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１ はじめに 
（１）第三者機関による大学評価 

平成 10 年 10 月，大学審議会「21 世紀の大学像と今後の改革方策について」の答申において，大学

評価のための第三者機関の設立の必要性が提言された。国はこれを受けて，学位授与機構内に大学評

価機関創設準備室を設置し，平成 12 年 4 月には，学位授与機構を大学評価・学位授与機構（以下「機

構」と略称する）に改組充実させ，本格的な大学評価の第三者機関として発足させた。機構は改組初

年度の平成 12 年度から，(1)全学テーマ別評価（教育サービス面における社会貢献，教養教育），(2)

分野別教育評価（理学系・医学系），(3)分野別研究評価（理学系・医学系）の３つの柱による評価を

開始した。ただし，そのための「実施要項」などを作る必要があり，その「実施要項」ができたのが

12年度末(13年1月)となったため，実質的な大学による自己評価のスタートは13年度からとなった。

(1)については全国 113 の国立大学と大学共同利用機関が評価対象となったが，(2)(3)については，そ

れぞれ６機関がピックアップされ評価対象となった。 

２年目の 13 年度には法学系・教育学系・工学系が(2)(3)の分野別の評価対象となり，わが信州大

学教育学部（教育学研究科）も(3)の研究評価の対象となる６機関の一つに選ばれた。ちなみに，他の

５機関は，弘前大学（教育学部，教育学研究科），筑波大学（教育学系），東京学芸大学（教育学部，

教育学研究科），鳴門教育大学（学校教育学部，学校教育研究科），メディア教育開発センターである。 

 (3)の分野別研究評価は，評価を受ける大学による自己評価と機構による評価の２段階で行われる。

まず，評価対象となる研究機関は翌年度の７月までに「自己評価書」を作成し，機構に提出すること

が求められる。機構は，提出された「自己評価書」について，約半年間をかけて，書面調査とヒヤリ

ングによって最終的な評価を行う。評価結果は１月に被評価機関に通知され，意見の申し立てなどの

期間を経た上で，３月には公表される。 

 研究評価を行うためには，評価者側も専門的な知識が必要とされる。そこで，機構は評価のための

委員を分野ごとに選定し，評価専門委員会としてその委員全員をホームページで公開している。科学

研究費補助金の審査員や学術振興会の特別研究員等審査会委員は非公開であるが，大学評価の評価専

門委員会委員が公開であることは適切であると思う。 

 分野別の研究評価には５つの下位評価項目がある。それは，(1)研究体制及び研究支援体制，(2)研

究内容及び水準，(3)研究の社会的効果，(4)諸施策及び諸機能の達成状況，(5)研究の質の向上及び改

善のためのシステム，の５項目である。これらのうち，(1)(4)(5)は主として機関全体としての取り組

みに対する評価であり，一方，(2)(3)は個々の研究者ごとの取り組みに対する評価が中心となる。本

稿では，(2)研究の内容と水準に焦点を絞って論を進めることとする。 

 

（２）従来の自己評価から一歩踏み込んだ「客観的評価」の活用 

 大学に勤める研究者の評価は最近始まったことではない。教育面については，授業シラバスの公開

や学生による授業評価が全国ほぼすべての大学で行われるようになった。研究面では『研究者総覧』



の公開や各種研究者データベースへの登録，「自己点検評価」が実施されてきた。 

 今回の機構による大学評価の特徴は，従来の自己満足的自己評価から一歩踏み込んで，客観的な根

拠に基づく評価を目指していることである。言葉だけで「精力的に研究を行っている」とするのでは

なく，客観的な指標である研究論文数を明示すること。「学界で高い評価を得ている」と根拠もなく述

べるのではなく，受賞回数や招待講演の回数，当該研究論文の被引用実績を明示することが求められ

るようになった。さらには当該論文が掲載されている学術雑誌そのものの学術的影響度（ＩＦ：Impact 

Factors）が重要な指標となる。IF もまた学術雑誌ごとの被引用度から計算されている。 

 特に論文の被引用件数は研究論文，ひいては研究者自身の研究の質を客観的に評価する指標として

最近特に重要視されるようになった。後述する孫・山下・西澤・柿沼・根岸(2000)による大学評価研

究でもこの指標が使われている。論文の被引用情報が文献検索にきわめて重要な情報となることを 20

数年以上前に見抜いていたアメリカの研究情報提供会社 ISI(Institute for Scientific Information)

社は被引用情報を売り物にした CI(Citation Index)というデータベースを開発した。CI は自然科学分

野を中心にスタートしたが，その後，社会科学分野や人文科学分野にも拡大され，現在ではそれぞれ

SCI(Science Citation Index), SSCI(Social Science Citation Index), A&HCI(Arts & Humanities 

Citation Index)という分野別の総合データベースとなっている。（ちなみに，これは信州大学の機関

としての研究支援体制の評価に関わることであるが，信州大学図書館には SCI, SSCI, A&HCI などの被

引用情報が調べられるデータベースがない。なんともなさけない話である。） 

 アメリカの会社が作成するデータベースが日本の国立大学の研究業績評価の最も本質的な指標とな

ることには問題がないわけではないが，科学研究費の申請書類もアメリカ Microsoft 社の Word で作っ

ているわけだし，日本の国債もアメリカの評価会社からなされた評価が世界的に通用してしまうのだ

から，こうしたことも世の流れと考えねばなるまい。 

 CI による評価でむしろ問題とされることが多いのは，収録されている学術雑誌が英文中心であるた

めに，日本で発行される日本語の学術雑誌のほとんどがその対象外とされていることである。英文で

の研究発表が常識になっている自然科学系の研究者には比較的問題は小さいが，いまだに日本語によ

る研究発表が主流である人文系社会科学系の研究者にとっては国内のどんなに権威ある学術雑誌に掲

載された論文もまったくカウントされないことは面白くないことであろう。国立情報学研究所は遅れ

ばせながら，国内の学術雑誌掲載論文を中心にした被引用情報データベース(「引用文献索引データベ

ース [CJP]」)の作成と公開を始めているが，いかんせん 20 年間の遅れと英語を中心とした世界的な

学術研究の流れの中でほとんど「無駄なあがき」になってしまっている。 

 後述するように，人文科学系や社会科学系の研究者も英文で論文を書くようにするのが一番手っ取

り早い解決策なのである。さらには，人文・社会科学系の研究者の研究発表が論文よりも書籍に比重

が置かれていることを考えると，国内の学術誌を対象にした「使えない被引用データベース」を作る

よりも，守・守(1994)が提案しているような大学図書館収書数による評価など，他の客観的評価指標

を探ることの方が重要であると思う。 

 

（３）本稿の目的：評価専門委員会委員の逆評価 

 やや話が逸れたので，元に戻す。上述のように，信州大学教育学部は平成 13 年度着手分の教育学系

研究評価の対象となっている。そこで，ここ数ヶ月にわたって自分の研究業績について自己評価書を

作成する作業をしてきた。その自己評価書は 14 年 7 月にまとめられ，機構に提出される。そして，そ

れを評価専門委員会が評価することになる。公的には私は被評価者となるわけであるが，評価専門委



員会名簿が公開されているのであるから，私を評価する委員の逆評価を行うことも可能である。特に

今回の評価は客観的な指標に基づくものであるため，評価方法は誰でもできることになる。そこで，

本稿では，機構が選定した教育学系の研究評価専門委員会委員 30 名について，客観的な指標による研

究評価を行うことにした。 
 
２ 方法 
 教育学関係研究データベース ERIC(Educational Resources Information Center)は，教育に関わる

研究と実践についての 100 万件を越える学術情報を網羅した世界最大の教育関係データベースである。

1966年以降現在までにアメリカで発行された雑誌を中心に1,000タイトルを越える雑誌掲載論文のデ

ータが蓄積されており，毎月データが，更新されている。ERIC は，http://ericir.syr.edu/Eric/で

公開されていて，誰でも無料で使うことができる。本研究でもこのサイトの ERIC を使った。 

検索は以下の手順で行った。データベース ERIC の「Advanced Search」ウィンドウを開き，検索キ

ーとして「Search by Author」を指定し，Author 欄に委員の氏名を「Akahori, Kanji」のように入力

して検索をかけた。検索する資料としては，雑誌論文だけに限定するため，「Limit」欄の「Journal 

articles」のみを選択した。また，論文の公刊年については，特に指定しなかった。そのため，デー

タベースが収録している 1966 年以降のすべての論文が検索対象となった。なお，検索にあたって，「同

姓同名」「ローマ字表記のゆれ」「共著者の取り扱い」という問題があるため，以下のような対応をと

った。 

 a.同姓同名問題 日本人の氏名の正書法は漢字を中心とした日本語表記であり，同音の名前であっ

ても，漢字表記の違いによって別人であることがわかることが多い（「守一雄」と「森和夫」など）。

しかし，こうした日本語表記における差異は，ローマ字表記ではまったく同一となってしまう。欧米

では，そうした際の混同を避けるため，近接研究領域にすでに同名の研究者がいる場合には，ミドル

ネームのイニシャルを用いて区別することが慣例になっているようである。しかし，日本人研究者の

場合には，もともとミドルネームが存在しないことなどから，こうした工夫もなされない。そのため，

英文表記のデータベースでは上記の例のような「守一雄」と「森和夫」とはどちらも「Mori, Kazuo」

となってまったく区別がつかなくなってしまう。研究領域に明らかな違いがあれば，別人であること

がわかるが，そうした場合以外ではほとんど区別が不可能である。本研究では，こうした可能性があ

ることを念頭に入れつつも，基本的にはヒットしたすべての論文を当該委員の著作であるとみなして

評価を行うことにした。 

 他のデータベースの中には，著者名のうち姓(last name)以外はイニシャルだけで登録されている論

文が含まれているものがある。（たとえば，心理学関係のデータベースである PsycINFO など。）上述の

ように日本人の氏名にはミドルネームがなく，イニシャルだけで他人と区別できるような配慮をする

習慣もないため，こうしたデータベースでは「Mori, K.」がはたして「守 一雄」なのかどうかを第

三者が判断することはきわめて難しい。幸いなことに，今回用いたデータベース ERIC では，すべての

論文がフルネームで登録されているようであった。 

 b.ローマ字表記のゆれ 評価委員の名簿は大学評価・学位授与機構のホームページ上で公開されて

いる(http://www.niad.ac.jp/gaiyo/index.htm)が，英文のページは用意されていないため，正式なロ

ーマ字表記は不明である。そこで，大学評価・学位授与機構に氏名のふりがなを問い合わせ，それを

ローマ字表記にしたものを検索キーに用いた。ただし，研究者によっては，通常のローマ字表記（ヘ

ボン式）以外の表記を使っている場合がある。たとえば，印東太郎（Indow, Taro）・佐伯胖(Sayeki, 



Yutaka)などである。そこで，検索結果がゼロであったケースの中には，特殊なローマ字綴りを採用し

ているために，通常の綴りではヒットしなかったという可能性が残る。その場合には，該当委員の所

属先のホームページや個人ページなどで本人の使うローマ字綴りを確認した。 

 c.共著の取り扱い 共著論文については，著者数で除するという考え方もあるが（孫ら,2000），こ

こでは筆頭著者であるなしにかかわらずすべてを「１件」とカウントすることにした。 

 
３ 検索結果 
（１）大学評価・学位授与機構教育学系評価専門委員会委員３０名 

 検索結果を委員会名簿掲載順に示す（表－１）。一言で言って，信じられない結果である。筆頭の赤

堀侃司東京工業大学教授こそ５件とそこそこのヒットがあったが，３０人の委員中１件でもヒットし

た委員はわずか３人で，赤堀教授以外の２人はともに１件ずつであった。３０人の委員全員で，総数

たったの７件である。 

 

（２）日本の主要な教育学関係研究者 

 日本の教育学関係の研究者には国際的な学術論文を書いているような人がそもそもいないのだろう

か？そんなはずはない。表－２に示す 10 名は教育心理学系と教育学系から思いつく研究者をリストア

ップしたものであるが，すべて数件以上の論文が ERIC にヒットした。こうした研究者がいるのに，な

ぜ機構は上述のような研究者をあえて選んだのだろうか。 

 
４ 分野別評価の是非 

（１）学問分野による研究業績の大きな較差 

 日本の大学の研究水準について本格的な調査を行ったものに，孫ら(2000)がある。この調査では，

米国 ISI 社(Institute for Scientific Information)作成のデータベース National Citation Report

を用いて，日本の大学機関別の 1981 年から 1997 年までの 16 年半の間に公刊された学術雑誌掲載論文

数について集計を行っている。National Citation Report は，同じ ISI 社が発行している科学引用デ

ータベース(Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation 

Index)から国別に収録データを抽出したものである。孫ら(2000)の主たる目的は日本の大学間の比較

にあったが，孫らは論文数・引用度の総数だけでなく，25 の学問分野別にも集計し，より詳細な大学

間の比較も行った。 

孫ら(2000)の研究結果として興味深いのは，学問分野間の論文数の差がきわめて大きいことである。

それは大学間の差よりはるかに大きい。たとえば，論文総数トップの東京大学(59,202 件)と第 23 位

の信州大学(5,584 件)との差は約 10 倍（最下位の国立極地研究所(296 件)との差でも約 200 倍程度）

であるが，学問分野別に第１位同士を比較すると，一番多い物理学(Physics)におけるトップ（東京大

学）13,005 件と学問分野別 25 位の教育学(Education)におけるトップ（これも東京大学）わずか９件

には 1,000 倍以上もの差がある。さらには，25 に分類された学問分野のうち，18 が理系の分野であり，

文系・社会科学系は６分野しかない。（複合領域(Multidisciplinary)は上記から除外した。）総合大学

である東京大学の場合，理系 18 分野の論文数の総計が 55,397 件であるのに対し，文系・社会科学系

６分野の論文数の総計は 932 件しかない。そこで，「論文数」を基準に研究水準の評価を行うとすると，

研究者個人間の差異よりも，それぞれの研究者がどの学問分野に所属しているかによる学問分野の差

異の方が圧倒的に大きいことになってしまうことが予想される。大学等の研究評価を行うにあたって， 



表－１ 

データベース ERIC の検索結果：大学評価・学位授与機構教育学系評価専門委員会委員３０名 

 

赤堀侃司(Akahori, Kanji) 東京工業大学教授（５件） 

Akahori, Kanji. Evaluation of Educational Computer Software in Japan (II): Practical Problems. 

Programmed Learning and Educational Technology; v25 n1 p57-66 Feb 1988.  

Akahori, Kanji. Evaluation of Educational Computer Software in Japan (I): Methods and Results. 

Programmed Learning and Educational Technology; v25 n1 p46-56 Feb 1988. 

Yang, Jie Chi; Akahori, Kanji. Error Analysis in Japanese Writing and Its Implementation in a Computer 

Assisted Language Learning System on the World Wide Web. CALICO Journal; v15 n1-3 p47-66 1998.  

Yang, Jie Chi; Akahori, Kanji. An Evaluation of Japanese CALL Systems on the WWW: Comparing a Freely 

Input Approach with Multiple Selection. Computer Assisted Language Learning; v12 n1 p59-79 1999.  

Dansuwan, Suyada; Nishina, Kikuko; Akahori, Kanji; Shimizu, Yasutaka. Development and Evaluation of 

a Thai Learning System on the Web Using Natural Language Processing. CALICO Journal; v19 p67-88 2001. 

浅井経子(Asai，Kyoko)淑徳短期大学教授（０件） 

安齋省一(Anzai, Shoichi/Shouichi)東京女学館常務理事(０件) 

市川 正(Ichikawa, Tadashi)東京都住宅供給公社副理事長（０件） 

岩永雅也(Iwanaga, Masaya)放送大学教授（０件） 

岡山 潔(Okayama, Kiyoshi)東京芸術大学教授（０件） 

梶田正己(Kajita, Masami)名古屋大学教授（０件） 

片上宗二(Katakami, Soji/Souji)広島大学教授（０件） 

堅田明義(Katada, Akiyoshi)金城大学教授（０件） 

小池生夫(Koike, Ikuo)明海大学外国語学部長（１件） 

Koike, Ikuo; Tanaka, Harumi. English in Foreign Language Education Policy in Japan: Toward the 

Twenty-First Century.World Englishes; v14 n1 p13-25 Mar 1995. 

佐々木保行(Sasaki，Yasuyuki)鳴門教育大学副学長（０件） 

柴田和豊(Shibata, Kazutoyo)東京学芸大学教授（０件） 

杉山吉茂(Sugiyama，Yoshishige)早稲田大学特任教授（０件） 

竹宮 隆(Takemiya, Takashi)日本体育大学教授（０件） 

田平 誠(Tahira，Makoto)愛知教育大学教授（０件） 

塚田博康(Tsukada, Hiroyasu)東京新聞論説委員（０件） 

寺﨑昌男(Terasaki, Masao)桜美林大学教授（０件） 

永井順國(Nagai, Yorikuni)女子美術大学教授（０件） 

長島弘道(Nagashima, Hiromichi)国士舘大学教授（０件） 

中間美砂子(Nakama, Misako)國學院大学栃木短期大学教授（０件） 

蓮見音彦(Hasumi, Otohiko)主査・和洋女子大学人文学部長（０件） 

廣橋義敬(Hirohashi, Gikei)清和大学教授（０件） 

松浦正史(Matsuura, Masashi)兵庫教育大学教授（０件） 

三田村雅子(Mitamura, Masako)フェリス女学院大学教授（０件） 

無藤 隆(Muto, Takashi)お茶の水女子大学教授（1件） 

Toyama, Noriko; Lee, Yuu Mei; Muto, Takashi. Japanese Preschoolers' Understanding of Biological 

Concepts Related to Procedures for Animal Care. Early Childhood Research Quarterly; v12 p347-60 1997. 

武藤泰明(Muto, Yasuaki)（株）三菱総合研究所・主席研究員（０件） 

八尾坂修(Yaosaka, Osamu)奈良教育大学教授（０件） 

安川哲夫(Yasukawa, Tetsuo)金沢大学教授（０件） 

山極 隆(Yamagiwa, Takashi)副主査・玉川大学教授（０件） 

山本恒夫(Yamamoto, Tsuneo)大学評価・学位授与機構教授（０件） 
 



表－２ 

データベース ERIC の検索結果：主要な教育心理学者・教育学者１０名 

 
波多野誼余夫(Hatano，Giyoo)放送大学教授(１８件) 
東 洋(Azuma, Hiroshi)清泉女学院短期大学長(５件) 
高橋恵子(Takahashi, Keiko)聖心女子大学教授(４件) 
北山 忍(kitayama, Shinobu)京都大学教授(３件) 
正高信男(Masataka, Nobuo)京都大学助教授(６件) 

藤岡信勝(Fujioka，Nobukatsu)東京大学教授(３件) 
苅谷剛彦(Kariya, Takehiko)東京大学教授(４件) 
佐藤 学(Sato, Manabu)東京大学教授(３件) 
竹内 洋(Takeuchi, Yo)京都大学教授(１件) 
江原武一(Ehara, Takekazu)京都大学教授(１件)

 
 
機構が学問分野別に評価を行うことにしたのもこうした学問分野間の大きな格差が従来からも知られ

ていたからであろう。 

 

（２）基準作りのための２つの考え方 

 学問分野間での大きな較差が存在することを認めた上で研究評価の基準作りをするとすれば，それ

には２つの考え方がありうる。第１の考え方は，「こうした学問分野間の較差は個々の研究者の能力や

努力とは別個のものである」というものであり，この考え方に立てば，各研究者の評価は当該学問分

野内での相対評価というものにならざるをえない。論文の公刊数が少ない分野の研究者は，「我々も努

力しているのだが，もともと我々の属する研究分野では論文にまとめることが難しいし，論文を発表

する場も少ないのだ」と主張するであろう。論文１本の重みが違うのである。教育学の論文１本と物

理学の論文１本を同等にカウントすることはできない。バスケットボールの得点とサッカーの得点と

を比較できないのと同じことである。比較できるのは，同じ土俵（学問分野）内のものでしかない。

そこで，上記の例で言えば，教育学の分野で９件の論文を公刊している東京大学（の教育学関係の研

究者）は，国内トップであり，物理学の分野で 498 件の論文を公刊しているが国内 41 位の信州大学（の

物理学関係の研究者）よりも高く評価されるべきであることになる。研究評価の一形態であるとも考

えられる科学研究費補助金（以下，「科研費」という）の採択・不採択も学問分野ごとの相対評価によ

って行われている。 

 これに対し，第２の考え方もありうる。それは，「こうした学問分野間の較差は個々の研究者の能力

や努力の積み重ねの結果生じたものである」というものである。「論文の公刊数が少ない分野の研究者

は，その研究者を含めたその当該分野の研究者全体の努力が足りないのであって，分野が異なっても

論文１本の重みにそう大きな違いがあるはずがない」という主張につながる。これも上記の例で言え

ば，信州大学の物理学研究者が公刊した論文 498 本の１本当たりの重要度が東京大学の「教育学研究

者が公刊した論文の 100 分の１しかない」なんてことはありえないということになる。 

上述のように，大学等の研究評価を行うにあたって機構が「学問分野別に評価を行う」ことにした

ことは機構が第１の考え方に立っていることを表していると思われる。現実に大きな較差が存在する

以上，ある程度しかたがないことなのかもしれない。しかし，こうした相対評価を続けている限り，

不活発な研究分野はいつまでたっても不活発なままになってしまう危険が残る。というよりも，科研

費の採択・不採択をはじめとして，長年こうした相対評価が続けられてきたことが，現在の大きな較

差を生み出してしまったのではないだろうか。 

 

（３）すべての学問に同じ評価基準を 



 表－３は，平成 12 年度着手分として行われた理学系の研究評価として，大学評価・学位授与機構が

用意したと思われる評価基準である。表の前文には，「理学系全体として統一した判定方法を用いるこ

とは非常に困難」であると書かれている。たしかに，個々の学問分野ごとの記述を悪文を苦にしつつ

も読んでみると，若干の基準の違いがわかる。しかし，研究評価専門委員 30 名の中に３名しか国際的

研究論文をもたない教育学系の目から見れば，それらの差は無視しうる程度にすぎない。理学系にお

ける研究評価基準，そしてそれは結局のところ理学系だけでなくすべての学問分野に共通する評価基

準と考えるべきものは，以下のようになるのではないだろうか。 

 

卓越：「国際的に有名。（国際的な受賞・国際学会での招待講演・国際的雑誌のエディタ・国際的

研究論文のきわめて頻繁な被引用，など）」 

優秀：「国際的にも活動している。国内的には有名。（全国的な受賞・国内学会での招待講演・国

内における指導的地位，など）」 

普通：「全国的に活動している。（学会誌などへの論文の掲載，学会発表，など）」 

要努力：「普通の基準に達しない。」 

 

 学術研究は分野が違ってもその目標は「普遍的事実の発見」で共通であるはずである。そして，ど

んな学問分野においても，普遍的な事実の発見は世界中の同じ分野の研究者にとって重要なことであ

り，その結果，重要な発見をした研究者は当然「世界的に有名」になる。きわめて世俗的な言い方で

あるが，研究者の目標は「大発見をして世界的に有名になること」と言っていいのではないだろうか。

もちろん，大発見をしたり，世界的に有名になったりできる研究者は，世界的に見てもほんのひとに

ぎりにすぎない。だからといって，目標を下げてしまったのでは学問の発展は期待できない。明治時

代に国内に初めて大学が設置されて以来，国が本格的な大学評価に乗り出したのは今回が初めてであ

る。日本だけのレベルで考えるのではなく，すべての学問分野の将来の発展をも考えるならば，分野

ごとの相対評価などという低いレベルの評価基準を設けることは愚策であると思う。ましてや，国内

だけに目を向けたような評価委員の選出は世界の物笑いの種にされかねないことであると思う。 

 「世界的に有名になる」ためには研究論文を世界中の研究者に読んでもらえることが前提条件とな

る。そのためには論文を英語で書かなければならない。理系の分野ではすでに研究論文を英語で書く

ことが必須になっているという。すべての学問に同じ評価基準を適用することにすれば，人文系・社

会科学系の研究者も論文を英語で書くことが必須とされるようになるだろう。言葉の障壁はたしかに

厚い。しかし，どんな学問分野も国際性を持たないままでは発展はありえない。英語で論文を書くこ

とに割かれるエネルギーのために日本の人文社会科学系の研究が一時的に停滞するようなことがあっ

たとしても，長期的にはそれが必ずや発展につながるはずである。 

 最後に添えた「別添資料」は今回の自己評価書作成の際に，信州大学教育学部の心理学関係の教官

と話し合って，心理学系の研究評価基準案として学部の評価担当委員会へ提出したものである。（ただ

し，ここでは表－３にしたがって評価用語を「卓越」「優秀」「普通」「要努力」に変更してある。）我々，

信州大学教育学部の心理学関係教官は「卓越」にはまだほど遠い位置にいるが，目標は高く掲げ，「世

界的に有名になること」を目指して研究を行っていきたいと思う。 

 

 

 



表－３ 

理学系研究評価における研究水準の判定基準等について（大学評価・学位授与機構,2002） 

 卓越 優秀 普通 要努力 

数

理

・

情

報

科

学 

その分野の，世界の研究者達の

広くから名を知られ，かつその

分野の世界における指導者の

一人として十分に敬意を払わ

れているような存在である。 

国際会議で招待講演を行う

などの国際的に目立った研

究活動を行って，「普通」の

レベルを越えている場合。 

過去５年間にレフェリーのあ

る国際雑誌に適当数の論文を

発表するなどの活躍をしてい

る。ここで，指導した学生が

学位論文を発表した場合も指

導のもとに得られた成果は研

究活動の一部とみなす。 

普通の

基準に

達しな

もの。 

物

理

学 

優れた研究成果を発表してお

り，国際会議における招待講演

などを参考にして判断したと

き，国際的に注目度の高い研究

活動をしていると認められる

レベルに達しているもの。 

活発な研究活動をしている

ことが認められ，国際的に評

価の高い学術雑誌に恒常的

に多数の研究成果を発表し

ているか，それと同等と判断

されるレベルに達している

もの。 

評価対象期間の過去５年間に

一定水準を満たす研究成果を

発表しており，国立大学等の

教官として充分な研究活動を

行っていると認められるレベ

ルに達しているもの。 

普通の

基準に

達しな

もの。 

化

学 

国際的なレベルで注目される

優れた研究をしている。例え

ば，国際会議での招待講演を比

較的高い頻度で行ったり，当該

分野で一流の国際学術雑誌あ

るいは進歩総説シリーズなど

に研究成果の総説の執筆の招

待を受けている。 

優れた研究を行っており，当

該分野で活動が多くの研究

者に認知されているものの，

国際的レベルで見た場合，そ

の活動が「卓越」に及ばない。

その研究成果は論文として

定常的に学術誌に発表され

ている。 

研究内容・水準において充分

優れていると言えないもの

の，一定の研究活動を行って

いる。論文の質・数の点で「優

秀」に及ばない。 

普通の

基準に

達しな

もの。 

生

物

科

学 

その研究業績が国際的に非常

に高く評価され，国際的に当該

専門分野をリードする立場に

あるもの。 

その研究業績が高い水準・内

容をもち，当該専門分野にお

いて国際的に認められてい

るもの。 

対象期間である５年間にわた

って恒常的にレフリー付き学

術雑誌に論文を発表し，当該

分野において専門家として十

分貢献しているもの。「恒常

的」の意味は，５年間で 10 報

程度を目安とするが，この数

は専門分野によって多少差は

ある。 

普通の

基準に

達しな

もの。 

地

球

科

学 

国際的な学術誌に年間数報以

上の研究論文を公表し，国際学

会で受賞する，基調講演や特別

講演を行うなど，国際的に業績

が高く評価されている。 

国際的な学術誌に年間１報

以上研究論文を公表してお

り，国際的な学会や研究会・

国際会議において発表し，そ

の研究活動が国際的に認知

されている。あるいは国内の

学会賞の受賞や特別講演を

行うなど，その業績が国内に

おいて高く評価されている。 

定常的に研究活動を行ってお

り，一定水準をみたす（査読

のない紀要，年報等を含む）

研究論文を年間１報以上公表

している。 

普通の

基準に

達しな

もの。 

天

文

・

宇

宙

科

学 

一流の国際学術専門誌（上位数

誌）に恒常的に論文を発表，ま

た国際会議などで招待講演を

行い，組織委員を務めるなど国

際的に高い評価を得ている。国

内的には，活発な学会，研究会

活動をおこない，当該分野の学

問研究をリードし，その発展に

大きな貢献をしている。 

国内外のレフェリー付きの

学術専門誌に論文をほぼ恒

常的に発表し，国際会議，学

会，研究会などにおいて積極

的に活躍している。また，プ

ロジェクト研究などでその

遂行に大きな役割を果たし

ている。 

定常的な研究活動に従事し，

内容は地味でも着実な成果を

上げている。 

普通の

基準に

達しな

もの。 
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「別添資料」 

2002.7.5 

心理学系研究評価における研究水準の判定基準について 
(1)基本的考え方：研究の目的は普遍的事実の発見にある。すべての優れた研究は国際的にも重要なも

のであるはずである。「広く知られること」は研究の質を表すと考えて間違いない。客観的基準とする

ためには，具体的で客観的な基準とすべきである。 
 
(2)具体的判定基準案 
卓越：国際的に認知され高い評価をえている。国際賞，国際的な学会賞。国際的な研究誌への論文掲

載と頻繁な被引用。（被引用に関しては，研究領域の特性上，５年間という時間サイクルはやや短いた

め，柔軟に解釈。以下同様。） 
優秀：全国的に認知され高い評価をえている。全国的な賞，全国的な学会賞。全国的な研究誌への掲

載と頻繁な被引用。 
普通：長野県などの地域に認知され高い評価をえている。地域内の賞，地域内の学会賞。地域的な研

究誌，学部紀要などへの掲載と頻繁な被引用。 
要努力：「普通」の基準に達しないもの 
 
(3)社会的評価に関しても同様とする。 
 
 


