、LERU大学はこの責任を
真摯に受け止めている。

 この発展はオープンサイエンスやいくつかの国の研
究評価イニシアティヴの動きによる文化的転換に
沿っている。

 LERUでは、会員大学との議論を通して、大学が既に

①多様な教育研究活動を評価していることを確認し
たが、これら過去の活動の評価に加え、②発展的視
点と、③個人的視点が必要と認識した。

 この報告書は、これら評価の３つの視点を評価する。

60
https://www.leru.org/files/Publications/LERU_PositionPaper_Framework-for-the-Assessment-of-Researchers.pdf

① 多次元的視点
 研究

 教育

 社会連携とアウトリーチ

 大学運営

 その他

② 発展的視点
 アカデミアにおけるリーダーシップ

 協働とイノベーション

③ 文脈的視点
 専門的文脈

 個人的文脈

LERU研究者評価枠組み

LERUも
とうとう

動き出した！



Global Research Council (GRC)
研究助成機関、
「責任ある研究評価」に乗り出す（2020.11）

研究の質・インパクト評価における指標や基準が狭す
ぎることにより、

1. 研究不正や研究再現性の問題にも繋がるほどの重圧が
研究者にかかるようになった。

2. 研究の方向性や目的の多様性が抑圧された。研究機関
や研究者は、類似の研究戦略や、ローリスク、加算的研
究を採用するように。

3. 評価基準に合致しない者に対するシステムバイアスや特
定のキャリアパスに迎合しようという動きは、研究コミュニ
ティの多様性、バイタリティ、正当性を縮小、歪めた。

4. 政策や管理職層が計測可能なものを重視するようになり、
定量評価の難しい質やインパクト、資産や価値が軽視さ
れるようになった。これは欠陥品である大学ランキングに
より助長された。

61

多様でインクルージブな研究文化を醸成することを念頭に、
多様な性格を有する高品質研究を評価し、

これを推進するインセンティブを与える、評価アプローチの総称

https://rori.figshare.com/articles/report/The_changing_role_of_funders_in_responsible_research_assessment_progress_obstacles_and_the_way_ahead/13227914
https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/GRC_RRA_Conference_Summary_Report.pdf



Science Europe、社会に連結した研究システムで
研究者が活躍できる研究文化を創る

 研究文化のビジョンを支えるオープン価値枠組みを形成し、
様々な施策をこれに合わせる。

 より広い研究能力や研究活動、成果を評価する重要性を再認
識し、「責任ある研究活動」の理解を醸成する。

 チームの研究における若手研究者の貢献など、より広い研究
者の役割を評価し、研究者キャリアの魅力を高めることを通じ
て、欧州における研究の安定性と持続性の改善に寄与する。

 研究評価改革をスピードアップするために、関係のステークホ
ルダーの意見調整についてリーダーシップを発揮する。改革に
おいて、研究コミュニティの声も反映する。

62https://www.scienceeurope.org/media/vieicpwp/202111-statement-research-culture_v6.pdf



Wellcome Trust
研究者の、自身の働く研究文化に対する意見
What researchers think about the culture they work in (2020)

63

■ 研究文化イメージ

（
現
在
）

（
理
想
）

■ 自身の研究キャリアは安定している

シニア研究者

中堅研究者

若手研究者

エントリーレベル

https://wellcome.org/reports/what-researchers-think-about-research-culture

■ 指導教員・研究代表者等の
管理者の見方

管理業務は学内で
評価されている

多様なチームの
管理能力有り

他人の専門開発を
支援する能力有り

人を管理することの
研修受講経験有り

人を管理することは
楽しい

いいえ はい

■ 研究文化改革の責任を有すのは？

大学・研究機関

研究助成機関

シニア研究者

政府・政策担当者

研究コミュニティの個人

出版社

若手研究者

責任大

責任中

責任少
大学の職場環境を

変える責任のあるのは
学内のシニアです！

若手研究者



Wellcome Trust (2020)

大学・研究機関に「フェアかつ、
責任ある研究評価」を求める
ウェルカム財団の

研究評価に関わる方針

研究成果とその他の
貢献は、その内容で
評価されなければなら
ない。

不適切な指標等の利
用を制限する。

（ex. JIF, 雑誌名等）

※ ウェルカム財団OAポリシーに
記載

被助成の大学・研究機関への要求

 要求内容

 科学活動を評価する際の
基準が明確、かつ、論文
の内容の方が雑誌名やそ
の他の指標より重要であ
ること。

 あらゆる研究成果（論文、
データセット、ソフトウェア）
や貢献（若手育成、政策
形成への関与）の評価
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https://wellcome.org/grant-funding/guidance/open-access-guidance/research-organisations-how-implement-responsible-and-fair-approaches-research?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20OATP-Primary%20(OATP%20primary)

 履行証明

1. 機関ウェブサイトへの
機関ポリシーの掲載

2. ポリシーの実施、あるい
は策定期日を明確にし
た計画

3. モニタリングおよび、進
捗報告

研究助成機関
に言われて、

大学が責任ある
研究評価を

する。



ノルウェー大学協会
アカデミックキャリアにおける評価ツールボックス（2021）
Norwegian Career Assessment Matrix (NOR-CAM)

４つの提言

1. アカデミックキャリアにおける総合的な評価枠組み（NOR-CAM）を形成

 アカデミックな水準とコンピテンシーの目標と実績の表現における、 質・量双方を利用

 多様なキャリアを許容し、教育・研究・社会連携の三領域で高水準を追求

 研究者の個人のコンピテンシーを評価するとともに、グループや協力に基づく達成を
評価

 OAを含むオープンサイエンスの原則を評価

 アカデミックなリーダーシップとマネジメントを評価

2. ノルウェーの評価モデルを国際的に展開

3. NOR-CAMを教育研究上の成果、能力、経験を評価するための柔軟かつ実用
的ツールとして利用

4. 研究者がデータを引き出し、各種申請書に利用できる‘automagic CV system’を
開発
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【評価の６領域】

• 研究成果
• 研究プロセス
• 教育コンピテンス

• インパクトとイノ
ベーション

• リーダーシップ
• その他

https://www.uhr.no/en/front-page-carousel/nor-cam-a-toolbox-for-recognition-and-rewards-in-academic-careers.5780.aspx
https://www.uhr.no/en/_f/p3/idc7ec543-fb1c-4659-bb0d-c57e9f486a02/nor-cam_short_english.pdf



フィンランド
フィンランド研究者の責任ある評価のための提言（2020）
Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland

A. 評価プロセスの構築
評価の目的と基準の透明性・明瞭性

評価のエビデンス

評価者と評価ガイドラインの選択

平等性の確保

B. 研究評価
研究的探求の評価

研究のオープンアクセス

研究公正

C. 活動の多様性
教師、指導教員の立場

社会的インパクトと連携

研究やその他のコミュニティにおける
活動

研究分野特性の考慮

D. 評価における研究者の役割
自己アピールの機会提供のための

自己評価

研究者にとって評価の効用
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研究者評価のグッドプラクティス

https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-03/responsible-evalution.pdf



英国王立協会
研究者の履歴書テンプレート（Résumé for Researchers）
…Narrative CVの提案

 チャレンジングかつサポーティブな職場環
境を形成することにより、研究者の思考の
フローを支援、卓越した者の獲得、将来の
研究者を育成することができる。（中略）

 研究コミュニティは歴史的に、個人の研究
成果やインパクトを評価してきた。

 しかし、研究成果やインパクトを超えたとこ
ろにある研究者の貢献を評価することに
よってはじめて、未来の卓越性につながる
環境を形成できる。
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個人の詳細（教育、主要資格、職歴、委員歴等）

 モジュール１：

 知の創造にどのように貢献しましたか？

 モジュール２：

 人材育成にどのように貢献しましたか？

 モジュール３：

 広義の研究コミュニティにどのように貢献し
ましたか？

 モジュール４：

 社会にどのように貢献しましたか？

自身の活動の大目標・動機

 その他の経験（キャリア中断、出向等）

研究者の履歴書テンプレート

https://royalsociety.org/topics-policy/projects/research-culture/tools-for-support/resume-for-researchers/



中国の研究評価改革（2020年2月）

SCI論文と関連指標の使用を規制

 評価対象となる「代表的な作品の数」を制限

 研究者の場合、5点まで

 そのうち最低1/3は「国内の学術雑誌において発表」されたも
のでなければならない

 基礎研究は、雑誌のIFやSCI関連指標ではなく、論文の革
新性や学術的貢献を評価

 応用研究は、論文を評価指標としては一般に使用せず（!）、
技術的課題への実質的貢献や、産業応用、新プロセスの効
果等を評価
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 教育部＆科学技術部「大学におけるSCI論文の関連インデックスの使用の規制ー
正しい評価オリエンテーションの確立に向けて」

 科学技術部「論文のみに依拠する科学技術評価の悪影響を排除するための措置
（試用版）」

Source: 船守美穂「中国、研究評価におけるSCI論文と関連指標の使用を規制」mihoチャネル (2020.3.13)
https://rcos.nii.ac.jp/miho/2020/03/20200313/

SCI論文に
報奨金を
出しては

いけない！



オープンサイエンスと書誌多様性のためのジュシュー宣言
Jussieu Call for Open science and bibliodiversity, 2017

学術論文のオープンアクセスが、購読料をAPCに転化
する方法（＝ゴールドOA）により強く推進されているこ
とを問題意識として
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https://jussieucall.org/jussieu-call/

「学術出版の多様性」の必要性を説く。

世界の
多様な発信を

維持するには、
多様な分野・言語の

学術雑誌が
必要！

https://jussieucall.org/jussieu-call/


学術コミュニケーションにおける
多言語使用に関するヘルシンキ提言
Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication, 2019

 研究が国際的に行われる ― そのことに異議はまったくありませ
ん。その際には英語が使われるとしても、研究が地域にとって意
味を持つためには、多言語使用が欠かせません。多言語使用を
守りましょう。

 研究成果を自分の言語で広めることは、研究に「インパクト」をも
たらします。自言語による発信を進めましょう。

 社会と直接につながり、学術界をこえて知を広く共有することは
きわめて大切です。社会との接点を強めましょう。

 自国語での学術コミュニケーションの基盤が揺らいでいます。自
国語での学術表現が失われないようにしましょう。
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1. 社会に広く行きわたるように研究成果を発信することを支援する。

2. 地域にとって意味のある研究を公刊するための基盤を各国で守る。

3. 研究の審査や評価、助成のシステムにおいて言語の多様性を促進する。

https://www.helsinki-initiative.org/ja

人社系の研究は
自言語の発信が

特に大事！



研究評価改革の
方向性
（まとめ）

5
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責任ある研究
評価

（評価項目）

研究の質

リーダーシップ
大学運営

社会的
インパクト

多様な
研究キャリア

協働性
チームサイエンス

ＰＭ

多様な
研究成果

教育
人材育成

メンタリング

オープンな
研究実践

学術進展

研究コミュニティ
への貢献

査読・学会運営

学際領域
社会的課題解決

多言語
書誌多様性

多分野

多様な貢献
研究支援
研究運営

論文以外の
多様な観点を
評価する！
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欧州中心の
研究評価改革

連合

ＥＵ 各国政府 研究助成機関

大学協会 大学・研究機関 学会・研究者

Shared Research Knowledge
System 特定の

ビジョン
に向けた

研究評価改革
というのが

ミソ
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政策評価から俯瞰するオープンサイエンス時代の研究評価の論点検討会
「新しい時代を見据えた研究開発評価の論点―よりよい研究活動の推進
のために―」（2021）

74https://www.mext.go.jp/content/20210730-mxt_kanseisk02-000017162_s6.pdf

（社会的インパクトの評価）

社会や人類共通の問題の解決に貢献し、国際的な競争
環境の中で持続的に発展し、安 全・安心で質の高い豊か
な生活を目指すための社会的インパクト評価の可能性

（オープンサイエンス等に関わる評価）

オープンサイエンスの潮流を踏まえた研究データの共有・
公開やチームサイエンス の推進・研究者の多様な貢献な
ど、研究活動のプロセスや組織的な仕組みの評価の 可
能性及び評価の迅速性と質のバランス

（質的評価）

質的評価に関するピアレビュー／エキスパートジャッジ／
エキスパートパネルの有効性

（研究活動への関りの多様性を踏まえた評価）

研究活動に関わる多様な人材・機能に対する適切な評価

（指標の厳選）

研究の進捗管理における KPI の厳選及び研究機関の特
性に応じた柔軟な指標設定の可 能性

（評価に伴う研究支援体制の組織化）

日本の研究力の向上のためには、評価書作成等に伴う研
究者の負担軽減が必要であるこ とから、評価書や評価プ
ロセスの改善と、研究開発評価における研究支援体制の
構築（ま たは再構築）を促進

オープン
サイエンスや
多様性の観点

も検討



日本の議論に
欠けている

のは？

各ステークホルダーのアクションに
なっていない。

 概念レベルの議論ではダメ

 政府、研究助成機関、大学協会、
大学・研究機関、学術会議、学会、
研究者のアクションに落とし込む

研究評価改革の大目標がない。

 Shared Research Knowledge 
System

 「学術共創社会」 等
日本も

アクションに
つなげて

いこう
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オープンサイエンスと21世紀に求められる研究評価改革 
―日本の研究評価改革の議論に欠けているのは何か？ 

〇船守美穂（国立情報学研究所） 

１．はじめに―欧州における研究評価改革議論の展開 

欧州において研究評価改革の議論が加速している。2022年 2月、「研究評価改革のためのパリ宣言」が発

表され、欧州委員会（EU）、各国研究助成機関、大学協会、大学・研究機関、学会・研究者などが大同団結

し始めている。EUは、研究評価改革連合の形成に向けて、参加者を2021 年 12月からウェブサイトにて募

集している。現在、同連合の合意書は草稿中であり、2022 年春には合意書が署名される予定である。連合

は、coalition of the willingと表され、研究評価改革に関心のある者のみが参加する形式となっている

が、パリ宣言が発表された欧州オープンサイエンス会議（OSEC）には上述の主要なステークホルダーが参加

し、研究評価改革に向けての検討報告書や声明などを発表し、改革に向けての並々ならぬ意気込みが示さ

れた。研究評価改革には学術システムのあり方を根底から見直す必要があるという認識から、これらのス

テークホルダーが力を合わせつつある。 

欧州における研究評価改革は、次節に詳説する研究公正や研究再現性、オープンサイエンス推進の観点

などから 2010 年代より議論され、一部において取り組まれていた。しかし決定打に欠け、（著名研究者に

よる大規模な研究不正が発端となり、全国的に研究評価改革を導入したオランダを除き）、改革が大きく進

むことはなかった。ところが、2020 年に新型コロナウィルス感染症（COVID-19）が世界的に拡大すると、

COVID-19 関連の研究データや文献がオープンに共有されて研究が進展し、ワクチンも開発され、パンデミ

ックを早い段階で一定程度コントロール下におくことができた。この成功体験をもとに、オープンサイエ

ンスを他の研究領域においても適用すれば、学術はあらゆる分野で飛躍的に進展するという言説が唱えら

れるようになった。これに乗じて、オープンサイエンスの進展を阻んでいるとされる現行の研究評価軸の

改革の必要性が正当化され、「研究評価改革のためのパリ宣言」につながった。 

現行の研究評価は、論文業績に大きく偏り、特に権威ある学術雑誌に掲載されることを高く評価する。研

究者一人一人の研究業績が評価され、その評価が当該研究者の研究者キャリアに直結することから、研究

者間の競争が煽られ、研究者らが協力してより大きな研究成果を得ることが疎外される。このような問題

認識から、欧州の研究評価改革は「競争パラダイムから協調パラダイムへ」という方向性で進められてい

る。以下に、その改革の方向性を紹介し、日本における研究評価改革の方向性と課題を指摘する。 

２．研究評価改革に向けての４つの潮流 

以下に、欧州を中心とした世界の研究評価改革の主要な潮流を四つ紹介する。 

➀ 研究業績圧力と研究不正多発の緩和 

欧州と言わず、世界的に研究評価改革の必要性が認識されている背景にあるのが、論文業績に大きく偏

った現行の研究評価のあり方である。電子ジャーナルが2000年代に導入され、論文の被引用数や学術雑誌

のインパクトファクター（JIF）などの量的指標が自動的に計算・表示されるようになり、その弊害がさら

に深刻なものとなった。研究者が研究の質ではなく、これらの量的指標を追求するようになり、研究が細切

れとなったり、十分に検証されないまま発表されたり、また場合によっては、研究不正を犯してでも革新的

な研究発表がなされたりするようになったのである。 

こうした状況を防ぐために、「サンフランシスコ研究評価宣言（DORA）」（2012）や「研究計量に関するラ

イデン声明」（2015）、HEFCE「The Metric Tide」（2015）などが発表されている。これらは、論文業績を量

的指標ではなく、質的に評価することの重要性を指摘している。 

② 学術雑誌購読料高騰に対抗するためのオープンアクセス運動の推進 

一見、研究評価とは無関係に思われるが、学術雑誌購読料高騰に対抗するためのオープンアクセス（OA）

運動推進の観点からも、研究者を権威ある雑誌の呪縛から解き放つための研究評価改革が要請されている。 

学術雑誌の購読料は、学術雑誌を出版する商業出版社により設定され、過去数十年にわたり年率 7－8％

で上昇し続けている。しかも、商業出版社の利益率は30－40%であり、商業出版社が暴利を貪っていること

は明らかである。これに対抗するために、インターネットを通じて学術論文をオープンに共有しようとす

るOA運動が2002年のブダペストOAイニシアティブ以来、世界的に展開されている。しかし、研究者が論



文の掲載を切望する「権威ある学術雑誌」が完全OAではない形で商業出版社に握られているため、研究者

を PLOS などの新しく創設した OA 誌に誘導できないでいる。このため、論文はその掲載媒体の JIF ではな

く、その質で評価されるべきというDORAなどの宣言を援用し、OA運動が推進されようとしている。 

OA 運動はもっぱら大学図書館を中心とする学術情報流通コミュニティにより推進され、長いこと、研究

評価改革の面ではあまり実効性を持たなかった。しかし、2018年 9月に欧州の11の研究助成機関がOA運

動と趣旨を一にする「プラン S」を発表し、その推進のために DORA の理念を研究助成の場面において適用

するとしたことから、欧州の研究評価改革の議論に大きな弾みがついた。 

③ 研究データの共有とオープンサイエンスの推進 

これも一見、研究評価改革の議論とは無関係に見えるが、研究データの共有とオープンサイエンスを推

進する観点からも、研究評価改革が要請されている。 

EU では 2015 年からオープンサイエンス政策が強く打ち出され、研究データの共有やオープンコラボレ

ーションに向けた制度やインフラ整備が進められている。デジタル時代になって容易に共有可能となった

研究データを、学問分野やアカデミアを越えて幅広く共有し、人々の協働につなげることにより、学術の新

たな進展やイノベーションの創出が期待されている。一方、研究者にとって研究データは研究業績を生み

出す源泉であり、苦労して生成・獲得した研究データを共有することには否定的である。また、チームサイ

エンスの方が大きな成果を得られることが分かっていても、明確に自分のものと数えられる研究業績が少

なくなるため、消極的にならざるを得ない。このため、オープンサイエンス政策担当者からは、オープンサ

イエンスを推進するための研究評価改革の必要性が指摘され、研究データの共有やチームワークなど、オ

ープンサイエンスにつながる行動を積極的に評価しようという試みが行われている。 

こうした新たな評価指標の導入はやや恣意的であったため、当初、大きく採用されることはなかったが、

第1節に述べたように、COVID-19の拡大により脚光を浴び、全面的に展開されるようになった。 

④ 研究再現性の向上と責任ある研究・研究評価の推進 

③の研究データの共有とオープンサイエンス推進に向けた気運の盛り上がりとともに、論文にその根拠

となった研究データを付随して出版する可能性が指摘されるようになった。また、その根拠データを元に

論文の再現性が確認されるようになったが、分野によっては論文の半数以上が再現できないことが発覚し、

大きな問題となった。このため、現在では多くの学術雑誌において、論文に関連する研究データなどの参考

情報を「サプリメント」として、論文と合わせて投稿、掲載するようになっている。 

論文の研究再現性の欠如もまた、①の論文業績生産圧力に起因する、十分な検証を経ない早急な論文発

表が背景にあると考えられ、研究評価改革の必要性が指摘されている。「責任ある研究」や「責任ある研究

評価」が求められ、これは、第6回世界研究公正会議における「香港原則」の発表に繋がった。 

３．欧州における研究評価改革始動の成功要因と日本への示唆 

欧州の研究評価改革の議論は、現行の研究評価の問題点を指摘する①④と、オープンサイエンスやOAを

推進するために研究者にインセンティブを提供したいというやや恣意的な②③により進められてきた。①

④はアカデミアの立場からすると、研究評価改革に向けた正当な議論の進め方ではあるが、量的指標によ

る研究評価を批判するのみで、どのように研究評価を変えればよいのかという有効な解決策が示されてい

ないことが弱点であった。論文を質的に評価すべきといっても、論文生産量が世界的に拡大する中、論文一

本一本を丁寧に質的に評価することは現実的に困難となっている。やや恣意的ではあるが、②③は COVID-

19 の拡大や学術雑誌購読料高騰などを背景に、研究評価改革の議論始動の突破口となった。また、①④が

研究評価改革の方向性に対してビジョンを与えられなかったのに対して、②③は「オープンサイエンス」や

「学術情報共有システム（Shared Research Knowledge System）」といった新たな研究パラダイムを提示し、

これに向けて各ステークホルダーが力を合わせることを可能としている。 

日本においても、日本学術会議をはじめとして、現行の研究評価の在り方の問題点が指摘されつつある。

しかし、それらは①④の範囲内に納まっている。オープンサイエンスやOAに向けた取り組みも内閣府や文

部科学省を中心に進められているが、これらの施策は研究評価改革の議論とは結びついていない。日本に

おいて研究評価改革の議論を進めるためには、何に向けて研究評価改革をするかという、「近未来の学術シ

ステムのあるべき姿」のビジョンを構想有し、それに向けて改革を進めることが要となると考えられる。 
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