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 本報告書は、文部科学省の研究開発評価推進調査委託事業に
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株式会社が実施した「令和２年度研究開発評価の在り方に係る

特筆課題等への取組の状況調査」の成果を取りまとめたもので

す。 
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I．調査の背景と目的 

 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28 年 12 月 21 日内閣総理大臣決定）
1を受け

て策定された「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（平成 14 年 6 月 20 日

（最終改定平成 29 年４月１日）文部科学大臣決定）
2には、プログラム評価のさらなる推進、チ

ャレンジングな研究開発等の推進、次世代を担う若手研究者の育成・支援の推進等（以

下「特筆課題等」という。下表を参照）について研究開発評価の実務現場において適切

に改善を図っていくことが求められている。そのため、大学、大学共同利用機関、国立

研究開発法人、独立行政法人等の研究開発を実施する機関及び資金配分機関（以下「研

究開発機関等」という。）の研究開発評価の実務現場においては、特筆課題等への先行

的な取組事例や検討事例、取組に当たっての問題点や工夫した点等、並びに特筆課題等

に限らず研究開発評価の現場の実務における課題・ニーズ等に関する情報共有が重要と

なっている。 

 本調査では、研究開発評価の実務現場での特筆課題等への先行的な取組事例や検討事

例、取組に当たっての問題点や工夫した点等、並びに特筆課題等に限らず研究開発評価

の現場の実務における課題・ニーズ等について、ヒアリング・意見交換等により調査し

た。 

 また、調査で得られた事例や文部科学省がこれまで調査してきた事例等からテーマを

設定した上で「研究開発評価シンポジウム」を開催し、取組事例を紹介したとともにパ

ネル・ディスカッションを行い、議論を深めた。 

 さらに、研究開発機関等の実務担当者を対象に「研究開発評価人材育成研修」（以下、

「人材育成研修」という。）を開催し、研究開発評価のさらなる普及を図った。 

 本調査は、以上の結果を報告書に取りまとめ、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

が 2021年頃に改定される見込みであることを見据え、文部科学省及び研究開発機関等に

おける今後の研究開発評価に関する実務・施策の企画立案に寄与することを目的として行

った。 

  

 
1 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28 年 12月 21 日内閣総理大臣決定） 

 https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyu/taikou201612.pdf 
2 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（平成 14年 6月 20 日（最終改定平成 29 年４月

１日）文部科学大臣決定） 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/02/13144

92_1.pdf 
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図表 I-1 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」 

（平成 14 年 6 月 20 日（最終改定平成 29 年４月１日）文部科学大臣決定）において 

適切に改善を図っていくことが求められている特筆課題 

【1】科学技術イノベーション創出、課題解決のためのシステムの推進 

【2】挑戦的（チャレンジング）な研究、学際・融合領域・領域間連携研究等の推進 

【3】次代を担う若手研究者の育成・支援の推進 

【4】評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改善 
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II．調査手法 

１．検討会における検討 

本調査に対する助言・協力を得るため、本業務にふさわしい専門家から構成される検討

会「令和２年度研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会」（検討

会名簿は後掲）を設置し、下記の通り開催した。 

今年度は、当初は対面での開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の影響により、全ての回を Zoomによる Web会議で開催した。 

 

【第１回】 

日時：２０２０年１２月１４日（月）１０：００～１２：００ 

場所：Zoomによる Web会議 

議題： 

（１）今年度調査計画について 

（２）研究開発評価人材育成研修企画ワーキンググループの設置について 

（３）ヒアリング・意見交換等及び研究開発評価シンポジウムについて 

 ○シンポジウムのテーマ 

 ○シンポジウム登壇者候補 

 ○全ヒアリング・意見交換等対象機関に共通の調査項目 

 ○ヒアリング・意見交換等の実施形態 

 ○ヒアリング・意見交換等の対象機関候補 

 

【第２回】 

日時：２０２１年２月２日（火）１３：００～１５：００ 

場所：Zoomによる Web会議 

議題： 

（１）ヒアリング・意見交換等について 

（２）研究開発評価シンポジウムについて 

 ○シンポジウム登壇者候補 

 ○講演及びパネル・ディスカッションの時間（長さ） 

 ○登壇者の参加形式 

（３）研究開発評価人材育成研修について 

 ○研修受講者の選定 
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【第３回】 

日時：２０２０年３月１８日（木）１７：００～１９：００ 

場所：Zoomによる Web会議 

議題： 

（１）研究開発評価人材育成研修の開催報告と反省 

（２）研究開発評価シンポジウムの開催報告と反省 

（３）ヒアリング・意見交換等の結果取りまとめについて 

（４）その他報告書について 

 

２．ヒアリング・意見交換等の実施 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関

する評価指針」で適切に改善を図っていくことが求められている特筆課題等への先行的な

取組事例や検討事例、取組に当たっての問題点や工夫した点等、並びに特筆課題等に限ら

ず研究開発評価の現場の実務における課題・ニーズ等や研究開発機関等において実施され

ているマネジメント及び研究開発機関等が主体的に実施している評価活動について、ヒア

リング・意見交換等により調査した。 

図表 II-1 ヒアリング・意見交換等実施概要 

（敬称略） 

対象機関 ヒアリング実施年月日 担当委員 

(国立研究開発法人)宇宙航空研究開発機構

（JAXA） 宇宙科学研究所（ISAS） 

2021年 1月 15日（木）

10時～12時 

林、栗本、 

小林 

國中均   理事／所長 

藤本正樹  副所長 

佐藤明生  理事補佐 

森田泰弘  研究基盤・技術統括 

三好寛   科学推進部長 

青柳孝   科学推進部計画マネージャ 

大井田俊彦 科学推進部参与 

加藤秀樹  科学推進部参事 

伊藤和哉  科学推進部  

石崎智子  科学推進部 

(国立大学法人)大阪大学 2021年 1月 27日（水）

9時～11時 

林、伊地知、

栗本 

尾上孝雄  研究担当理事  

粟津邦男  教授・経営企画オフィス長  

高野誠   特任教授・経営企画オフィス URA 部門長 

江村勝治  特任教授・経営企画オフィス IR 部門長 

吉野明   研究推進部長 

赤坂真弓  研究推進部 研究推進課 課長補佐 
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対象機関 ヒアリング実施年月日 担当委員 

(国立研究開発法人)物質・材料研究機構

（NIMS） 

2021年 1月 28日（月）

10時～12時 

林、小林 

宝野和博  理事／フェロー  

有沢俊一  経営企画部門長／機能性材料研究拠点 上席研究員 

多田正広  経営企画部門 経営戦略室 

 

(1) ヒアリング・意見交換等の実施概要 

「令和２年度研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会」委員

の中から専門性等が合致するなど委員の希望を踏まえて調査員を選定し、ヒアリング・意

見交換等を行った。例年は、対象機関を訪問したが、今年度は、新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）の影響によりオンラインで行った。また、文部科学省が同席した。ヒアリ

ング・意見交換等の結果は、調査員の意見に従い、対象機関に内容の確認を受けて調整の

上で取りまとめた。 

 

(2) ヒアリング・意見交換等における調査項目 

今年度は、全てのヒアリング・意見交換等の対象機関に対して、以下の調査項目につい

てヒアリング・意見交換等を行った。 

過年度は、全対象機関に共通の調査項目に加えて、4 つの特筆課題に関連して各機関に

特徴的な先行的取組事例や検討事例、取組に当たっての問題点や工夫した点等を伺った（ヒ

アリング・意見交換等の所要時間は約 3 時間）が、今年度は、オンラインでの実施となっ

たことから、検討会委員長の意見をふまえ、時間短縮のため（同約 1.5～2時間）調査項目

を絞った。 

図表 II-2 全ヒアリング・意見交換等対象機関に共通の調査項目 

○長期的な研究開発戦略の立案及びそのマネジメントにおける研究開発評価のあり方 

・新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、オープンサイエンス／オープンデータ

やデジタル化により、研究開発に関しても、「新しい研究様式」が求められており、

研究活動の方法も変化している。そのような状況の中で、大学や研究機関の研究戦

略をどのように立案し、その進捗状況や研究開発の実施や成果の状況をどのように

確認して、評価しているか（あるいはその方法を変化する予定があるか）。特に、短

期的な視点だけでなく、基礎研究等に必要な長期的な視点をいかに考慮しつつ、戦

略立案や評価を行っているか。長期的な研究力を維持するために、若手研究者の育

成をどのように行っているか。 

＊研究開発を推進するための施策とは、例えば、特定の研究開発を支援するための

研究開発プロジェクトの選定・研究費の拠出、研究センター等の設置等を指す。 
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３．研究開発評価人材育成研修の開催 

研究開発評価のさらなる普及を図るため、大学、大学共同利用機関法人及び独立行政法

人の研究開発評価に係る部署に所属し、研究開発評価の業務に従事している事務職員を対

象として、研究開発評価の業務に関する知識等の習得や実際の事例に係る情報共有を目的

として 2021年 2月 17 日(水)～2月 18日(木)に開催した。 

 

４．研究開発評価シンポジウムの開催 

これまで行ってきたヒアリング・意見交換先等で得られた事例を紹介するとともに、パ

ネル・ディスカッションにおいて他の研究開発機関が特筆課題等に取り組むための方策の

検討や、テーマについての意見交換を行う研究開発評価シンポジウムを 2021 年 3 月 9 日

(火)に開催した。 
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令和２年度研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会 

名 簿 

 

（敬称略、委員長を除き委員は５０音順） 

 

委員長 

林 隆之  政策研究大学院大学 教授 

 

委員 

伊地知 寛博 成城大学 社会イノベーション学部 教授 

 

栗本 英和 名古屋大学 教授，教養教育院副院長・評価企画室副室長 

 

小林 直人 早稲田大学 リサーチイノベーションセンター 研究戦略部門 

 副部門長・教授 兼 研究院 副研究院長 

 

高橋 真木子 金沢工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 教授 

 

文部科学省 

佐野 多紀子 文部科学省 科学技術・学術政策局 

 科学技術・学術戦略官（制度改革・調査担当） 

 評価・研究開発法人支援室長 

新地 博 文部科学省 科学技術・学術政策局 企画評価課 

            評価・研究開発法人支援室 室長補佐 

笹原 央 文部科学省 科学技術・学術政策局 企画評価課 

             評価・研究開発法人支援室 専門職 

杉本 芙美 文部科学省 科学技術・学術政策局 企画評価課 

                 評価・研究開発法人支援室 

 

事務局 

上野 裕子 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 政策研究事業本部 

                  経済政策部 主任研究員 

美濃地 研一 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 政策研究事業本部 

                研究開発第２部 主任研究員 
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III．ヒアリング・意見交換等の結果 

１．ヒアリング・意見交換等結果の分析 

(1) 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）の取組や評価との

関係で特徴的な点 

◆ 大学・研究コミュニティとの共同で 3 段階のプロセスで研究開発を発展3 

宇宙科学の研究の特徴は、国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（Japan Aerospace 

Exploration Agency(JAXA)。以下、「JAXA」という。）と［大学・研究コミュニティ］との

共同で推進されている点である。 

次の 3段階のプロセスで評価を行いつつ研究開発を発展させている。 

 

第 1段階：戦略的開発研究 

戦略的開発研究とは、「宇宙理学委員会」では、将来の宇宙科学を見据えた技術課題を解

決するための基礎研究を指し、「宇宙工学委員会」では、多様なミッションを実現するため

のコンセプト検討や要素技術開発を指す。［大学・研究コミュニティ］を対象として、JAXA

宇宙研に設置されている宇宙理学委員会・宇宙工学委員会が研究提案を公募し、提案書を

審査して選定し、研究費を配分する。成果報告書は［大学・研究コミュニティ］で共有さ

れる。【評価方法】毎年度末に報告書の提出を受け、宇宙理学委員会・宇宙工学委員会が評

価（ピアレビュー）を行う。 

 

第 2段階：技術のフロントローディング 

ミッション実現に必要なキー技術や波及効果の大きい技術等について、開発リスクを早

期に低減するため、技術の事前実証を実施するもの。宇宙科学研究所（Institute of Space 

and Astronautical Science (ISAS(アイサス))。略称：宇宙研）（以下、「JAXA 宇宙研」と

いう。）が、多様なミッション創出を念頭に、支援対象を選定し、研究費を配分する。【評

価方法】年度末に報告書の提出を受け、JAXA宇宙研が評価（レビュー）を行う。 

 

第 3段階：プロジェクト 

「宇宙科学のミッション要求を達成するために組織化したもの」。ミッションは、海外専

門家を含む審査員による多数の本部審査を経て、プロジェクト準備審査を行い、まず「プ

リプロジェクト」となり、技術、資金、スケジュールの見極めを行い、開発リスクの低減

を図り、プロジェクト移行審査を経て「プロジェクト」となる。【評価方法】基本設計、詳

 
3 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19 日）、JAXA

宇宙研ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 15 日）他資料 
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細設計等のフェーズ毎に審査会等を設置して行い、合格したら次のフェーズへ進むことが

できる仕組み。JAXA 宇宙研内で毎月進捗状況を確認する他、四半期に一度 JAXA 全体の経

営層に報告する。開始時と終了時、延長申請時は、海外専門家を含む委員による評価も実

施。終了時後は、Lessons Learned を整理し、失敗した場合も含め、JAXA全体で共有する。 
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(2) 大阪大学の取組や評価との関係で特徴的な点 

 

◆ 「現代の研究型大学」に求められるとして 3 つの研究モードを設定し、各モードに適

した評価方法を模索中 

国立大学法人 大阪大学（以下、「大阪大学」という。）は、「大阪大学の研究の発展のた

めに」において、「現代の研究型大学」には、最先端の学術的研究と、産業界の要請に応え

る技術革新志向の研究と、社会的課題を解決するための研究の 3つが求められているとし、

「それぞれに対応した研究のモード」として、 

 (1)学術的卓越性志向研究 

 (2)技術革新志向研究 

 (3)社会的課題解決志向研究 

を掲げている4。そして、上記の研究モードごとに適した評価方法を模索している。 

具体的には、「(1)学術的卓越性志向研究」については、部局等を対象とした評価におい

て、教育、研究、社会貢献、グローバル化、業務運営の 5 つの項目に関して設定した目標

指標（例えば研究の項目では「常勤教員の論文数」及び「競争的資金（科研費等）の獲得

件数・金額」）の達成度を“S, A, B, C”の評定で毎年度評価している。 

「(2)技術革新志向研究」及び「(3)社会的課題解決志向研究」については、（具体的に評

価対象は限定されていないが）(2)は「研究成果の利用者である企業等との協働・共創が評

価されるべき」としており、(3)については、「評価の中心は社会的課題の解決に貢献して

いるか否かにならざるを得ない」としている5。(3)については、評価指標は具体的には未

設定だが、共同活動者の満足度や、大阪大学の評判などを重視した評価が一案として考え

られるのではないかと検討している6。 

 

◆ 本部による学内研究支援は部局横断・分野融合の研究に特化 

基本的に、本部は、部局横断で分野融合の卓越的な研究を行う研究センター等の設置や、

共同研究の推進など、各部局単独ではできない部局横断の研究に特化して支援する方針を

採っている。研究者の志向を、データと個別ヒアリングで把握して分析し、その結果を大

学の研究の発展につなげるため、大阪大学の弱いところを支援するのではなく、強い研究

者がいるところを核として部局横断の研究センターを設置する等、研究者をよりモチベー

トするための柔らかなグルーピングを図っている。 

 

 
4 「大阪大学の研究の発展のために」  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/research/files/inochirinen.pdf 
5 4 と同じ。 
6 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
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(3) 物質・材料研究機構（NIMS）の取組や評価との関係で特徴的な点 

 

◆ トップダウンによる機動的な研究開発マネジメント 

研究開発戦略は、国の科学技術・イノベーション政策の動向や国立研究開発法人に求め

られる役割を踏まえるとともに、国立研究開発法人 物質・材料研究機構（以下、「NIMS」

という。）の強みを発揮できる領域を見定め、「未来創生型アプローチ」と「課題解決型ア

プローチ」を組み合わせ、現在、７領域、10プロジェクトを設定している。併せて、理事

長のリーダーシップにより様々な追加的措置がなされている。主なものを挙げると以下の

３点がある。 

＊プロジェクトのスクラップ＆ビルドによる研究の見直し・重点化（量子マテリアルや

センサ・アクチュエータに係るプロジェクト新設など） 

＊内外の動向を踏まえた NIMS内公募事業等の立ち上げ（スマートラボの推進、データ駆

動型研究の加速など） 

＊同業「多」社によるオープンイノベーションの推進（産学官共同研究の推進） 
 

また、トップの方針である研究の重点化やよりシャープな研究運営に研究員の意識が向

くよう、毎年、予算配分に係る役員ヒアリングを実施し、見直しと重点化を並行して進め

ており、機動的な研究開発マネジメントがなされている。 

 

◆ 研究者に浸透している個人業績評価制度 

NIMS では、研究職の個人業績評価制度を 2002 年度から運用しており、その結果は賞与

にも反映し、昇格審査で参考情報として使用している。毎年様々なアップデートをしなが

ら制度開始から 20年近くが経過したことで、研究者の間で制度が浸透している。 

具体的には、客観評価項目と上長評価項目に分かれており、客観評価については、業績

を一律の基準で点数化し、例えば、論文の場合はインパクトファクターやファーストオー

サーか否かの重み付けなどにより加点している。客観評価ができない貢献については、上

長評価として、上長が組織貢献、人材育成、広報活動などについて配点の範囲内で採点し

ており、新規採用者や出向者が不利にならないよう多面的な評価を行っている。 

 

◆ ベンチマークを中心とした組織内の拠点単位での評価 

NIMS内の拠点ごとに、インターナショナルベンチマークを行っている。対象の研究領域

において世界的な研究所の専門家と意見交換・情報交換を行い、データ提供を受けインター

ナショナルベンチマークをとっている。研究領域ごとのベンチマークにより、より研究活

動に即した形で世界的な競争力があるかどうかの評価を行い、今後の取組に活かしている。 
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２．宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS） 

(1) 長期的な研究開発戦略の立案及びそのマネジメントにおける研究開発評価

のあり方について 

①長期的な研究開発戦略の立案及びそのマネジメントと研究開発評価 

a)我が国における宇宙科学研究・宇宙開発の推進体制 

宇宙基本法に基づき我が国では、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進

する「宇宙開発戦略本部」（本部長：内閣総理大臣）が内閣に設置されており、宇宙開発利

用に関する基本的な計画である「宇宙基本計画」を作成する。また、内閣総理大臣の諮問

に応じて宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項を調査審議する「宇宙政策委員会」

が内閣府に設置されている。7 

JAXA は、「宇宙基本計画」（2016(平成 28)年 4 月 1 日決定）において、「政府全体の宇宙

開発利用を技術でささえる中核的な実施機関」に位置付けられており8、主務大臣は、内閣

総理大臣、文部科学大臣、総務大臣、経済産業大臣の 4人、主務省が文部科学省である9。 

文部科学省においては、科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会に、文部科学省に

おける宇宙の開発及び利用に関する重要事項の調査審議を行う「宇宙開発利用部会」及び、

文部科学省における航空科学技術に関する研究開発計画の作成、推進及び評価、並びに関

係行政機関の事務の調整の方針に関する重要事項について調査検討を行う「航空科学技術

委員会」が設置されている10。 

図表 III-1 日本の宇宙開発体制 

 
(出典)「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月） 
 

 
7 「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
8 7 と同じ。 
9 内閣府 宇宙戦略室「内閣府独立行政法人評価委員会 宇宙航空研究開発機構分科会（JAXA 分

科会）の設置について」（2012 年 9 月） 

https://www8.cao.go.jp/hyouka/dokuritsu/bunkakai/utyu1th/shiryou2.pdf 
10 文部科学省ウェブサイト> 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 研究計

画・評価分科会 > 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会における部会・委員会の設置

について https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/gaiyou/1334939.htm 
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b)宇宙航空研究開発機構（JAXA）における宇宙科学研究所（ISAS）の位置付けと役割11 

JAXA宇宙研は、JAXAにおいて、宇宙科学の発展及び大学院教育の中枢を担う研究所とし

て位置づけられている。文部科学大臣から提示される中長期目標に従い、「研究者の自主性

を尊重した独創性の高い宇宙科学研究」と「衛星等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェク

トの推進」をともに重点的に推進している。前者は、研究者が個人あるいはグループを作

って行う研究で、萌芽的な性格のものであり、後者は、科学衛星プロジェクトに代表され

る研究で、衛星の開発からデータ解析、成果の公表までの一連の作業を含む活動である。 

また、JAXA宇宙研は、その前身である文部科学省宇宙科学研究所の大学共同利用機関の

機能を大学共同利用システムとして継承し、全国の大学や研究機関に所属する関連研究者

との有機的かつ多様な形での共同活動を行う研究体制を組織して、基礎研究を推進すると

共に、研究に従事する全国の国公私立大学その他の研究機関の研究者に JAXA 宇宙研の実験

施設・設備を利用させることを行っている。さらに、国公私立大学の研究者や外国人研究

者を客員等として迎えているほか、国公私立大学の要請に応じて大学院教育に参加・協力

している。 

 

c)宇宙科学研究の推進体制 

宇宙科学の研究の特徴は、JAXAと［大学・研究コミュニティ］との共同で推進されてい

る点である12。 

そのため、JAXA宇宙研は、「宇宙理学委員会」と「宇宙工学委員会」を設置し13、［大学・

研究コミュニティ］からの研究提案を受け付けて支援し、発展させて「プロジェクト」14と

して実行するためのスキームを機能させている15。宇宙理学委員会が宇宙理学分野、宇宙工

学委員会が宇宙工学分野に関する研究計画の立案と研究プロジェクトの企画を行っている

16。 

 
11 「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
12 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
13 11 と同じ。 
14 宇宙科学における「プロジェクト」とは、「開発（段階）に移行したミッション」の意味（宇

宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査小委員会 事務局「フロントロー

ディングについて」第 27 回『宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査

小委員会』資料 1（2019 年 2 月 12 日）より 

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai27/siryou1.pdf ）。 
15 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19 日）、JAXA

宇宙研ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 15 日） 
16 11 と同じ。 
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図表 III-2 宇宙科学研究の推進体制 

 
(出典)宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19日） 

 

JAXA宇宙研の前身は、東京大学 宇宙航空研究所であるため、［大学・研究コミュニティ］

とは非常に緊密な関係にあり、理学と工学の両方の技術・人材・知見を JAXA 宇宙研に糾合

し、JAXA宇宙研が中心となって宇宙科学研究のコミュニティを主導している17。 

 

d)JAXA宇宙研の研究開発戦略 

JAXA宇宙研は、「向こう 20～30年に及ぶ将来活動の予定や計画を，大学アカデミア・・

（略）・・と共有するために，各種文書「宇宙科学・探査ロードマップ」「宇宙科学の次期

中長期計画をめぐる戦略的シナリオ」「宇宙科学技術ロードマップ」などを取りまとめて見

える化」している18。 

従前 JAXA宇宙研では、宇宙理学委員会・宇宙工学委員会からのボトムアップによりミッ

ションを立ち上げていたが、統一的な全体像が共有されておらず局所最適な可能性があっ

た。そこで現在では、①ミッション提案の強化と②技術開発を両輪として進めている。19 20 

 
17 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
18 「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2018 年度」（2019 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
19 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19 日）、JAXA

宇宙研ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 15 日） 
20 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所長・理事 國中 均「宇宙科学・探査の実施に

ついて～プロジェクト創出と立ち上げ強化」第 19 回『宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基

盤部会 宇宙科学・探査小委員会』資料 2（2018 年 6月 15 日）に以下の記述がある： 

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai19/siryou2-1.pdf  

「１． 今までの進め方の課題 これまで日本において宇宙研のミッションは、研究者による

ミッション提案の中から、競争的プロセスにより、その都度最適なミッションを理・工学委員

会が選考し、実質的にその選考結果を尊重して実施してきた。これにより・・（中略）・・成果

を生み出してきたが、この方法では、以下の課題が顕在化していくことが危惧される。 

① 「日本の宇宙科学が、世界のベンチマークのもとで、全体としてどこに向かおうとしてい
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ミッション提案の強化のために、JAXA 宇宙研は、「宇宙科学の次期中長期計画をめぐる

戦略的シナリオ」（略称：戦略シナリオ）を策定している。「戦略シナリオ」は、関係者や

国民が、日本の宇宙科学の将来についての描像を共有することを可能にすると共に、［大

学・研究コミュニティ］からの提案を、魅力ある具体的なミッションとして政府の宇宙政

策委員会の「宇宙基本計画」の「工程表」につなげることを目的としたもので、［大学・研

究コミュニティ］の研究目標・戦略・工程表をベースに JAXA宇宙研が策定した「宇宙科学

の中長期的な構想」の内容を選択的に取り込んだものである。これにより、［大学・研究コ

ミュニティ］の提案（ボトムアップ）と国際宇宙探査等の政策課題への対応（トップダウ

ン）が相互作用し、戦略シナリオを軸として政府の宇宙政策委員会の「宇宙基本計画」の

「工程表」に整合した価値あるミッションの創出を図っている。21 

図表 III-3 JAXA 宇宙研の研究開発戦略に係る関連文書の相関図 

 
(出典)宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19日） 

 
るのか？」について、宇宙科学コミュニティ自ら長期的なロードマップを持てず、関係者や国

民が、日本の宇宙科学の将来についての描像を共有できない懸念のあること、② これまで実

現してきたミッションは選定時点での最適解であったものの、ミッションの相互連関に乏しく、

開発のための資金や体制等の分散を招く懸念があること、③ ミッションの高度化・大型化に

対応して、長期にわたる戦略的な技術開発がますます必要となっているが、それが行いにくい

こと、④ ほとんどのミッションが国際協力により実現されている状況で、ボトムアップのプ

ロセスだけでは国際協力の機動性確保がしにくくなっていること 

このため、ボトムアップによるミッション立案を基本としつつも、技術とサイエンス両面にお

けるプログラム化による戦略的なミッション実施が必要であると判断し、宇宙基本計画の工程

表の「宇宙科学・探査」の考え方とも整合した今後 20 年程度の宇宙科学の『次期中長期計画

をめぐる戦略的シナリオ』を策定し、宇宙科学分野におけるプログラムの全体像や目的の明確

化を図り、宇宙探査を総合的かつ戦略的に進めていきたい。」 
21 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19 日）、JAXA

宇宙研ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 15 日） 
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技術開発推進のために、JAXA 宇宙研は、「戦略シナリオ」や「宇宙科学の中長期的な構

想」からフローダウンされる一連の技術開発を、長期的・戦略的に記載し、シナリオや構

想の実現につなげることを目的として「宇宙科学技術ロードマップ」（略称：技術ロードマ

ップ）を策定している。そして、効率的に研究開発・ミッションを進めるために、ミッシ

ョン実現に必要なキー技術や波及効果の大きい技術など先行投資すべき技術の開発リスク

を早期に低減するため「フロントローディング22」を行い、プロジェクトの立ち上げを強化

している。JAXA宇宙研はまた、フロントローディングとは別に、JAXA内で連携して、成立

性評価と開発計画の具体化、国際調整機能、「戦略シナリオ」との整合性確認などを行い、

ミッションをブラッシュアップしている。23 

図表 III-4 JAXA 宇宙研における宇宙科学・探査プロジェクトの進め方 

 
(出典)宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19日） 

 
22 フロントローディング：「革新的／ハイリスクのミッションにおけるクリティカル技術の事前

実証を実施すること。具体的には、プロジェクト化（＝「開発」に移行）が有望なミッション

に関し、ミッションのプロジェクト化前に、そのミッションにとってクリティカルなキー技術

について、技術の事前実証を実施するもの。その際、ISAS のみならず JAXA 他部門や大学等の

他機関との連携強化により、人的リソース（特に若手研究者）を強化して取り組み、基盤経費

とは別の資金を確保して対応するものとする」（宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 

宇宙科学・探査小委員会 事務局「フロントローディングについて」第 27 回『宇宙政策委員会 

宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査小委員会』資料 1（2019 年 2 月 12 日）より 

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai27/siryou1.pdf ） 
23 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19 日）、JAXA

宇宙研ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 15 日） 
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図表 III-5 JAXA 宇宙研における技術のフロントローディングの内容 

 
(出典)宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査小委員会 事務局「フロントローデ

ィングについて」第 27 回『宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査小委員

会』資料 1（2019 年 2 月 12 日）  

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai27/siryou1.pdf  
 

図表 III-6 JAXA 宇宙研が行う技術のフロントローディング 

 平成 30 年 6 月 15 日に開催された宇宙科学・探査小委員会での議論を踏まえ、JAXA

において実施される「フロントローディング」については以下の通りとする。 

 以下の活動により、宇宙科学・探査プロジェクトの着実な実施を目指す。 

１．フロントローディング 

フロントローディングとは、「革新的／ハイリスクのミッションにおけるクリティカル

技術の事前実証を実施する」こととし、 

具体的には、 

・プロジェクト化（＝「開発」に移行）が有望なミッションに関し、 

・ミッションのプロジェクト化前に、 

・そのミッションにとってクリティカルなキー技術について、 

・技術の事前実証を 

実施するもの。 

 その際、ISASのみならず JAXA他部門や大学等の他機関との連携強化により、人的リ

ソース（特に若手研究者）を強化して取り組み、基盤経費とは別の資金を確保して対応

するものとする。 
 
２．フロントローディングに期待される効果 

 フロントローディングにより、 

・開発スケジュール遅延の回避 

・コストの抑制あるいはコストのオーバーラン解消 

・若手研究者の育成 

・ISASとしての技術開発能力と課題解決能力の強化 

が可能となる。 
 
３．フロントローディング前のミッションのブラッシュアップ 

 なお、フロントローディングとは別に、ISASにおいては、 

・ミッション提案の段階について、 

・プロジェクトとしての成立性の検討を 

・基盤経費を用いて 

実施し、新規ミッション創出の強化を図る。 
(出典)宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査小委員会 事務局「フロントローデ

ィングについて」第 27 回『宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査小委員

会』資料 1（2019 年 2 月 12 日）  

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai27/siryou1.pdf  
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他方、JAXA宇宙研は、JAXA宇宙研における研究開発を、政府の宇宙政策委員会の「宇宙

基本計画」の「工程表」の見直しにつなげることを目指し、工程表制定以降の実績や将来

構想を記した「宇宙科学・探査ロードマップ」を策定している24。 

JAXA宇宙研は、政府の宇宙政策委員会の「宇宙基本計画」の「工程表」を踏まえて、コ

ミュニティからのボトムアップの意見も尊重しつつ、宇宙科学・探査をプログラム化して

いる。その際、①全体を俯瞰した戦略的な計画の配置、②優位性“強み”を有する技術の

強化、新技術の獲得といった視点を取り入れている。25 

 

e)JAXA宇宙研のミッションのタイプ26 

JAXA宇宙研は、宇宙科学・探査ロードマップに基づき、以下のような複数のタイプのミ

ッションを進めている。 

 

◆ 戦略的に実施する中型計画 

予算最大 400 億円程度。世界第一級の成果創出を目指し、各分野のフラッグシップ的な

ミッションを日本がリーダーとして実施する。多様な国際協力を前提。「X線分光撮像衛星

（XRISM）」や「火星衛星探査計画（MMX）」が該当する。 

 

◆ 公募型小型計画 

予算最大 180 億円程度。地球周回軌道からのサイエンスを適正規模のミッションでタイ

ムリーに実現する一方で、衛星探査機の小型化・高度化技術などの工学課題の突破から惑

星探査への展開も図り、高頻度な成果創出を目指す。「小型月着陸実証機 SLIM」や「深宇

宙探査技術実証機（DESTINY+）」が該当する。 

 

◆ 戦略的海外共同計画 

海外ミッションへのパートナーとしての参加や国際宇宙探査の観測機器の搭載機会等を

活用するなど、多様な機会を最大に活用し成果創出の最大化を図る。「木星氷衛星探査計画

（JUICE）」「二重小惑星探査計画（Hera）」が該当する。 

 

ほとんどのミッションは、米国航空宇宙局（ National Aeronautics and Space 

Administration (NASA)）や欧州宇宙機関（European Space Agency（ESA））との国際協力

により実現されている。例えば、地球の裏側のアンテナは NASAが持っているので貸しても

らったり、「はやぶさ 2」では欧州のロボットを運んだり、観測装置を互いにシェアしたり、

 
24 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19 日）、JAXA

宇宙研ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 15 日） 
25 24 と同じ。 
26 24 と同じ。 
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各国が得意技術を持ち寄って望遠鏡を製作して打ち上げたりしている。お金を払うのでは

なく研究成果をシェアすることで協力関係を築いており、取得したデータは、半年や一年

といった一定の優先利用期間を経た後はオープンデータとしている。 

こうした協力関係を築くためには、相互に尊敬し合う関係である必要がある。NASAも ESA

も日本が得意な領域は把握しており、その領域については日本の参加を求めて来る。日本

の技術を世界に提供することによって、その領域に他国が進出することを抑えて日本の優

位性を確実にできると考えており、その領域については海外が必ず協力を求めて来る関係

を戦略的に作りたいと考えている。 

 

f)JAXA全体における研究開発と評価 

JAXA における研究開発は、JAXA 宇宙研だけではなく、JAXA 研究開発部門及び他の各部

門やハブ等においても、それぞれ行われており、評価も各部門等でそれぞれ行われている27。 

 

g)JAXA宇宙研における研究開発とその評価方法 

JAXA宇宙研では、次の 3段階のプロセスで研究開発を発展させており、各段階の評価方

法は以下の通りである28。 

 

◆ 第 1 段階：戦略的開発研究 

「戦略的開発研究」とは、「宇宙理学委員会」では、プロジェクトの準備段階であるワー

キンググループ（WG）が行う、将来の宇宙科学を見据えた技術課題を解決するための基礎

研究を指し、「宇宙工学委員会」では、多様なミッションを実現するためのコンセプト検討

や要素技術開発を指す29。 

【支援対象選定方法】 

［大学・研究コミュニティ］を対象として宇宙理学委員会・宇宙工学委員会が研究提案

を公募し、提案書を審査して選定し、研究費を配分する。宇宙理学委員会は WGを対象とし

て公募を行っており、宇宙工学委員会は WG組成前の活動も含めて公募している。成果報告

書は［大学・研究コミュニティ］で共有される。30 

【評価方法】 

毎年度末に報告書の提出を受け、宇宙理学委員会・宇宙工学委員会が評価（ピアレビュー）

 
27 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
28 27 と同じ。 
29 「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/ 、宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学

研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 15 日） 
30 29 と同じ。 
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を行う。複数年度にわたる場合は、毎年度末に進捗を確認する。31 

 

◆ 第 2 段階：技術のフロントローディング 

「戦略的開発研究」で行われる基礎研究と「プロジェクト」（後述）の間には大きな乖離

があり、かつては技術的失敗をして費用が余分にかかったり（コストオーバーラン）、成果

が出るまでに時間が長くかかったりすることが多くあった。そこで、政府による新しい枠

組みとして32「技術のフロントローディング」を開始した。33 

「技術のフロントローディング」とは、プロジェクトの立ち上げ強化を目的として、ミ

ッション実現に必要なキー技術や波及効果の大きい技術等について、開発リスクを早期に

低減するため34、技術の事前実証を実施するものである35。その際、JAXA宇宙研のみならず

JAXA他部門や大学等の他機関との連携強化により、人的リソース（特に若手研究者）を強

化して取り組み、基盤経費とは別の資金を確保して対応するとしている36。 

【支援対象選定方法】 

JAXA宇宙研が、多様なミッション創出を念頭に、支援対象を選定し、研究費を配分する

37。 

【評価方法】 

年度末に報告書の提出を受け、JAXA宇宙研が評価（レビュー）を行う。複数年度にわた

る場合は、毎年度末に進捗を確認する。38 

 

◆ 第 3 段階：プロジェクト 

「プロジェクト」とは、「宇宙科学のミッション要求を達成するために組織化したもの」

を指し、JAXAのプロジェクトマネジメント規程に従って遂行される39。 

ミッションは、海外専門家を含む審査員による多数の本部審査を経て、プロジェクト準

備審査を行い、まず「プリプロジェクト」となる40。プリプロジェクト段階において技術、

 
31 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
32 P.17 図表 III-6 参照。 
33 31 と同じ。 
34 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）提供資料（2021 年 1 月 19 日）、JAXA

宇宙研ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 15 日） 
35 宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査小委員会 事務局「フロントロー

ディングについて」第 27 回『宇宙政策委員会 宇宙産業・科学技術基盤部会 宇宙科学・探査

小委員会』資料 1（2019 年 2 月 12 日）  

https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kagaku/kagaku-dai27/siryou1.pdf 
36 35 と同じ。 
37 31 と同じ。 
38 31 と同じ。 
39 31 と同じ。 
40 宇宙航空研究開発機構（JAXA）「宇宙航空研究開発機構（JAXA）の概要」『内閣府独立行政法

人評価委員会 第 1 回宇宙航空研究開発機構分科会』配付資料（2012 年 9 月 27日） 
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資金、スケジュールの見極めを行い、開発リスクの低減を図り、プロジェクト移行審査を

経て「プロジェクト」となる41。通常概ね 3 つくらいの WG から提案があり、技術やコスト

を評価した上で一つを選定する。これと並行して政府と折衝して予算を確保するのだが、

このタイミングがなかなか合わない場合があるのが悩みである。合わずに予算が付かない

と、プロジェクトは進まないこととなり、研究者は研究成果を出せないこととなる。42 

JAXAでは、組織的に特定の領域を重視する方針は採っておらず、各領域は競争して打ち

上げチャンスを手に入れる仕組みとしている。しかし近年、研究領域が拡大してトピック

スが増加し、打ち上げチャンスがなかなか回ってこなくなっているため、短い期間で研究

が進み研究成果が得られる方向に研究を誘導することを考えている。また、必要予算も増

大し、米国航空宇宙局（National Aeronautics and Space Administration (NASA)）や欧

州宇宙機関（European Space Agency（ESA））との協力が不可欠になっているため、機関間

で調整して共同プログラムを遂行する話を始めている。43 

【評価方法】 

プロジェクトの評価は、基本設計、詳細設計等のフェーズ毎に審査会等を設置して行い、

合格したら次のフェーズへ進むことができる仕組みを採っている44。JAXA 宇宙研内で毎月

進捗状況を確認する他、四半期に一度 JAXA 全体の経営層に報告する45。また、開始時と終

了時、延長申請時は、海外専門家を含む委員による評価も行っている46。プロジェクト終了

時にはプロジェクト終了審査を行い47、プロジェクト活動及びミッションを総括して

Lessons Learnedを整理し、失敗した場合も含め、JAXA全体で共有する48。 

 
https://www8.cao.go.jp/hyouka/dokuritsu/bunkakai/utyu1th/shiryou.html、

https://www8.cao.go.jp/hyouka/dokuritsu/bunkakai/utyu1th/shiryou5-10.pdf  
41 宇宙航空研究開発機構（JAXA）「宇宙航空研究開発機構（JAXA）の概要」『内閣府独立行政法

人評価委員会 第 1 回宇宙航空研究開発機構分科会』配付資料（2012 年 9 月 27日） 

https://www8.cao.go.jp/hyouka/dokuritsu/bunkakai/utyu1th/shiryou.html、

https://www8.cao.go.jp/hyouka/dokuritsu/bunkakai/utyu1th/shiryou5-10.pdf  
42 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
43 42 と同じ。 
44 42 と同じ。 
45 42 と同じ。 
46 42 と同じ。 
47 41 と同じ。 
48 42 と同じ。 
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図表 III-7 JAXA のプロジェクトマネジメント 

 
(出典)宇宙航空研究開発機構（JAXA）「宇宙航空研究開発機構（JAXA）の概要」『内閣府独立行政法人評

価委員会 第 1 回宇宙航空研究開発機構分科会』配付資料（2012 年 9 月 27 日）  

 

h)JAXA宇宙研の外部評価等49 

JAXA宇宙研は、半数程度が宇宙科学研究所に所属する教育職職員、残りが研究所の目的

たる研究と同一の研究に従事する大学の教員他で構成される「宇宙科学運営協議会」を設

置している。宇宙科学運営協議会は、JAXA宇宙研に所属する教育職職員の候補者を選考し

所長に推薦することと、業務に関する重要事項について所長の諮問に応えること、並びに

所長の候補者に関して JAXA 宇宙科学評議会の求めに応じて意見を述べることを行ってい

る。 

また、JAXA全体の法人評価とは別に、JAXA宇宙研として 5年に一度を目途に外部評価を

受けている。ただし、最新の外部評価委員会報告は 2012年である。 

 

 
49 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ウェブサイト > 宇宙科学研究所とは 

> 宇宙科学運営協議会 https://www.isas.jaxa.jp/about/organization/committee.html 
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②若手研究者育成と研究開発評価 

a)研究者の併任 

JAXA 宇宙研は、「その前身である文部科学省宇宙科学研究所の大学共同利用機関の機能

を大学共同利用システムとして継承」50しており、「個別の大学では整備や維持が困難な、

(1)大型/特殊な実験・観測装置、(2)膨大な学術資料やデータなどの知的基盤、(3)ネット

ワーク型共同研究や新分野開拓のための中核的機能と場を全国の研究者の利用に」供して

いる。共同研究への参加や施設・設備の利用を承認された研究者には「大学共同利用シス

テム研究員」の称号が付与される。51 

JAXA 宇宙研と大学等を併任する研究者の多くは、クロスアポイントメントとしている。

2003 年 10 月より前は、JAXA 宇宙研は大学共同利用機関であったため、両機関における研

究は混然一体で進められているのが実態である。52 

 

b)大学院生等の受け入れ 

JAXA 宇宙研は、総合研究大学院大学（以下、「総研大」という。）物理化学研究科 宇宙

科学専攻の教育拠点となっている53。また、他の大学についても、従前から国内外の学生を

多数、現場に受け入れて教育・研究、または実習の指導等を行ってきている54。学生は総勢

約 200人受け入れている。座学があるのは総研大のみで、他大学は実習のみ JAXA宇宙研で

行う。55 

 

c)教育職職員の評価方法 

JAXA宇宙研の教育職職員の評価は、発表論文等の研究業績、学生指導、学会活動、プロ

ジェクト貢献により評価している。プロジェクト貢献に定量的な指標は設けていない。各

年度で優れた活動を行った助教には研究費を割り増し支給している。56 

2018年度に、「学生から若手研究者，及びプロパーの教育職・一般職まで宇宙研の研究・

開発活動を担うあらゆる人材を対象とし，各種人事制度を統合的俯瞰的に検討や運用」す

 
50 「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
51 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ウェブサイト > 研究者向け > 大学

共同利用 https://www.isas.jaxa.jp/researchers/inter-university/ 
52 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
53 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ウェブサイト > 大学院教育 >専攻案

内：宇宙科学専攻について 

https://www.isas.jaxa.jp/sokendai/about/our_department.html 
54 宇宙航空研究開発機構（JAXA）ウェブサイト > 学生・教育関係者の方 > 大学院生等の受け

入れ https://www.jaxa.jp/edu_j.html 
55 52 と同じ。 
56 52 と同じ。 
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る人材委員会を発足させ57、2020年 2月に「人材育成基本方針」を制定した58。 

 

d)若手研究者の採用・育成と評価 

若手研究者の雇用については、プロジェクト研究員（ポスドク扱い）として有期雇用し

ている59が、その他に次のような特徴的な取組を行っている。 

 

◆ テニュアトラック助教 

2018 年度から「テニュアトラック助教」の採用を開始した60。テニュアトラック助教も

プロジェクト経費で有期雇用している61。 

【評価方法】 

採用段階で 5年後の目標を設定させ、メンターを付けて指導関係を明らかにしたうえで、

3 年目以降から本人の申し出に応じて評価を行い、准教授として採用するかどうか審査を

行う。今のところ通常の助教と二本立てとなっている。62 

 

◆ 国際トップヤングフェローシップ（ITYF）63 

プロジェクト経費とは別予算で642009年度より行っている。 

「日本を宇宙科学におけるトップサイエンスの拠点とするための施策の一環として」行

っているもので、「国際公募により世界から極めて優れた若手研究者を任期付で招聘する制

度」である。 

「招聘は原則 3年，審査を経て 5年まで延長可能として」おり、2019年度までに「在籍

したフェローは計 19 名」で、うち 6 名は、その後、「他大学等で無期雇用のポストを得て

いる」。2020年 3月末時点で計 6名のフェローが在籍した。「毎年数十倍という厳しい競争

率による選抜となっている。」 

「ITYFフェローには，研究のみならずプロジェクトへの積極的な参加も求められており、

フェローと宇宙科学研究所内の日本人研究者との間でシナジー効果が発揮される事が期待

されている。これまで在籍したフェローがプロジェクトでの成果を出している他、在籍中

 
57 「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2018 年度」（2019 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/   
58 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）「宇宙科学研究所『人材育成基本方針』

の制定について」（2020 年 2 月 20 日） 

https://www.isas.jaxa.jp/about/vision/files/HRD.pdf 
59 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
60 57 と同じ。 
61 59 と同じ。 
62 59 と同じ。 
63 特に明記した箇所以外、「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020

年 10 月） http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
64 59 と同じ。 
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のフェローも現行プロジェクトのみならず、将来計画の検討にも積極的に携わっている。」 

「2012 年度に実施された宇宙科学研究所国際外部評価においては、「本制度が宇宙研の

認知度を高めるとともに宇宙科学の発展に大きく貢献している」としてその有効性が高く

評価された。」 

2018年度在席の 5人のうち 4人は外国人であり65、2019年度在席の 6人のうち 3人が外

国人であるが66、特に外国人を増やすことを目的とした制度というわけではなく、機微技術

の研究も多い研究所として安全保障貿易管理にも留意した上で運用している67。 

 

 

 
65「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2018 年度」（2019 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
66 65 と同じ。 
67 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
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(2) 参考資料 

①ファクトシート 

a)名称 

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS） 

 

b)設立68 

＊1964年 4月（東京大学 宇宙航空研究所 設立） 

＊2003年 10月（(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA）の一本部「宇宙科学研究本部」とし

て発足） 

 

c)沿革 

JAXA 宇宙科学研究所（ISAS）のルーツは 1955（昭和 30）年に行われた東京大学のペン

シルロケット発射実験にさかのぼる。1964年には東京大学に宇宙科学研究所の前身である

宇宙航空研究所が設立され、固体燃料を用いた L-4S ロケットによって日本初の人工衛星

「おおすみ」を軌道に送るなど、宇宙理学と宇宙工学が一体となった科学衛星の研究・開

発を行ってきた。1981年からは国立学校設置法による大学共同利用機関として文部科学省

宇宙科学研究所に改組され、全国の大学の共同利用機関としての役割も担ってきた。69 

2003年 10月に文部科学省 宇宙科学研究所（ISAS）、(特殊法人)宇宙開発事業団（NASDA）、

(独)航空宇宙技術研究所（NAL）が統合されて、(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA）が発足

した際、宇宙科学研究所は、4 つある本部の一つとして宇宙科学研究本部となった。2010

年 4月より、JAXAにおける宇宙科学研究をさらに推進するための取り組みの一環として本

部から宇宙科学研究所へと名称および組織の変更を行った。70 

 

d)組織 

◆ 組織体制71 

5つの研究系、科学推進部、専門技術研究組織で構成されている。 

〔研究系組織〕 

宇宙物理学研究系、太陽系科学研究系、学際科学研究系、宇宙飛翔工学研究系、 

 宇宙機応用工学研究系 
 

 
68 宇宙航空研究開発機構（JAXA）ウェブサイト > 宇宙科学研究所（ISAS）沿革 

https://www.jaxa.jp/about/history/isas_j.html 
69 68 と同じ。 
70 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ウェブサイト > 宇宙科学研究所とは 

> 概要 https://www.isas.jaxa.jp/about/outline/ 
71 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ウェブサイト > 組織 

https://www.isas.jaxa.jp/about/organization/ 
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図表 III-8 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）組織図（2020 年 3 月 31 日時点） 

 

(出典)「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月） http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
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◆ 職員数72 

常勤・非常勤・出向等合計：369人 （2020年 3月 31日現在） 

※うち教育職：143人、一般職：93人 

図表 III-9 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）職員数 

（2020 年 3 月 31 日時点） 

 
(出典)「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月）  

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
 

 
72 「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
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◆ 財務73 

予算：162.7億円（2019年度） 

※JAXA全体：1,709.5 億円（2019年度） 

 

◆ 宇宙航空研究開発機構（JAXA）における宇宙科学研究所（ISAS）の位置付け 

図表 III-10 宇宙航空研究開発機構（JAXA）組織図（2021 年 1 月 1 日時点） 

 
(出典)宇宙航空研究開発機構（JAXA）ウェブサイト > 組織情報 > 組織  

https://www.jaxa.jp/about/org/index_j.html 

 

※ 「研究開発部門」は、2015 年 4 月に「第一宇宙技術部門」「第二宇宙技術部門」、「有人

宇宙技術部門」「航空技術部門」の 4 部門（当時）の研究開発の機能を集約させて設置さ

れた部門74。 

 
73 「宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所年次要覧 2019 年度」（2020 年 10 月） 

http://www.isas.jaxa.jp/about/annual_report/  
74 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）ヒアリング・意見交換等（2021 年 1

月 15 日） 
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②宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）「宇宙科学の次期中長期計

画をめぐる戦略的シナリオ」（略称：戦略シナリオ）（2018 年 8 月 1 日）（抜粋）75 

a)序章 

宇宙および地上からの宇宙探査について、世界の主要先進国だけでなく、中国・インド・

UAEを含めた国々や、SpaceXや ispace等に代表される民間企業も関与を深めており、これ

までにない質的な状況の変化が起きている。これからの 20年は、惑星科学だけでなく天文

学を含めた広い意味での「探査の時代」となると考えられる。米国や欧州は、それぞれ

Decadal Surveyと Cosmic Vision を策定し、理論・シミュレーション・地上実験などを糾

合し、宇宙探査をパッケージとして総合的かつ戦略的に進めている。 

これまで日本において宇宙研のミッションは、研究者によるミッション提案の中から、

競争的プロセスにより、その都度最適なミッションを理・工学委員会が選考し、実質的に

その選考結果をそのまま実施してきた。これにより、例えば、惑星科学分野では、水星、

金星、火星、小惑星に向かうミッションを次々と実現するなどの成果を生み出してきた。 

 

しかし、この方法では、以下の課題が顕在化していくことが危惧される。 

①「日本の宇宙科学が、世界のベンチマークのもとで、全体としてどこに向かおうとし

ているのか？」について、宇宙科学コミュニティ自ら長期的なロードマップを持てず、関

係者や国民が、日本の宇宙科学の将来についての描像を共有できない懸念のあること 

②これまで実現してきたミッションは選定時点での最適解であったものの、ミッション

の相互連関に乏しく、開発のための資金や体制等の分散を招く懸念があること 

③ミッションの高度化・大型化に対応して、長期にわたる戦略的な技術開発がますます

必要となっているが、それが行いにくいこと 

④ほとんどのミッションが国際協力により実現されている状況で、ボトムアップのプロ

セスだけでは国際協力の機動性確保がしにくくなっていること 

 

このため、ボトムアップによるミッション立案を基本としつつも、技術とサイエンス両

面におけるプログラム化による戦略的なミッション実施の必要性が増している。この課題

認識のもと、宇宙基本計画の工程表の「宇宙科学・探査」の考え方とも整合した今後 20年

程度の宇宙科学の「次期中長期計画をめぐる戦略的シナリオ本書」を策定し、宇宙科学分

野におけるプログラムの全体像や目的の明確化を図り、宇宙探査を総合的かつ戦略的に進

めていくことが重要である。 

 

本書の制定により、一定の予見性を確保し、一連の技術開発と科学成果の創出を戦略的

 
75 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）「宇宙科学の次期中長期計画をめぐる

戦略的シナリオ Ａ版」（略称：戦略シナリオ）（2018 年 8 月 1 日） 

https://www.isas.jaxa.jp/researchers/info/files/RSQ-17036A.pdf 
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に行うことが可能となる。また、外国宇宙機関に、JAXA が今後 1020 年間を見据えて、ど

のようなことを考え、どのような長期的な技術開発を行っているかを示すことで、新たな

国際協力の可能性が開けていく。 

なお、本書は、ボトムアップによるミッション提案等に基づき、適宜維持更新していく

ことも重要である。 

 

b)第１章 本文書の位置づけ 

予てから宇宙科学・探査ミッションのプログラム化を推進する議論は継続的に実施して

きており、本文書もその延長線上に位置する。平成 25年に宇宙科学・探査部会に提示した

「宇宙科学・探査ロードマップについて（図１－２）」で JAXA から提示した、戦略的中型

（300 億円程度）・公募型小型（100-150 億円規模）・小規模（10 億円／年程度）というカ

テゴリーは、平成 27年 1月に制定された宇宙基本計画の工程表（図１－３）の「宇宙科学・

探査」に取り込まれ、現在に至るまで維持・改訂が行われている。その工程表の「宇宙科

学・探査」では、上記３つのカテゴリーで進める将来計画について、時期だけを示し具体

的なミッション名は今後確定していく事としている。これらの将来計画を魅力あるものに

していく手段の一つが本文書であり、関連する文書と併せて本文書の位置づけを以下に整

理する（図１－１）。 

上述の宇宙科学・探査ロードマップについての検討の中で、平成 26 年 12 月末にコミュ

ニティへの「研究領域の目標・戦略・工程表提供のお願い（いわゆる RFI：Request for 

Information）」を実施し、翌 27年 1月末に、コミュニティから各分野で検討されているミ

ッション案について、優先度を識別した網羅的な回答を受けた（42のコミュニティから 39

件の回答）。 

その回答を踏まえて、宇宙科学研究所では、概要的なロードマップの議論から一歩進め

た具体的な戦略立案に関する基本的な考え方と各分野の実行戦略として、平成 28年 5月に

「コミュニティからの目標・戦略・工程表から、宇宙科学の実行戦略へ」を取りまとめた。 

なお、今後は、この取りまとめに相当する議論を宇宙理学・工学委員会がその下部組織

である「宇宙科学の今後 20 年の構想を検討する委員会（20 年委員会）」と連携して行い、

「宇宙科学に関する中長期的な構想（仮称）」が策定されることになっており、コミュニテ

ィと ISASで実施している活動を網羅的に記載する事を想定している。 

 

本文書は、それらをインプットとし、工程表の「宇宙科学・探査」における戦略的中型・

公募型小型・小規模の３カテゴリーの将来ミッションの具体化に繋げることをアウトプッ

トとするという意図の下に、宇宙科学研究所が発行するものである。その為に RFI に対す

るコミュニティ各分野からの網羅的な提案等を基に、本文書の第 2 章に記載する戦略的な

考え方に基づいて宇宙科学研究所において洗練し、具体化された短中期の構想を支えてい
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る背景となるストーリー（次期中長期計画をめぐる戦略的シナリオ）として 4 章に記載す

る。よって本文書は、コミュニティと ISASで実施している活動の全てを網羅的に詳細に記

載する性質のものではなく、例えば、宇宙科学を支えるイプシロンロケット等輸送系研究

開発や、ISS をプラットフォームの中心とする宇宙環境利用分野等、宇宙科学工程表に明

示的に記載されない項目は詳細には記載していない。 

なお、本文書に記載する次期中長期計画をめぐる戦略的シナリオは、中長期計画の制定

に際してのベースラインとなることも想定している。第四期中長期計画（FY2018-2024）は

本書と整合した内容になっているが、第五期中長期計画の制定に際しては、そのベースラ

インとなるべく本書を適切に維持・改訂していくことが重要であり、毎年度末に更新する

ことを想定している。 

また、ミッション選定は然るべきプロセスで行われるため、その過程において本文書は

参照されるものの、本文書に記載されることが必ずしも選定を保証するものではなく、ま

た、記載されないことが落選に繋がるものでもない。本文書の記載内容は、戦略的中型計

画へは具体的なミッション候補を、公募型小型計画へはミッションの方向性を提示するも

のではあるが、ミッションの選定に際しては上述の考え方に則り公募を行うこととしてい

る。 

 

図１－１ 本文書と関連文書／活動等の位置づけ 
 

(注)図１－２、図１－３は掲載省略 
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c)第２章 宇宙科学の次期中長期計画をめぐる戦略的シナリオ立案・実施の基本的考え方 

◆ 理念と実施方針 

宇宙科学の次期中長期計画をめぐる戦略的シナリオ（本文書は、世界最高水準の宇宙科

学ミッションで、人類の知の探求に顕著な貢献を行うことを理念とし、以下を考慮して進

める。 

＊大局的・戦略的・国際的観点から宇宙科学の次期中長期計画をめぐる戦略的シナリオ

を整えることで、ボトムアップを尊重しつつもプログラム化を進める。 

＊広い分野の機関と連携し、立案から開発・飛翔実験・運用まで、理学と工学が一体と

なり一貫して行う。 

 

◆ ミッションの実現方針 

ミッションの実現方針は、宇宙基本計画工程表や JAXAが提示した「宇宙科学・探査ロー

ドマップについて」の考え方に基づき、以下を基本とする。 

＊世界を先導する事が期待されかつ実行可能な分野においてはフラッグシップ的ミッシ

ョンを戦略的に進める。 

＊一方で小型低コスト・高頻度かつ機動的な宇宙科学ミッションを持続的に実行する。 

＊宇宙科学の保有する小型飛翔機会や海外も含めた多様な飛翔機会などを積極的に活用

する。 

 

◆ ミッションの具体化・実現に際しての考慮事項 

ミッションの具体化・実現に際して考慮すべき事項として以下が挙げられる。 

＊コミュニティからのボトムアップによるミッション創出を基本としつつ、限られたリ

ソースでそれらミッションを実現し成果創出の最大化を図るためには、以下の方策を

柔軟かつ効果的に組み合わせて、戦略的に計画していくことが重要である。 

＊戦略的に日本が独自に開発し、ミッションを実行する。 

＊日本がミッションを主導し、海外の観測機器等も活用する。 

＊国際間や米欧等が主導する大型ミッションに日本も積極的に参加・関与すること

により、観測・探査データへの早期アクセスを確保する。 

＊国際宇宙探査等、政策的な探査が行われる場合には、それらとの効果的な連携・

整合を図る。 

＊上記の国際連携に際しては、米欧日三極間を主軸とした国際協調と相互補完により効

率的なミッション計画を立案し実行する． 

＊宇宙工学技術の開発においては、敢えて未知の研究・活動領域に挑むことにより、極

限状態等での関連する広範な科学技術を牽引する役目があることに留意すべきである。 
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＊リソースが必要で一国での対応では限界がある大型ミッションに対しては、日本の

キー技術を携えた国際協力に主軸を置き、日本の斬新な発想の実現・検証、新たな観

測手法や波及効果が大きい技術の開発等には主導的役割を担うなどの方針とする。 

＊海外ミッションに参加してサイエンスデータを効果的に獲得するためには、科学・探

査ミッションに不可欠なキー技術のうち、日本が既に獲得し世界をリードしている技

術を維持し、より挑戦的に発展させるとともに、当該技術によって継続的に海外・国

際ミッションに関与していくことにより、世界での優位性を保つことが極めて重要で

ある。 

＊長期的な視点での取組が必要な宇宙探査等について、ミッション創出だけでなく、そ

の実現に必要な技術課題を抽出し、技術開発戦略を設定し計画的に開発を行うことが

重要である。 

＊長期的な取組が必要なミッションについては、必要な人材の育成にも考慮する。 

 

コミュニティが提案したミッション等について、上記の考慮事項も十分に踏まえて戦略

的・計画的に具体化し、海外機関と効果的に調整していくためには、JAXAとコミュニティ

が有する技術的知見・経験によるミッションの技術的実現可能性評価、情報収集能力によ

る海外の最新の政策・取組状況・技術状況などのベンチマーク、主要海外宇宙機関との宇

宙科学だけでない幅広い連携協力関係や交渉能力による効果的な調整等を活用していくこ

とが極めて重要である。 

 

d)第３章 科学ミッション立案の仕組みと実行方策の変革 

今までの宇宙科学ミッションは、選考機会ごとに状況に応じた最適選考を実施してきた

が、統一的な全体像が共有されていなかったため、局所最適の可能性があり、その時々の

ベストの選定をしたとしても、長期的にみて戦線の分散を招いていることが懸念される。

また、JAXAとしても有人探査を含む国際宇宙探査と整合性のある長期的なシナリオが必要

である。 

これらの状況を踏まえ、ボトムアップと国際的なベンチマークに留意しつつ、宇宙科学

分野における戦略・長期的なシナリオの立案とプログラム化の推進を行う。 

 

◆ 科学ミッション立案の仕組みの変革 

科学ミッション立案の仕組み変革に際しては、提案の強化と JAXAによる洗練を行うこと

により、プログラム化の推進をはかる（図３－１）。 

・提案の強化： 

理工学委員会からのミッション創出提案に加え、国際連携を含む JAXA先導の提案や国際

有人宇宙探査等政策課題への対応も加味しつつ相互作用させることで、ミッション提案の
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強化を図る。 

・JAXAによる Brush Up（フロントローディング）： 

ISAS が JAXA 内で連携して、成立性評価（キー技術の研究開発等によるフロントローデ

ィング含む）と開発計画の具体化、国際調整機能、維持改定を行う「次期中長期計画をめ

ぐる戦略的シナリオ」との整合性確認などを行う機能を強化することで、提案ミッション

の実現性向上・開発リスク低減化を図る。 

 

萌芽段階での成立性評価と実行計画の具体化の方策として，ミッションコンセプト段階

で技術検討を行う JAXA in-house の機能(Concurrent Design Facility (CDF)等)をシステ

ム技術ユニット等と協力して新たに確立する。そこでは，ミッション探求フェーズの後期

にあるプロジェクト候補を対象に，ミッションコンセプト実現の技術的トレードオフ検討

を行い，開発要素の明確化やリスクを把握する。これにより，これまで 2 年程度の時間を

要していた検討を 1ヶ月程度で行うことをめざす。 

さらに、ボトムアップによるミッション提案、特に新規分野からの提案を促進し、JAXA

だけにミッション実行機能を集中させるのではなく、より広い範囲からの興味に基づく要

求に応えることを可能にすべく、大学共同利用連携拠点の更なる拡大・充実を行う。 

また、フロントヘビー（事前検討の充実・強化）型組織への改革の為に、プロジェクト

準備フェーズの前段階に「ミッション定義段階」・「ミッション探求段階」を定め、ミッシ

ョン意義価値の向上・技術的リスクの低減・調達マネジメント計画（適正な競争環境を構

築するための契約相手方の選定基準・方法、契約条件（責任関係）、権利・義務、等）の策

定・経費措置等の活動を行う。その中で、ミッション探求段階における「ミッション提案・

公募審査」を理工学委員会の役割と整理する。 

・プログラム化の推進 

上記を通し、宇宙基本計画工程表に整合した個別ミッションの立ち上げを促進するとと

もに、それらミッションに必要な技術やさらに将来的に必要となる革新的技術について開

発戦略の設定と実施を行うことで、長期的な視点での取組が必要な宇宙探査等について、

ミッション創出と技術開発を両輪として進め、プログラム化を推進する。 
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図３－１ 科学ミッション立案の仕組み改革 

 

◆ 科学ミッション実行方策の変革 

科学ミッション実行方針の変革に際しては、従来通りのコミュニティとの連携をベース

に、従来の制約に囚われずに、国内外機関との連携を含めて、世界最高水準を目指す（図

３－２）。 

従来以上に JAXA全体のリソースを活用する具体的な方策としては、一般職と教育職の一

層の連携、戦略的中型ミッション等のつくばでの実施による人材と施設の最大活用等であ

る。 
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また、中型・小型及び多様な小規模プロジェクトを通じて宇宙科学・探査分野の特性を

踏まえた人材の育成強化を図る（図３－３）。特に、小規模プロジェクト等の機会を活用し

た特任助教(テニュアトラック型)制度について試行する。本制度は、特任助教として、小

規模プロジェクト等を 5 年程度担当し、研究成果とともに技術力、マネジメント能力も評

価するテニュア審査により、無期の教員として雇用するものであり、JUICEから試行する。 

 

図３－２ 科学ミッション実行方針の改革 
 

 
図３－３ 小規模プロジェクト等による人材の育成の強化 
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③宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）「宇宙科学技術ロードマッ

プ」（略称：技術ロードマップ）（2019 年 3 月 29 日）（抜粋）76 

a)２章 概要 ～ミッションロードマップ～ 

本章では、太陽系科学、天文・宇宙物理学、宇宙工学の各分野について、世界的潮流、

我が国が目指すべき方向、そこに向けて持続的発展を遂げるためのシナリオを提示する。

考えうるシナリオの一つとしてタスクフォース「20年委員会」にて検討したミッションロー

ドマップ例を線表にまとめた。この線表では上部に太陽系科学と工学、下部に天文宇宙科

学の 2030年をまたいだミッションロードマップ案が示されており、これら支える宇宙輸送

と超小型技術と強く関連し合う理工連携の構造が読み取れる。カラーバーはおおよそのミ

ッション期間を示す。 
 

 

図 コミュニティにおけるミッションロードマップ検討例： 

2030 年代以降の宇宙科学に向けた提言−MMX/LiteBIRD/OKEANOS/SPICA のその先へ− 

(出所)宇宙理学・宇宙工学委員会下の 20 年委員会による提言書から 

 
76 宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所（ISAS）「宇宙科学技術ロードマップ 初版」

（略称：技術ロードマップ）（2019 年 3 月 29 日） 

https://www.isas.jaxa.jp/researchers/info/files/RSQ-2018026.pdf 
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３．大阪大学 

(1) 長期的な研究開発戦略の立案及びそのマネジメントにおける研究開発評価

のあり方について 

①長期的な研究開発戦略の立案及びそのマネジメントと研究開発評価 

a)大阪大学の研究開発戦略の立案・マネジメント・評価主体 

大阪大学の研究開発の戦略の立案及びそのマネジメントや評価を行う組織は、2005年度

のヒアリング・意見交換等の結果77によれば、当時は、「評価・広報室」が担っていた。 

現在は、2016年 4 月に大学の「方針策定及び戦略決定において必要な情報の収集及び分

析、並びに本学の施策の提案等を通して執行部の大学経営と研究者を支援することを目的

として」設置された「経営企画オフィス（Office of Management and Planning）」が担っ

ており、「経営企画オフィス」内に、研究企画と IR（Institutional Research）を行う「IR

部門」、研究評価を行う「評価部門」、研究支援を行う「URA 部門」の 3 部門が設置されて

いる78。スタッフは総勢約 23人である79。 

図表 III-11 大阪大学 経営企画オフィス組織図 

 
(出典)大阪大学 経営企画オフィス URA 部門ウェブサイト > 経営企画オフィス URA 部門について 

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/about/ 

 
77 文部科学省「研究開発評価活動の実例集」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/hyouka/04122101.htm 
78 大阪大学 経営企画オフィス ウェブサイト https://www.omp.osaka-u.ac.jp/ 
79 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
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「経営企画オフィス」は、経営担当理事直轄の組織でありながら、研究関係は研究担当

理事と一体的に動いており、かつ関連の事務機構とも連携している80。 

 

図表 III-12 大阪大学 経営企画オフィスの沿革 

年月 出来事 

2009年 7月 

（平成 21年度） 

文部科学省の「教育研究高度化のための支援体制整備事業」に採択さ

れ、研究担当理事・副学長の直轄部署として「大型教育研究プロジェ

クト支援室」を設置。 

2010年 4月 

（平成 22年度） 

大阪大学の自己資金で大型教育研究プロジェクト支援室の運営を行

うようになるとともに、事務組織として研究推進部大型教育研究プロ

ジェクト支援事務室が発足。 

2012年 6月 

（平成 24年度） 

文部科学省「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシス

テムの整備」 （リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備）

事業の採択を受けて、大型教育研究プロジェクト支援室内に URAチー

ムを設置。 

2013年 8月 

（平成 25年度） 

文部科学省「研究大学強化促進事業」の事業実施機関に採択（支援期

間 2013年 8月〜2023年 3月）され、この事業経費により URA6名を

順次採用し、本支援室に配置。 

2015年 4月 

（平成 27年度） 

文部科学省「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシス

テム整備」（リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備）事

業の 2年間の継続実施が認められ、同経費で雇用していた 8名の URA

を、2名の同経費雇用と 5名を自主経費雇用、1名は他所属との兼務

とした。 

2016年 4月 

（平成 28年度） 

経営企画・IR・研究推進・分析評価等の URA業務に携わる人員を集積

し「大阪大学 経営企画オフィス」を新設。 

（2016年3月31日をもって大型教育研究プロジェクト支援室を廃止） 

2018年 12月 

（平成 30年度） 

大阪大学経営企画オフィスにおける経営支援体制の強化を目的とし、

研究企画部門を新設したことに伴い、URA部門を研究支援部門に名称

変更。 

2020年 3月 

（令和元年度） 

大阪大学経営企画オフィスにおける URAと IR機能的融合を目的とし、

経営企画、研究企画、IRの 3部門を IR部門に統合したことに伴い、

研究支援部門を URA部門に名称変更。 
(出典)大阪大学 経営企画オフィス URA 部門ウェブサイト > 経営企画オフィス URA 部門について 

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/about/ 

 

 
80 大阪大学 経営企画オフィス URA 部門ウェブサイト > 経営企画オフィス URA 部門について 

https://www.ura.osaka-u.ac.jp/about/ 、大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月

27 日） 
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b)大阪大学の研究開発戦略 

◆ 「現代の研究型大学」に求められるとして 3 つの研究モードを設定 

大阪大学は、「大阪大学の研究の発展のために」において、「現代の研究型大学」には、

最先端の学術的研究と、産業界の要請に応える技術革新志向の研究と、社会的課題を解決

するための研究の 3つが求められているとし、「それぞれに対応した研究のモード」として、 

 (1)学術的卓越性志向研究 

 (2)技術革新志向研究 

 (3)社会的課題解決志向研究 

を掲げている81。 

三つの研究モードのうち(3)「社会的課題解決志向研究」については、「今後どのような

観点で取り組むかを社会に説明する」82 研究推進構想『「いのち」にむきあう研究のために

－社会的課題に取り組む大阪大学』も策定されている83。 

 

◆ 大阪大学の研究推進戦略における 4 つの目標84 

2013年以降、大阪大学に所属する研究者が著者として公表された論文数が大きく減少し

たことをきっかけに、研究推進戦略を策定し、施策を実施している。施策実施により、2017

年以降、論文数は増加に転じた。 

研究推進戦略で目指していることは以下の 4点で、上述の 3つの研究モードのうち「(1)

学術的卓越性志向研究」と「(3)社会的課題解決志向研究」は「①卓越的研究の推進」に、

産業界の要請に応える「(2)技術革新志向研究」は「③組織間連携の拡充」に位置付けられ

ている。 

①卓越的研究の推進・・世界最先端研究、先導的学際研究、社会課題の解決 等 

②若手研究者の支援 

③組織間連携の拡充・・包括連携（国研、産業界、自治体）、国際連携 

④オープンサイエンスの推進・・オープンアクセス、オープンデータ／研究 DX 

  

 
81 「大阪大学の研究の発展のために」  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/research/files/inochirinen.pdf 
82 81 と同じ。 
83 大阪大学ウェブサイト研究 > 研究 > 大阪大学の研究 > 社会的課題の解決を目指して 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/research/hi9njx 
84 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長

(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
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図表 III-13 大阪大学の研究推進戦略の全体像 

 
(出典)尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略

について」（2021 年 1 月 27日） 

 

◆ 研究開発エコシステムの確立85 

世界トップレベルの研究力の強化により研究成果を創出し、産学共創により研究成果を

社会実装し、新たな価値を創出することで社会の様々なステークホルダーに貢献する、そ

こからまた新たな問題点・課題を発見し、研究課題としていく、という知・人材・資金の

好循環システム「研究開発エコシステム」を確立することを「経営改革構想」として掲げ

ている。現在は本システムを「OUエコシステム」と称している。 

図表 III-14 大阪大学の経営改革構想「研究開発エコシステムの確立」 

 
(出典)尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略

について」（2021 年 1 月 27日） 
 

 
85 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長

(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
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◆ 「卓越的研究の推進」の推進戦略86 

「卓越的研究の推進」のため、経営企画オフィスでは、“きざし＋部局横断”の戦略を採

っている。具体的には、(国立研究開発法人)科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター

（CRDS）や(国立研究開発法人)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技術戦略研

究センター（TSC）等のファンディング機関のシンクタンクによるレポートは必ず読み込み、

海外の論文だけではなく諸外国のファンディング機関のファンディングの潮流も調査する

とともに、職員の中央省庁への出向、中央省庁からの出向者の受け入れ等により、世の中

の研究の“きざし”を把握するようにしている。同時に、研究者の志向を、データと個別

ヒアリングで把握し、大阪大学の弱いところを支援するのではなく、強い研究者がいると

ころを核として部局横断の研究機構の設置や共同研究を推進している。ただし、研究者の

自由な研究を妨げるものではなく、よりモチベートするための柔らかなグルーピングであ

る。 

 

◆ 産学連携の推進戦略 

「大阪大学の精神的源流は、18世紀の大坂商人たちが自発的に開いた学び舎である「懐

徳堂」、19 世紀に西洋の学問を志した若者が藩の枠を超えて集まった「適塾」に求めるこ

とができ」、「その系譜は、地元政財界と市民の熱い要請によって誕生した大阪帝国大学を

経て、現在の大阪大学に」つながっている87。そのため、大阪大学は、産業界との連携を非

常に重視しており88、「実学の伝統、世界トップレベルの研究力、分野横断のテーマが立て

やすい風土」89が大阪大学の強みとなっている。 

大阪大学では、学外との連携形態として以下のような形態を設定しており、外部機関等

と共通の課題につき共同して行う研究に関しては、共同研究のほか、共同研究講座（部門）

制度、協働研究所制度を設けている。90 

学外との連携制度の概要・違いは下表の通りである。 

また、学外との連携の一元化窓口91として「大阪大学 共創機構」を設置している。 

  

 
86 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
87 大阪大学 共創機構ウェブサイト > 組織案内 > ご挨拶 

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/about/goaisatsu/ 
88 86 と同じ。 
89 大阪大学 共創機構ウェブサイト > 事業内容 > 一目でわかる連携のかたち 

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/service/hitome/ 
90 大阪大学 共創機構ウェブサイト > 事業内容 > 一目でわかる連携のかたち 

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/service/hitome/ 、大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021

年 1 月 27 日） 
91 87 と同じ。 
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図表 III-15 大阪大学における学外との連携形態 

 

(出典)大阪大学 共創機構ウェブサイト > 事業内容 > 一目でわかる連携のかたち  

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/service/hitome/ 
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図表 III-16 大阪大学における学外との連携制度の概要・違い 

 活動内容・特色 研究／委託経費 研究／委託期間 
知財の取り

扱い 

共同研究 
御社の研究者と本学の研究者が

共通の課題について研究を実施 
協議により決定 協議により決定 

教職員等の

発明に係る

権利は原則

として本学

に帰属し、

御社・貴機

関と本学教

職員等との

共同発明に

基づく権利

は御社・貴

機関と本学

との共有と

なります。 

共同研究

講座 

本学内に研究組織を設置し、共同

研究を実施 

・柔軟かつ迅速な研究の推進が可

能 

・御社の企業名が明らかとなる講

座名を付与することが可能 

協議により決定 
2 年以上 10 年以

下、延長可能 

協働研究

所 

本学内に研究拠点を設置し、共同

研究を実施 

・柔軟かつ迅速な研究の推進が可

能 

・御社の企業名が明らかとなる研

究所名を付与することが可能 

・ポスドクや大学院生の参画

（Internship on Campus） 

・共同研究や共同研究成果の活用

につながる、御社独自の研究を実

施することが可能 

協議により決定 
3 年以上 10 年以

下、延長可能 

受託研究 

御社からの委託を受けて本学の

研究者が研究を実施し、その成果

を報告 

協議により決定 協議により決定 

原則、大学

に帰属しま

す。 

学術相談 
本学の研究者が専門的知識に基

づいて助言等を実施 
200万円／年未満 制限なし 

知財が生じ

る可能性が

高い場合は

他の制度を

ご検討くだ

さい。 

(出典)大阪大学 共創機構ウェブサイト > 事業内容 > 一目でわかる連携のかたち  

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/service/hitome/ 、大阪大学 共創機構ウェブサイト > 知的財

産 > 共同発明 https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/service/chiteki_kyodohasumei/ 

 

「共同研究講座」と「協働研究所」の違いは、前者が大阪大学の単独の部局と企業との

連携で、後者は大阪大学の複数の部局と企業との連携である点である。また、後者は、企

業等の研究組織を大阪大学内に誘致し、人材育成なども含めた多面的な産学協働活動を展

開することを可能とする制度となっている。92 

「共同研究講座」の制度は 2006 年度に、「協働研究所」の制度は 2011 年度に開始され、

現在の設置数は、両者合計で寄附講座より多く 100 を超えている。複数を設置している企

業もある。93 

 
92 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
93 92 と同じ。 
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図表 III-17 大阪大学「共同研究講座（部門）」「協働研究所」一覧（2020 年 10 月時点） 

 

(出典)大阪大学 共創機構ウェブサイト > 事業内容 > 協働研究所  

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/service/soshiki_kyodo_kenkyujyo/ 、 

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/assets/img/achievements/katsudou/list.pdf 

 

c)大阪大学本部直轄の部局横断の研究センター等 

大阪大学では、部局横断で分野融合の卓越的な研究を行う研究センター等を、機能強化

経費や総長裁量経費を利用して設置してきている94。主なものは以下の通りである。 

 

 
94 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
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◆ 世界最先端研究機構：免疫学フロンティア研究センター（Immunology Frontier 

Research Center (IFReC)） 

大阪大学は、昔から免疫学に強みを有していた。免疫学フロンティア研究センター

（IFReC）は、文部科学省「世界トップレベル研究拠点プログラム（World Premier 

International Research Center Initiative (WPI)）」に採択され、免疫学研究の第一人

者である審良静男教授を拠点長として 2007 年 10 月 1 日に発足したセンターで、2017 年

度からは「WPIアカデミー認定拠点」となっている。また、2017年 4月からは、中外製薬

及び大塚製薬と大型の包括連携契約を締結して運営基盤経費を得て、大阪大学「世界最先

端研究機構」の拠点として、免疫学の基礎研究のさらなる深化と先端的研究成果の社会還

元の加速を目指して活動している。95 

図表 III-18 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター（IFReC）における 

オープンイノベーション 

 

(出典)尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略

について」（2021 年 1 月 27日） 

 

免疫学フロンティア研究センター（IFReC）では、従来のポスドクの 1.3 倍の報酬と年

間 300万円の研究費を支給する「アドバンスド・ポスドク制度」を設けて国際公募したと

ころ、延べ 600 名以上から応募があり、2018-2020 年度について 11 名を採用した。これ

だけ多くの応募があったのは、上記の待遇に加え、IFReCの人材や研究環境にそれだけの

魅力があるためであると言える。96 
 

 
95 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター（IFReC）ウェブサイト 

http://www.ifrec.osaka-u.ac.jp/jpn/outline/ 、大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021

年 1 月 27 日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大

学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
96 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長

(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
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◆ 先導的学際研究機構（Institute for Open and Transdisciplinary Research Initiatives 

(OTRI)）97 

学問分野の多様化が進み、社会との連携が求められている中、組織・社会・国境等の垣

根を越えた協働による先導的学際研究をより一層推進し、新学術領域を創成する組織とし

て 2017年 1月に設置した。 

7研究部門、3センター、1共同研究部門、1協働研究所から構成されており、このうち、

「生命医科学総合フロンティア研究部門」、「共生知能システム研究センター」、「量子情

報・量子生命研究センター」の 3つを第 3期中期目標期間の重点領域としている。 

現状、部局横断の研究センター等が増えてきており、今後は、「(1)学術的卓越性志向研

究」の研究センター等は「先導的学際研究機構」に集約し、発展後「世界最先端研究機構」

に統合する仕組みを築きたいと考えている。「世界最先端研究機構」には、現在「免疫学

フロンティア研究センター（IFReC）」のみを設置しているが、来年度以降、「量子情報・

量子生命研究センター」を「世界最先端研究機構」に設置することを考えている。 

図表 III-19 大阪大学 先導的学際研究機構（OTRI） 

 
(出典)尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略

について」（2021 年 1 月 27日） 
 

 
97 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長

(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
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◆ 社会技術共創研究センター（ELSI センター）、社会ソリューションイニシアティブ（SSI） 

各国の政府や産業界は新規科学技術の研究開発に膨大な投資を行うようになり、その社

会実装を通じて人類社会の wellbeing の実現が期待されるようになっている。その結果、

何が人類の wellbeing なのか、この科学技術はそれにどのように貢献するのかを研究開発

の初期の段階から考える必要が生じている。つまり、科学技術の卓越性の追求のみならず、

社会的便益の向上、安全・セキュリティの確保、権利利益の保護、国民各層の受容等、倫

理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues (ELSI)）を早期に抽出し、

的確に対応することが必要不可欠になっている。大阪大学では、上述のような認識のもと、

新規科学技術に関する ELSI の総合的研究拠点として「社会技術共創研究センター（ELSI

センター）」を 2020年 4月 1日に設置した。98 

本センターは、新規科学技術に関する ELSIの日本初の総合的研究拠点であり、2020年

7月 1日時点で約 45 人の研究者（専任の常勤・非常勤教員は 10名）が所属している99。 
 

「(3)社会的課題解決志向研究」の研究拠点としては、「社会技術共創研究センター（ELSI

センター）」の他、「大阪大学 CO デザインセンター100」や「社会ソリューションイニシア

ティブ（Social Solution Initiative (SSI)）101」を設置している102。 

SSI を実施主体とし、文部科学省「人文学・社会科学を軸とした学術知共創プロジェク

ト」（2020年 9月〜2023年 3月）に全国で唯一採択されている103。 

 

d)大阪大学の学内研究支援制度104 

研究を支援する学内制度としては、「国際共同研究促進プログラム105」や「大阪大学未来

基金による若手研究者支援事業106」を遂行しているが、基本的に本部は、各部局にはでき

ない部局横断の研究に特化して支援する方針を採っている。 
 

 
98 大阪大学 社会技術共創研究センター（ELSI センター）ウェブサイト 

https://elsi.osaka-u.ac.jp/about-us/president_message  
99 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長

(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
100 大阪大学 CO デザインセンター ウェブサイト https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/co/about/ 
101 大阪大学 社会ソリューションイニシアティブ（SSI）ウェブサイト 

https://www.ssi.osaka-u.ac.jp/about/outline/ 
102 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
103 大阪大学「阪大が全国唯一！ 文部科学省『人文学・社会科学を軸とした学術知共創プロジェ

クト』に採択」（2020 年 8月 31 日） 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/topics/2020/08/3102 、大阪大学ヒアリング・意見交

換等（2021 年 1 月 27 日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担

当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1月 27 日） 
104 102 と同じ。 
105 大阪大学 国際共同研究促進プログラム 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/researcher_sp/international_joint 
106 大阪大学未来基金による若手研究者支援事業 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/researcher_sp/initiative 
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e)研究モードと各研究モードの評価方法 

「大阪大学の研究の発展のために」には、各研究モードの「評価の基準について検討し

ておく必要がある」と記されており107、大阪大学では、各研究モードに適した評価方法が

模索されている。 

 

◆ (1)学術的卓越性志向研究の評価方法 

「(1)学術的卓越性志向研究」の対象は、大きく部局と本部直轄の部局横断の研究機構等

に分けられる108。 
 

 ○多様な形での全学的な支援や複数部局等が関与する教育研究を行う本部直轄の組織等

の評価 

大阪大学には、多様な形で全学的な支援を行う組織や複数部局等が関与し教育研究を行

う組織等が約 40程度あるが、これらについて、今年度、当初の目的通りに活動しているか、

人員・予算に対するアウトプット等を総合評価し、第 4 期中期目標期間に向けて統廃合等

の組織の見直しを決定した。第 4 期中期目標期間においては、評価指標を整備して定期的

に評価したいと考えている。109 

 

 ○部局の評価 

部局110に対する部局評価は、2005年度のヒアリング・意見交換等の結果によれば、2005

（平成 17）年度から毎年度、全部局を対象に行われてきている。大阪大学のウェブサイト

をみると、現在では、「大学全体の教育研究・社会貢献活動のさらなる発展を目的として、

学内の各組織における強みや特色を生かした活動状況を定性的な面から評価し、組織内の

PDCAサイクルの活性化につなげるとともに、大学として重視する事項への達成度を定量的

な面から評価し、各組織の取組が大学の方向性に沿っているかを確認」するために行われ

ている111。 

大阪大学の部局評価は、各部局が、教育、研究、社会貢献、グローバル化、業務運営の

5 つの項目について、担当理事が提示する全学的に重視する指標に関する目標と、部局独

自に重視する指標に関する目標の両方を含む年度計画を、担当理事の承認を得て策定し、

上記指標のうち部局評価に用いることとした指標について、一年後に達成度が“S, A, B, C”

 
107 「大阪大学の研究の発展のために」  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/research/files/inochirinen.pdf 
108 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
109 108 と同じ。 
110 部局とは、研究者が本務として在籍しており本部に直結しておらず、本部が運営費を配分し

ている研究科・研究所・センター等を指し、基本的に単領域を研究している（大阪大学ヒアリ

ング・意見交換等（2021 年 1 月 27 日）より）。 
111 大阪大学ウェブサイト > 大学案内 > 情報公開 > 法人情報の公表 > 部局評価  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/bukyokutassei 
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の評定で評価されるものである。例えば研究の項目では、「常勤教員の論文数」や「国際共

著論文割合」、「トップ 10％論文数」、「競争的資金（科研費等）の獲得件数・金額」等を全

学的に重視する指標としており、これらのうち「常勤教員の論文数」及び「競争的資金（科

研費等）の獲得件数・金額」を部局評価に用いる指標としている。112 

本部は、評価結果に基づいて、予算を上乗せで配分している113。 

部局評価の研究の項目において論文を指標とすることに対しては、人文・社会科学系の

部局から異論はあるものの、一律に論文を指標としている。ただし、Scopus だけでなく

researchmapや査読無し論文、著書等も含めた総合評価を行い、各部局には提示している。

人文・社会科学系に適した指標を国が一定程度提示してくれると有難いと考えている。社

会的インパクトも重視したいと考えているが、経営企画オフィスが一律に指標を設定する

のは難しいと感じている。ただし、大学として研究の社会的インパクトを示していくこと

は重要であり、情報を収集することには意義があると考えている。114 

また、論文指標については、ベンチマークとしている他大学との比較にも利用している。

こうしたデータは、部局にフィードバックすることで部局にもメリットがある。デジタル

化が進み、データ収集の負担は減ってきているが、経営企画オフィスだけで分析は難しい

ため、各部局においても URA人材を育てようとしている。115 

その他、指定国立大学やスーパーグローバル大学として達成を求められている目標指標

もあり、収集・モニタリングしている116。 

図表 III-20 大阪大学における部局評価の進め方 

 
(出典)尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略

について」（2021 年 1 月 27日） 
 

 
112 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
113 112 と同じ。 
114 112 と同じ。 
115 112 と同じ。 
116 112 と同じ。 
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図表 III-21 大阪大学における部局評価の指標 

 
(出典)尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略

について」（2021 年 1 月 27日） 
 

図表 III-22 大阪大学における部局評価の対象

１．文学部・文学研究科 

２．人間科学部・人間科学研究科 

３．外国語学部 

４．法学部・法学研究科 

５．経済学部・経済学研究科 

６．理学部・理学研究科 

７．医学部・医学系研究科 

８．医学部（保健学科）・医学系研究科（保

健学専攻） 

９．歯学部・歯学研究科 

10．薬学部・薬学研究科 

11．工学部・工学研究科 

12．基礎工学部・基礎工学研究科 

13．言語文化研究科 

14．国際公共政策研究科 

15．情報科学研究科 

16．生命機能研究科 

17．高等司法研究科 

18．連合小児発達学研究科 

19．医学部附属病院 

20．歯学部附属病院 

21．微生物病研究所 

22．産業科学研究所 

23．蛋白質研究所 

24．社会経済研究所 

25．接合科学研究所 

26．レーザー科学研究所 

27．低温センター 

28．超高圧電子顕微鏡センター 

29．環境安全研究管理センター 

30．国際教育交流センター 

31．生物工学国際交流センター 

32．太陽エネルギー化学研究センター 

33．国際医工情報センター 

34．数理・データ科学教育研究センター 

35．日本語日本文化教育センター 

36．ナノサイエンスデザイン教育研究セ

ンター 

37．知的基盤総合センター 

38．核物理研究センター 

39．サイバーメディアセンター 

(出典)大阪大学ウェブサイト > 大学案内 > 情報公開 > 法人情報の公表 > 部局評価  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/bukyokutassei 
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図表 III-23 大阪大学 令和元年度に係る部局評価 例：文学部・文学研究科 

 
(出典)大阪大学ウェブサイト > 大学案内 > 情報公開 > 法人情報の公表 > 部局評価 > 第 3 期中期目標

期間 > 平成 30 年度に係る部局評価  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/bukyokutassei/3ki/cf9vo6 
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図表 III-24 大阪大学 平成 30 年度に係る部局評価 例：工学部・工学研究科 

 
(出典)大阪大学ウェブサイト > 大学案内 > 情報公開 > 法人情報の公表 > 部局評価 > 第 3 期中期目標

期間 > 平成 30 年度に係る部局評価  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/bukyokutassei/3ki/cf9vo6 
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◆ (2)技術革新志向研究の評価方法 

「(2)技術革新志向研究」については（具体的に評価対象は限定されていないが）、「大阪

大学の研究の発展のために」において、「アカデミアの同業者の評価は必須ではない」「研

究成果の利用者である企業等との協働・共創が評価されるべき」と記載されている117。 

 

◆ (3)社会的課題解決志向研究の評価方法 

「(3)社会的課題解決志向研究」の評価については（具体的に評価対象は限定されていな

いが）、「評価の中心は社会的課題の解決に貢献しているか否かにならざるを得ない」と、

「大阪大学の研究の発展のために」に記されている118。評価指標は具体的には未検討だが、

共同活動者の満足度や、大阪大学の評判などを重視した評価が一案として考えられるので

はないかと検討している119。 

図表 III-25 大阪大学が設定している 3 つの研究モードと各研究モードの評価方法の整理 

研究モード 研究評価の方法 

(1)学術的卓越性志向研究  

 ○本部直轄の研究（部局横断） 

①世界最先端研究機構 

・IFReC（WPI、免疫学） 

↑格上げ 

②先導的学際研究機構 

現在 12部門。うち生命医科学、知能シス

テム、量子の 3つを重点領域に位置付け 

これまで明確な設置基準も中止基準も無

く、評価は行われていなかった。今年度初

めて、当初の目的通りに活動しているか、

人員・予算に対するアウトプット等を総合

評価し、第 4期中期目標期間に向けて統廃

合等の組織の見直しを決定。今後、評価指

標を整備して定期的に評価したい。 

○部局における研究（単領域） 

 

2005年度から毎年度実施。現在は、教育、

研究、社会貢献、グローバル化、業務運営

の 5 つの項目について指標を設定して評

定を付けている。人文系等から反発はある

ものの研究評価には論文指標を採用。評価

結果を予算配分の上乗せに反映している。 

(2)技術革新志向研究  

 昔から産学連携活発。「共同研究」、「共同

研究講座」、「協働研究所」の 3 種類の連

携制度 

「アカデミアの同業者の評価は必須では

ない」「研究成果の利用者である企業等と

の協働・共創が評価されるべき」との方針。 

(3)社会的課題解決志向研究  

 研究推進構想『「いのち」にむきあう研究

のために－社会的課題に取り組む大阪大

学』を策定。 

・社会技術共創研究ｾﾝﾀｰ（ELSI ｾﾝﾀｰ） 

・社会ｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ（SSI） 

「評価の中心は社会的課題の解決に貢献

しているか否かにならざるを得ない」との

方針。評価指標は未検討だが、共同活動者

の満足度や、大阪大学の評判などを重視し

た評価が一案かと検討中。 
(出典)「大阪大学の研究の発展のために」、大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27 日）をふ

まえ、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)作成 

 
117 「大阪大学の研究の発展のために」  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/research/files/inochirinen.pdf 
118 117 と同じ。 
119 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
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②若手研究者育成と研究開発評価 

a)大阪大学 高等共創研究院 

「大阪大学 高等共創研究院」は、産学共創による若手研究者の雇用・育成の仕組みであ

る120。 

大阪大学の自己変革の指針である「OU ビジョン 2021」の５つの柱のうちのひとつ「オー

プンリサーチ」の考えのもと、高度な研究マネジメント能力と高い倫理観を持ち、世界最

高水準の学術研究を推進する国際的に卓越した若手研究者を雇用・育成するために 2016（平

成 28）年 12 月に設置された。企業や各種団体から提供された寄附金等を、優れた若手教

員の雇用経費等として使用することにより、世界最先端の研究及び共同研究推進のフラッ

グシップとなる研究を推進し、Industry on Campus をさらに発展させることを目指してい

る。121 

特命教員として雇用する研究者には、研究以外の職務をできるだけ減らし研究に専念さ

せる一方、受入部局を定めて兼任させ、メンターとなる教員を付けて部局と連携させてい

る。選定時には各種データも見て厳しく審査するが、研究には変動があるため、短期評価

は行わず、5年目に中間評価を行う運用として長期育成を図っている。122 

図表 III-26 大阪大学 高等共創研究院の概要 

 
(出典)尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略

について」（2021 年 1 月 27日） 
 

 
120 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学

長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
121 大阪大学 高等共創研究院ウェブサイト http://iacs.osaka-u.ac.jp/ 
122 120 と同じ。 
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b)SAKIGAKEクラブ 

大阪大学の卓越した業績を持つ若手研究者から構成されるクラブ「SAKIGAKE クラブ」を

2020 年に発足させた123。目的は、①異分野交流による研究の活性化を図る、②新たな研究

領域の創設、③次世代の若手研究者の育成を図ることである124。入会資格は、概ね 45歳以

下の卓越した若手研究者としている125。2021年 1月時点で約 60名が参加している126。 

クラブは、年に数回、交流会を開催し（参加は任意）、交流会で知り合う卓越した若手研

究者同士が情報を共有して次の大型研究提案を構想することを支援する。クラブ会員の研

究者は、クラブ専用のラウンジで打ち合わせ等を行うことができる他、大型研究を提案す

る上で不可欠な調査や連携のための資金を得ることができる。127 

有能な研究者は世界中で取り合いがあり、報酬は海外と桁違いで勝負にならないが、研

究仲間がいる環境を創り出して、有能な研究者を引き留めることを狙っている128。 

図表 III-27 大阪大学「SAKIGAKE クラブ」の概要 

 
(出典)大阪大学 経営企画オフィス URA 部門「URA MAIL MAGAZINE vol.71 『若い力はすべてを超える！』

特集」（2021 年 1 月） https://www.ura.osaka-u.ac.jp/uramagazine/vol_071.html 

 

 
123 大阪大学 経営企画オフィス URA 部門「URA MAIL MAGAZINE vol.71 『若い力はすべてを超

える！』特集」（2021 年 1月） https://www.ura.osaka-u.ac.jp/uramagazine/vol_071.html 
124 大阪大学 経営企画オフィス URA 部門「URA MAIL MAGAZINE vol.71 『若い力はすべてを超

える！』特集」（2021年 1月） https://www.ura.osaka-u.ac.jp/uramagazine/vol_071.html 、

大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27 日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学長

(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
125 123 と同じ。 
126 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日）、尾上 孝雄（大阪大学 理事・副学

長(研究、情報推進、図書館担当)）「大阪大学の研究推進戦略について」（2021 年 1 月 27 日） 
127 123 と同じ。 
128 大阪大学ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 27日） 
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(2) 参考資料 

①ファクトシート 

a)設立129 

1931年（大阪帝国大学の設立） 

＊原点は緒方洪庵が 1838年に設立した「適塾」 

 

b)組織130 

◆ 学部 

11学部（文、人間科、外国語（学部のみ）、法、経済、理、医、歯、薬、工、基礎工） 

◆ 大学院研究科 

10研究科（文、人間科、法、経済、理、医、歯、薬、工、基礎工） 

6大学院独立研究科 

 言語文化、国際公共政策、情報科学、生命機能、高等司法、 

 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学 

 

◆ 教員数 

3,289人 （2020年 5月 1日時点） 

＊医療職、非常勤を除く。 

 

 
 

 
129 大阪大学ウェブサイト > 大学案内 > 大学の概要 > 大阪大学の歴史 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/history 
130 「大阪大学プロフィール 2020 年版（Osaka University Profile 2020）」（2020 年 7 月） 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/profile 



 

 

 5
9 

図表 III-28 大阪大学の教育研究組織図（2020 年 5 月 1 日時点） 

 
(出典)大阪大学ウェブサイト > 大学案内 > 大学の概要 > 概要 > 運営組織、教育研究組織図  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/outline/organization 
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◆ 職員数 

3,541人 （2020年 5月 1日時点）131 

＊非常勤・嘱託を除く。 

図表 III-29 大阪大学の運営組織図（2020 年 5 月 1 日時点） 

 
(出典)大阪大学ウェブサイト > 大学案内 > 大学の概要 > 概要 > 運営組織、教育研究組織図  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/outline/organization 

 

  

 
131 「大阪大学プロフィール 2020 年版（Osaka University Profile 2020）」（2020 年 7 月） 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/profile 
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図表 III-30 大阪大学の所蔵組織別・職位別教職員数（2020 年 5 月 1 日時点） 

 
(出典)「大阪大学プロフィール 2020 年版（Osaka University Profile 2020）」（2020 年 7 月）  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/profile 
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◆ 学生数132 

学部：15,194人 （2020年 5月 1日時点） 

研究科：8,139人 （2020年 5月 1日現在） 

図表 III-31 大阪大学の学部別・研究科別学生数 

 
(出典)「大阪大学プロフィール 2020 年版（Osaka University Profile 2020）」（2020 年 7 月）  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/profile 
 

 
132 「大阪大学プロフィール 2020 年版（Osaka University Profile 2020）」（2020 年 7 月） 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/profile 
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◆ 財務 

※2020(令和 2)年度予算133 

収入：1,655億円（うち自己収入：631億円） 

支出：1,655億円（うち業務費：1,071億円） 

 

図表 III-32 大阪大学の予算（2020 年度） 

 
(出典)「大阪大学プロフィール 2020 年版（Osaka University Profile 2020）」（2020 年 7 月）  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/profile 

 

 
133 「大阪大学プロフィール 2020 年版（Osaka University Profile 2020）」（2020 年 7 月） 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/profile 
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②大阪大学憲章（2003(平成 15)年 3 月）134 

大阪大学は、開学以来の国立大学という組織を離れて、国立大学法人として新たに出発

する。かねて大阪の地に根づいていた懐徳堂・適塾以来の市民精神を受け継ぎつつ、「地域

に生き世界に伸びる」ことをモットーとして、それぞれの時代の社会の課題に応えてきた。

歴史の大きな転換点をむかえつつあるいま、大阪大学が国立大学法人として新たな出発を

するこの機に臨み、将来の豊かな発展を期して、あらためて自らの基本理念を以下のとお

り宣言し、大阪大学の全構成員の指針とする。 

 

１．世界水準の研究の遂行  

大阪大学は、人間そのものや人間が構成する様々な社会、及びそれを取り巻く環境や自

然のあらゆる分野について、また、それら相互の関係について、その真理を探求し、世界

最先端の学術研究の場となることをめざす。 

 

２．高度な教育の推進  

大阪大学は、次代の社会を支え、人類の理想の実現をはかる有能な人材を社会に輩出す

ることを、その目標とする。 

 

３．社会への貢献  

大阪大学は、教育研究活動を通じて、「地域に生き世界に伸びる」をモットーとして、社

会の安寧と福祉、世界平和、人類と自然環境の調和に貢献する。 

 

４．学問の独立性と市民性  

大阪大学は、教育研究の両面において、懐徳堂・適塾以来の自由で闊達な市民的性格と

批判精神やその市民性を継承し、発展させる。学問の本質を踏まえ、いかなる権力にも権

威にもおもねることなく、自主独立の気概のもとに展開する。 

 

５．基礎的研究の尊重  

大阪大学は、すべての分野において基礎的・理論的な研究を重視し、世界水準の研究を

自らの課題として、次世代においても研究のリーダーであることを標榜する。 

 

６．実学の重視  

大阪大学は、実学の伝統を生かし、基礎と応用のバランスに配慮して、現実社会の要請

に応える教育研究を実践する。 

 
134 大阪大学ウェブサイト > 大学案内 > 大学の概要 > 大阪大学憲章  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/kenshou.html 、下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆

コンサルティング(株)による。 
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７．総合性の強化  

大阪大学は、総合大学としての特色を追求する。たんなる部局の集合体ではなく、人文

科学・社会科学・自然科学・生命科学など、あらゆる学問分野の相互補完性を重視すると

ともに、新時代に適合する分野融合型の教育研究を推進する。 

 

８．改革の伝統の継承  

大阪大学は、つねに世界に先駆けて新たな学問分野を切り拓き、それに見合った教育研

究組織を生み出してきた自己革新の伝統を継承し、絶えざる組織の点検・再編に努める。 

 

９．人権の擁護  

大阪大学は、その活動のあらゆる側面において、人種、民族、宗教、信条、貧富、社会

的身分、性別、障がいの有無などに関するすべての差別を排し、基本的人権を擁護する。 

 

１０．対話の促進  

大阪大学は、あらゆる意味での対話を重んじ、教職員および学生は、それぞれの立場か

ら、また、その立場を超えて、互いに相手を尊重する。 

 

１１．自律性の堅持  

大阪大学は、直面する課題に対し、構成員間の協調をとおして、自らの意思においてそ

の解決を図る。 
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③大阪大学 第３期中期目標・中期計画（2016～2021 年度）（抜粋） 

図表 III-33 大阪大学 第３期中期目標・中期計画（2016～2021 年度）の概要 

 
(出典)「令和 2 年度 大阪大学 第３期中期目標期間 中期目標・中期計画・年度計画」（リーフレット）（2020 年 4 月）  

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/leaflet 
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④大阪大学の研究の発展のために135 

＜研究型大学に求められるもの＞ 

現代の研究型大学には三つの要請がある。一つは研究の学術的卓越性を示すことであり、

二つには社会にイノベーションをもたらすこと、三つには人類的、社会的課題の解決に貢

献することである。これら三つの社会からの要請にこたえるためには、多様な研究分野を

動員するだけではなく、多様な研究モードを動員する必要がある。 

 

＜多様な研究分野の振興＞ 

研究型総合大学としての本学は、大学における研究の基本として基礎（純粋）研究の推

進を重視する。基礎（純粋）研究こそが、社会からの要請に応えるすべての営みの苗床で

ある。 

研究分野の点では、20 世紀末からバイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ICT、AI、

ビッグデータ解析、ロボティックス、光・量子分野などの新興分野(emergent technologies)

が急速に発展してきていることに留意しなければならない。とりわけ情報系分野は、物質、

エネルギーと並ぶ世界理解の基本カテゴリーとしての「情報」概念を確立し、文理を問わ

ず従来の研究分野すべてに影響を与えつつあると言っても過言ではない。 

今後は、本学の研究の強みを精査しつつ、世界の研究動向や日本の科学技術政策の動向

を見定めつつ、推進強化していく研究分野を選定していく必要がある。 

 

＜多様な研究モードの動員＞ 

基本的に、大学における研究はその成果を論文によって表現することが一般的である。

しかし、＜研究型大学に求められるもの＞で述べたような三つの要請に適切にこたえるた

めには、それぞれに対応した研究のモードと評価の基準について検討しておく必要がある。 

 

１． 学術的卓越性志向研究 

研究型総合大学にとって、学術的卓越性の追求は基本的な使命である。このような研究

では、それぞれの専門分野の中で研究課題が設定され、特段の実用的応用を想定せずに実

施されることが一般的である。結果的に社会的有用さを示す成果につながることがあるに

せよ、それは本来の目的ではない。いわゆる基礎研究や純粋研究と呼ばれるものである。 

そして現在では、卓越性は各種大学ランキングに利用されるような論文に関する様々な

指標で評価されることが多い。論文数に加え、FWCI、インパクトファクター、国際共著論

文数、被引用度トップ 1％、10％論文数などである。基本的にこれらの評価指標はピアレ

ビューに基づくものであるという点で、学術的卓越性の評価はアカデミアの同業専門家集

 
135「大阪大学の研究の発展のために」 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/research/files/inochirinen.pdf 
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団によってなされていると言える。 

なお、このような定量的評価は自然科学では国際的に標準化されているが、日本の人文

社会科学の研究に関しては事情が異なることに留意すべきである。とはいえ、人文社会科

学の研究の卓越性の評価も、基本的にはアカデミアの同業専門家によってなされている点

では、自然科学の場合と同様である。 

 

２． 技術革新志向研究 

本学の研究は学術的卓越性のみならず、多くの技術革新に貢献することで、国内外から

高い評価を得てきた。大学におけるこのような研究が社会にイノベーションをもたらす苗

床となり、社会経済的発展に資することが強く期待されている。 

技術革新志向研究の評価は、最終的には技術革新の実施者（ほとんどが企業である）の

観点から行われる。卓越性を示す研究の場合とは異なり、必ずしも論文の執筆やそれに対

するアカデミアの同業者の評価が必須ではないのが特色である。むしろ、研究成果の利用

者である企業等との協働・共創が評価されるべきである。 

したがって、本学における技術革新志向研究に対しては、学術的卓越性志向研究とは異

なる適切な方法による支援策と評価基準の設定が必要であり、例えばロイター社のイノ

ベーティブな大学ランキングに用いられる指標などが参考になろう。そこでは、特許にま

つわる指標や大学と企業の共著論文、引用数などの指標が用いられているからである。 

 

３． 社会的課題解決志向研究 

現代は、SDGs や Society5.0、地球環境問題など、複雑で解決困難でありつつ何らかの

対応を迫られている人類的、社会的課題が増えている。大学の知はこのような課題の解決

にも貢献することが期待されている。 

このような課題に対応する研究は、卓越性を目指す研究とは異なり、研究の目的が社会

の側から設定されている。そしてその解決のためには、既存の専門分野の知を活用するの

みならず、専門分野の組み替え、異分野との連携、さらには問題の発生している現場に備

わるローカル知の活用などの多様な活動が必要になる。とりわけ、人文社会系の学術と医

歯薬理工系の学術の連携、共創が必要になる。また社会的課題に関わることによって、新

たな研究課題が発見され専門分野にフィードバックされてくることもある。こういった研

究の場合にも、論文の執筆は否定されるべきではないことは当然であるが、評価の中心は

社会的課題の解決に貢献しているか否かにならざるを得ない。 

また、近年は情報科学技術研究や生命科学技術などの進展がめざましいが、それぞれ、

実世界のビッグデータやゲノム情報を素材にした研究という特徴を持っている。この場合

には、社会そのものを研究対象とし、研究成果を社会に実装することになるため、研究を

めぐる倫理的、法的、社会的課題への対応（ELSI）が必要になる。ここにも、人文社会系

の学術と医歯薬理工系の学術の連携、共創が求められる。 
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なお、言うまでもないことであるが、この三つのモードは相互排他的ではない。現実の

研究にはこれらの三つのモードが混在する場合も多い。しかし、モードに応じた研究の多

様性への配慮とそれにふさわしい振興方策や評価基準の設定は必要であり、指定国立大学

構想で掲げた目標達成のための方策もこのような考え方に基づき、柔軟かつ総合的に展開

していくこととする。そして、重要なことは、このような三つのモードの研究が相乗効果

を発揮するとき、社会変革につながる本来の意味でのイノベーションが実現するという点

である。 

また、大学院教育改革ビジョンですでに示したように、このような多様な研究に対応し

た人材育成も視野に入れ、教育・研究の推進方策を一体として推進していく。これこそが、

本学が掲げるイノベーティブな大学の人材育成の要である。 

 

以下の文書は、研究の三つのモードのうち「社会的課題解決志向研究」について、大阪

大学が今後どのような観点で取り組むかを社会に説明するために、取りまとめたものであ

る。 

「いのち」にむきあう研究のために - 社会的課題に取り組む大阪大学136 

 

 20世紀は、科学技術、民主主義、市場原理からなるトライアングルを駆動力として、

人類社会に多大な利便性と健康長寿、自由と平等、経済的豊かさをもたらしてきた。

しかし 21世紀を迎え、このトライアングルは軋みを示し始めている。原子力発電所の

事故を経験し、また情報技術や生命技術の驚異的な発展を前にして、科学技術の健全

な発展とは何かがあらためて問われている。グローバル化の進展による国境を越えた

人やモノ、情報の移動が容易になるにつれ、社会は大きな変化を被りつつあるが、民

主主義体制がそれに十分対応できるのかという懐疑も生まれている。昨今の市場原理

主義的政策は富の過度な偏在と中間層の崩壊を引き起こし、人々の間に大きな経済的、

社会的格差をもたらし始めている。さらに、このトライアングルの生み出した文明は、

地球環境に大きな負荷を与え、その存続をすら危うくしつつある。こうした変化の中

で、大学は教育研究を通じて、どのように社会に貢献していくべきであろうか。 

 

 高度な文明化を実現した現代社会には、その成熟によって生み出された解決の困難

なタイプの社会的課題が数多く生まれている。例えば SDGs などにみられるような深

刻かつ複雑でグローバルな性質をもつ社会的課題の解決には、学術や科学技術の力が

不可欠であるが、真の解決に至るには、異なる経験や価値観、知識・技術の体系を備

えた人材や組織の力を集結させ、課題意識を共有し、共創することが不可欠である。

すなわち、人文学、社会科学、自然科学、生命科学、医学、工学などの学術に関する

多様な研究者が集う総合大学こそが、社会とともに共創を実現する場として機能しな

ければならない。 

 

 大阪大学はその精神的源流である懐徳堂・適塾以来の市民精神を引き継ぎ、大阪大

学憲章第 3 項「社会への貢献」では「社会の安寧と福祉、世界平和、自然と人類環境

 
136 大阪大学ウェブサイト研究 > 研究 > 大阪大学の研究 > 社会的課題の解決を目指して 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/research/hi9njx 
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の調和に貢献する」ことを理念として掲げている。本学は 21 世紀の社会においてこ

の理念を実現すべく、社会的課題の解決に向けた教育研究を『「いのち」にむきあう』

という標語のもとに展開する。ここにいう「いのち」は人間の「いのち」はもとより、

多様な生命の「いのち」をも意味している。近代のトライアングルの軋みが脅かし、

そしてまた回復が求められているのは、文明の礎としての「いのち」である。われわ

れが取り組むべき解決困難な社会的課題の基底にはこの「いのち」の危機がある。 

 

 この『「いのち」にむきあう』研究は、図に示すように、『いのちを「まもる」』、『い

のちを「はぐくむ」』、『いのちを「つなぐ」』という三つの観点から構成される。そし

てこの「いのち」の構想を羅針盤として、学内外の様々なステークホルダーと対話を

展開することにより、目指すべき社会像と取り組むべき課題を共有し、全学の研究を

動員してその解決を目指す。 

 

 大阪大学は、社会的課題の解決に向けては『「いのち」にむきあう』という研究推進

構想を掲げ、国際的な取組とも連携しつつ、社会との共創を重視する世界屈指のイノ

ベーティブな大学として、次の 100 年の発展の礎を築く。これは市民精神を継承し、

「社会への貢献」を理念に掲げてきた歴史をもつ大阪大学の使命である。 
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４．物質・材料研究機構（NIMS） 

(1) 長期的な研究開発戦略の立案及びそのマネジメントにおける研究開発評価

のあり方について 

①長期的な研究開発戦略の立案及びそのマネジメントと研究開発評価 

a)NIMSの研究開発戦略の立案・評価主体 

NIMSの研究開発の戦略の立案及びそのマネジメントや評価を行う組織は、経営企画部門

が担っている。 

経営企画部門の部門概要137によると、「NIMS における研究の直接の担い手は個々の研究

者ですが、NIMSのミッションを果たすためには、個人レベルの活動を法人の事業として統

合し、国民への説明責任を果たしながら、研究成果を社会へ還元していくことが必要です。

経営企画部門では、NIMS内における実行予算配分、政府における概算要求、独立行政法人

評価やプロジェクト評価、NIMS全体の広報・アウトリーチ活動などを行っています。これ

らの活動により、法人事業に必要な資源を確保し、理事長のガバナンスの下、適切な資源

配分を行うとともに、対外的な説明および情報発信を積極的に進めていきます」（経営企画

部門長のコメント）という役割が示されている。 

また、経営企画部門の中には、経営戦略室、広報室、TIA 推進室、業務システム統合室

が設置されているが、研究開発戦略の立案を担うのは、経営戦略室138である。経営戦略室

の業務は「世界最高峰の研究拠点形成を実現することを目的に、NIMSを改革・活性化させ

るための新規施策の企画や予算の立案などを行っています」のように紹介されている。 

なお、NIMS全体の組織図139は、次ページの通りである。 

 
137 NIMS 経営企画部門紹介サイト 部門概要

https://www.nims.go.jp/nims/organization/div_planning.html 
138 NIMS 経営企画部門紹介サイト 経営戦略室の業務

https://www.nims.go.jp/nims/organization/div_planning.html 
139 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）事業報告書

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_lat

est.pdf 
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図表 III-34 NIMS 組織図 

 

(出典) 第 19 期事業年度（自 平成 31年 4月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）事業報告書 
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b)NIMSの研究開発戦略 

◆ 研究開発戦略立案の方法 

中長期的な研究開発戦略の策定にあたっては、NIMS第４期中長期目標・中長期計画(2016

～2022年度)の検討過程において、まずは、国の第 5期科学技術基本計画の状況を踏まえ、

次に、法律に基づく業務、特定国立研究開発法人に期待される役割を整理し、法人として

の取組を明らかにしている。 

このことは、事業報告書に記載されている「NIMSの政策体系上の位置付け」140として示

されている。 

図表 III-35 NIMS の政策体系上の位置付け 

 

 
(出典) 第１９期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）事業報告書 

 

◆ 研究開発戦略の「進むべき方向」 

このような方針に基づいて、「進むべき方向」を示しているのが以下の図である。 

進むべき方向を検討する上で、基盤にあるのは「ミッション」で NIMSの 4業務がこれに

相当する。次に、「法人としての取組」として、4業務に対応する形で、取組が示されてい

 
140 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）事業報告書 政策体系に

おける法人の位置付け及び役割（ミッション）

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_lat

est.pdf   
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る。さらに、「政策効果・投資効果」として、「物質・材料科学研究の拠点としての機能強

化」、「我が国全体としての物質・材料研究の成果の最大化」につながり、「未来創生型アプ

ローチ」、「課題解決型アプローチ」の２つのアプローチを組み合わせ、我が国の国際競争

力強化に資する道筋が示されている。 

この「進むべき方向」については、中長期計画策定の１年以上前から NIMS内部で検討会

を発足し、科学技術基本法を読み解くことから始め、NIMSの業務、国立研究開発法人に期

待される役割、さらには、法人評価、現行計画の達成見込などを勘案し、物質・材料研究

に関する全体像を俯瞰し定めている141。 

図表 III-36 NIMS の進むべき方向 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 

 

研究開発戦略の検討に当たっては、海外の同種研究機関をベンチマークし、分析を行い、

執行部に情報を提供しており、戦略検討に活用されている。大学とは異なり、人材採用の

ポストが固定化されていないため、重点的に投資している分野の採用が柔軟にできる点が

NIMSの特長である142。 

  

 
141 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
142 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
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「未来創生型アプローチ」と「課題解決型アプローチ」を組み合わせて、以下の７領域、

10プロジェクトを構成している。 

これらの領域やプロジェクトは、国全体の科学技術・イノベーション政策を踏まえ、NIMS

としてどのような貢献ができるかを検討した結果、打ち出されたものである。具体的には、

第 5期科学技術基本計画の中で示されている重点的な分野である「AI技術、エネルギー・

環境、量子技術、バイオテクノロジー」に対して、NIMSの専門性を活かしてどう応えてい

くかを検討して設定している。また、NIMSに対する運営費交付金は、国が定める中長期目

標に即したこれらプロジェクトに対するものとなっており、基本的に全ての研究員（定年

制研究職員数は約 380 名143）がいずれかのプロジェクトに配属される体制でプロジェクト

が運営されている。各プロジェクトに参加する研究職員数は、平均 30～40名程度であるが、

内容に応じて少人数からスタートするものもある。144 

図表 III-37 研究領域の設定状況 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 

  

 
143 パンフレット https://www.nims.go.jp/publicity/publication/NIMS_Pamphlet.html  
144 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
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これらのプロジェクトについては、「大綱的指針の体系に基づくプロジェクト研究課題の

評価」を実施することになっており（事前：2015 年、中間：2019 年、プレ終了：2022 年

予定、事後：2023 年予定）、実施済みの事前評価、中間評価の結果は、以下の表のように

公開145されている。 

図表 III-38 10 種類の研究プロジェクトと事前評価・中間評価の実施状況 

 

(出典) NIMS「研究プロジェクトと事前評価・中間評価の実施状況」 

 

  

 
145 第四期中長期計画期間中のプロジェクト研究課題の事前評価結果

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/audit/project_04-detail.html 
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◆ トップダウンによる研究開発戦略立案 

これらの研究領域やプロジェクトが創設された背景はこれまでの説明のとおりだが、現

理事長のリーダーシップにより、第 4 期中長期計画開始後においても様々な追加的措置が

なされた。 

主なものをあげると、以下の 3点となる。 

 

・プロジェクトのスクラップ＆ビルドによる研究の見直し・重点化 

・内外の動向を踏まえた NIMS内公募事業等の立ち上げ 

・同業「多」社によるオープンイノベーションの推進 

 

重点分野の選定方針を示したうえで、2017年度から重点分野を定めている。2018年度か

らは、重点分野推進費としてプロジェクト研究費にアドオンしている。その原資は、既存

プロジェクトへの配分予算の調整や自己収入などで、これらを重点分野推進費に回してい

る。 

こうした予算配分方法を通して、トップの方針である研究の重点化やよりシャープな研

究運営に研究員の意識が向くように促している。 

図表 III-39 プロジェクト研究の重点化 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 
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国の第 5 期科学技術基本計画で掲げる「超スマート社会（Society.5.0）」に貢献するた

め、NIMS の第 4 期中長期計画期間中に、2 つの新規プロジェクトを立ち上げた。新規プロ

ジェクトの立上げは、トップダウンによるものであるが、プロジェクトの立案に当たって

は、研究者のアイデアによるプロポーザルが実施され、ボトムアップの手法が取り入れら

れている。毎年、外部有識者によるピアレビューを受けており、その結果はプロジェクト

の体制見直しに反映されている。 

また、2 つの新規プロジェクトの予算は、運営費交付金を原資とするのではなく、既存

プロジェクトへの配分予算の調整や自己収入などを充てている。つまり、NIMS 内競争的資

金によって、新規プロジェクトは運営されていると言える。146 

図表 III-40 新規プロジェクトの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 
 

 
146 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
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また、同業「多」社によるオープンイノベーションを推進している。 

国の国際競争力確保に向け、国家資産の有効活用が重要となっている。このため、中長

期的かつ非連続な研究開発について、NIMSを起点とした産業界と大学を結ぶ業界別のオー

プンプラットフォーム（協調するための場）を形成し、このプラットフォームの中では、

産学官総掛かりで将来の我が国の産業力強化に資する、各産業界の将来を見据えた魅力的

なテーマを設定して、オープンイノベーションを促進している。 

これにより、多社間の関係がクローズドな二者間連携へと発展したり、垂直連携から水

平連携へシフトして、ハイリスクな研究開発を高効率に進める枠組みを各社に提供するこ

とが可能となっている。2021 年 2 月現在「化学業界」、「鉄鋼業界」、「電池関係領域」の 3

つのオープンプラットフォームが構築されている。さらに、「磁石」、「構造材料」の分野で

も同様の取り組みを計画している。 

図表 III-41 同業多社によるオープンイノベーションの推進 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 

 

◆ トップダウンによる研究開発戦略推進にかかる評価147 

こうしたオープンイノベーションの推進のプログラムとして、「マテリアルオープンプラ

ットフォーム（MOP）」というプログラムを整備している。例えば、化学業界であれば、競

合する大手化学 4 社（住友化学第 19 期、三井化学、三菱ケミカル、旭化成）が MOP に参加

している。この中では、材料のデータベースを運用しており、NIMSがデータドリブンな材

料開発のための手法開発を行い、そこに企業から標準試料を提供してもらい、それを用い

た場合のデータを収集している。そのデータを使い、材料開発を最適化できるツールを NIMS

 
147 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
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で開発し、それを企業に提供、企業はそのツールを用いて自社のデータを使って研究開発

し、その結果をプラットフォーム上で報告・共有する、という方法によりオープンイノベー

ションを推進している。 

こうしたプロセスを経て、オープンイノベーションを推進しているが、その成果の評価

を定量的に示すのは難しいところがある。例えば、情報公開が前提となるため論文として

出せないものも多い。そのため、NIMSから見た場合の成果としては、参加企業がこのプロ

グラムを評価していることであり、また通常であれば交流することがない競合他社の研究

員同士が互いに話のできる場を提供していること、業界共通の問題解決などに貢献してい

ることがあげられる。 

また、鉄鋼分野の MOP では、基礎的な研究にフォーカスし、競合メーカーとともに論文

を出す活動もしている。加えて、2020年には全固体電池の MOPを立ち上げ、2022年からは

磁石（永久磁石）の MOP の立上げについて計画しており、それぞれの業界におけるオープ

ンイノベーションのプラットフォームを NIMSが先導していく予定である。 

図表 III-42 進行中・計画中のマテリアルオープンプラットフォーム（MOP） 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021年 2 月 12 日） 
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◆ 研究開発戦略の今後の方向性 

国の「第 6期科学技術・イノベーション基本計画」や「マテリアル革新力強化戦略」148、

内外の動向等を踏まえつつ、NIMSとしての今後の研究開発戦略のあり方を検討し、こうし

た国の方向性に対して専門性をもって国策に貢献していくことが NIMSの責務である。 

現在、NIMS の次期中長期計画（2023(令和 5)年度開始）に向けて、その策定準備に取り

かかっており、物質・材料分野の国の新たな戦略である「マテリアル革新力強化戦略案」

において示されたアクションプラン（図表 III-43）も踏まえつつ、例えば、「データ駆動

型研究開発基盤の整備」としてデータ中核拠点の形成（DPF：Data Plat Form）や、マテリ

アル革新力強化に向けた基礎基盤研究の推進（重点的なテーマの候補例：量子・AI・バイ

オ・国土強靭化・グリーンなどの分野における設備整備、研究の DX（デジタルトランスフ

ォーメーション）化による研究開発の推進等）などに注力していくことを検討している。149 

図表 III-43 マテリアル革新力強化戦略の概要 

 

 

 
148 第５回イノベーション政策強化推進のための有識者会議「マテリアル戦略」資料１マテリアル革新力強

化戦略案（内閣官房イノベーション推進室、2021 年 2 月 22 日） 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/material_senryaku/dai5/siryou2.pdf 
149 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
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図表 III-44 マテリアルデータプラットフォーム事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 
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さらに、2023(令和５)年度から開始予定の次期中長期計画期間においては、政府戦略と

して策定された「マテリアル革新力強化戦略」を踏まえつつ、「2050 年カーボンニュート

ラル」の実現に向けて政府が動き出したことを受けて、「カーボンニュートラルに向けた科

学技術」が中心的な課題になると考えている。 

 

c)NIMSの研究開発戦略を支えるマネジメントの特徴 

NIMS全体の研究力強化のために、その両輪となる「組織ミッション型研究」と、理事長

のイニシアティブによる「自由発想型研究150」を設定し、個々の研究者は原則それぞれ 50％

のエフォートを割いて研究開発を推進しており、トップダウンとボトムアップのミックス

が強く意識されている。原則的には、各研究者の組織研究と自由発想研究のエフォートは、

50：50としているが、個々の研究者ごとにその割合は違う場合があり、それは研究分野・

研究テーマ、研究者個人の志向を反映したもので、ある程度の自由度が確保される仕組み

となっている。 

また、研究職のみならず、エンジニア職、事務職、執行部のミッションにも言及してお

り、環境整備や研究者への支援・協力に対して、100％のエフォートを発揮するよう求めて

いる。 

図表 III-45 特徴的なマネージメントポリシー 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 

 
150 科研費を始めとした個人の自由な発想に基づく研究を奨励し、研究者個人の研究力を強化す

る制度。科研費、さきがけ等の自由発想に基づく研究課題にマッチング資金を投入し研究を加

速、次のステ－ジへ展開。ポスドクの参画により発展が期待できる課題には人件費も支援。支

援期間は原則２年度。ほかにも、科研費等が不採択となった課題を支援する制度もある。（「研

究環境の向上に関する NIMS の取り組み],2019 年 5 月、NIMS」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/015-9/shiryo/__icsFiles/afiel

dfile/2019/05/17/1416456_18_1.pdf 
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「自由発想型研究」のための事業の柱である自由発想研究支援制度は、2018 年度に新た

に開始されたものであり、長期的視点での基礎研究の推進や研究力強化に資するものであ

る。 

図表 III-46 自由発想研究支援制度の概要 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 
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d)NIMSにおける研究職の評価のあり方151 

NIMS では、研究職の個人業績評価制度を 2002 年度から運用しており、その結果は賞与

にも反映し、昇格審査で参考情報として使用している。毎年様々なアップデートをしなが

ら 20年近くが経過したことで、研究者の間で制度が浸透している。 

具体的には、客観評価項目と上長評価項目に分かれており、客観評価については、業績

を一律の基準で点数化し、例えば、論文の場合はインパクトファクターやファーストオー

サーか否かの重み付けなどにより加点している。その他、以下の図に示すような項目があ

る。また、客観評価ができない貢献については、上長評価として、上長が組織貢献、人材

育成、広報活動などについて配点の範囲内で採点しており、新規採用者や出向者が不利に

ならないよう多面的な評価を行っている。 

図表 III-47 個人業績評価制度の運用状況 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 

 

また、オープンデータを評価する仕組みとして、2020年度から「マテリアルリサーチリ

ポジトリ」を整備している。研究者が時間を割いて材料関係のデータを入れるようになる

ためにはインセンティブが必要であり、リポジトリにデータを入れると評価時に加点する

こととしている。 

 

 
151 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
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e)NIMSの組織としての評価のあり方152 

経営戦略室では、研究開発に対するアウトカムをフォローしているが、現時点ではアウ

トカムを評価に反映していない。これは、研究開発とアウトカムの間にタイムラグが生じ

るため、評価を判断することが難しいことにある。また、NIMSの特許が産業界から引用さ

れている状況は把握しているが、現状では踏み込んで評価につなげることまでは行ってお

らず、一つの課題となっている。 

研究開発戦略を検討する際に、海外の同種研究機関をベンチマークしているが、評価に

関しても同様であり、毎年、拠点ごとにインターナショナルベンチマークを行っている。

例えば、2020年度においては構造材料研究拠点の評価を実施し、マックス・プランク研究

所（独）、オークリッジ国立研究所（米）、ポステック（浦項工科大学、韓）といった構造

材料に強みを持つ世界的な研究所と情報交換し、データの提供を受けてインターナショナ

ルベンチマークをとっている。研究領域ごとのベンチマークにより、より研究活動に即し

た形で世界的な競争力があるかどうかの評価を行い、今後の取組に活かしている。 

 

②若手研究者の育成 

新規採用研究者に対するスタートアップ加速資金制度の創設により、研究環境整備など 

スムーズな研究立ち上げを支援している。 

また、大学との連携及び人材育成の枠組みにおいて、NIMS大学院プログラム、ICYS（若

手国際研究センター）による研究人材の育成、組織的クロスアポイントメントの促進、NIMS

連携拠点推進制度による地方創生等の各種施策を実施して、多様な形で研究人材の確保、

登用などを進めている。 

なお、多様な形で国内外からの人材育成・確保を進めているが、機微技術の研究も多い

研究所として安全保障貿易管理の観点にも留意した上で、人材の採用をしている153。 

 

 

  

 
152 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
153 NIMS ヒアリング・意見交換等（2021 年 1 月 28 日） 
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 図表 III-48 スタートアップ加速資金制度、国内外からの人材確保の方策 

 

 

(出典)NIMS 提供資料（2021 年 2 月 12 日） 
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(2) 参考資料 

①ファクトシート 

a)名称 

国立研究開発法人 物質・材料研究機構（NIMS） 

 

b)設立 

＊2001年 4月発足 

 

c)沿革154155 

'56 - 7 金属材料技術研究所（金材技研）設立 

'66 - 4 無機材質研究所（無機材研）設立 

'72 - 3 無機材研が筑波研究学園都市に移転 

'95 - 7 金材技研が筑波研究学園都市に移転 

'01 - 4 金材技研と無機材研を統合し、独立行政法人物質・材料研究機構 発足、 

第 1期中期計画開始 

'03 - 9 ICYS（若手国際研究拠点）プログラム開始、拠点開設 

'06 - 4 第 2期中期計画開始 

'07 -10 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）設立 

'09 -11 ナノ材料科学環境拠点（GREEN）設立 

'11 - 4 第 3期中期計画開始 

'12 - 8 元素戦略磁性材料研究拠点（ESICMM）設立 

ナノテクノロジープラットフォームセンター設立 

'14 -10 構造材料研究拠点（RCSM）設立 

'15 - 4 国立研究開発法人物質・材料研究機構に移行 

'15 - 7 情報統合型物質・材料研究拠点（CMI2）設立 

'16 - 4 第 4期中長期計画開始 

'16 -10 特定国立研究開発法人に指定 

'17 - 4 統合型材料開発・情報基盤部門（MaDIS）設立 

'18 - 6 センサ・アクチュエータ研究開発センター（CFSN）設立 

'19 - 4 液体水素材料研究センター（CLean）設立 

 
 

 
154 https://www.nims.go.jp/nims/history.html 

 NIMS 沿革について 
155 https://www.nims.go.jp/publicity/publication/NIMS_Pamphlet.html 

 パンフレット 
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d)組織（ガバナンス体制図）156 

 

 

  

 
156 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3月 31 日）事業報告書

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf 
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◆ 職員数157 

合計：1,564人  

図表 III-49 職員数（2020 年 4 月 1 日時点） 

 
(出典)「パンフレット」 
 

  

 
157 https://www.nims.go.jp/publicity/publication/NIMS_Pamphlet.html 

 パンフレット 
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◆ 財務 

収支予算158：294億円（2018年度決算） 

 

(出典)「パンフレット」 

 

主な財務データの経年比較159 

 

(出典) 第１９期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）事業報告書 

 

 
158 https://www.nims.go.jp/publicity/publication/NIMS_Pamphlet.html 

 パンフレット 
159 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3月 31 日）事業報告書

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf 
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主な財源の内訳、自己収入の説明160 

 

 

(出典) 第１９期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）事業報告書 

 

 
160 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3月 31 日）事業報告書

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf 
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②第４期中長期目標の概要161 

（１）概要 

・NIMS の中長期目標の期間は、平成 28 年（2016 年）4 月 1 日から令和 5 年（2023 年）3

月 31日までの 7年間です。 

・NIMSの中長期目標は、物質・材料科学技術が新物質・新材料の発見、発明に象徴される

科学技術の発展と、それによるイノベーション創出を先導し、新たな時代を切り拓くエン

ジンになることを目指して、融合と連携を通じた幅広い分野への波及により、国民生活・

社会を支える多様な技術の発展の基盤であり、国際競争が激化する中で、我が国の優位性

を維持、強化する鍵として、地球環境問題を始めとした社会的課題の解決に重要な役割を

果たすという期待の下で設定されています。 

 

（２）一定の事業等のまとまりごとの目標 

・NIMSは、中長期目標における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情

報を開示しています。具体的な区分と目標の概要は次のとおりです。 

（一定の事業等のまとまり(セグメント区分)） 

ア 物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発 

（目標の概要） 

機能性材料、エネルギー・環境材料、磁性・スピントロニクス材料、構造材料、ナノ材

料、先端材料解析技術、情報統合型物質・材料研究の７つの重点研究開発領域を設定し、

前 4 領域では、主として経済・社会的課題に対応するための材料開発を、他 3 領域では、

主として革新的な研究開発手法や先端的な計測手法など、物質・材料科学技術全体を支え

る基盤的な研究開発を実施する。これらにより、経済・社会的課題に解決策を提示し、新

たな産業の創生や超スマート社会に向けた新たな価値創出の実現を目指す。 

（一定の事業等のまとまり(セグメント区分)） 

イ 研究成果の情報発信及び活用促進、中核的機関としての活動 

（目標の概要） 

得られた研究成果の新たな価値創造へ結びつけるため、広報・アウトリーチ活動、研究

成果等の情報発信、知的財産の活用促進に取り組む。さらに、物質・材料研究を総合的に

行う我が国唯一の研究開発機関として、また、世界最高水準の研究成果の創出とその普及・

活用の促進により、イノベーションを強力に牽引する中核機関として、政府の施策等へ積

極的に参画するとともに、先端研究基盤の整備・運営による最先端研究インフラの共用促

進、国際的に卓越した研究者の積極的採用・確保、グローバルに活躍できる人材育成、産

業界・学術界との積極的な連携等の活動を計画的かつ着実に進める。 

 
161 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3月 31 日）事業報告書

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf 
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③法人の長の理念や運営上の方針・戦略162 

【法人の長の理念】 

NIMSは、我が国で唯一の物質・材料科学の研究を専門とする公的研究機関として、金属、

セラミックス、ポリマーなど、さまざまな物質・材料の最先端研究を通じて、環境やエネ

ルギー、医療、インフラなどの問題を解決し、人類の明日に貢献することを目指します。 

 

【運営方針・戦略等】 

○我が国の競争力の源泉であるとも言われる物質・材料分野の中核機関として、日増しに

高まる産学官からの NIMS への期待に応えるため、NIMS は自らを「世界で最もイノベーシ

ョンに適した組織」へと変革していくことを目指します。 

○NIMS全体の「研究力強化」のため、その両輪である「組織ミッション型研究」と「自由

発想型研究」を設定し、NIMSの研究者は原則それぞれ 50％のエフォートを割いて研究開発

を推進します。「組織ミッション型研究」では、社会的課題解決に向けたチーム型研究の推

進が重要であり、NIMSが世界トップを狙う重点分野を特定し、研究資源を重点配分する方

向性の明確化などにより組織としての研究力強化を目指します。一方、「自由発想型研究」

では、科研費等の外部資金での研究や、内部公募による外部資金獲得への支援制度を充実

させ、個々の研究者の研究力強化を目指します。 

○産学官連携の強化では、これまでも各企業の研究センターを誘致し、「組織」対「組織」

の共同研究を進め、大型かつチャレンジングな連携も開始しています。これらに加え、共

通の研究課題の下で複数企業との共同研究を行う「業界別水平連携」によるオープンプラ

ットフォームの形成や、参画組織において特定領域の研究成果を一部共有する「垂直連携」

といった多彩なスキームにより、企業等の多様なニーズに合わせた活動を行います。 

○第 5期科学技術基本計画で示されている Society5.0の実現など、国策に沿った形での科

学技術イノベーションの推進に貢献するため、センサ・アクチュエータ研究開発を中心と

した取り組みを加速するとともに、組織を持続的に発展させていくための活性化プロジェ

クトとして、既存の強磁場関連研究から磁気冷凍などの水素液化関連研究へ研究内容を大

胆にシフトするといった、将来を見据えた新たな社会づくりを目指した改革を進めます。 

○これらの自己改革実現のためには、NIMSで最大のパフォーマンスを生み出す最適な研究

体制の構築や適切な資源配分、職員一人ひとりの意識改革が必要不可欠であり、これまで

以上に組織のマネジメント強化に取り組みます。 

 

 

 

 
162 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3月 31 日）事業報告書

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf 
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④中長期計画及び年度計画163 

・NIMS は、中長期目標を達成するための中長期計画と同計画に基づく年度計画を作成して

います。 

・第 4 期中長期計画（平成 28 年(2016 年)4 月 1 日から令和 5 年(2023 年)3 月 31 日）に掲

げる項目及びその主な内容と令和元年度の年度計画との関係は以下のとおりです。 

 

第4期中長期計画と主な指標等  令和元年度の年度計画と主な指標等  

Ⅰ 研究開発の成果の最大化その他の業務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．物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発  

1.1 重点研究開発領域における基礎研究及び基盤的

研究開発  

✔ 科学技術基本計画において国が取り組むべき課

題の解決に繋がる成果の創出  

✔ 未来の産業創造と社会変革に向けた「超スマー

ト社会」の実現に繋がる成果の創出  

✔ 将来を見据えた未知なる課題への対応力を強化

するための基盤技術の蓄積  

✔ 世界最高水準の研究開発成果の創出  

✔ 研究開発成果を最大化するための適切な研究開

発マネジメント  

✔ 特措法第７条に基づく主務大臣による措置要求

への適切な対応（該当事例があった場合のみ） 等  

 

1.1 重点研究開発領域における基礎研究及び基盤的

研究開発  

✔ 国が取り組むべき課題解決に資する取組の進

捗  

✔ 未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価

値創出に資する取組の進捗  

✔ 領域間での連携や大学・産業界との連携の取組

の成果  

✔ 理事長のリーダーシップが発揮されるマネジ

メント体制の構築・運用状況  

✔ シーズ育成研究・プロジェクト研究の成果  

✔ 公募型研究、産学独連携の成果 等  

２．研究成果の情報発信及び活用促進、３．中核的機関としての活動  

2.1 広報・アウトリーチ活動及び情報発信  

✔ 社会に向けて、物質・材料研究や機構の活動、

研究成果等をわかりやすく説明し、理解を得ていく

取組の積極的な推進  

✔ 機構の研究成果等に対する理解の増進、利活用

の促進 等  

 

2.1 広報・アウトリーチ活動及び情報発信  

✔ 機構の活動や研究成果に対する理解・認知度の

向上を図る取組等の成果  

✔ 機構の研究成果の普及を図るための理解増進

や利活用のための取組の成果  

✔ 国民各層から幅広く理解されるためのアウト

リーチ活動の実施状況  

✔ 国際シンポジウム、学協会での発表、学術誌へ

の投稿・発表状況 等  

2.2 知的財産の活用促進  

✔ 知的財産権の取得・管理・活用状況  

✔ 得られた研究成果の多様な応用分野への波及 

等  

2.2 知的財産の活用促進  

✔ 様々な連携スキームの活用による技術移転や

成果活用事業者への支援の取組の成果  

✔ 特許性や市場性、費用対効果を考慮した知的財

産の出願・権利化の状況、実施許諾の状況 等  

 
163 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3月 31 日）事業報告書

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf 
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3.1 施設及び設備の共用  

✔ 研究施設・設備の共用、研究機関のネットワー

クのハブ機能としての役割、我が国の物質・材料科

学技術の水準向上への貢献 等  

3.1 施設及び設備の共用  

✔ 共用設備等を有する研究機関との連携、支援技

術の向上のための取組の成果  

✔ 研究施設・設備の共用状況 等  

3.2 研究者・技術者の養成と資質の向上  

✔ 研究者・技術者の養成と資質の向上による、我

が国の物質・材料研究を支える知識基盤の維持・発

展への貢献 等  

3.2 研究者・技術者の養成と資質の向上  

✔ 研究者・技術者の養成、資質の向上のための取

組の成果  

✔ 研究者等の受入・派遣状況 等  

3.3 物質・材料研究に係る学術連携の構築  

✔ 学術連携の構築による、我が国の物質・材料研

究分野での学術的活力を更に高める役割 等  

3.3 物質・材料研究に係る学術連携の構築  

✔ 機構を起点としたグローバルな物質・材料研究

の連携ネットワークの構築のための取組の成果  

✔ 学術機関との連携状況 等  

3.4 物質・材料研究に係る産業界との連携構築  

✔ 研究成果を産業界へ橋渡し実用化に繋げるた

め、産業界との連携構築に向けた積極的な取組 等  

3.4 物質・材料研究に係る産業界との連携構築  

✔ 研究成果の産業界への橋渡し、実用化に向けた

取組の成果  

✔ 民間企業との共同研究の実施状況 等  

3.5 物質・材料研究に係る分析・戦略企画及び情報

発信  

✔ 機構が物質・材料研究に対する社会からの要請

に応えるため、関連する国家戦略、国際情勢等の定

常的な把握・分析、活用、発信 等  

3.5 物質・材料研究に係る分析・戦略企画及び情報

発信  

✔ 国内外における物質・材料研究の動向把握・分

析等の取組の成果  

✔ 国際学術誌の発行の継続等を通じた情報発信

の取組の成果 等  

3.6 その他の中核的機関としての活動  

✔ 公的機関からの依頼等に応じた事故等調査協

力、物質・材料分野の国際標準化活動 等  

 

3.6 その他の中核的機関としての活動  

✔ 事故等調査や国際標準化活動などの社会的

ニーズ等に対する取組の成果 等  

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．組織編成の基本方針  

✔ 研究不正対応やリスク管理を含む内部統制を一

元的に推進する体制を構築  

✔ 適切な責任・権限の分担の下で適正、効果的か

つ効率的にマネジメント体制を強化  

✔ 重点研究開発領域やその下で実施される研究開

発課題は専門分野別の研究部署を横断して設定でき

る柔軟な研究体制を整備 等  

１．組織編成の基本方針  

✔ 研究不正対応やリスク管理を含む内部統制を

一元的に推進  

✔ 適切な責任・権限の分担の下で適正、効果的か

つ効率的にマネジメント体制を強化  

✔ 重点研究開発領域の下で実施されるプロジェ

クトは、専門分野別の研究部署を横断して研究活動

を展開できる柔軟な体制を整備 等  

２．業務運営の基本方針  

✔ 内部統制の充実・強化（リスクマネジメント、

コンプライアンス、情報セキュリティ対策等）  

✔ 機構の業務運営等に係る第三者評価・助言の活

２．業務運営の基本方針  

✔ 内部統制の充実・強化（リスクマネジメント、

コンプライアンス、情報セキュリティ対策等）  

✔ 機構の業務運営等に係る第三者評価・助言の活
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用（アドバイザリーボードの開催と助言活用等）  

✔ 効果的な職員の業務実績評価の実施（職務の特

性と多様性に配慮した効果的な業務実績評価等）  

✔ 業務全体での改善及び効率化（経費の合理化・

効率化、人件費の合理化・効率化、契約の適正化、

保有資産の見直し等）  

✔ その他の業務運営面での対応（情報開示請求対

応、個人情報保護、環境配慮促進、男女共同参画等）  

 

用（アドバイザリーボードの開催と助言活用等）  

✔ 効果的な職員の業務実績評価の実施（職務の特

性と多様性に配慮した効果的な業務実績評価等）  

✔ 業務全体での改善及び効率化（経費の合理化・

効率化、人件費の合理化・効率化、契約の適正化、

保有資産の見直し等）  

✔ その他の業務運営面での対応（情報開示請求対

応、個人情報保護、環境配慮促進、男女共同参画等）  

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置  

１．予算、収支計画及び資金計画  

✔ 運営費交付金の算定ルール、効率化目標等を踏ま

えた中長期計画期間中の予算計画等  

１．予算、収支計画及び資金計画  

✔ 運営費交付金の算定ルール、効率化目標等を踏

まえた事業年度毎の予算計画等  

２．短期借入金の限度額  ２．短期借入金の限度額  

３．不要財産等に係る処分計画  

✔ 保有資産の必要性についての検証等  

３．不要財産等に係る処分計画  

✔ 保有資産の必要性についての検証等  

４．重要財産の譲渡又は担保に係る計画  ４．重要財産の譲渡又は担保に係る計画  

５．剰余金の使途  

 

５．剰余金の使途  

Ⅳ その他主務省令で定める業務運営に関する事項  

１．施設及び設備に関する計画  

✔ 老朽化対策を含め、施設・設備の改修・更新・整

備を重点的・計画的に実施  

１．施設及び設備に関する計画  

✔ 事業年度毎の施設・設備の整備等の実施計画  

２．人事に関する計画  

✔ 外国人研究者の支援体制の維持、研究支援者や技

術者の確保  

✔ クロスアポイントメント制度の活用等による企

業や大学等の研究者の受入  

✔ 職員の能力開発等の人材マネジメントの改善  

２．人事に関する計画  

✔ 外国人研究者の支援体制の維持、研究支援者や

技術者の確保  

✔ クロスアポイントメント制度の活用等による

企業や大学等の研究者の受入  

✔ 職員の能力開発等の人材マネジメントの改善  

３．中長期目標期間を超える債務負担  ３．中長期目標期間を超える債務負担  

４．積立金の使途  ４．積立金の使途  
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⑤業績の適正な評価の前提情報164 

・当事業年度のNIMSの各業務についてのご理解とその評価に資するため、各業務の前提情

報となるNIMSの「一定の事業のまとまり」ごとの事業スキームの概要を示します。  

 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務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  

・重点研究開発領域における基礎研究及び基盤的研究開発を推進するため、本中長期計画

では、７つの重点研究開発領域を設置しています。  

各領域では、組織ミッション型研究の「プロジェクト研究」と、自由発想型研究の「シー

ズ育成研究」の両輪による基礎研究及び基盤的研究開発を推進するとともに、公募型研究

への積極的な提案と実施により研究開発を加速し、成果の更なる発展や社会実装に繋げま

す。  

同時に、民間資金の積極的な導入やクロスアポイントメント制度等による人材交流の促

進により産業界・大学との連携強化を図り、特に、オープンイノベーション活動では、産

学独の研究者が一堂に会する「共創の場」を構築し、そこを中心として、異分野交流、研

究情報の集約・発信、先端インフラの共用、研究者・技術者の人材育成等を促進すること

により、我が国の研究成果の最大化に貢献します。さらに、「革新的材料開発力強化プログ

ラム M3（M-Cube）」により日本の材料開発力を強化、政府の施策等に積極的に参画し、先

端研究基盤による最先端インフラの共用促進、国際的に卓越した研究者の積極的採用・確

保、グローバルに活躍できる人材育成等の活動を計画的かつ着実に進め、イノベーション

を強力に牽引する中核機関としての役割を果たします。 

 
164 第 19 期事業年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3月 31 日）事業報告書

https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/hdfqf100000016uy-att/NIMSbuisinessreport_latest.pdf 
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IV．研究開発評価人材育成研修の開催結果 

１．研究開発評価人材育成研修の目的 

研究開発評価のさらなる普及を図るため、大学、大学共同利用機関法人及び独立行政法人の研

究開発評価に係る部署に所属し、研究開発評価の業務に従事している事務職員を対象として、研

究開発評価の業務に関する知識等の習得や実際の事例に係る情報共有を目的として行った。 

(注)本研修は、2019年度まで長年に亘って文部科学省が直轄で開催していたものである。 

 

２．研究開発評価人材育成研修の開催概要 

「令和２年度研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会」の下に「研

究開発評価人材育成研修企画ワーキンググループ」（後掲）を設置し、研究開発評価人材育成研

修の内容・開催方法等について検討した上で、以下の通り開催した。 

 

①名称 

令和２年度研究開発評価人材育成研修 

＊今年度は、従前、研修名の末尾に付記していた（初級）は付記しないこととした。ただし、

内容は、従前の研修と大きくは変えていない。 

 

②開催日 

2021年 2月 17日(水)～2月 18日(木) 両日とも午後のみ 

＊今年度は、後述の通りオンライン配信としたことから、検討会委員長の意見をふまえ、従前

より短縮した。 

 

③プログラム構成 

講義と（6つのグループに分かれて）ワークショップ 

 

④受講料 

無料 

 

⑤開催形態 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、全てのプログラムを Zoom によりオン

ラインで配信し、受講者は、全てのプログラムを Zoom によるオンラインで受講する形態とした。 

講義の一部は、リアルタイムで講師が配信し、一部は、講師が事前録画した映像を講師または

事務局が配信した。 

ワークショップは、Zoomのブレイクアウトルーム機能を用いて事務局がグループ分けとタイム

マネジメントを行い、ファシリテーターが進行した。 
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事務局は、また、講師等や受講者、傍聴する文科省や検討会委員の入室許可操作、講師等との

打合せ、講師等への対応、当日のプログラム進行の調整への対応、受講者の遅刻・早退等への対

応・出欠記録、受講者の質問等への対応も行った。 

なお、ワークショップのモデレーター及び事務局は全日、配信会場に集合した。ファシリテー

ターは、遠隔地在住者や都合のつかない者を除いて配信会場に集合し、文部科学省の担当者の一

部も、初日の講義終了後、配信会場に集合した。 

また、文部科学省の担当者の一部及び検討会委員の一部がオンラインで傍聴した。 

 

◆ 配信会場 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)18 階 1801～1804 会議室及びその周囲のスペース

一体を配信会場とした。 

ワークショップの各グループのファシリテーターは、音声のハウリングや混線を防ぐため、

別々の会議室に分かれて配信した。 

図表 IV-1 研究開発評価人材育成研修 配信会場 

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 1801～1804 会議室）見取図 
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図表 IV-2 研究開発評価人材育成研修 配信会場 

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 1801～1804 会議室）写真 

           1801会議室             1802会議室 

         

周囲のスペース   

           1803会議室             1804会議室 

         

周囲のスペース   
 

⑥受講者 

募集定員  ：48名（8人×6グループ想定） 

受講申込者数：47名 

受講者数  ：47名（当日、1名が辞退し、他方で 1名から受講希望があって受け入れ） 
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◆ グループ別の受講者の属性と担当ファシリテーター名 

図表 IV-3 令和２年度研究開発評価人材育成研修 グループ別の 

受講者の所属機関名・部署名・役職と担当ファシリテーター名 

  

id 1.所属機関名 4.部署名 5.役職

花田晶公

51 岐阜大学 研究推進部研究事業課 課長補佐

10 山口大学 学術研究部ライフサイエンス支援課 係長

43 高エネルギー加速器研究機構 IR推進室 係員

48 東京医科歯科大学 統合研究機構事務部研究推進係 係長

20 岡山大学 研究協力部研究協力課 事務職員

14 新潟大学 研究推進部 研究企画室 特任専門職員(URA)

52 物質・材料研究機構 経営企画部門　経営戦略室 NIMS特別専門職

44 自然科学研究機構岡崎統合事務センター 総務部総務課 係員

遠藤悟    

28 奈良先端科学技術大学院大学 研究・国際部　研究協力課　研究推進係 係員

47 長岡技術科学大学 研究戦略本部 リサーチ・アドミニストレーター

31 情報・システム研究機構 企画評価係 特任技術専門員

50 富山大学 研究振興部研究振興課産業連携チーム 主任

35 岩手医科大学 研究助成課 係長

19 新潟大学 研究企画室 リサーチアドミニストレーター（URA）

40 高エネルギー加速器研究機構 総務部総務課評価調査係 係長

34 弘前大学 研究推進部研究推進課 課長補佐

小湊卓夫

25 大阪医科大学 産学官連携推進室 課長補佐

21 大分大学 研究推進部研究推進課 係員

39 東京都立大学 総合研究推進機構 URA

54 日本医科大学 研究推進部 アシスタントサポート・スタッフ

16 帝京大学 先端総合研究機構　事務室 係長

41 宮崎大学 研究国際部 研究推進課 総務係 係長

37 東京理科大学 研究推進部研究推進課 係長

33 岩手医科大学 学務部研究助成課 係長

林隆之

22 学習院大学 研究支援センター 主事補

23 関西学院大学 研究推進社会連携機構 課長補佐

55 龍谷大学 研究部 課員

30 玉川大学 学術研究所　研究促進室 課長補佐

13 津田塾大学 教育研究支援事務室 事務室長

24 岩手県立大学 研究・地域連携本部　研究・地域連携室　産学公連携グループ 産学公連携コーディネータ

15 山口県立大学 教育研究支援部　研究支援部門 主任

42 上智大学 研究推進センター 専任職員

安藤二香

46 和歌山大学 研究・社会連携課 専門員

18 静岡理工科大学 社会連携課 課長代理

53 福岡工業大学 総合研究機構　産学連携推進室 産学連携プロデューサー

38 東京農業大学 農生命科学研究所事務部 課長補佐

32 神奈川工科大学 工学教育研究推進機構　リエゾンオフィス コーディネータ

56 工学院大学 学長事業推進本部　研究推進室 一般

9 福島大学 研究振興課 特任専門員

嶌田敏行

27 目白大学 教務部　研究支援課 係員

36 園田学園女子大学 社会連携推進センター　地域連携・研究支援ユニット 一般職

12 開志専門職大学 総務課 係員

17 人間文化研究機構 本部機構長室 特任助教

29 大阪体育大学 庶務部研究支援担当 課員

45 徳山大学 総合研究所 係長

26 東北福祉大学 企画課 課長

11 京都光華女子大学 学務企画部 職員
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令和２年度研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会 

研究開発評価人材育成研修企画ワーキンググループ 

名 簿 

 

（敬称略、５０音順） 

 

  安藤 二香 政策研究大学院大学 科学技術イノベーション政策研究センター 

                            専門職 

 

  伊地知 寛博 成城大学 社会イノベーション学部 教授 

        （研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会 委員） 

 

  遠藤 悟  独立行政法人 日本学術振興会 経営企画部 上席分析官 

 

○ 栗本 英和  名古屋大学 教授・教養教育院副院長 

        （研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会 委員） 

 

  小湊 卓夫 九州大学 基幹教育院 准教授 

 

  嶌田 敏行 茨城大学 全学教育機構 准教授 

 

  花田 晶公 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 研究推進部長 

 

◎ 林 隆之  政策研究大学院大学 教授 

        （研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会 委員長） 

 

◎研究開発評価の在り方に係る特筆課題等への取組の状況調査検討会 委員長 

○研究開発評価人材育成研修企画ワーキンググループ 座長 

 

文部科学省 

新地 博  文部科学省 科学技術・学術政策局 企画評価課 

               評価・研究開発法人支援室 室長補佐 

笹原 央  文部科学省 科学技術・学術政策局 企画評価課 

                評価・研究開発法人支援室 専門職 

杉本 芙美  文部科学省 科学技術・学術政策局 企画評価課 

                    評価・研究開発法人支援室 

 

事務局 

上野 裕子  三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 政策研究事業本部 

                     経済政策部 主任研究員 
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⑦受講者に対するアンケート調査の実施方法 

研修終了直後に、受講者に対してアンケート調査 Web サイトの URLをメールで連絡し、Webサ

イト上のアンケートフォームにて回答を回収した。 

 

３．研究開発評価人材育成研修のプログラム 

(1) 受講者に配付した研究開発評価人材育成研修 プログラム 

図表 IV-4 令和２年度研究開発評価人材育成研修 プログラム（受講者向け） 

 

 

2月17日(水)

開始 終了 時間 内容

13:00 13:05 5分 開会挨拶
　文部科学省　科学技術・学術政策局　科学技術・学術戦略官（制度改革・調査担当）　佐野多紀子

13:05 13:10 5分 オンライン開催に伴う諸注意
　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)

13:10 13:30 20分 【講義】
「科学技術イノベーション政策の最近の動向｣
　文部科学省　科学技術・学術政策局　企画評価課
　　　評価・研究開発法人支援室　室長補佐　新地 博

13:30 14:10 40分 【講義】
「研究開発評価の意義と枠組み」
　講師：伊地知 寛博（成城大学　社会イノベーション学部　教授）

14:10 14:15 5分 休憩

14:15 14:55 40分 【講義】
「研究課題（プロジェクト）の評価」
　講師：安藤 二香（政策研究大学院大学　科学技術イノベーション政策研究センター　専門職）

14:55 15:00 5分 休憩

15:00 15:40 40分 【講義】
「研究開発機関の評価」
　講師：林 隆之（政策研究大学院大学　教授）

15:40 15:45 5分 休憩

15:45 16:15 30分 受講者の自己紹介

16:15 17:00 45分 【ワークショップ】
各グループでの現状課題の共有と意見交換

2月18日(木)

開始 終了 時間 内容

13:00 13:10 10分 オンライン開催に伴う諸注意（特に協働作業の方法等）
　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)

13:10 13:50 40分 【講義】
「大綱的指針の考え方を踏まえたロジック・モデルと大学・研究機関における課題」
　講師：栗本 英知（名古屋大学　教授・教養教育院副院長）

13:50 14:35 45分 【ワークショップ】ラウンド１

14:35 14:45 10分 休憩

14:45 15:30 45分 【ワークショップ】ラウンド２

15:30 15:40 10分 休憩

15:40 16:25 45分 各グループによる成果発表・講評

16:25 16:30 5分 閉会挨拶
　文部科学省　科学技術・学術政策局　科学技術・学術戦略官（制度改革・調査担当）　佐野多紀子
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４．研究開発評価人材育成研修の受講者アンケート調査結果 

(1) 所属 

37 件の回答 

 

 

 

 

    

 

 

【その他】 

⚫ 統合研究機構 事務部 研究推進係 

⚫ 研究・社会連携課 

⚫ IR 推進室 

⚫ 総合研究機構 産学連携推進室 

 

20 人 

4 人 

11 人 

1 人（2.7％） 

1 人（2.7％） 
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(2) 職務内容 

37 件の回答  

 

 

 

 

 

 

【その他の主な職務内容】 

◇研究費の執行管理 

⚫ 学内外研究費の執行管理 

⚫ 学内競争的資金の審査事務局 

⚫ 公的研究費管理 

⚫ 科研費全般 

 

◇研究倫理 

⚫ 研究倫理教育 

⚫ 研究倫理 

⚫ 倫理委員会・臨床研究審査委員会事務局 

 

◇研究計画立案 

⚫ 年度計画関連業務 

⚫ 研究戦略策定、研究推進 

⚫ 大学の政策立案 

 

◇研究 IR 

⚫ 評価調査 

⚫ 論文 DB 

 

◇知的財産管理 

⚫ 知的財産 

⚫ 知的財産管理 
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◇その他 

⚫ 研究関連規程の管理 

⚫ 研究所運営事務 

⚫ 共同研究プロジェクトマネジメント 

⚫ 研究環境の整備支援 

⚫ 女性（若手）研究者支援 

⚫ 広報業務（事務） 

⚫ 契約関連全般 

⚫ 各種調整・連絡 
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(3) 研修への参加理由 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の具体的回答】 

⚫ 部署内で研修に内容に関する業務を行っているため。 

⚫ 前任者からの引継ぎにより、研修費参加予算が確保されていたため。 

⚫ 開学間もない大学であり業務実績等参考にするものがないため。 
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(4) 研修プログラムについて 

①科学技術イノベーション政策の最近の動向 

（文部科学省科学技術・学術政策局 企画評価課課長補佐 新地 博） 

 

a)講義の内容の満足度 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇科技技術イノベーション政策の動向の理解 

⚫ 講義を通して科学技術イノベーション政策の動向について体系的に学び、仕組みや変遷、今後の動向な

ど勉強になった。 

⚫ 第 5 期科学技術基本計画について、改めて内容を確認することができたため。 

⚫ 第 6 期科学技術基本計画など科学技術・研究政策の概要を知ることができたため。 

⚫ これまでの科学技術基本計画が何を目指し、次期計画で実現を目指すことを簡潔にご説明いただき、理

解が深まった。 

⚫ 基本的な内容を学習できたため、全体としては満足している。 

 

◇大局的視点からの全体像の理解 

⚫ マクロ（国全体）的視点で枠組みや制度設計について学べた。 

⚫ 長期的な視点から、研究に関する計画がどのように変わっていくかが理解できたため。 

⚫ これまでスポット的にしか把握していなかったことが、全体的な視野で見えたため。 

⚫ これまで人事・教務事務等の従事経験はあったが、研究分野も含め大局的な視点と今後の動向について

意識が向かないままであったため、ためになった。 

 

◇担当者の直接の説明 

⚫ 文部科学省の担当者より、実際の政策に関する説明を受け、分かりやすく良かった。 
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⚫ 報告書等はたくさんあるが、中々読む機会がないため、直接説明を受けることができ良かった。 

⚫ 会議資料を Web 上から入手できるとはいえ、独立した資料からではそれぞれの相互関係や行間までは得

にくいものであるため、直接説明してもらい、大変勉強になった。 

 

◇研究開発評価への理解 

⚫ 研究開発評価の全体の仕組みや今後の大学の戦略にも関わる文科省の動向をまとめて聞くことができ、

大変勉強になった。 

⚫ 研究開発評価についてある程度理解することができたため。 

 

◇自身の業務への応用 

⚫ 国内での評価システムの動向を知るとともに、自学での改善、適用の見直しのための参考にできた。 

⚫ 職務上必要な部分も多かったため。 

⚫ 普段の業務の背景知識（国のどのような政策や法律に基づいているかなど）を体系的に学ぶことができた

ため。 

 

◇予習の必要性 

⚫ 事前に学習する時間が十分に確保できなかったため、自分自身だけでなく他のメンバーの課題認識も持っ

て研修に参加できればより効果的だったと思う。 

⚫ 内容の予習をしていなかったため理解が追いつかなかった。 

 

◇意見・要望 

⚫ 専門用語の解説が欲しかった。 

⚫ 情報量が多かったため、特に重要なことを深く説明して欲しかった。 
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b)講義の内容は業務を進める上で参考になったか 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇国の政策把握の重要性 

⚫ 本学の研究推進レベルと国における研究推進レベルの目標には乖離があることを改めて認識した。また、そ

の差を埋めていくために本学としてどのような取り組みを行うべきかについて検討する必要があることを認識す

る機会となったため。 

⚫ 講義を通して科学技術に関する政策動向について学び、今まで詳しくは把握できていなかったため、自大

学の研究支援業務を行う中で、今後は政策動向にも着目していきたいと思った。 

⚫ 国等の重点施策・評価指針が理解でき、本学の研究戦略の方向性を考えるに資する内容であった。 

⚫ 事務的に処理を行っていた評価関連の調査について、制度の概要や目的等を理解した上で取り組むこと

ができる。 

⚫ 大学での第 4 期中期目標・中期計画の策定や、外部資金の申請時に、国の政策動向を基に検討を進

めていければと感じた。 

⚫ 国の研究開発評価に関する大綱的指針は非常に重要であり、折に触れて読み返したいと認識したため。 

⚫ URA 業務の根幹的な指針となる政策について、評価に基づく施策立案のスキームを理解することができ

た。 

 

◇業務上役に立つ 

⚫ ワークショップ形式で施策を考案する方法（ロジック・モデル）は今後の企画立案に役立つと思われるた

め。 

⚫ RISTEX の事業について学内で応募も考えていたため役に立った。 

⚫ 大学の産学連携活動の方向性を検討する際に役に立つと思った。 

⚫ 大学を取り巻く環境が急速に変化している中で、評価の重要性（適正な評価）を取り入れることで、成

果物の質と量をこれまでより短期間で結果を出せるようになる可能性がある。 

⚫ 学内の施策を検討する上で押さえておくべき事項を把握できたため。 
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◇今後に役立つ可能性 

⚫ 今後評価業務に携わる際に、講義内容が活かされると思う。 

⚫ 現在は評価に関する業務に携わっていないが、将来役に立つ内容だと思うため。 

⚫ 資料に提示されていた事項の詳細について、今後の業務で触れる可能性があるため。 

⚫ 外部資金獲得に向けた戦略を練る担当になった際には、役に立つと思った。 

 

◇職場全体として役に立つ 

⚫ 私個人ではなく大学全体として参考になる内容であったため。 

⚫ 自身の業務というよりは、職場に情報を持ち帰ることで役立ちそうである。 

⚫ 実践内容は自らの業務のほか、他部署の業務にも応用できるものであったため関係者に情報共有し広め

ていければと考えているため。 

 

◇学んだことを活かせる段階にない 

⚫ まだまだ学内で把握すべき課題が多いため、前提として学んだことを完全に活かせるようになるまでは時間

が必要と思うため。 

⚫ まだ本件を理解しないと進めない領域に本学が達していないような感触を受けた。 

⚫ 人文社会科学も少し光が当たってきた感じだが、自大学の現状とはやや遠い世界に感じたため。 

⚫ 自分自身の現在と今後の業務について咀嚼しきれていない部分があるため。 

 

◇現在の業務とはかかわりがない 

⚫ 現在は「研究開発評価」を行っていないため。 

⚫ 知っておくべきことと思うが、業務に役立つかは不明。 

 

◇その他 

⚫ 今後の政策の展望も含めた内容であった。 

⚫ 評価指針等を把握することができた。 

⚫ トップ判断によるところが大きいと思う。 
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②研究開発評価の意義と枠組み 

（成城大学社会イノベーション学部教授 伊地知寛博）  

 

a)講義の内容の満足度 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇「評価」という言葉の含意の理解 

⚫ 「評価」にいろいろな側面があることなど、あらためて「評価」ということを考えさせられたため。 

⚫ 「評価」というものの基本的な考え方を知ることができたことで、「評価の目的とは」、「何のための評価か」と

いう視点が明確に自身に芽生えたと感じたため。 

⚫ 単に評価という言葉でも研究開発においての評価については、目的を実現したり、目標を達成したりする

手段として実施され、意思決定を支える根拠として評価が重要になるという点が印象に残った。 

⚫ 「評価と意思決定が同一ではない」ということがとてもよく理解できた。 

⚫ 「評価」で括られる様々な例を説明していただき、概念の理解に役立った。 

⚫ 「評価」の意義について、とても分かりやすく、これまで混同していたことが明確に整理されたため。 

⚫ 「意思決定」につなげる評価を行うため、「評価」の目的を明らかにすること、制度設計をする上で、「評価」

を含めて設計することの必要性について改めて認識することができたため。 

⚫ 本講演により、目的を達成するための手段として「評価」を用いることを知った。 

⚫ 評価がどういったものを指すのかが事例や概念等の図示により理解しやすかったため。 

⚫ 評価をいかに次のプランに反映するか、という視点が重要だと再認識できた。 

⚫ 過去どうだったかと将来に向けてどうかという評価があること、アウトプットとアウトカムなどの考えが理解でき

た。 

 

◇研究開発評価の理解 

⚫ 研究開発評価の基本的な考え方、位置づけを確認できたため。 
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⚫ 研究開発評価について体系的に学ぶ機会がなかったため、とても勉強になった。 

⚫ 研究開発評価の基礎的かつ重要な内容を知ることができたため。 

 

◇役に立つ・勉強になる 

⚫ 業務でも役立つと思った。 

⚫ 今まで評価業務には全くかかわっていなかったため、良い勉強になった。 

⚫ 評価が必要な学内事業等の推進を行っているが、評価側の視点を意識して業務を行っておらず、勉強に

なった。 

⚫ 政策と研究機関の取り組み等との構造的な繋がりの理解が深まった。 

 

◇資料の充実 

⚫ 頂いた講義資料(テキスト基礎編/応用編・概要版)がとても充実しており、今後のバイブルとなりそうであ

る。 

⚫ 提示のあった「研究開発研修プログラム(基礎編、応用編）」を教材として勉強したいと思う。 

⚫ 理論面で重要な資料を頂けたため。 

 

◇内容が難しい 

⚫ 研究評価を知る上で少し難しく感じた。 

 

◇その他 

⚫ 数年前から伊地知先生の講義を聴講したいと思っていた。 

⚫ 枠組みが体系的に示されていて理解しやすかったため。 
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b)講義の内容は業務を進める上で参考になったか 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇評価の重要性の理解 

⚫ 大学内の制度設計や各種競争的獲得資金(特に機関申請)や、各研究者への支援に当たって、評価が

どれだけ重要であるかがよく理解できた。機関評価と資源配分はあまり縁がないものであったため、本講義

の内容を今後 URA として活動上で活用できればと思っている。 

⚫ 評価の"意義"や"目的"をしっかり考えて、単なる作業ではなく意思決定の手段として活用していくことを、

日頃の業務でも心掛けたいと思った。 

⚫ 「評価と意思決定が同一ではない」ということを部署内で説明し、業務を円滑に回すようにしたい。 

⚫ 評価の方法を再考しなければならないと思った。自大学で評価というと単純に評点になりがちなため、今後

に役立つ知見を頂いた。 

⚫ 業務の中で、学内助成制度や支援制度の制度設計に携わっているが、制度自体の評価まで考えて制度

設計ができていない現状を認識することができた。現状の制度についても評価手法を検討するとともに、新

たな制度を設計する際には、評価まで視野に入れて検討していきたい。 

⚫ 実務と評価は直結していることも理解でき、また必要であるとも感じたため。 

⚫ 期待する成果を導く、賛同者を募る等の評価の新たな用い方を知った。 

⚫ 現在学内で行っている「評価」を見直すきっかけとなったため。 

 

◇用語・概念の理解 

⚫ 今後評価業務に携わる際に、言葉の意味を履き違うことを防げると思う。 

⚫ 用語の定義を理解することにより、自分なりの取り組みがしやすくなったように思う。 

⚫ 基本概念なため、将来も含めた汎用性のある知識であるととらえたため。 

⚫ 評価とは何かということが分かりやすく説明されていて、理解しやすかった。教員評価等の設計などに役立て

いきたいと思う。 

⚫ 評価の役割が整理できた。評価の evaluation と assessment を知るだけでも視界が晴れた。 

⚫ 現在の業務に就いてから日が浅く「評価」の概念を理解できていなかったため、説明を受けて飲み込むこと
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ができ、今後の業務もそれぞれ何を行っているか理解を深められそうである。 

⚫ 本 来 の 業 務 と し て 、 evaluation:assessment=1:1 が 理 想 で あ る は ず が 、 現 在

evaluation:assessment=4:1 であるため、ギャップを感じる。 

⚫ アウトプットだけでなく、アウトカムがどうかを注意することはすぐにでもできる。 

 

◇役に立つ・参考になる 

⚫ 自己点検・評価、認証評価、事業報告など自身の評価業務の参考になると感じたため。 

⚫ 業務的に、提示されていた参考資料などを今後の業務を通じて読み込んで行くことになる。そのため、長期

的に活用することが予想されるため。 

⚫ 研究開発評価を学内事業の立ち上げ及び評価に活用できる。 

 

◇将来役に立つ 

⚫ 現在は評価に関する業務に携わっていないが、将来役に立つ内容だと思うため。 

⚫ 人事部署との連携ができれば将来役立ちそうだと考えたため。 

⚫ 現在の主の職務とは直接関係しないが、基礎的な部分を含め学ぶことができたため。 

 

◇その他 

⚫ 文科省の事業などを読み直したときに理解しやすかった。 

⚫ 日々の業務の中に意識はしていないが、評価を行っていることに気づかされた。 

⚫ 具体的に研究開発評価を実行するときには、講義内容を踏まえた上で検討した方が良いと思うため。 

⚫ 知らないことが多かったため、基本的な内容の理解ができた。ただし、利用できる状態であるかは、自分の

中でよりしっかりとした理解が進まないと役立てられるとは思えない。 

⚫ 案内いただいた評価枠組みを体得するには時間を要するため。 

⚫ 本件を理解しないと進められないほど本学が進んでいないと感じた。 
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③研究課題（プロジェクト）の評価 

（政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センター専門職 安藤二香） 

 

a)講義の内容の満足度 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇実例・具体的で分かりやすい 

⚫ 事例を挙げての説明だったため、評価に対する具体的なイメージを持つことができ、参考になった。 

⚫ 事例を交えての説明であり、また事業に参画する上で、提示された要件の裏を読むことの重要性について

理解できた。 

⚫ JST の具体的な事例が非常に新鮮で、普段は処理しかしていないため背景を知れてよかった。 

⚫ 評価機関の実情や、運営側のお話を聞けたことはよい経験になった。 

⚫ 研究開発課題の評価とは何かを実例(JST-RISTEX)を基に説明いただいて、全体的な流れが分かった。

評価や募集において、コンセプトごとにシステムを組み立て直すことが成果を最大化する上で重要とお話が

あり、実際にどのように変更されたかの実例をお示しいただいたため、イメージしやすかった。 

⚫ 事例として RISTEX を紹介しており、担当したことはなかったが、プロジェクトの内容が分からずにいたため有

意義な学びとなった。また、自身の業務との違いも知ることができた。 

 

◇プロジェクト評価についての理解 

⚫ プロジェクトの成果は評価の基準にあり、そこへの注力が如何に重要であるかを知る機会となった。 

⚫ 政策 施策（プログラム） 各事業（プロジェクト）という上から下への考え方などが勉強になった。 

⚫ 評価プロセスについて段階を追って評価を効果的に活用すること、その可能性が分かった。 

 

◇支援的な評価という視点 

⚫ 特に「提案を育む視点強化」「支援的な評価」という言葉が印象的であった。 

⚫ 学内研究助成制度を検討する際も、研究を支援する視点を取り入れ、公募要領の見直し、審査での評
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価ポイント、また、実際の研究でどのような成果が明らかになったかについて、学会発表や論文だけでなく具

体的にどのような成果があり、その成果のインパクトについて地域や社会への還元という視点でも評価してい

きたいと考える機会を得たため。 

 

◇職務上必要 

⚫ 現在の職務に関連する部分も多くあったため。 

 

◇その他 

⚫ 安藤先生の RISTEX の事業運用の説明から、JST の皆様の並々ならぬ研究者への支援の様子が、大

変よく分かった。また機関としてもよりしっかりサポートすべきと認識した。 

⚫ 評価指標の立て方について学べたため。 

⚫ 内容はもちろんだが、特に発声が明瞭で聞き取りやすかった。 

⚫ 公募関係を広くも網羅すること、多様性への対応の重要性を再認識した。 

⚫ FA（ファンディング・エージェンシー）側の立場で、公募の設計からプロジェクトの評価までの一連の流れを

勉強することができ、とても良かった。 

⚫ 研究は、結果を享受する対象者の巻き込み方も大切だと思った。 

⚫ 応募段階から研究開発評価が始まっている点が興味深かったため。 

⚫ 競争的資金制度の設計において、適切なプロジェクト評価と成果の最大化のための公募・審査・採択・研

究実施・成果評価の流れについて知ることができた。 

⚫ 直接的に行う業務内容ではないものの、興味深い内容であった。 

⚫ 基本的な知識を得ることはできたと思うため。 

⚫ 具体的な話を聞けたのは良かったのだが、余りにも具体的で自身の業務との比較ができない部分があっ

た。 

⚫ プロジェクトなどの大きい評価の内容であったため。 
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b)講義の内容は業務を進める上で参考になったか 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇実際の業務に生かせそう 

⚫ 募集選考時に重視される項目がよく分かったため、申請支援の際にすぐにでも役立ちそうである。 

⚫ 自らの業務のほか、他部署の業務にも応用できるものであったため関係者に情報共有し実施していければ

と考えているため。 

⚫ 業務担当者として、公募、審査、助成の決定を中心に携わっており、申請者や評価者からの声を参考に、

公募要領や審査方法について検討はしていたが、「成果を最大化」するという視点はなかったため、その認

識を新たにすることができた。 

⚫ 助成決定後は、「研究費のばらまき」に近く、助成後の研究成果や実績の具体的内容について把握・評

価できる仕組みは現状ないため、課題として対応を検討していきたいと考える。 

⚫ 研究支援にも役立たせられる内容が多かったため。 

⚫ 新規事業を設定する際の参考になる。 

⚫ 学内の評価を設定する際に参考としたいため。 

 

◇将来役に立つ 

⚫ 現在は評価に関する業務に携わっていないが、将来役に立つ内容だと思うため。 

⚫ 初任者のため、プロジェクトに携われることがないが、将来的にこの知見を活かしていきたいと思う。携わって

いなくてもプロジェクトの流れというものは知っておくべき事柄であり、評価や募集において何が大事かなど、

勉強になった。 

⚫ 同じ部署の業務であるため、今後担当することも有り得るため。 

⚫ 募集要項作成が今後助成金要項を作成する際に役立つため。 

⚫ 今後競争的資金の獲得支援に携わることがあれば、考え方を役立てられるように感じた。 

⚫ 現在直接的には外部資金獲得支援業務には関わっていないものの、URA の業務や視点を理解すること

に役立つと感じた。 
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◇競争的資金の審査に役立つ 

⚫ 規模は全く異なるものの、学内の競争的資金の審査に活かすことができそうな印象を受けたため。 

⚫ 学内競争的資金の運営に関わっているため、申請書及び報告書等の評価に役立てたいと思う。 

 

◇現在の業務外 

⚫ 現在は「研究開発評価」を行っていないため。 

 

◇その他 

⚫ RISTEX の特色が理解できたため。 

⚫ RISTEX 事業に応募する際に参考になると思った。 

⚫ 次期中長期計画を立てる際に、評価指標についても改めて考える必要があるため実際のプロジェクトでの

経験を基に講義されていたため、現実味があり理解しやすかった。 

⚫ 各プロジェクトの申請における公募要領の読み方（ポイント）や、プロジェクト開始後のマネジメントに役立

てていきたいと感じた。 

⚫ 業務を行う上でのコミュニケーション方法として活用したい。 

⚫ プロジェクト実施中～事後評価設定の際の考え方・捉え方は非常に参考となった。 

⚫ 募集要項を見る視点が少し変わると思った。 

⚫ 評価の効果的な使い方、介入の仕方、JST の仕事を通じて具体例を示していただいた。 

⚫ これから競争的資金の仕組みを理解していく上で必要と感じた。 

⚫ 自大学にも国にも言えるが、トップの政策の信頼性が問われる場合に、それを評価したり問い直したりする

ようなボトムアップ的な視点が感じられなかったため。 

⚫ 具体的な事例の知見としては大変貴重なものであるが、具体例の印象が強く、自身の業務に反映させる

ためには自身の実力不足も相まって難しいと感じた。 

⚫ 知らないことが多かったため、基本的な内容の理解ができた。ただし、利用できる状態であるかは、自分の

中でよりしっかりとした理解が進まないと役立てられるとは思えない。 
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④研究開発機関の評価 

（政策研究大学院大学政策研究科教授 林隆之） 

 

a)講義の内容の満足度 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇事例付きで理解がしやすい 

⚫ 実際の評価の内容を交えての説明で理解しやすかったため。 

⚫ 他機関の評価の事例について学ぶことができ、参考になった。 

⚫ 仮想事例での説明など非常に分かりやすかった。また、具体例でも興味深いものが多くあり、参考となった。 

⚫ 組織レベルでの研究成果の長所・短所の把握について、山形大学での論文ポートフォリオ分析の事例は

参考になった。 

⚫ 大学などの研究機関が受けているさまざまな外部評価や、内部評価の具体的な実例の紹介があったた

め。 

 

◇評価手段について理解できた 

⚫ 評価手段を具体的に学べたため。 

⚫ 統計を利用することの有用性を再認識できた。 

⚫ 研究成果の把握として、ポートフォリオやベンチマークの手法について新たに認識を得ることができた。 

 

◇仮想事例が理解に役立った 

⚫ 仮想事例があり、能動的に考えさせられた。 

⚫ 今の業務に近い話が聞けて、特に仮想事例や AKPI の部分は参考になった。また、ライデン声明なども紹

介があってよかった。 

 

◇内容が国立大学に偏っている 

⚫ 本研修の参加動機の中心は、私学、人文・社会系の研究開発評価を最新動向やヒントを得たいことだっ

た。他方本講義はもっぱら国立大学・研発法人の評価に注目しており、知りたい情報が少なかった。 
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⚫ 講義の表題が「研究開発機関の評価」とあり、当然大学の公立・私立が含まれるようにとれる。内容と表

題の差が著しいため、見直しが必要と思う。GRIPS の政策研究スタンスによるかもしれないが、今後は、研

修参加者に私学関係者がいることも承知いただき、大学の定義の確認と分析対象の設定、適切な事例

選択とその理由の説明を望みたい。 

 

◇その他 

⚫ 人社系の研究業績評価に関する動向について知ることができ、とてもよかった。 

⚫ 大学が評価を受けるもの・自身が評価するものには、どのようなものがあるのか、形成的評価・総括的評価

の違い、他大学事例、研究成果の把握についての説明を通して、研究活動を促進するために評価を行う

ことが重要であることを学んだ。 

⚫ （目的）成果を最大化するために、評価や分析をどの様に活用していくか理解できた。 

⚫ 組織の戦略に関する話が興味深かった。 

⚫ 機関評価の制度が理解できた。 

⚫ 正しい評価、分析のために何が必要かが理解できたため。 

⚫ 仕組みについてかなりレベルを落とした説明をいただき、非常に分かりやすかった。 

⚫ これまで他部署での仕事から「評価のための評価」というような思い込みを払拭するという点で意義があっ

た。 

⚫ 評価に関する調査業務について、個別で事務的に対応をしていたが、この講義で制度の設計や各評価の

関連が分かり、国立大学の評価のプロセスがより分かりやすくなった。 
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b)講義の内容は業務を進める上で参考になったか 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇多角的な評価の視点の必要性 

⚫ 研究IRという点で考えると、本学では未着手であるため、すぐに実現は難しいが、研究業績評価の視点に

おいて、単に論文数やインパクトファクターだけではなく、様々な視点での評価が必要であるという点と世界

的にも議論されているということを改めて認識することができたことがよかった。 

⚫ 本学の学部構成上人文・社会科学系の教員が多数を占める中で、地域・社会でのインパクトのある研究

創作活動という点で評価をする必要があり、その視点で評価をすると、これから開花する研究領域もまだま

だあるとポジティブに考えることができたため。 

⚫ 自大学の戦略形成やマネジメント改善に評価が重要という視点を提案していきたいと思う。論文データが

使えない分野においても活用できる指標があることなど、多様な分野において評価を通した分析等を設計

していきたい。 

⚫ いろいろな目的のためのいろいろな評価があることを知り、活かせる部分もあるのではないかと考えた。 

 

◇分析が興味深い・参考になる 

⚫ データ分析手法などが参考になる可能性がある。 

⚫ 研究戦略の策定や分析へと即活用可能な内容であり、非常に面白いと感じた。特に講義後半部分は、

掘り下げて（時間をかけて）分析の観点やベンチマークの設定等の詳細について伺いたかった。 

⚫ 特にポートフォリオ分析の表が興味深かった。 

 

◇業務に役立つ 

⚫ 組織評価の考え方は、業務効率化の役に立つと思った。 

⚫ 改善のための評価、という考え方が明確だった点はすぐに使えると感じたが、責任ある研究評価という点を

勉強して、将来、自大学にいかしていきたいと感じたため。 

⚫ 所属する組織の方針などを理解することに役立てられると思った。 

⚫ 機関評価を行うことはないが、所属部署の戦略立案等に役立てていきたい。 

⚫ 全て理解することはできなくとも、学内で行われている教学・研究 IR 活動の一環として、既存の情報・デー

タを収集し evaluation していくことくらいはできそうな気がした。 
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⚫ 評価に関する調査業務について、制度を理解した上で取り組むことができる。 

 

◇魅力的な事例 

⚫ 今回説明された他大学の事案のうち、将来的に参考にできそうなものが複数あったため。 

⚫ 九州大学の例など魅力的な事例解説は参考になった。今は自分自身の研鑚が必要だ。 

 

◇その他 

⚫ 今後の大学での取り組みに対する評価をどのようにすべきなのかを考えることができたため。 

⚫ 令和 4 年度科研費等外部資金獲得に役立ちそうなため。 

⚫ 共通指標配分のための調査分析もしているため、参考にしたいと思う。 

⚫ 「事例(3) 教員アンケートによる学内施策の重要性の認識」に大変興味を持った。すぐにとは言えないが、

いつか実施してみたい。 

⚫ 自学の現状を見直し、ボトムアップにはなるが機会があれば発信したいと感じた。 

⚫ 応用できるものであったため関係者に情報共有し実施していければと考えているため。 

⚫ 事業計画のフォーマットとして活用できるため。 

⚫ 法人評価の理解が進んだことで、内容の充実が期待できる。 

⚫ 研究力・教員評価を行う上で必ず理解しないといけない知識であるため。 

⚫ 広い汎用性のある話だったため。 

⚫ 大学と国立研究開発法人では評価のポイントが違うため。 

⚫ 知らないことが多かったため、基本的な内容の理解ができた。ただし、利用できる状態であるかは、自分の

中でよりしっかりとした理解が進まないと役立てられるとは思えない。 
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⑤大綱的指針の考え方を踏まえた、ロジック・モデルと大学・研究機関における課題 

（名古屋大学教授、評価企画室副室長 栗本英和） 

 

a)講義の内容の満足度 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇ロジック・モデルの理解 

⚫ ロジック・モデル化することで、改善点や弱点が可視化され、より具体的な方策を掲げることができる。 

⚫ ロジック・モデルについて学ぶことができ、またロジック・モデルが研究開発評価やマネジメントに有効であること

が良く分かった。 

⚫ ロジック・モデルの内容や具体的な立て方が学ぶことができ大変参考になったため。 

⚫ ロジック・モデルの手法について概略を知ることができたため。 

⚫ 今後の大学での取り組みに対するロジック・モデルをどのように作成し、検討すべきなのかを考えることができ

たため。 

⚫ ロジック・モデルとは何か、また必要なことは何かが分かったため。 

⚫ 目標達成のロジック・モデルを意識したことが無かったが、学内事業を運営する上で大切となる視点だという

ことが分かった。 

 

◇PDCA 関連の理解 

⚫ 研究開発活動に PDCA を活かすための具体策がよく分かった。 

⚫ PDCA SDCA DCAP CAPD PDSA や問題と課題などの用語使い分けを知ったため。 

⚫ PDCA が不要な業務に対して、部や課で取り組む際の材料となった。 

⚫ マネジメントサイクルや道筋による U 字型アセスメント、ロジック・モデルの概要を学べた。目標を決める向上

型と呼ばれる PDCA サイクルと SDCA サイクルによる基準を決める定着型を交互に行うという部分について、

新たな視点だった。 

⚫ PDCA サイクルの在り方を再認識することができた。 
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⚫ SDCA というマネジメントサイクルについて、評価疲れを打開する方法の一つだと感じた。 

⚫ PDCA サイクルはよく聞く語であったが、説明を聞き、業務の目的や階層に応じ色々なパターンで適用させ

る必要があるのだと分かった。 

⚫ これまでPDCAサイクルを意識して業務は行っていたけれども、CAPDや SDCAについて学ぶことができたた

め。 

⚫ マネジメントサイクルについて、いわゆる PDCA の枠組みに違和感のある場面もあったことから、大変参考に

なった。 

 

◇内容の復習ができた 

⚫ 前日の講義内容を復習でき、グループワークに活かせられた。 

⚫ ２日間がつながった。 

 

◇その他 

⚫ 感覚では分かっているつもりだったが、論理的な解説を受けることができ、とても参考になった。 

⚫ 因果関係が論理的に構造化されることの重要性を知ることができたため。 

⚫ 研究開発評価をマネジメントにいかすための基本的な考え方がよく分かった。 

⚫ 図解を交えての説明で理解しやすかったため。 

⚫ 各種研究計画調書チェックする際のポイントにもなりそうであるため。 

⚫ 説明が難解で私の理解が追いつかなかった。 
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b)講義の内容は業務を進める上で参考になったか 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇ロジック・モデルの応用 

⚫ 大学教職員の思考回路のベースにあるのはロジック・モデルだと感じた。民間企業ではあまり馴染みのない

考え方であるため、早く順応したい。 

⚫ ロジック・モデルは、様々な諸課題に対して利用できる汎用的な手法であるため。 

⚫ 研究開発評価はもちろんのこと、日常の様々な業務においてもロジック・モデルは活用できると感じた。 

⚫ ロジック・モデルを活用した事業計画書を作成するため。 

⚫ 研究開発プログラム評価は、立案段階で「道筋」を描いていくことが重要であること、また、見直しをしていく

ことが重要であることについて、理論的には理解し納得ができた。その手法として「ロジック・モデル」があるとい

うことについても理解した。 

⚫ 日常の業務をロジック・モデル化させ、課題の解決に努めたい。道筋を立てることで研究者にどのような支援

が必要か把握できるようになることが理想である。 

 

◇PDCA 関連への理解 

⚫ 最後の部分にあった道筋に基づいた効果・効用関係については参考になったが、PDCA マネジメントサイク

ルとかはすぐにとはいかないが、将来的に役に立ちそうだと思った。 

⚫ SDCA、PDCA、PDSA の意味を理解できたため、すぐに業務に使うことができる。 

⚫ PDCA サイクルのみを考えていたため、様々なサイクルが存在し、課題解決と問題解決など状況により適切

なサイクルを当てはめる必要性を学べた。また、マネジメントは管理と思っていたため、目的を共有し、目標

を実現する手段という点も、新たな視点だった。 

 

◇バックキャスティングの応用可能性 

⚫ 課題の解決はいつも行っているが、ロジック・モデルの表で右から左という発想法はあまりしたことがなかったた

め、今後、そういう考え方も取り入れたいと思ったため。 

⚫ バックキャスティングというシンキングプロセスは研究評価以外の様々な場面で役立つ。 
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◇評価制度・項目の設定に役立つ 

⚫ 成果及び指標の立て方を各種事業に反映できる。 

⚫ 学内の評価制度を設定する業務を担当しており、実際に評価項目等を設定していたが、体系的に理解

することができ、今後に活かすことができるため。 

 

◇その他 

⚫ 次年度の科研費応募書類に活用したい。 

⚫ Vision、Goal、Objective、Output、Outcome、Impact の関係が明確になった。 

⚫ 講義を受けて他の事業を読むとより理解が進んだ。 

⚫ 日頃から、論理的に、物事の因果関係をつなげて考える習慣をつけたいと思う。 

⚫ 考え方を取り入れ業務を遂行できれば、必要なことを無駄なく拾うことができると感じた。 

⚫ この考え方がスタンダートであるのであれば、活用をして学内の仕組みを作るべきと感じた。 

⚫ ワークショップだけでなく、業務の企画立案のベースとなると思った。 

⚫ 学内事業に関する業務を行う際に、意識して業務を行いたい。 

⚫ 改革・改善を定着させる難しさを日々業務で感じているため。 

⚫ 学内制度の変革にまで波及する可能性が高く、一存で決められるものではないため。 

⚫ やはり最初の判断、トップの判断に大きく左右されると思う。 

⚫ 知らないことが多かったため、基本的な内容の理解ができた。ただし、利用できる状態であるかは、自分の

中でよりしっかりとした理解が進まないと役立てられるとは思えない。 
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⑥ロジック・モデル作成ワークショップ 

（政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センター専門職 安藤二香、 

日本学術振興会経営企画部上席分析官 遠藤悟、 

九州大学基幹教育院准教授 小湊卓夫、 

茨城大学全学教育機構准教授 嶌田敏行、 

海洋研究開発機構研究推進部長 花田晶公、 

政策研究大学院大学政策研究科教授 林隆之） 

 

a)講義の内容の満足度 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇情報交換・意見交換ができた 

⚫ 自身の所属機関と近い環境の機関からいらした方々と情報交換をすることができたため。 

⚫ 多くの意見交換ができ、研究支援や研究開発評価に関する理解が深まったため。 

⚫ 意見交換が、他大学における取組・課題・今後を知る機会となり、自身の業務上有用な情報を得ること

ができた。 

⚫ 他機関の状況や、業務経験が長い方々の意見や考え方に触れられていたのが良かった。 

⚫ 参加したグループは、自大学の課題などを情報交換しながら、ロジック・モデル作成していくような形式だった

ため、色々な他大学の現状が聞けたことと、架空のモデルというより、自大学で考えたことで具体的なロジッ

ク・モデルを考えられたと思う。 

 

◇刺激を受けた・貴重な機会だった 

⚫ 栗本先生に事前にロジック・モデルについて講義いただいた後に、ファシリテーターの先生にも教授いただきな

がら、チームで実践でき非常に参考になった。 

⚫ 安藤先生やメンバーの方たちと短い時間であったが会話に参加できて刺激になった。 

⚫ URA の方々と一緒にワークショップに参加する機会はほとんどなく、とても刺激的だった。（URA の先生方
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にとっては事務相手だと物足りないだろうかという心配も少しあった。） 

 

◇ファシリテーターの進行に満足 

⚫ 嶌田敏行先生の進め方が、班の現状に合わせてくれていて、メンバーそれぞれの大学の課題や、改善策を

うまく引き出してくれたため。また、それに対して、嶌田先生が多様な経験や視点を駆使していただいて、ヒ

ントを頂けたため。 

 

◇オンラインならではの議論ができた 

⚫ google スライドを使用したのが画期的で良かった。 

⚫ WEB ならではの討論ができた。 

 

◇時間が足りなかった 

⚫ ワークショップ自体はとても面白かったのだが、ワークショップに使う時間をもう少し、講義の方にまわしていた

だけた方が、個人的には役に立つと思った。 

⚫ 時間に余裕がないため、ファシリテーターの想定する方向にやや強引に導こうとするなど、作業の進行に無

理があった。 

⚫ 一方で、それぞれの意見が多数でたことで、着地点に辿り着けないものもあり、更に時間を費やす必要があ

ったと感じた。 

 

◇対面がよかった 

⚫ 対面ではないため、情報量に制限があり、例年よりも学びは少ないのではないかと不安を覚えた。 

 

◇その他 

⚫ ワークショップの内容が直接的業務とは離れていたため、聞き入ることが多かったが、他大学の状況等を勉

強することができ、コミュニケーションを図ることによって、より身近に感じることができた。 

⚫ 能動的に考えさせられた。 

⚫ ほとんどが役職者という中で、一般の職員が議長としてまとめるという経験は初めてだったが、その難しさを実

感することができた。 

⚫ バーチャルとは言え、コミュニケーションを取りながら、五感を使ってプロダクトを作ることは非常に意義がある。 

⚫ 積極的な発言などができなかったため。 

⚫ 大学よりになったため、環境が違いすぎて、なかなか入っていけなかった。 

⚫ 講義の内容は既に熟知されている方はこれでよいと思うが、自分自身は知識が無いため。 
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b)講義の内容は業務を進める上で参考になったか 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇ロジック・モデルの理解・活用 

⚫ ロジック・モデルの作成手順がよく分かった。 

⚫ ロジック・モデルという流れについて実際に事例を挙げながら実施したため良かった。 

⚫ ロジック・モデルは研究開発評価を始め、日常業務にも活かしていきたいと思う。 

⚫ ロジック・モデルを用いて成果達成への評価を考えることは、様々な場面での活用が想定され、非常に有意

な経験となった。 

⚫ 日々のロジック・モデルに忠実に従って企画立案することは難しいが、いくつか応用できる面はあると思った。 

⚫ プロジェクト等に限らず、ロジック・モデルのようなものを作ってみることは思考の整理や意図を伝える上で非

常に役立つように思うため。 

⚫ ロジックツリーの組み立てを行う際の考え方や、発表についての助言など、普段人前でお話する機会が多そ

うな方のおっしゃることがとても参考になった。 

⚫ 組織的に使う前の段階で自らの整理としてロジック・モデルを活用できそうだ。 

⚫ ロジック・モデルは「道筋」の妥当性が重要であるが、「道筋」の妥当性を検討する時間があまりとれず、業

務でロジック・モデルを活用できるレベルまで、理解をすることができなかったため。 

 

◇意見交換が有意義であった 

⚫ 大学以外の機関や事務職員以外の職務の方々の意見等を聞くことができ、勉強になったため。 

⚫ 自分にはない視点を共有できた。 

⚫ 他大学の施策等で参考となるものがあったため。 

⚫ 他機関の事例等は、学内にて新たな制度等を立ち上げる際に参考になると感じている。また、テーマであっ

た「若手研究者支援」は、本学でも課題となる部分なため、今後、ワークショップで得た知識を意識して業

務を行いたい。 
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⚫ 今回議論できた他機関の事例や考え方等については、すぐにでも業務に活用したい。 

⚫ 良いと思った取り組みをすぐに自学に反映できるわけではないが、今後の取り組みとして検討することは大い

にあり得ると思うため。 

 

◇自大学の現状にあったモデルを考えることができた 

⚫ あまり研究が活発ではなく、教育重視大学の現状にあったロジック・モデルの提案になったため。また、まった

く違う立場からのコメントも参考になったため。 

⚫ 自大学が研究を「なぜ」推進しなければならないか、根本的な部分の答えが見つかったような気がする。研

修のワークショップというと架空モデルで考えて、飛躍した意見(自大学に戻った際に実現できるのか)を集約

していくような感覚であるため、リアルな悩みをそれぞれ話ながらロジック・モデルを組み、逆に自大学の答え

を探しにいくような形になって良かった。今回学んだことを自大学で実現していきたいと思う。 

 

◇その他 

⚫ 研究開発評価に限らず、様々な物事に対して応用ができる考え方だと感じたため。 

⚫ アクティビティとアウトプットに対する考え方が学べたため。 

⚫ 道筋の大切さを確認できた。 

⚫ 実際に作業をすることで、活動や活動結果等が分かった。 

⚫ 様々な制度を入れていく際のプロセスを理解できたため、足りない部分を補ってすぐに制度作成ができそうだ

った。 

⚫ Inputs と Activities の判別方法が難しかった。 

⚫ せっかく様々な分野の方と交流できる場で、意見交換があまりできなかったのではないかと思ったため。 

⚫ 知らないことが多かったため、基本的な内容の理解ができた。ただし、利用できる状態であるかは、自分の

中でよりしっかりとした理解が進まないと役立てられるとは思えない。 
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c)グループディスカッションの時間は十分だったか 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇ちょうどよい 

⚫ 長すぎず、短すぎずちょうど良い。 

⚫ 十分に議論できたため。 

⚫ 限られた時間だからこそ、よく考えられると思う。 

⚫ 最終目的まで討論できたため。 

⚫ ロジック・モデルに関する十分な理解があれば時間は十分足りると思った。 

 

◇テーマが大きかった 

⚫ 運営側からの課題提示の時点で、設定をもう少し絞り込んでいただくのもよいかもしれない。 

⚫ 目標設定が、「多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築」「若手研究者の挑戦を支援するキャリア

パスの構築と創発的な研究の強化」と少し抽象的であった。 

⚫ オンライン上では、今回くらいが限界だと感じるため。ただし、時間に比してテーマが大きいとは感じた。嶌田

先生がうまくテーマのなかの皆の関心を絞って議論をファシリテートしてくれていたため、十分に感じた。 

 

◇オンラインの影響 

⚫ オンライン上ということもあり、前半は発言しづらい雰囲気があったため（ファシリテーターの小湊先生のおか

げで、中盤から議論が活発になった。）。 

⚫ リモートのやりにくさも多少あったと思うが、90分間だとなかなか議論をまとめるところまで到達するのは難しい

と感じた。 

⚫ 対面ではないため、情報量が少なかった。 

⚫ 時間がなかったというよりは、Zoom の構造上、ロスタイムなどフレキシブルなスケジューリングが難しいところ

は致し方ないと感じた。 
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◇意見交換をもう少ししたかった 

⚫ ロジック・モデルを作成することで精一杯で、他大学の事例などをあまり聞くことができなかったのが少し残念

だった。 

⚫ グループワークのテーマ以外のディスカッションも行い情報共有したかったため。 

 

◇参加者の背景の多様性 

⚫ 参加者の背景の違いから、ぼんやりとした議論になってしまったことが残念だった。グループディスカッション時

のテクニック的な問題かもしれないが、議論の入口と出口の認識のすり合わせを行う時間が足りていなかっ

たと思う。 

⚫ 参加大学によって、状況やレベルが余りにも異なっているため、グループワークを進めるのが難しかったという

印象があった。 

 

◇その他 

⚫ 情報交換とグループワークが一体化していたため、時間が足りなかった。 

⚫ 発表者が google スライドをまとめる時間を確保できればもっと良かったと思う。 

⚫ リーダー（進行役）を参加者にすることは意義があることだと理解する。一方で、ロジック・モデルを始めて

経験する参加者にリーダー（進行役）を任せることは、少ない時間内で「ロジック・モデル」という手法を学

び、それを自分のものにする（理解する）には少々困難であったという印象が否めなかった。 

⚫ あまり長くやっても集中力も持たないと思うし、ロジック・モデルを完璧に作るということが重要というより、どのよ

うにロジック・モデルを作ればよいのかをグループワークを通して体験することが重要だと思う。実際に、自大学

で実践した場合は、取り留めのない意見など様々なものが出ると思う。むしろワーク時に体験した、様々な

意見を「活動結果」「活動内容」を行き来させながら組み立てていったことを経験したことがプラスになったと

思う。 

⚫ 指標を組み込むところまで到達できなかったため。一方で、かなり疲労もあったためあまり長時間にするのも

難しいかとは思った。 

⚫ 発表・講評の時間が少し長く感じた。 
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d)上記 c)で②③④と回答した方へ、どれくらいの時間が適切か 

 

37 件の回答 

 

【理由】 

◇適切だった 

⚫ 設定時間は十分であった。 

⚫ 今回でよかったため、同様が良い。 

 

◇議論が終わらなかった 

⚫ 最後まで議論を終えることができなかったため、もう少し時間があると良かった。 

⚫ 今回、あと 30 分あれば全体のまとめまで完成できたように感じたため。 

 

◇休憩時間分を議論の時間にプラス 

⚫ 休憩時間も議論を行っていたため、その時間を含めた時間。 

 

◇時間調整（延長）ができるとよい 

⚫ 時間調整ができればよいと思った。参加する側の問題であるため、時間延長のリクエストがあれば延長時間

を設けてもよいかもしれない。 

⚫ 時間がなかったというよりは、Zoomの構造上、ロスタイムなどフレキシブルなスケジューリングが難しいところが

致し方ないと感じた。 

 

◇その他 

⚫ 今回は指標までは検討する想定になかったが、実際に業務で活用するレベルまで理解するには、指標の検

討も含めて、さらにその道筋の妥当性を検証する時間もあるといいと考えた。（無料の研修で、さらに短期

間のため、すべて理解するには無理があることは理解している。） 

⚫ 全体の自己紹介もよかったが、結局は誰がどのような発言をされたか記憶に残らなかったため、グループ内で

の自己紹介だけにして、グループ内での時間を長くとる方がよいのではないかと感じた。 

⚫ グループディスカッションの時間は 90 分でも良いと思ったが、例年開催されている交流会（参加者同士の



 

136 

情報交換）ができるとより良いと感じた。 

⚫ いつまでにどの部分まで進める必要があるのかを事前に提示してもらえれば、まとまりやすかったと思う。 

⚫ 付箋等の作業にも時間を要するため、個人的には議論しながら評価まで話を進めるためには 2 倍くらいあ

るとよいかと思ったため。 

⚫ 一人一人の意見をゆっくり傾聴する時間が欲しいため。 

⚫ もう 30 分あれば指標も組み込んだロジックツリーになったかなと思う。 

⚫ それぞれの単元を分けて考えを整理し、半日もしくは 1 日時間が欲しかった 

 

 

※なお、本設問は、「c)で②③④と回答した方」を対象とした設問であり、全員必須回答とすべきではなかったた

め、そのことを指摘した自由回答が、かなり見られた。今後行う際は修正が必要。 
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(5) 運営等について 

①研修全体の満足度 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇オンライン・Zoom でも問題なし 

⚫ Zoom の特性を生かし、スムーズな会議進行、技術的な面でのサポートが有り難かった。 

⚫ オンラインでそれなりの人数だったがトラブルもなく進行されたことと、初学者なりに習得しやすい説明がされて

いたこと。 

⚫ 初めてZoomによるワークに参加したが、とても便利だと感じた。また、こうやって移動することがなく、全国の

機関の方とコミュニケーションを図りながら共同作業できるのは良い取り組みと感じた。 

⚫ Web 上での場面切り換えやブレイクアウトルームへの移動等、スムーズに運営いただいた。 

⚫ オンライン研修がはじめてだったため、不安もあったが、多くのことを学ぶことができたため。 

⚫ 遠隔ワークショップは発言者の意見を聞くという観点では集中できてよかった。 

 

◇研究開発評価への理解 

⚫ 研修前は、自身に評価に関する基本的なイメージができていない状態であったことが分かった。今回の研修

資料（提示された参考資料含む）を今後の業務に使用することで、多少なりとも業務に貢献できるので

はないかと希望が見えたため。 

⚫ 研究開発評価について体系的に学ぶ機会がなかなかないため、貴重な経験となった。 

⚫ 恥ずかしながら「研究開発評価」について、どういったものかを知らなかったため、大変勉強になった。ロジッ

ク・モデルも作成したことがなかったため、とても貴重な機会となった。 

⚫ 目的があっての評価であるという視点が自分には抜けていることに気づかされ、大変有意義な時間となっ

た。 

⚫ 評価を様々な切り口から解説していただいた。 
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◇研修全体としてよかった 

⚫ 大変内容の濃い研修だったと思う。 

⚫ 当初期待していた以上の内容であったため、参加してよかった。 

 

◇他機関との交流 

⚫ 他機関の方々と交流できた点がとても良かった。 

⚫ 交流機会は多くなかったが、他大学の方の事例などを聞くことができるのも良かった。 

 

◇講義とワークショップの組み合わせがよかった 

⚫ 講義形式でインプットした後にワークショップでアウトプットできて理解を深められたため。 

⚫ 講義とワークの配分が良いと思った。 

 

◇業務に役立つ 

⚫ 業務に直結した内容が多く、大変役立ったため。また、体系的に理解することができるようになったことにより、

今後に活かしていけると感じたため。 

⚫ 研究開発評価人材育成研修という意味では、あまり理解を深められなかったが、日常業務への転用がで

きる素材が多くあった。 

 

◇休憩が少ない 

⚫ 休憩時間が短かったため、講義再開時に良い状態で臨むことができなかった。 

 

◇Zoom の入室許可が遅い 

⚫ Zoom 設定で入室許可が必要ないようにすると、スムーズな運営が可能だと思う。 

 

◇その他 

⚫ 平均的な知識を有する参加者にはとても良いバランスだと思う。 

⚫ 機関間でのディスカッションの時間が不足している。 
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②望ましい研修の実施の時期 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇業務の閑散期がよい 

⚫ 法人評価を担当している関係上、今の時期は来年度の計画策定の真っ最中で繁忙期となり、かつ、実

績報告の作成などを考えると 10 月～12 月しか余裕がない。 

⚫ 大学は、夏ごろが比較的業務上落ち着いている時期だと思われるため。 

⚫ 業務が落ち着いていることと、4 月と 7 月に主な異動のタイミングがあるため、評価業務を 1 年程度経験し

て参加することができるため。 

 

◇次年度の計画前の実施がよい 

⚫ 次年度の研究戦略等を立案するタイミングが 1 月～3 月になると思うため、その前に研修があるとより効果

的と感じた。 

⚫ 次年度、研究開発評価を担当することになれば、年度初めから職務に活かせる。 

 

◇年度末を避ける 

⚫ 年度末は業務が多く、参加するための時間をとることが厳しいため。 

⚫ 年度初めは立て込んでおり、夏や秋は様々な研修を受けたりし、年度末は多忙なため、年度末前の 2 月

くらいが、ちょうど良かった。 

 

◇入試を避ける 

⚫ 1 月から 3 月は、大学（本学のような小規模大学は特に）にとって入試、卒論時期と重なるため、できれ

ば避けていただきたいと思う。 

 

◇科研費業務の時期を避ける 

⚫ 科研費関係の事務が比較的少ないため。 
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◇その他 

⚫ 人数を絞ってでも、通年実施にすると良いと思った。 

⚫ ある程度、知識や理解を深めた上での受講が望ましいため。 

⚫ オンラインであればいつでも大丈夫だが、対面であれば②7 月～9 月、1 月～3 月がよい。 

⚫ 時期は問わない。 

 



 

141 

③適切な研修の日数 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇妥当だった 

⚫ 特に Web での実施とした場合、1 日では詰め込み過ぎ、3 日では長く感じるため。 

⚫ 座学の日と、ワークの日に分けることで、よりワークに集中できた。また、予備知識を学んですぐにワークでは

なく、１日置くことで、知識の定着を図ってからワークに入ることが良かった。また、１日では身体的な負担

が大きいし、長い期間も時間の都合上など制約が出てくる。今回同様が適切に感じられた。 

⚫ 一日目に学び、翌日のディスカッションの準備を1日目の研修後及び2日目の午前中に行うことができるた

め。 

⚫ 今回は講演の時間が押したため、グループ内での自己紹介の時間がとれず結果として残念だったが、2 日

間で十分だと思う。 

⚫ 出張等ではないため、業務との兼ね合いから参加しやすいスケジュールだった。 

 

◇2 日では短い 

⚫ ワークショップの時間を増やしたい。 

⚫ 1 日は座学として、数日おいてからワークショップであれば課題の収集もできるかと思う。 
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④適切な定員の数 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇今回の人数が妥当だった 

⚫ 今回特に支障がなかったため。 

⚫ あまりに多いと全員を把握できないためこれくらいの人数がよいと思う。 

⚫ グループの人数もほどよく、発表も間延びがなかったように思うため。 

⚫ グループワークの発表時間や発表内容から、今回設定の人数は集中力を切らさず聞くことができたため妥

当だと思う。 

⚫ 多すぎず少なすぎず、と考えると、50 人程度が適切と思う。 

 

◇多いほうがよい・何人でもよい 

⚫ 100 名。技術的に可能ならば、参加者数を多くしていただいたほうがよいため（グループを多くして、代表

的なグループの発表のみでよいと感じるため）。 

⚫ グループワークなため、参加者としては何人でも良い。（全員の自己紹介の時間はあまり有用だとは思わ

なかった。） 

⚫ 様々な事例やアイデアを知ることができると考えるため。 

 

◇少ないほうがよい・グループワークのしやすい人数 

⚫ オンライン開催では、複数回の開催とし、それぞれの人数を少なくした方が受講者側にとっては効率的だと

思う。 

⚫ グループディスカッションの時間はありがたかったため、グループディスカッションができる人数で、運営の方の負

担のない人数がいいと思った。 

⚫ グループワーク時の人数が多くなると時間が少なくなると思う。また、グループが多いと多様な意見が聞けると

いうメリットはあるが、それだけ時間が押して、本編の時間が少なくなると思うため。 

⚫ 6 人グループ程度だと、発言しやすくちょうどいい人数のように思う。 

⚫ グループワークの班員の数がもう少し少なくなると、全員発言せざるを得ない状況がつくれるかなと思った。 
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⑤希望する今後の研修の形式（講義・ワークショップ） 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇講義+ワークショップで学んだことが身につく 

⚫ 今回同様、基礎知識を講義で学び、それを踏まえてワークショップという形式が、最も学んだことが身に付く

と考えるため。 

⚫ 経験上、講義のみよりも、実践的なことを加えた方が身につくと考えるためである。また、ワークショップのみは

初心者にはハードルが高すぎると考える。 

⚫ 講義による学びとグループディスカッションから得られる学びはどちらも大切だと実際経験して感じたため。 

⚫ 講義での基礎知識を基に、グループワークを行うことで、グループワーク自体の取り組み方や精度が上がる

気がする。 

⚫ 講義で、国の動向や先行事例を学び、他大学の現場レベルでの状況についてグループワークで共有・意見

交換できる今回の形式が良いと思う。 

⚫ 講義により不足する知識や大綱を知った上でのグループワークに学習効率を感じるため。 

⚫ 講義の受講を目的に参加したが、ワークショップがあったことで予習の必要が生まれ、結果的にただ聞くより

も身になったと感じる。 

 

◇ワークショップで情報交換ができる 

⚫ 他機関の方々とのオンラインワークショップを始めて経験したが、よい情報交換ができたため。 

⚫ 知識が得られ、ネットワーク作りにも役立てることができそう。 

 

◇今回と同じがよい 

⚫ 研修の構成はよかったと思う。 

⚫ 過不足なく良かったため。 

⚫ 今回の仕組みが非常に有意義と感じたため。 
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◇ワークショップがあるとメリハリがつく 

⚫ ワークショップがあると、ある程度緊張感や集中力を持って講義に臨めるため良いと思う。 

 

◇講義とワークショップどちらも 

⚫ 講義、グループワークのいずれかだとメリハリがつきにくいため。 

⚫ 講義を受講した上でワークショップを行うという流れが良いため。 

⚫ 講義が 8 割、2 割ワークショップがよい。 

⚫ ワークショップのような参加型の方が周りの方の異なる考えを知れるため良いが、やはり講義型で基礎的な

知識を学びたいため。 

 

◇ワークショップ中心がよい 

⚫ 講義については事前に資料を読んでおくこともできると思うため、ワークショップ形式中心が良いと思う。 

⚫ 講義主体では、なかなか理解できないと思う。ワークショップ中心の実践的内容の方がより、研修内容が身

につき、業務に活かせると思う。 

 

◇講義中心がよい 

⚫ ワークショップになると自身の事例を挙げることに時間が費やされることが多い。 

 

◇その他 

⚫ 参加者のレベルにもよるが、概論・概説に相当する部分があった方が取り組みやすいと思う。 
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⑥希望する今後の研修の形式（オンライン・対面） 

37 件の回答 

 

 

 

 

 

 

【理由】 

◇オンラインがよい 

⚫ 今回オンラインで十分良かったため、同様でよいかと思った。 

⚫ 講義はオンラインのほうが資料もよく見えて良いと思うことがある。 

⚫ 確かに対面もよいが、オンラインであると時間の有効活用が図れ、効率的であると感じた。 

⚫ 今回の形式で不都合を感じなかった。 

 

◇出張・移動の必要がないためオンラインがよい 

⚫ 出張費がかからないため、学内上も気軽に参加できたため。 

⚫ 子供が小さいため出張は難しいため、職場等から参加できるのは助かる。 

⚫ 移動時間が省略できる。交通費・旅費が不要。講義を聴きながら PC で関連情報を検索できる。通常業

務への影響が少ない。 

⚫ 遠方から参加することを考えると①の方が参加しやすい。 

 

◇対面がよい 

⚫ 対面の方が効果の上がるものもある。 

⚫ その場の雰囲気を感じ取れる。 

⚫ 今回はやむを得ないと思うが、やはり対面の方が議論はしやすいと感じた。 

⚫ 対面（少人数）でするのがよいと思う。 

 

◇ワークショップがやりやすいため対面がよい 

⚫ グループワークなどはやはり対面の方がスムーズだと感じるため②と回答した。 

⚫ ワークショップはオンラインだとなかなか難しい面もあると感じた。特にIT環境（Googleスライドの使用環境

等）が揃っていないと、難しいように思う。 

⚫ やはり、今回のような研修は、ネットワーク作りやワークのやりやすさ、研修全体を通しての様々なグループ及
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び講師の先生との活発な意見交換等が、今後の業務に活きてくると思う。オンラインだけでは、難しいので

はと感じた。 

⚫ オンラインでのワークセッションはコミュニケーションが難しかったため。 

 

◇ネットワーク作りがしやすいため対面がよい 

⚫ 人のネットワーク構築には、対面に勝るものはないため。 

 

◇オンラインと対面の選択方式 

⚫ 対面式で参加の方（会場に近い参加者）とZoomで参加の方（遠隔地の方）とがディスカッション含め

て合同で参加する、という方式が「未来的な研修」の１つの在り方なのではないかと考える。 

⚫ 個人的には、対面だと日程等の関係で参加ができないため、オンラインで参加しやすかった。グループワーク

はオンラインでは顔が見えづらいため、可能な限り対面とし、遠方等により参加が難しい場合にはオンライン

も可とするハイブリッド型が良いと思う。 

⚫ 講義はオンラインとし、ワークショップは対面というのが理想的だと感じたため（例えば 1 日目はオンライン、2

日目は対面）。 

⚫ オンラインと対面とそれぞれの良いところが活かせる。 

 

◇その他 

⚫ ケースバイケースだと思う。本セミナーは、ワークショップでの共同作業に重きを置いていると思うが、対面のイ

ベントをオンラインで再現しようとすると、長所を打ち消してしまうケースが多いと感じており、ニューライフに即

したイベント設計の難しさを痛感しているところである。全ての参加者が共同編集可能な Web ツールを利

用できれば、対面と同様(場合によっては対面よりも効率的)な対話と理解の深化が図れると思う。 

⚫ ワークシートでの展開は見えにくかった。 

⚫ 意見を出しやすいため。 

⚫ 今回オンラインであったため、対面も一度経験してみたい。 
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⑦希望する今後の研修のテーマ・内容 

17 件の回答 

◇大学・研究機関で実践されている事例 

⚫ それぞれの大学や研究機関の取組み 

⚫ 他大学における研究開評価の実践的な内容について、当該大学の担当者からの経験談 

 

◇研究開発評価の応用 

⚫ 今回の研修「基礎編」を受講した者等を対象とした「応用編」にあたる内容の研修を希望する。 

⚫ 評価結果をどう活かすか。 

⚫ 研究成果の評価（単なるデータベースの評価ではなく、様々な角度での評価手法を含む）に主眼をおい

た研修を実施してほしい。 

 

◇人文・社会科学系の研究評価 

⚫ 人文・社会科学系の研究評価 

 

◇資金獲得面での応用 

⚫ 研究開発手法を基にした事業計画書または補助金申請書の書き方（大学実例紹介） 

⚫ 科研費等外部資金獲得のための研究支援側のマネジメントについて 

 

◇研究支援人材の育成 

⚫ 研究支援人材育成研修 

⚫ 研究支援人材の底上げのため、テーマ別に研修を開催していただきたい。 

 

◇その他 

⚫ 伊地知先生の講義の前・文科省担当官の説明後に、科学技術政策・学術政策・研究開発評価の関

連を説明するパートが必要だと思う（例えば広島大学の小林信一先生、NISTEP にいた白川展之先

生）。 

⚫ DORA やライデン声明など海外動向の紹介 

⚫ 分野別研究評価のあり方 

⚫ Society5.0 の実装(スマートシティ) 

⚫ 今回のテーマが良いように思う。 
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⑧今回の研修の運営について参加者として気になった点、気づいた点、改善点 

21 件の回答 

◇自己紹介について 

⚫ 全体自己紹介は 30 秒でよいと思うが、そこで３つ言うのは難しい要求だと感じた。 

⚫ 自己紹介をもう少しスムーズにした方が良い（運営で進行した方が良い。）。 

 

◇その他 

⚫ タイムマネジメントが良かった。講義の内容も段階をおって知識の獲得、これまでの業務の整理ができ、大

変参考になった。 

⚫ ワークショップを増やし、班替え等も行い、多くの参加者が交流できる仕組みを取り入れていただければと思

う。 

⚫ 参加者名簿の所属大学等名の後に、国立大学／私立大学／公立大学 等の種別を記載してもらえた

ら有り難かったと思う。 

⚫ 伊地知先生の話に出てきたテキストが、文部科学省 HP で新しいものが出ているような気もしたが、同じも

のかどうかよく分からなかった。 

⚫ 運営の方は、Zoom のお名前の欄に役割等を記載いただくとより分かりやすいと感じた。 

⚫ 対象者として「研究開発評価の業務に1年から3年程度従事」とあり、研究開発評価に係る部署に配置

されて間もない方が多かったように思う。今後業務に従事される方に対して基礎的な研修を行うことはとて

も重要と思うが、幹部クラス（課長以上）の方に対しても同様の研修があると、とても良いと感じた。研究

開発評価について体系的に理解されている方は、特に地方大学においてはほとんどいないと思うため、研

修の内容が大学に更に広がっていくと良いなと感じた。 

⚫ 時間配分が難しいことは理解していますが、タイムスケジュールが変更になる場面が多かった点と、ワーク発

表時などの画面固定は運営側が補助や、事前に発表者を運営に知らせるなどがあれば進行がスムーズな

気がする。(発表時の時間も 1 日目の挨拶時のように時計表示した方が良いと思う。) 

⚫ パワーポイントが複雑で分かりにくい部分があったため、簡潔でシンプルなものだとよいのではないかと思った。 

⚫ アンケートの「必須」の設定を見直してほしい。アンケートの所用時間の目安を事前にご案内いただきたかっ

た。運営者側の意図は理解できるが、1 講義につき 1 作文でよかったのではないかと思う。途中保存ができ

ない Google フォームは、好きな時間に手書きできるアンケートとは異なるため、その点ご配慮いただければ

幸いである。 
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⑨研究開発評価人材育成研修に関するご意見、ご要望 

20 件の回答 

⚫ 進行も大変スムーズで、大変分かりやすく、充実した研修だった。 

⚫ 今後も部下を参加させたいため、継続的な実施を希望する。この内容の研修は類例がないため有り難い。 

⚫ 初心者向けとして最適だった。政策紹介ばかりではなかったので、良かった。 

⚫ 研究開発評価は未経験だったが、大変よく分かった。 

⚫ とても勉強になった。今後の業務に活用していきたいと思う。 

⚫ WEB 形式で続けていただきたい。 

⚫ 今後の業務に活かしていける内容が多く、大変有り難かった。次年度以降も弊学から参加したいと感じ

た。 

⚫ 今回私は研究業務 1 年経験しての参加だった。私の大学では看護師や栄養士、保育士等の専門職養

成校というカテゴリーに入り、研究推進業務に理解の薄い職員がいる。大学では研究と教育とが深い結び

つきをもっていることが体感できた1年で、それを他の職員に知らせたいという思いがある。何かその様な悩み

を解決するツール、事例等を探している。 

⚫ 何人の応募があり 48 名となったのか知りたい。 

⚫ 差し支えなければワークショップ総評時に見せていただいた資料をいただきたい。 

⚫ オンライン研修にまだ慣れていない方も多いため、書記の選抜には、経験を聞くなど慎重に行った方が良

い。 

⚫ 具体例を使った受講生がイメージを持ちやすい内容でお願いしたい。 

⚫ 講義の資料をもう少し早く提供してもらいたかった。事前に通し読みする時間が無かったため。 
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V．研究開発評価シンポジウムの開催結果 

１．研究開発評価シンポジウムの目的 

これまで行ってきたヒアリング・意見交換先等で得られた事例を紹介するとともに、パネル・

ディスカッションにおいて他の研究開発機関が特筆課題等に取り組むための方策の検討や、テー

マについての意見交換を行うことを目的として開催した。今年度は、「研究開発戦略の立案と研

究開発評価のあり方」をテーマとして開催した。 

 

２．研究開発評価シンポジウムの開催概要 

①名称 

令和２年度研究開発評価シンポジウム 

 

②開催日 

2021年 3月 9日(火) 13時 30分～16時 10分 

＊今年度は、後述の通りオンライン配信としたことから、検討会委員長の意見をふまえ、従前

より時間を少し短縮した。 

 

③プログラム構成 

講義とパネル・ディスカッション 

 

④テーマ 

「研究開発戦略の立案と研究開発評価のあり方」 

～組織の目標・戦略から具体的な研究実施までの連結～ 

 

◆ 趣旨説明 

大学や国立研究開発法人に研究経営の高度化が求められている中で、いかにして、研究に関

する組織的な目標や戦略を形成し、それらを部局や個々の研究者の多様な研究活動と連結させ

ていくかは課題となっている。 

そもそも、研究活動は長期間を要することも多く、多様な研究分野における多様なアイデア

や方法を支援しながら進めることが求められる。しかしながら、大学や国立研究開発法人は、

特定の目標期間の中で、学術のみならず政策的な動向も意識しながら、目標や戦略を形成し、

それらの方向に組織を導いていかなければならない。 

本シンポジウムでは、研究の組織化における評価の役割という視点から事例紹介をし、いか

にして研究に関する長期や短期の目標・戦略を形成しているか、組織内外の多様な研究活動の

状況や内容を把握し、いかにそれらを目標・戦略形成と連結させ、あるいは、研究の推進をお

こなっているのか、そして、それらの取組の中で、目標の進捗管理や研究開発の実施・成果の
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状況をどのように分析・評価しているのかを議論した。 

シンポジウムを通じて、目標・戦略の設定と評価に関する課題点やあり方を模索した。 

 

⑤参加料 

無料 

 

⑥開催形態 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、聴衆は、Zoomウェビナーによりオンラ

インで参加する形態とした。また、登壇者についても、全員オンラインで参加する形態とした。 

ただし、多数の一般聴衆に対して配信することから、ウェビナー配信のスキルとノウハウを有

する専門事業者に配信及びそれに伴い発生する可能性がある通信トラブル等への対処等を委託

し、ウェビナー配信の設備・機器の整った配信会場において配信した。 

また、事務局も、配信会場に集合し、専門事業者を監督しつつシンポジウム運営を統括すると

共に、登壇者との打合せ、登壇者への対応、Zoomウェビナーの「Q＆A」機能を利用して聴衆から

寄せられる質問等の確認・記録、質問等の必要に応じての登壇者への連絡等を行った。文部科学

省の担当者の一部も、不測の事態に備え、配信会場に集合した。 

 

◆ 配信会場 

霞が関ナレッジスクエア（霞が関コモンゲート西館ショップ＆レストラン 3 階） 

 

⑦参加者数 

昨年度の 4倍近い 341 名の参加を得た。 

また、申込者数は 374 名であり、その約 91％が参加した。 

Zoomウェビナーによるオンライン開催としたことから、遠隔地であったり、他業務が前後にあ

ったりしても、参加が容易であることが、参加者数の大幅増加の背景にあると推察される。 

 

◆ 所属機関種類別の参加者数 （ ）内は昨年度実績  

           総数 341名（89名） 

１． 国立大学法人        129（35） 

２． 公立大学          27（5） 

３． 私立大学         144（33） 

４． 大学共同利用機関法人        5（3） 

５． 文部科学省          17（0） 

６． 文部科学省以外の府省        0（0） 

７． 文部科学省所管の独立行政法人     10（12） 

８． 文部科学省以外の府省所管の独立行政法人    2（0） 

９． その他            7（1） 

 

⑧参加者に対するアンケート調査の実施方法 

研究開発評価シンポジウム終了直後に、参加申込者に対してアンケート調査 Web サイトの URL
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をメールで連絡し、Web サイト上のアンケートフォームにて回答を回収した。シンポジウム参加

に関するアンケート調査は、シンポジウム終了直後に回答する傾向があることから、翌日には回

収を締め切り、185件の回答を回収した。 
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３．研究開発評価シンポジウムのプログラム 

 

開 会 

13：00 開場（web 上で開場） 

13：30 開会 

13：30～13：35 
開会挨拶  

文部科学省 大臣官房審議官（科学技術・学術政策局担当）梶原 将 

第 I 部（講演） 

「研究開発戦略の立案と研究開発評価のあり方」の実例 

13：35～13：50 

（15 分） 

 

１．はじめに  

－本シンポジウムの趣旨について－ 

林 隆之   政策研究大学院大学 政策研究科 教授 

13：50～14：15 

（25 分） 

２．立命館大学 

－立命館大学の長期戦略と研究マネジメントについて－ 

 ～R2030 チャレンジ・デザイン！次世代研究大学を見据えて～ 

野口 義文  研究部事務部長 兼務 産学官連携戦略本部副本部長 

14:15～14:25  休憩（10 分間） 

14：25～14：50 

（25 分） 

３．熊本大学 

－熊本大学における研究開発戦略とマネジメント－ 

松本 泰道  理事・副学長（研究・地方創生担当） 

14：50～15：15 

（25 分） 

４．東京理科大学 

 －内的動機による研究と応用・ミッション志向型研究の往来－ 

    ～九大と理科大での取組経験などから～  

若山 正人  副学長（国際化、データサイエンス教育・研究、学外

連携担当）、理学部教授 

15:15～15:25  休憩（10 分間） 

第 II 部（パネル・ディスカッション） 

「研究開発戦略の立案と研究開発評価のあり方」について 

15：25～16:05 

（40 分） 

 

５．パネル・ディスカッション 

モデレーター 

林 隆之   政策研究大学院大学 政策研究科 教授 

パネリスト 

野口 義文  立命館大学 研究部事務部長 兼務  

産学官連携戦略本部副本部長 

松本 泰道  熊本大学理事・副学長（研究・地方創生担当） 

若山 正人  東京理科大学副学長（国際化、データサイエンス教

育・研究、学外連携担当）、理学部教授 

栗本 英和  名古屋大学 教授・教養教育院副院長 

閉 会 

16:05～16:10 

閉会挨拶 

文部科学省 科学技術・学術政策局 科学技術・学術戦略官（制度改革・調

査担当）佐野 多紀子  
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４．研究開発評価シンポジウムのパネル・ディスカッションの概要 

(1) 登壇者 

◆ モデレーター 

林 隆之 氏  政策研究大学院大学 政策研究科 教授 

◆ パネリスト 

野口 義文 氏  立命館大学 研究部事務部長 兼務  

産学官連携戦略本部副本部長 

松本 泰道氏   熊本大学理事・副学長（研究・地方創生担当） 

若山 正人 氏  東京理科大学副学長（国際化、データサイエンス教育・ 

研究、学外連携担当）、理学部教授 

栗本 英和 氏  名古屋大学 教授・教養教育院副院長 

 

①はじめに  

－本シンポジウムの趣旨について－ 

林 隆之   政策研究大学院大学 政策研究科 教授 

 

 

 

趣旨説明

林 隆之
（政策研究大学院大学）

令和２年度 研究開発評価シンポジウム

研究開発戦略の立案と研究開発評価のあり方

～組織の目標・戦略から具体的な研究実施までの連結～
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文部科学省研究開発評価シンポジウムとは

• 研究開発評価に関する国の指針

– 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（内閣総理大臣決定）

– 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（文部科学大臣
決定） ほか各府省指針

• 評価指針の認知向上、大学・研究機関の研究評価の課題や実践
例の共有のために、シンポジウムを定期的に開催。

• 最近のテーマ

– 平成29年「若手研究者の育成・支援を推進する評価」

– 令和元年「大学における研究活動の組織化・拠点化と研究開発評価」

• 今回のテーマ

– 「研究開発戦略の立案と研究開発評価のあり方 ～組織の目標・戦略
から具体的な研究実施までの連結～」

2

テーマ「研究開発戦略の立案と研究開発評価のあり方」

• 大学や国立研究開発法人に研究経営の高度化が求められている中で、いか
にして、研究に関する組織的な目標や戦略を形成し、それらを部局や個々
の研究者の多様な研究活動と連結させていくか。

• 大学の組織としての研究戦略の歴史的展開

– OECD(2004,2005), University Research Management.等が、大学に組織的な研究戦略
が必要となってきている状況を説明。

– 2002年～ 各種の組織単位の競争的資金の開始（21世紀COE等）

– 2004年～ 国立大学や公立大学の法人化による組織目標の明確化

– 2013年頃～ URA等の体制整備

– 第5期科学技術基本計画（2016年～）では「大学改革」が項立て

➢「大学は、教育や研究を通じて社会に貢献するとの認識の下、抜本的な大学改革を推進してい
くことが求められる。具体的には、大学改革の要である学長のリーダーシップに基づくマネジ
メントを確立し、教職員が一体となった大学運営を可能にする改革を進めつつ、組織全体にお
ける適切な資源配分（ポートフォリオ・マネジメント）を通じた経営力の強化、インスティ
テューショナル・リサーチ（ＩＲ）及び企画調査分析体制の強化、教育研究組織の大胆な再編
や新陳代謝、（中略）などを進める必要がある。」

– さらに、第6期案では、Society5.0の実質化・トランスフォーマティブイノベーション
など、分野を超える複合的な課題の中での大学の役割にも期待。

– 国立大学は第4期中期目標・計画（さらには独自戦略）の策定が目の前。

3
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根本的な難しさ

• 大学では個々の研究者は分散した活動を行う。その中で、
いかに組織としての研究戦略を形成し実現するか。

–研究者が個々の知的関心に基づいて活動を行うゆえに、新たな発
想を伴う多様な研究が生まれる。研究の方法だけでなくタイムス
ケールも多様。

–その中で組織としての戦略を形成する必要。

➢個々の多様な活動を把握して、それを支え促進する研究環境や「場」を
組織として形成？

➢組織として必要な方向へ緩やかに誘導（産学連携・地域連携・国際化・
学際化など）？

➢組織としての戦略的な重点領域の設定？

➢法律等で定められた目標期間（6年等）のタイムフレームの中で、目標・
計画を設定する必要？

4

• 本日の論点
–研究に関する長期や短期の目標・戦略をいかにして、どのような
内容のものを形成するか。

–組織内外の多様な研究活動の状況や内容をいかに把握し、それら
活動を目標・戦略形成と連結させ、研究の推進をおこなうか。

–目標の進捗管理や研究開発の実施・成果の状況をどのように分
析・評価し、戦略作成・推進につなげるか。

• ご講演
–立命館大学

–熊本大学

–九州大学／東京理科大

※ご講演への質問は随時Q&Aに書き込んでください。

5
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②立命館大学 

－立命館大学の長期戦略と研究マネジメントについて－ 

 ～R2030チャレンジ・デザイン！次世代研究大学を見据えて～ 

野口 義文  研究部事務部長 兼務 産学官連携戦略本部副本部長 

 

 

 

 

立命館大  長期戦略と

      ン につい 
 R2030 ャレン ・ ザイン！     大 を見据え  

立命館大 
  部事務部長
  官  戦略本部副本部長

野口 義文

2021.03.09

 己紹介

2

2009年
研究部事務部長就任

2013年
産学官連携戦略本部
副本部長就任

兼業2社
Kyoto Robotics㈱取締役

㈱TLO京都取締役
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研究主体の大学と教育主体の特に私立大学での目標の考え方の相違・すみ分け

【教育主体の私立大学 ⇒社会貢献：社会に役立つ人材の育成・地域連携
⇒そのためには、文理融合、産学連携、地域に根付いた研究】

≪目標達成の考え方の一例≫

１．文理融合など、研究分野の枠を越えた新しい学術・技術分野の創出
２．産学連携・科研費等の学外資金の導入
３．地域に貢献
４．結果として、多様な学術・技術分野に貢献 他

【研究主体の大学（有力国立大学）⇒知的欲求を満たす：自然の謎の解明⇒世紀の発見を目指した研究】

≪目標達成の考え方の一例≫

１．ノーベル賞に匹敵する国際賞受賞者の輩出（アーベル賞、フィールズ賞他）
２．学術的または技術的な革新的ブレークスルーの証明または発見

（宇宙誕生前は？ ニュートリノの発見、・・・）

３．社会・人類への大きな貢献を果たす可能性を秘める研究成果創出 他
（ iPS細胞の発見、高温超電導物質の発見、量子コンピュータ、・・・・・・）

3

私立大学での目標と研究の質・量向上のためのサイクルの一例

外部（受験生、教諭、父母）への
知名度の向上

受験生・保護者の求める知名度の尺度：
・ 卒業生の就職率・社会的活躍
・ 課外活動の成果（スポーツ・文芸等）
・ 大学教育内容や研究の質・量

・ 社会で活躍・貢献する人材の輩出
・ そのためには、質の高い優秀な学生の増加

尺度達成のための大学の役割
① 質の高い教員・職員の増加
② 教育・研究の良い環境の提供
③ 課外活動の支援
④ 奨学金等による支援
⑤ 本大学の実力を発信する広報強化

社会に貢献・評価される研究成果の発信
・ 国内・国外の有識者からの評価
・ 政府系機関などからの評価
・ 学会・産業界からの評価
・ 受験生・保護者からの評価

研究主体の大学の活動に学ぶ
・ 科研費、論文、国際研究の質・量
・ 大型国家プロジェクトへの参画
・ 産学連携の展開

研究の質・量の向上には

明確な目標設定を考える：
【研究主体の大学評価のベンチマーク】
・ 科研費、論文の増加
・ 研究の特色化・拠点化・グローバル化
・ 特色ある研究設備・産学連携

目標達成のために
①基盤研究の更なる強化、 ②研究の拠点化、
③グローバル展開（海外大学連携等）、④産学連携の推進

4

目標

目標
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⇒ 2003年ぐらいから考えた結果、中長期を見越した「研究戦略策定」 が必要！

⇒ その際に、私学としての２つの特性を抑える。①「経営」あっての研究・教育・社会貢献、
②「学費は学生に還元し、研究費は教員自らが確保」というポリシー

研究の質・量を向上させ、社会に貢献・評価される研究成果の発信のためには

2006年、立命館大学第1期研究高度化中期計画の誕生

5

6

第２期研究高度化中期計画（2011-2015）では研究高度化推進サイクルを重視！
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7

第３期研究高度化中期計画（2016-2020）では「特色」「グローバル」「挑戦」を重視！

 3期  高度化 期計画外部評価（2019.12）

8

（総合評価）

特色あふれるグローバル研
究大学としての社会的評価

を確立

評価 総評

S-

・研究高度化中期計画に沿って着実に計画が進展している。
・目標も全学に周知されており、科研費を軸とした研究基盤形成は評価できる。
・今後、政策の浸透度合いなど、数値で評価できない点についても把握していくことを求めたい。全体としては
目標設定は適切であり、計画に沿った取り組みが確認できる。

・今後、特色を明確にしたインパクトのある拠点づくりや政策に期待したい。
・若手研究者、女性研究者に対する支援も成果が上がっている。課題とされている点を取りまとめたうえで次期
高度化中期計画で改善、伸長を図っていただきたい。

項目 評価できる点 課題点
（１）

グローバル研究大学

としての研究基盤の強化

・科研費の申請、採択の増加
（これまでの総合的な取り組み）
・人文社会系のプレゼンス、実績も評価できる

・科研費（大型種目）への取り組み、戦略立案
・採択率のより一層の向上
（グローバル研究大学を意識した場合）
・人文社会科学系の成果確認（指標等も含める）

（２）

大学院と研究機構を
核とした若手研究者育成

ならびに女性研究者支援
とキャリアパス構築

・若手研究者に対する研究成果の国際発信支援
・ライフイベントに対する支援（保育所、研究支援員制度）
・専門研究員プログラムの実施
・女性学部長の誕生、増加
・ダイバーシティ推進体制が組織として整っている点

・専門研究員プログラムの拡充、発展
・女性研究者比率に対するより意欲的な指標（例えば、30％など)

・女性学生、女性教員の一層の拡充
（具体的な目標やターゲット、フォローアップ状況の発信や検証）

・女性研究者を巻き込んだ研究高度化戦略の立案

（３）

特色あふれる
知の創造拠点の創成

・人文社会科学系を取り込んだ研究プロジェクトメイキング
・人間共生型/アジアといった明確なコンセプトによる拠点形成
（近未来の社会要求を見据えた目標、課題の設定は評価できる）

・組織的な国際共同研究拠点創成
（研究者個々人のつながりから組織連携へステップアップする戦略）

・大学の特徴をランキングに反映させる戦略。
（分野別や国際、人文社会科学、SDGｓ等）
・見方によっては研究拠点形成戦略が総花的に見える点。

（４）

グローバル研究大学を
支える研究推進体制

の構築

・先進的な事務体制の構築
ワンストップサービス
コンサルティング機能
教職共同

・様々な制度や枠組みを活用した組織運営
（出向、専門家との委託契約、クロスアポイントメントの活用）

・研究支援人材の継続的な確保
・国際対応に向けたグローバル人材の確保、支援体制
・IR機能の充実、データの効率的な集約方法の構築

S： 計画を上回る成果が期待できる A ：計画通りの成果が期待できる B： 計画通りの成果が概ね期待できる C： 計画の進捗が遅れている

２０２０年の総長の年頭所感でも本結果が紹介されました！
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  高度化 期計画（1期～3期） 概要と成果

9

第1期 究高度化中期計画開始

第2期 究高度化中期計画開始

第3期 究高度化中期計画開始

2006 ワンストップサービスの
リサーチオフィスの設置（テクノプロデューサー/TP制度導入）

2007 グローバルCOE事 採択
2008立命館グローバル・イノベーション 究機構

（R-GIRO）設立
2008 産学官連携戦略本部事 採択

2016 私立大学 究ブランディング事 採択
2016 ダイバーシティ 究環境実現イニシアティブ（特色型）採択
2017 科 費新学術領域 究/ 究領域提案型 採択
2018 科 費S 採択
2018 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)採択
2018 センター・オブ・イノベーション（COI）事 中間評価 A評価
2019 ダイバーシティ 究環境実現イニシアティブ（特色型）

事 中間評価 S評価
2019 国際共同利用・共同 究拠点採択

2006

2007

2008

2009

2010

第１期

「グローバル・リサーチ・

ネットワーキング・コア」
・世界水準の 究拠点大学
・多様な国際的ネットワークの

中核 究大学

2011

2012

2013

2014

2015

第２期

人類・自然・社会に

貢献する
立命館らしい 究大学への挑戦

2016

2017

2018

2019

2020

第３期

特色あふれる

グローバル 究大学への
挑戦と実現

政策目標明確化
戦略性の強化

第1期施策の強化/拡充
理念の明確化

2012 産学官連携戦略本部事 A評価
2013 センター・オブ・イノベーション・トライアル

（COI-T）拠点 2件採択
2014 スーパーグローバル大学創成支援(SGU)採択
2014 科 費新学術領域 究/ 究領域提案型 採択
2015 URA制度、特定 務専門職員制度の導入
2015 センター・オブ・イノベーション（COI）事 採択

10

第3期計画の到達点に向けての4つの基本目標

基本目標A グローバル 究大学としての 究基盤の強化
基本目標B 大学院と 究機構を核とした若手 究者育成

ならびに女性 究者支援とキャリアパス構築
基本目標C 特色あふれる知の創造拠点の創成
基本目標D グローバル 究大学を支える 究推進体制の構築

第1期 究高度化中期計画策定
2006-2010年度

第2期 究高度化中期計画策定
2011-2015年度

第3期 究高度化中期計画策定
2016-2020年度

到達点（2020年）
 色あふれる ロ     大 へ 挑戦と実現

● 現段階での到達点

③2018年10月
  委  （全   ）に 
  高度化 期計画 到達点
を確認

④2019年12月
外部評価委  

「グローバル社会を主体的にリードすること
のできる人材を輩出する」「グローバル社会
における様々な課題の解決に貢献する」

①毎年実施
  活性度総合指標（TIRA）における評価

②個々   推進プロ  ム 評価

  高度化 期計画（1期～3期） 評価ピ ミ ド
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毎年実施   活性度総合指標（TIRA） 評価項目

11

１．は教員が
研究者DBに
自身で入力

２．３．４は、
研究部で入力

全111項目の指標結果を学部・研究科に訪問し、フィードバック！2009年度から策定し、始めています！

※備えあれば憂いなし！ ２０１１年度予定の７年に一度の大学基準協会の認証評価の対策と準備がキッカケ

12

  活性度総合指標（TIRA）に基づく提供内容 シ  

縦軸１１１項目に対して、横軸の以下を示し、傾向など
を解説

A：当該年度実績
B：当該年度一人当たり実績
C：前年度実績
D:前年度実績との比較（A－C）
E：増加率＜（A－C）／C＞ ※赤字はマイナス値
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  活性度総合指標（TIRA）フィ ド   活 

13

毎年、各 部・  科毎に論文や科 費 実績を  評価指標（TIRA）と  取 まと 各執行部に結果を
フィードバックするとともに論文 績の高い 究者、パフォーマンスの高まっている 究者を学部・ 究科の
執行部（学部長、副学部長、 究委員他）で認識を頂くとともに、年１回の 究部執行部（副総長、 究部長、
副部長、事務部長、課長、担当者他）とのコミュニケーション頂く機会を設けている。⇒ 非常に重要！

生命科学部サンプル例（各学科毎に分析内容も示して意見交換を行う）
※  記 表は架  数字を記載を  お ま 。

被引用数（2015-2019） 論文本数（2015-2019）

学術論文が成果発信されている研究分野（2015-2019）

2020年度活動（※2020年度はオンライン/12年目）

9月03日（木） 国際関係学部
9月03日（木） 映像学部
9月03日（木） 教職 究科
9月04日（金） 経営学部
9月17日（木） グローバル教養学部
9月17日（木） 食マネジメント学部
9月24日（木） 言語教育情報 究科
9月24日（木）  工学部
9月24日（木） 経済学部
9月29日（火） MOT
9月29日（火） MBA
9月29日（火） 生命科学部

10月06日（火） 法務 究科
10月06日（火） 文学部
10月09日（金） スポーツ健康科学部
10月13日（火） 産 社会学部
10月16日（金） 法学部
10月20日（火） 政策科学部
10月20日（火） 先端総合学術 究科
10月27日（火） 総合心 学部
10月27日（火） 情報 工学部
10月27日（火） 薬学部 計16学部6独立 究科

TIRAは   高度化 期計画策定に向け  重要な試 石  つ

14
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15

立命館大 における  評価 る    み け

※全学の大学評価・IRを司る
事業計画課が担当

※研究戦略に特化した評価・IRを司る
研究部が担当

16

全学視点！事業計画に基づく、R2020後半期（2016‐2020）研究分野の計画指標・目標水準
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17

予算と連動評価！事業計画に基づく、【施策単位】 2020年度計画・実績報告シート（研究部）

さあ、2030年 立命館が目指すもの！研究政策・評価に直結

学園ビジョンR2030に基づき、学園内各校毎のチャレ ジ    を策定する。立命館大学においても、学園
の根幹である「建学の精神」、「教学理念」、「立命館憲章」に則り、これまでの立命館大学の到達点を確認す
るとともに、「学園ビジョンR2030」の方向性を見据えた「立命館大学チャレ ジ・    」を策定する。

（2）学園ビジ  Ｒ2030を見据え、立命館大学の「チャレ ジ・    」の策定へ

立命館憲章

 園ビ  ンR2030 挑戦をもっと 由に Challenge your mind Change our Future

学園ビジ  R2030の６つの政策目標

○ 新たな価値創造の実現 ○ グローバル社会への主体的貢献 ○ テクノロジーを生かした教育研究の進化
○ 未来社会を描くキャンパス創造 ○ シームレスな学園展開 ○ 多様性を活かす学園創造

学園ビジ  R2030の学園像
○ 学び続ける社会の拠点としての学園
○ 人類社会における様々な課題に挑む学園
○ ダイバーシティ＆インクルージョンを実現する学園

学園ビジ  R2030の人間像
○ チャレンジ精神に満ちた人間
○ 社会の変化に対応し、自ら考え、行動する人間
○ グローバル・シチズンシップを備えた人間

立命館大学チャレンジ・デザイン

「学園ビジョンＲ2030」には、2030年に向けて、急激に変化する予想困難なこれからの社会において、未来の
あるべき姿を積極的に提起し、その実現に挑戦していくことにより、平和で希望に満ちた未来社会を実現すること
のできる学園を目指す。新たな価値の創造にこれまで以上に自由な発想で、今までよりも「もっと自由に挑戦」
する強い決意を込めた

（1）学園ビジ  Ｒ2030「挑戦をもっと自由に」の策定 ⇒ 学園全体の長期計画
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社会共生価値を創造する

次世代研究大学

社会との共有
知を創造する

迫り来る課題を解決するため、私たちは総合

大学の強みを活かし、イノベーションのエンジン
として期待されている科学技術分野だけでなく、

人文科学や社会科学をも併せた教育・研究
を通じて、社会と共有できる知的価値を創造

する。

Ⅰ

自己変革する
組織を実現する

Ⅲ 私たち個人や組織が「知のノード」となり、既往

の枠組み、仕組み、制度を超えて、背景の異
なる多様な人が、多くの機会・場所を通じて繋

がり、影響し合う大きなネットワークを形成する
ことで、大胆な発想から自己変革できる組織

を実現する。

学びの価値を提
供する

学ぶ過程で得られた感動体験の積み重ねによ

り次の新たな学びを創り出すとともに、未来を生
きる力を修得する「場」、いわば「学習者が人生

を切り拓く学びのプラットフォーム」を提供する。

Ⅱ

「立命館大学チャレ ジ・    」の２つの柱と３つの重点目標

       ・創発
人材を生み出す大学

重点目標2つの柱

研究部の出番！

（※2020年11月27日 理事会議決）

「立命館大  ャレン ・ ザイン」目標達成 た に全 議論を  る！

20

◆R2030立命館大学チャレ ジ・    部会の設置（※メ バ は、全学の教員・教諭・職員から選抜）

【第1部会】 次世代研究大学・Knowledge Nodes構想検討部会

【第2部会】 理系教育研究のあり方検討部会

【第3部会】 アート・デザイン系教学検討部会

【第4部会】 大学院・学部教育の高度化検討部会

【第5部会】 新たなグローバル化検討部会

【第6部会】 社会人教育具体化検討部会

【第7部会】 新たな学習支援・学生支援の在り方検討部会

【第8部会】 SDGs創発・見える化プラットフォーム検討部会

既存の組織や検討体制を横断する形で、「チャレンジ・デザイン」目標達成のための具体的施策の検討に向け、

8つの部会を設置した。各部会はそれぞれに与えられた課題について検討を進め、施策の具体化検討を行い、
常任理事会スプリング・レビュー（３/３、４）において検討結果を報告し、「チャレンジ・デザイン」目標達成のた
めの施策・予算・人事も含めて、常任理事会で確定していく。

＜第1部会・検討課題＞
①「次世代研究大学」として

の立命館大学の研究の重点
分野

②研究者、特に若手・女性・
中堅研究者の育成

③国際的なネットワーク形成の
組織的促進の施策

④産学連携・地域社会連携を
組織的に拡大・高度化

⑤「次世代研究大学」における

研究高度化と収入政策

黄色の網掛けをしている部会は、
研究部が深く関与している部会
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長期計画の目標や戦略形成は、全学理解のムーブメントを起こして進める！

連
携
先
企
業
・
官
公
庁
等

研究部（総勢２４２名）
（多彩な保有機能）

◎シーズ発掘

◎研究広報活動
（展示会・ポスター・パンフ・ＨＰ等）

◎特許出願

◎特許のライセンス交渉

◎共同・受託研究コーディネート

◎官公庁系研究プロジェクトの
企画・申請・採択後の運営

◎奨学寄附金の導入

◎科研費等競争的資金の申請

◎学内研究制度の活用支援

◎研究センター・研究会など
組織的活動の支援

◎人材獲得・人材輩出
（招聘教授や社会人ドクター）

◎研究費の執行管理

◎大学発ベンチャーの支援

◎レンタルラボ、分析装置レンタル

◎研究戦略・政策立案と評価

◎研究倫理マネジメント

◎ダイバーシティー研究環境支援

研究戦略立案・評価機能、研究推進機能、産学官連携機能、知的財産マネジメント機能、
起業・ベンチャー支援機能、研究倫理マネジメント機能等をワンストップサービス

未
連
携
企
業

多様なメニューで
多面的・重層的な

連携活動・
知の移転活動

研究者・
研究室との
協業活動

多様な人材の活躍の「場」が、様々なシーンでますます広がる！

研究戦略・研究評価を進めるためのワンストップサービス組織・機能
－研究者数約1,500名の大学でも組織・機能分化させず、研究部で一元化機能を実現－

１６学部

１３研究科

６独立研究科

６研究機構

１４研究所

３３研究センター

学内計８８の

教育研究組織

立命館大学の教学組織

（研究者約1,500名）

教
育

研
究

35

53
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ご清聴ありがとうございました。

我々は、恐竜？

我々は、変化を恐れず進化する！



 

169 

③熊本大学 

－熊本大学における研究開発戦略とマネジメント－ 

松本 泰道  理事・副学長（研究・地方創生担当） 

 

 

 

 

熊本大学における
研究開発戦略とマネジメント

国立大学法人熊本大学

研究・地方創生担当理事・副学長 松本 泰道

令和２年度 研究開発評価シンポジウム
令和３年３月９日

1

教員数 ： 約900名
学生数 ： 約10,000名

７学部 ： 文学部、教育学部、法学部、理学部、医学部、薬学部、工学部

３大学院 ： 自然科学系大学院、生命科学系大学院、人文社会科学系大学院

キャンパス ： 黒髪キャンパス（文学部、教育学部、法学部、理学部、工学部）
大江キャンパス（薬学部）
本荘キャンパス（医学部）

熊本大学

2
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第３期中期目標期間における

国立大学法人運営費交付金の重点支援

重点支援①
主として、人材育成や地域課題を解決する取組などを通じて地域
に貢献する取組とともに、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特
色のある分野で世界ないし全国的な教育研究を推進する取組等を
第３期の機能強化の中核とする国立大学を重点的に支援する。

重点支援② 主として、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で
地域というより世界ないし全国的な教育研究を推進する取組等を
第３期の機能強化の中核とする国立大学を重点的に支援する。

重点支援③ 主として、卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的
に世界で卓越した教育研究、社会実装を推進する取組を第３期の機
能強化の中核とする国立大学を重点的に支援する。

地域

専門性

トップレベル

熊本大学

熊本大学が選択

3

熊本大学のビジョンと戦略
「くまもと」から世界に輝く研究拠点大学 ～「創造する森 挑戦する炎」～

熊本大学は、地域とともに成長・発展してきた歴史と伝統を踏まえつつ、その個性と強みを生かし、世界レベル
の先端研究を先鋭化することで、大学全体の機能強化を主導し、次世代を担う研究領域を育むとともに、人材育
成のパラダイムシフトを敢行し、地域の問題をグローバルに考える人材育成を推進する。平成28年熊本地震か
らの創造的復興を見据え、これらの教育・研究成果を積極的に地域に還元することで、これからの地方創生の中
核となる“地域に根ざし、グローバルに展開する未来志向の研究拠点大学”を目指す。

世界レベルの研究拠点の充実と先端的
新分野の開拓による世界への挑戦

戦略①

戦略②
戦略③

旧制五高以来の剛毅木訥の気風を
受け継ぎ、
“Global Thinking and Local 
Action”できる人材育成

熊本大学の“特色”を活かし、
多様な豊かさを有する熊本の
維持・発展に貢献

研究大学強化促進事業

スパーグローバル大学
創成支援事 地（知）の拠点事業

研究
国際・教育 地方創生

4
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大学院先導機構

学 長

大学情報分析室（IR室）

国際先端医学
研究機構

国際先端科学
技術研究機構

学内特区的
研究センター

熊本創生推進機構

大 学 戦 略 会 議

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
学
院
部
門

先
導
的
研
究
人
材
育
成
部
門

拠
点
形
成
研
究
部
門

研
究
戦
略
・研
究
推
進
部
門

シニア
URA

URA URA研究員

URA推進室

研究サポート推進室

1
名

２名

協
力

協
力

研究系6名（URA研究員*２名）、
産学連携系９名のURAが在籍

４名

９名

研究推進体制

研究推進の組織体制 URAを活用した研究推進体制の構築

URA1名(専任)

*URA研究員：URAの補佐・見習い

5

産学官連携・地域連携の推進体制

産学系
URA 9名

6
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研究力の指標は？

• 科研費の採択件数
• 科研費の採択額

一般的な研究力を示す指標の例

対象期間：2016年～2020年

文献タイプ：Article & Review

国内大学の5年間の論文数ランキング
（2016～2020年）

1 東京大学 4,202 22,549,534

2 京都大学 3,022 13,931,905

3 大阪大学 2,665 10,463,081

4 東北大学 2,525 9,747,075

5 九州大学 1,943 7,058,611

6 名古屋大学 1,819 8,029,554

7 北海道大学 1,719 6,099,686

8 筑波大学 1,357 4,165,330

9 広島大学 1,220 2,840,071

10 慶應義塾大学 1,187 3,660,410

11 神戸大学 1,163 3,226,210

12 早稲田大学 1,131 2,982,850

13 岡山大学 1,001 2,385,305

14 金沢大学 962 2,157,610

15 千葉大学 911 2,422,940

16 東京工業大学 889 4,459,416

17 新潟大学 794 1,747,850

18 東京医科歯科大学 730 1,815,060

19 立命館大学 690 1,341,990

20 熊本大学 687 1,720,930

順位 機関名

新規＋継続

採択件数

（件）

直接＋間接

（千円）

国内大学の科研費採択件数ランキング(2020年)

文部科学省 公表資料から作成InCites

順位 機関名 論文数（報） 被引用数（回）
国際共著

論文率（％）

1 東京大学 46,161 485,738 40.9

2 京都大学 32,784 351,513 37.9

3 東北大学 24,463 212,727 37.2

4 大阪大学 24,273 211,305 34.0

5 名古屋大学 19,194 173,046 35.4

6 九州大学 18,963 163,227 37.2

7 北海道大学 18,052 140,888 36.0

8 東京工業大学 13,134 119,257 40.8

9 筑波大学 12,849 113,281 40.1

10 慶應義塾大学 11,336 100,856 26.8

11 広島大学 10,684 78,441 35.7

12 神戸大学 9,401 84,611 33.0

13 岡山大学 8,062 66,496 33.5

14 千葉大学 7,919 65,669 30.7

15 早稲田大学 7,256 58,363 41.8

16 金沢大学 6,439 49,411 30.1

17 東京医科歯科大学 6,175 48,921 24.9

18 熊本大学 5,723 44,151 32.8

19 新潟大学 5,514 48,290 28.7

20 日本大学 5,360 29,434 25.2

7

• 論文数
• 論文のインパクトファクター（IF）
• 論文の被引用数
• 被引用パーセンタイル（それぞれの分野*で被引用数が上位何％か）

*分野は、学術雑誌毎に付与される

論文に関する指標 研究費に関する指標

論文のみで真に研究力を示しているか？

論文への著者貢献度を考慮すべき！

たとえば、 研究者Ａ

直近5年で
論文を５編

＞
詳細に調査してみると

研究力では、研究者Bが上では？

8

直近5年で
論文を３編

研究者B

1. AA, BB, … A, CC. Journal of XXXX Feb 14 (2016)
2. DD, … A, EE. Journal of YYYY May 10 (2017)

3. FF, GG, … A, HH.  Journal of ZZZZ Jan 15 (2018)
4. II, JJ, … A, KK, LL.  Journal of XXYY Nov 15 (2018)
5. MM, NN, … A, OO.  Journal of YYZZ Aug 15 (2019)

1.  B, AA, BB, … CC. Journal of XXXX Feb 14 (2016)
2.  B, DD, … EE, FF. Journal of YYYY May 10 (2017)

3.  B, GG, HH, …, II.  Journal of ZZZZ Nov 15 (2019)
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著者
スタンフォード大学の研究者ら。

対象
688万389人 (5報以上出版した研究者)

データベース
Scopus

方法
著者らが考案した被引用数に由来した複合
指標（自己引用を除く）に基づいて688万
389人を順位付けし、Top10万人を発表

特徴
・著者の貢献度を反映
・研究分野毎に補正

論文による研究評価のための要素

John P. A. Ioannidis et al. 
A standardized citation metrics author database annotated 

for scientific field. PLoS Biology August 12 (2019). 

本論文の情報

9

項目 詳細

対象論文 Scopusに収録されている1960～2017年に出版された論文 (Article, Review, 
Conference Paper)

方法 被引用数に由来した複合指標c*に基づいて688万389人を順位付け

分野 22分野 (論文と分野が1対1対応)、
176のサブフィールド(1論文に2分野付与)に分類

対象研究者 688万389人

自己引用 含まない

John P. A. Ioannidis et al. 
A standardized citation metrics author database annotated 

for scientific field. PLoS Biology August 12 (2019). 

*複合指標c＝
             

                
 

          

             
 

           

              
 

          

             
 

           

              
 

            

               

** 1960～1995年までに発行された論文の場合、1９９６～2017年の引用は計算に含まれるが、

1995年までの引用は含まれない

(1)   9617: 1996～2017年までの全引用数
(2) ℎ17: h-index
(3) ℎ 17: hm-index (共著者分数カウント)

(4) nsc: 単著論文の全引用数
(5) nscf: 単著+First Author論文の全引用数
(6) nscfl: 単著+First+Last Author論文の全引用数

10

6つのmetrics

論文による研究評価のための要素
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11

１．キャリアの長い研究者ランキング
（1996-2017年発表論文に基づく）

２．2017年データの解析による
最近の研究者ランキング

２７名 24名

Top10万人にランクインした熊本大学の研究者

12

大学名

①キャリアの長い研究者ランキング ②2017年データ解析によるランキング

10万位内に

ランクインした
人数

2017年度

文科省公開
研究者数*

ランクインした研究者の割合
10万位内に

ランクインした
人数

2017年度

文科省公開
研究者数*

ランクインした研究者の割合

日本全体 3,059 － － 2,414 － －

東京大学 248 6,702 3.7% 235 6,702 3.5%

九州大学 96 3,512 2.7% 94 3,512 2.7%

岡山大学 42 1,771 2.4% 22 1,771 1.2%

金沢大学 30 1,404 2.1% 28 1,404 2.0%

熊本大学 27 1,324 2.0% 24 1,324 1.8%

Top10万人にランクインした国内大学の研究者

日本の研究力低下が示唆される結果



 

175 

 

 

 

 

 

 

他の研究力の指標
アジアで最もイノベーティブな大学ランキング２０１９

Rank 学校名 国名 2016 2017 2018 2019 前年比較

1 ソウル大学校 韓国 3 2 4 1 -3

2 韓国科学技術院（KAIST） 韓国 1 1 1 2 1

3 浦項工科大学校（POSTECH） 韓国 5 4 3 3 0

4 清華大学 中国 13 6 5 4 -1

5 東京大学 日本 2 3 2 5 3

6 大阪大学 日本 4 9 6 6 0

7 京都大学 日本 7 8 7 7 0

8 シンガポール国立大学 シンガポール 11 11 10 8 -2

9 成均館大学校 韓国 8 5 8 9 1

10 北京大学 中国 16 13 12 10 -2

11 漢陽大学校 韓国 15 10 11 11 0

12 九州大学 日本 18 17 14 12 -2

13 東北大学 日本 6 7 9 13 4

14 延世大学校 韓国 9 14 13 13 0

15 南洋理工大学 シンガポール 35 25 26 15 -11

16 高麗大学校 韓国 14 15 15 16 1

17 浙江大学 中国 23 19 21 17 -4

18 東京工業大学 日本 12 12 16 18 2

19 慶熙大学校 韓国 25 23 24 19 -5

20 復旦大学 中国 36 26 17 20 3

21 上海交通大学 中国 24 20 19 21 2

22 モナシュ大学 オーストラリア 32 28 25 22 -3

23 慶應義塾大学 日本 10 16 18 23 5

24 亜洲大学校 韓国 22 21 27 24 -3

25 華中科技大学 中国 57 33 28 25 -3

26 香港中文大学 中国 21 27 22 26 4

27 名古屋大学 日本 19 24 31 27 -4

28 北海道大学 日本 20 22 23 28 5

29 熊本大学 日本 40 37 30 29 -1

30 クイーンズランド大学 オーストラリア 33 41 42 30 -12

• 国際出願された特許ファミリーの数

• 登録に至った出願の割合

• PCT出願から国内移行した国際特許の割合

• 特許に引用された特許の引用回数の総和

• 特許に引用された特許の引用回数の平均

• 特許に1回以上引用された特許の割合

• 特許によって引用された論文の平均被引用数

• 企業著者を含む論文によって引用された論文
の平均被引用数

• 企業との共著論文率

• 論文数

https://graphics.reuters.com/ASIA-UNIVERSITY-INNOVATION/0100B02G03Z/index.html

指標

13

アジアで最もイノベーティブな大学ランキング２０１９年
（日本抜粋版）

• 国際出願された特許ファミリーの数

• 登録に至った出願の割合

• PCT出願から国内移行した国際特許の割合

• 特許に引用された特許の引用回数の総和

• 特許に引用された特許の引用回数の平均

• 特許に1回以上引用された特許の割合

• 特許によって引用された論文の平均被引用数

• 企業著者を含む論文によって引用された論文
の平均被引用数

• 企業との共著論文率

• 論文数

https://graphics.reuters.com/ASIA-UNIVERSITY-INNOVATION/0100B02G03Z/index.html

指標

14

Rank 学校名 2016 2017 2018 2019 前年比較

1 東京大学 2 3 2 5 3

2 大阪大学 4 9 6 6 0

3 京都大学 7 8 7 7 0

4 九州大学 18 17 14 12 -2

5 東北大学 6 7 9 13 4

6 東京工業大学 12 12 16 18 2

7 慶應義塾大学 10 16 18 23 5

8 名古屋大学 19 24 31 27 -4

9 北海道大学 20 22 23 28 5

10 熊本大学 40 37 30 29 -1

11 筑波大学 29 38 48 40 -8

12 東京医科歯科大学 (TMDU) 31 36 34 42 8

13 広島大学 26 29 29 45 16

14 千葉大学 46 48 52 61 9

15 信州大学 39 44 40 65 25

16 金沢大学 42 47 43 66 23

17 神戸大学 60 72 72 68 -4

18 岡山大学 38 52 59 71 12

19 早稲田大学 48 66 70 73 3

多くの大学でランキングが低下していることからも

日本の研究力低下が示唆される

他の研究力の指標
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研究者の評価（研究）

部局の教員選考基準（研究部分のみ抜粋）

項目 生命科学系の一例 自然科学系の一例

論文

• 主たる論文*のインパクト
ファクターの総和を基準

• 著者の貢献度を考慮
*主たる論文：筆頭著者、第2著者、
責任著者の論文をカウント

論文数を基準

研究費 直近5年間の獲得総額を基準 獲得実績

基準の特徴 量×質で評価 量で評価

「量×質」

よりよい研究者を獲得し、好循環が生まれている

15

人事

業績評価基準の一例

項目 基準

論文 直近3年間の論文数と各インパクトファクターを乗じた総数値に
よって順位をつける。但し、筆頭著者やcorresponding 以外
の論文に関しては0.3を乗じて計算する。

外部資金 直近3年間の間接経費のある外部資金（科研費、受託研究、共
同研究（寄付金は対象にならない））の各総額の和について順位
をつける。

特許 直近3年間の認定された特許の代表者の場合に限ってその総
数から順位をつける。外国特許の場合には、２を乗じて計算す
る。

単に量だけでなく、質も考慮して業績評価を実施

16

研究者の評価（研究）

個人評価
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大学の研究力の向上のために

17

1.人事（重要）
・優秀な教員を獲得する

2.育成
・URAによる科研費獲得支援

・学内の研究推進事業

・課題設定型の研究推進事業

・研究者のやる気を刺激

・部局への競争的配分

考えられるメニューは

URAによる科研費獲得支援

教員のレベルアップ

科研費を獲得し、業績を出す、その業績により
さらなる科研費を獲得して研究を拡大・発展させる。

リトライ制度（申請制）

不採択者への予算支援 質的支援

（１）若手型
（２）基盤研究（A・B）重点型

（１）URAによる調書チェック
（２）採択者の協力による採択調書公開

計画調書作成に係る支援

若手型 基盤研究（A・B）重点型

対象年齢 ３９歳以下の者 －

対象職種 本学に本務を有する者 本学に本務を有する者

対象資金 科学研究費助成事業
基盤(A)
基盤(B)

配分
対象者

A判定またはB判定で不採択
（申請制）

基盤(A)または基盤(B)にA判
定で不採択

配分資格
A判定またはB判定で不採択
（申請制）

再度同種目に応募し、
不採択になった場合に支給

配分額
科研費の種目および
不採択の判定結果による
（予算額と人数による）

基盤(A)：200万円（上限）
基盤(B)：100万円（上限）

18

科研費
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それぞれのステージや特色に応じた育成・支援体制を整備

めばえ
 究推進事 

みらい
 究推進事 

国際先端
 究拠点

世界的に高い評価を得
ている研究拠点を重点
支援

国際先端研究拠点
次世代の本学の強みと
なる研究分野を支援

みらい研究推進事業
大胆で挑戦性の高い研究を
支援

めばえ研究推進事業

１年 

３年 

６年 

2017年～

19

学内の研究推進事業

令和２年度から

JST 創発的研究支援事業

７ 件採択（令和２年度）

+

R２年度は

22課題
を採択

新型コロナウイルス感染症に関する取組

アマビエ研究推進事業（研究のスタートアップ支援）

20

課題設定型の研究推進事業

COVID-19を理解する

新型コロナウイルスの
感染制御に関わる

新たな自然免疫型Ｔ細胞の同定

講師 本園 千尋

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

活性イオウを基軸とする
COVID-19重症化に対する

新規治療剤の開発

大学院生命科学研究部 (医)

教授 澤 智裕

植物ベンサミアナを用いた
VHH型抗SARS-CoV-2

抗体の生産

大学院先端科学研究部（理）

酸化グラフェンを用いた
抗菌・抗ウイルス性素材の

開発

大学院先端科学研究部 (理)

感染を防ぐ

教授 澤 進一郎 教授 速水 真也

ユニバーサルデザインの
視点を踏まえたオンライン授業

ガイドラインの作成

大学院教育学研究科

どんなときも子どもの
豊かな学びを進め、

実践研究を止めない学校の
システムづくり

熊本大学教育学部附属小学校

新型コロナウィルス
(COVID-19)パンデミック
による心理・社会的変化

大学院人文社会科学研究部

withマスク時代の
コミュニケーションに

関する基礎研究

大学院生命科学研究部 (保)

COVID-19と教育

准教授 菊池 哲平 副校長 森 毎恵 教授 前田 ひとみ准教授 西川 里織

研究課題例
（他14件）

生命科学系 医工連携

教育学系 人文社会学系COVID-19と社会
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• 論文 Impact Factor （2019年論文）

• 論文 被引用数 （2016年論文）

• 論文 被引用TOP%（2016年論文）

• 外部資金獲得額

研究者のやる気を活性化

●熊大のTop10の研究者を2019年から発表

4項目について、全研究者のトップ10人を公表

21

研究者のやる気を刺激

論文については、筆頭著者、責任著者のみを対象とした

22

熊本大学 Top１０研究者 2020

スライド投影のみ
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大学のビジョン策定
（大学戦略会議：学長・理事）

部局行動計画の作成

共有 共有 評価

25％

教員ポスト

￥

予算

10億円

教員採用方針

H28.10
決定

・平成28年度部局配分定数の75％の教員で部局運営す
るための組織再編成を構想

・今後６年間の機能強化の方策と目標値（KPI）の設定

H28年度： 3ポスト
H29年度：12ポスト
H30年度：11ポスト
R1年度 ： 7ポスト
R2年度 ： 8ポスト

部局配分定数
を拠出

課題解決

大学の機能強化の方向性と
合致する改革推進部局に

学内資源を再配分

学長裁量 学長裁量

学 長

部 局

ビジョンに合致した
機能強化の取組
学長裁量経費の
重点配分

機能強化に必要と評価された
ポスト要求

学長裁量ポストを
貸与（最大6年）

23

部局への競争的配分

24

科学技術力の低下・負のスパイラル

理工学分野の研究力低下

科学技術力の低下

科学技術立国である
我が国の衰退

研究力低下がもたらす負のスパイラル

科学技術力

低下

研究力低下

理工学部への
入学倍率↓
偏差値↓

研究力低下
博士課程への
進学率↓
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25

科学技術力を強くするためには
大学だけの力では難しい…

1. 科学技術に対する“あこがれ”、 “好奇心”の醸成

• 初等教育（小学校、中学校）からの科学心の涵養
トップ研究者からのメッセージ（ノーベル賞受賞者による全国講演行脚）

2. 数学を面白く

• 理科は好きだが、数学は苦手なため、理系への進学を断念

• 数学を面白く教える教師の育成（中学校、高校）

• 大学入試問題を基本的なものや大学に入って必要なレベルにする

3. 負のイメージからの脱却
• 環境問題に対する科学技術の負の側面（海洋プラスチックや原発の問題）

• 新たな科学技術でしか解決できない！

4. 理工学部系に国家資格を？
• 医学部、薬学部は国家資格が取れる＝生活の安定を担保

5. 理工学系にプラスな一面もある
• 企業は理工学部卒や、修了者を採用したい
→この点をもっと高校生に広報する必要がある
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④東京理科大学 

 －内的動機による研究と応用・ミッション志向型研究の往来－ 

    ～九大と理科大での取組経験などから～  

若山 正人 副学長（国際化､データサイエンス教育･研究､学外連携担当）、理学部教授 

 

 

 

令和２年度  究開発評価シンポジウム
「 究開発戦略の立案と 究開発評価のあり方」

～組織の目標・戦略から具体的な 究実施までの連結～

－内的動機による 究と応用・ミッション志向型 究の往来－
～九大と 科大での取組経験などから～

2021年3月9日

東京 科大学 副学長 若山正人
（国際化推進、データサイエンス教育・ 究推進、学外連携担当）

Copyright © 2021 Tokyo University of Science. All Right Reserved. 

略歴

2
Copyright © 2021 Tokyo University of Science. All Right Reserved. 

若山 正人 (Masato Wakayama)                                          

• ⚫現職：

東京理科大学副学長・理学部教授
国立科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー
国立研究開発法人・理化学研究所 数理創造プログラム 特別顧問
（九州大学マス・フォア・インダストリ客員教授）
九州大学名誉教授
専門分野：数学（表現論, 整数論）

⚫研究・教育歴：

九州大学教授（数理学研究科→数理学研究院・数理学府）1997.9 -2011.3
九州大学主幹教授2009.5 -2019.12
九州大学教授（マス・フォア・インダストリ研究所・数理学府）2011.4 -2019.12
東京理科大学教授 (理学部第一部数学科) 2020.1 –

⚫運営/経営的職務（現在から過去へ）: 

東京理科大学副学長 2020.1 -
九州大学理事・副学長2014.10 -2019.12
九州大学グローバルイノベーションセンター（改組・設立）センター長2016.10-2017.3
九州大学稲盛財団記念館 館長2014.10-2019.12
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所（創設）所長2011.4 - 2014.9
九州大学副学長（教育担当）2010.10 - 2014.9
九州大学数理学研究院長・学府長 2006.7 - 2010.7
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本日のトピックス

－内的動機による 究と応用・ミッション志向型 究の往来－

～九大と 科大での取組経験などから～

１．九州大学 全学的な取組みの一部 (p.5-9)

２．九州大学 マス・フォア・インダストリ 究所（IMI）

創設の背景とアイデア (p.10-14)

３．東京 科大学 全学的な取組み (p.15-26)

3
Copyright © 2021 Tokyo University of Science. All Right Reserved. 

九州大 と理科大 比較

4

国立大学法人九州大学 学校法人東京理科大学

創立 1867年（賛生館ほか） 1881年（東京物理学校）

学生数

学部

大学院

18,566

11,679

修士3,981, 博士2,602, 専門職304

18,936

15,821

修士2,728, 博士288, 専門職99

専任教員数 2,088 766

論文数

著者数

FWCI

30,697

16,029

1.11

9,096

6,284

0.83

外部資金獲得額

公的

民間

科研費7,577（百万円）、

その他政府系14,668（百万円）

6,487（百万円）

科研費1,024（百万円）、

その他政府系1,193（百万円）

939（百万円）

出典：学生数及び専任教員数は、各大学HPの公開情報（ともに2020年5月1日現在）。
論文に関わるデータは、エルゼビア社のSciVal（2015～20年累計、全論文種、2021年2月上旬時点）。
外部資金額は、「大学ファクトブック 2020」（2020年6月、日本経団連・経済産業省・文部科学省）。
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5

・世界社会科学フォーラム（WSSF2018）の招致（九大主催）

・「国際法務室」（URAを１人配置）にて、リスクマネジメント及び外国人研究者・留学生の入口管理や

国際法務・契約について支援

・研究の国際競争力向上のための４つの方策の実行プランを策定

九州大学：
◆ グローバルな研究力強化

2. 研究を行う人材と人事
3. 研究のための環境整備

と時間確保

4.研究の国際ネットワーク
の強化

1-1 大学の現状を構成員に周知するシステムの確立（現状の共有）
1-2 分野ごとの世界レベルでの位置づけの分析と提示
1-3 研究力強化及び研究資金の確保の方策の策定

2-1 優れた人材を確保するための教員選考のあり方の見直し
2-2 研究力強化に向けた教員人事制度の見直し
2-3 研究力強化のための優れた研究者のリクルート
2-4 研究人材の養成

3-1 研究時間の確保
3-2 研究力強化に対応した組織の見直し・スリム化
3-3 選択と集中による最先端設備の調達
3-4 大学改革推進経費における指標の追加

4-1 国際共同研究の促進
4-2 国際会議等の活用
4-3 レピュテーションサーベイへの戦略的対応

研究の国際競争力向上のための４つの方策 実行プラン

１．研究力強化及び研究
資金の確保

5

6

ＵＲＡシステムの整備
URAの業務事例

➢ 大学発ベンチャー事業シーズ育成支援プログラム（九大ギャップファンド）
・研究成果の社会還元を促進するため、学内公募助成金として整備（H28年度）
・起業に意欲的に取り組む教員等の自己の研究成果に基づく大学発ベンチャーの創出を促進
・起業を目指した九大初のギャップファンド制度であり、本務として遂行が可能

➢ 博士後期課程学生就学・キャリア支援プログラム
・産業界との連携により、大学院教育においての課題設定・解決能力や他者と協働する力を向上させる手

段として活用し、新しい学問分野や融合研究の創成や発展促進を図る

➢ エネルギー研究教育機構，アジア・オセア
ニア研究教育機構の設置
・強みを活かした文理融合研究教育組織を構築

➢ センターオブイノベーション事業
・異分野融合研究プロジェクトの推進

➢ 科学研究費補助金支援体制の構築
・基盤的研究の支援体制の充実、URA活動の認知

➢ 海外競争的研究資金獲得支援
・海外資金への申請スキームを新たに整備

➢ 異分野融合研究マッチング交流会
・新分野の創出を促進

➢ 組織対応型の産学官連携の推進
・産学官連携機能の強化

情報発信

➢ 九大ギャップファンド学内説明会

・本学におけるベンチャー創出支援の取組内容等について説明

➢ 科研費説明会

・若手研究者を対象に実施

・外国人研究者向けの説明会を実施

➢ 部局キャラバン（事業終了後のH29年度より）

・各部局の教授会においてURAの役割や

支援内容等を改めて周知

➢ 刊行物の発行

・研究戦略データ集

・科研費申請・獲得ハンドブック（和・英文） 等

学内に対して

研究成果実用化の
構想・提案

プロダクト試作開発
顧客の初期評価

・検証
実施結果の報告採

択

プログラムの概略図

助成期間（7ヶ月程度） 終了後１ヶ月以内
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種目 概略

つばさプロジェクト
人文科学・社会科学分野の若手研究者が先導する異分野融合研究
を支援

わかばチャレンジ 若手教員による、可能性を秘めた「挑戦的」な研究を支援

特定領域強化プロジェクト
アクションプラン等に基づき毎年度研究分野を指定し、当該分野にお
ける先進的な研究を支援

ＴＴタイプ テニュアトラック制教員支援

特別枠 人文社会系を中心とした機動的プログラム・プロジェクト支援

ＱＲプログラム（Qdai-jump Research Program）

基礎研究支援に加え、異分野融合研究や新学術領域創出につながる研究など、革新
性・先進性を有する発展的研究を重点支援（平成２８年度創設）

平成２８年度は、採択４１件・不採択１１２件、平成２９年度は、採択４８件・不採択１２８件

◆学内支援制度①

7

8

Progress100（世界トップレベル研究者招へいプログラム）
本学が既に世界に伍し、かつ優位性を有している研究分野において、世界の第一線級

で活躍する研究者を招へいし、ユニット単位での国際共同研究を推進

国際共著論文数が増加し、国際的プレゼンスの向上、組織間の国際連携の推進
に大きく貢献

種目 概略

通常枠

トップ100大学交流支援型
世界大学ランキングでトップ１００に入る大学からの研究者を招へ
いする

戦略的パートナーシップ構築型
本学と継続的・永続的な戦略的パートナーシップを形成する目的
で事業を遂行する

チャレンジ枠

特定分野・戦略地域チャレンジ型
世界大学ランキングでトップ１００に限らず、特定の分野、本学の
国際戦略上、重要な地域への支援といった多角的方面から包括
的に国際的プレゼンスを高める

若手研究者グローバルリーダー育成型
本学の次代を担う優れた若手研究者を海外の著名な大学等へ
派遣

人社系学際融合リサーチハブ形成型
（人社系RINK）

国際シンポジウム開催等への支援

TOPランキング先導枠
研究戦略性が高く、大学ランキングの向上を先導できる研究国
際交流に対する支援

◆学内支援制度②

8
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被支援者や参加者の満足度は高く、研究者の大幅なモチベーションアップへ

研究活動基礎支援制度

研究環境の多様性を促進するために若手研究者、女性研究者及び外国人研究者を継
続的に育成・支援する取組（平成２５年度から継続的に実施）

概略

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
支
援

スキルアップセミナー
自身の研究成果を国際的な場でより効果的に発表するためのスキル習得を目的とした講義
とアクティビティ

国際学会派遣支援 国際学会等に論文を発表する際に必要な経費を支援

外国語校閲経費支援 学術雑誌に論文を投稿する際の英文校閲等に係る経費を支援

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
支
援

研究補助者雇用支援
（短期、中期、教授・准教授）

社会貢献のための会合出席や、出産・育児・介護等のライフイベントにより、研究の遅滞や
中断に至ることがないよう、研究に専念する業務に従事する研究補助者を雇用する経費を
支援

出産・育児復帰者支援 出産・育児による研究中断後、円滑に研究現場に復帰できるように研究活動を支援

◆学内支援制度③

9

10

関孝和(1642-1708)
・1674 発見

行列式(←終結式)＜ (ライプニッツ1683)
ベルヌーイ数～ヤコビ・ベルヌーイとほぼ同時期

さらなる発見
・積分&微分～ニュートン,ライプニッツと同時期
（だが、微積分学の基本定理の発見には至らず ← 大砲の弾道計算などは不要であった：応用の不在）
・数学に関する絵馬(算額) 主に初等幾何に関する数学的パズル
・そろばん

1603 →→→ 1868
江戸時代

・鎖国
・平和(戦争のない) 時代

日本の数学（和算）- 世界に先駆ける発見も
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日本の数学 - 明治開国から経済大国へ

→→1868 →→→ 1912
明治時代 (開国)

輸入数学:
ゲッティンゲン大学 →→ 純粋数学

工科大学 →→   応用数学
（実験とともにあるため、明瞭ではない）

しかし、新規設立の大学（工科大学）に、明示的
ではなかったが数学に強い伝統が脈々と：

機械工学 （含：航空工学 etc.）
電気・電子工学、精密機械工学、など

1926 →→ 1989 →→→昭和時代
(第二次世界大戦 1939-1945)

1989 
→→→
平成・令和と
つづく

→日本の高度成長の時代

ハイテク国家日本の発展の源
∵
高性能コンピュータ以前～1990年代中盤

∃ 大勢の優れた数学に強い工学系研究者
(日本では、数学者とは認識されず、欧米に行
くと“応用”数学者とよばれることもあった)

1990年代中盤以降
♯{上記のような優れた応用数学者}↓減少

11

2011.4 九州大学に Institute of Mathematics for Industry を設置

2013.4    文部科学省共同利用・共同研究拠点 『産業数学の先進的・基礎的研究拠点』 認定

IMI（マス・フォア・インダストリ研究所）設置目的

① 産業界は数学の問題の宝庫 → 新しい数学研究領域・テーマの誕生 “輸入”

②純粋数学を含めた最新数学成果の現実の問題への応用 “輸出”

③数学系博士学生の新しいキャリアパス開拓・人材育成 “持続的な発展・進歩” 

マス・フォア・  ダストリ研究所（IMI）の創設

12
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なぜ IMI(2011-)を設立したのか？
1. 純粋数学(内的動機による)研究だけでは，いかにそれが大切であろうとも（もちろん

大切！），未来からみれば数学の半分かもしれない．
2.
① 新しいタイプの数学博士の育成と活躍の場の創出
② 産業界に数学研究の意義を知ってもらうこと
③ 産業界で数学を武器に研究開発に従事することのアカデミアの数学者のそれに比肩する意義

④ 私たち数学者の決意が本気であることを産業界を含め内外に発信（やってみたい気持ち）

3. 社会からの必要が数学技術の真の発展を生むはず（数学が検証する確実性など）．

余談1: マス・フォア・インダストリ研究所

（MASS-FOR-INDUSTRY???）

Math (マス) sounds Mass（マス）
Mass may imply Big Data 

余談2: 最初の公式訪問者：米国DARPA
(設立３ヶ月後に訪問の意向）．
共同研究はできない旨を事前に伝えた．
その上で，2011年9月に
在日空軍・海兵隊技術将校とともに来学.)

● Weapons of Math Destructions, Cathy O’Neil 2016 （cf. ELSI)

マス・フォア・  ダストリ研究所（IMI）の創設

13

興味があるからやるというよりは、やるから興味ができる
場合がどうも多いようである。 寺田寅彦

1878-1935
物理学者 (東京帝大教授), 
随筆家・俳人(夏目漱石門下) 

本多光太郎
1870-1954
物理学者・冶金学者 (KS Steel: magnetic resistant steel)
(東北帝大総長 & 東京理科大学初代学長) : 写真の左側. 
Mathematicsの語源：古代ギリシャマの“マテーマタ”＝考えること、知識、科学 ⇨ 学問

学問のある所に技術は育つ、技術のある所に
産業は発展する、産業は学問の道場である

水島寒月

試してしてみよう！

マインドセットの変化を促す

マス・フォア・  ダストリ研究所（IMI）の創設

やってみよう！
東京理科大学イメージキャラクター
坊っちゃん ＆ マドンナちゃん

14
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■ 東京理科大学
創立：1881年（旧東京物理学校）
４キャンパス （７学部３１学科, ９研究科３１専攻）
➢ 東京 神楽坂 ： 理学部第一部・二部、工学部

経営学部, 大学院, 専門職大学院
葛飾 ： 工学部, 基礎工学部, 理学部第一部, 大学院

➢ 千葉 野田 ： 薬学部, 理工学部, 大学院、
生命医科学研究所, 総合研究院

➢ 北海道 長万部 ： 基礎工学部１年生の全寮制教育（300名）
➢ 専任教員数 ：約770名
➢ 学生数 ：約19,000名

東京理科大学の概要

東京理科大学 初代学長 本多光太郎

15
Copyright © 2021 Tokyo University of Science. All Right Reserved. 

東京物理学校の建学の精神
「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」

理科大の分野別論文の量と質（2014～2019年累計）

16

※エルゼビア社のSciValにより分析（全論文種17,201件が対象）.
※分野分類は同社のSubject Area（27分野）に基づく.
※バブルの大きさは各分野における本学からの発表論文数を表す（分野名に続く数字が論文数）. 
※相対被引用度は, 分野等による被引用度のばらつきを平準化した相対値で、世界平均が1.0となる. 
➢ 本学論文の全分野での国内シェアは1.25％. 

（2020年2月現在）

Engineering, 

2699

Physics and Astronomy, 

2461 Chemistry, 2016

Materials Science, 

2004

Computer Science, 1286

Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology, 1187

Mathematics, 1174

Chemical Engineering,

860

Medicine, 643

Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics, 454

Energy, 404
Agricultural and …

Environmental Science, 304

Earth and 

Planetary …

Immunology and Microbiology, 

238

Multidisciplinary, 227

Social Sciences, 170

Neuroscience, 132

Decision Sciences, 117

Economics, Econometrics and 

Finance, 67

Business, …

Arts and Humanities, 36

Psychology, 30

Health Professions, 24

Nursing, 18

Veterinary, 13

Dentistry, 10

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

相
対
被
引
用
度

論文数の国内シェア（％）
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※クラリベイト・アナリティクス社 「InCites Benchmarking & Analytics」（InCites）により分析. 分野分類は, 前ページの分類方法による. 

➢ 被引用トップ10％論文の輩出割合が10％以上の分野は材料科学、臨床医学. 
➢ トップ1％論文の輩出割合が1％以上の分野は化学, 基礎生命科学、材料科学, 計算機・数学, 臨床医学. 

分野別の発表論文総数と被引用トップ論文数
（2014～2019年累計）

Copyright © 2021 Tokyo University of Science. All Right Reserved. 

（2019年2月現在）

化学
基礎生命

科学
物理学 材料科学

計算機・

数学
工学 臨床医学

環境・地

球科学

経済学・

経営学

社会科学

一般
複合領域

論文総数 1471 1121 1111 549 460 448 250 70 31 24 5

Top 10%論文数（内数） 104 97 92 61 40 21 33 5 0 1 1

Top 1%論文数（内数） 15 15 9 8 7 3 7 0 0 0 0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

論
文
数

17

３か年中期計画（2019～21年度）における
研究分野の目標

18
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理科大URA ン   重点  

（１）強みを活か  取   重点  

環境・エネルギー

✓ 次世代太陽光発電技術、創・畜・省エネ
ルギー等の観点で人類共通の環境問題の
解決に貢献

ものづくり・計測技術
✓ ものづくり・計測技術の発展による我が
国産 への貢献

医療・生命科学
✓ 他大学医学部との連携
✓  ・工・薬・医連携による 究の推進

農水・食品
✓ 農林水産物の高機能・高付加価値化
✓ 生産・加工・流通システムの高度化

超スマート社会技術
✓ AI、IoT、ビッグデータ、ロボット技術
の 究開発を推進

（２）新たな強みと るべく取   重点  

共同利用・共同 究拠点：光触媒国際 究センター
火災科学 究センター

トライボロジーセンター

平成28年度文部科学省私大ブランディング
「材料表面・界面における水の学際 究拠点の形成」

AMED：革新的創薬技術開発

JST STARTプログラム「ケミカルノックダウン法」

農林水産省：「革新的技術開発・緊急展開事 」

地方自治体（大分県 国東市）：建築IoTシステム

「 科大ならでは」の 究を世界レベルで展開し、「日本の 科大」から「世界
の 科大」へ発展することを目指す。

【複合型】平成29年度文部科学省私大ブランディング
「スペース・コロニー 究拠点の形成」

19
Copyright © 2021 Tokyo University of Science. All Right Reserved. 

「機関としての戦略と個々のボトムの研究をいかに連結しうるか」

20

学内

グラント

研究
組織

研究
制度

研究支援
組織

（URAセ
ンター・研

究推進
部）

研究力分析

研究戦略 評価
研究力の向上

大学発
      

育成

知財

戦略資金の循環

・実施料等収入

・新株予約権の保有

従来の取組として、
・重点課題の設定
・研究力向上のための学内諸制度の設計・実施
・科研費申請支援
・公募情報の学内展開
・知財の活用、ベンチャー育成 等
今後は特に、大型案件の組成に注力

目標設定
・

戦略策定

効果の検証
制度の見直し
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学内グラント

21

名称 区 補助対象
採択件数
／応募件数

 長 別
  推進費

強化枠

本学のもつ強みのより一層の強化または新たな強
みの創出を目的とした戦略的な 究活動をしてい
る単独の教員または2名以上の教員群が行う 究課
題

補助期間中又は補
助期間終了後速や
かに推進費の申請
額の倍額程度の外
部資金獲得が期待
できる 究課題

2件／10件

分野横断
・連携枠

分野や学部等の枠を超えた教員の発意に基づく分
野横断的な連携 究の推進を行っている2名以上の
教員群が行う 究課題

3件／９件

  共同
    費

ー
本学の単独の教員または2名以上の教員群が海外の大学や 究機関に所
属する 究者と共同で行う 究課題。補助期間中又は補助期間終了後1
年以内に国際共著論文を1報以上 究成果として公開できるもの

7件／25件

  ・
女性   
助成 

若手枠
顕著な成長が期待できる若手教員が行う 究課題（2020年4月1日にお
いて39歳以下）

7件／60件

女性枠 顕著な活躍が期待できる女性教員が行う 究課題 4件／22件

 定  
推進費

ー
本学において強力に推進する必要がある 究テーマ（世界をリードする
創造的 究拠点の構築ができ、先端的かつインパクトの大きな 究）

４件

※ 上記は2020年度の募集。
※ 補助期間は、原則として補助決定日の年度を含む2箇年度。

〇学内の優れた研究活動を支援するため、学内公募によって選定されたテーマを助成。

学内グラント TUS COVID-19チャレンジ2020

22

■三井住友信託銀行が2020年5月に創設した「新型コロナワクチン・治療薬開発
寄付口座」による寄付を受けて、学内の新型コロナ関連 究を推進するため、
「TUS COVID-19チャレンジ2020事 」を実施。

〇 究テーマ例
・新型コロナウイルスの交差反応性抗体の検出システムに関する 究開発
・ 科大の化学の力を活かした新型コロナウイルス治療薬の開発



 

193 

 

 

 

 

特別研究期間制度

23

■近年, 大学教員の職務活動の中で,  究活動に係る時間の占める割合は著しく減
少し, 私立大学では３割を下回るなど, 教員が十分な 究時間を確保できない状
況にあることや, それに伴う大学の 究力の伸び悩みが社会的な課題. 

■本学では, 優れた 究力を有する, 又は今後有することが期待できると認められ
る   公務負担を減免 ,   に専念 きる  を捻出 る措置をとること
で,  究力向上や, 世界に通用する 究者の育成に資することを目的とし, 2020
年度から試行的に実施. 

支援措置（3年間）：

対象者：文部科学省科学 究費助成事 新学術領域 究の採択者（当時）

対象 へ   対象   属部局へ   

１ 公務負担の一部減免を認める
（授 , 補職, 委員会, 入試, 会議出席）

非常勤講師及びTAの新規雇用を認める

２ PD１名の雇用を認める 嘱託教授（非常勤扱を含む）の活用を認める
・幹事（FDまたは就職）の補佐
・入試関係 務の担当

３ 他機関（国内外）での 究を認める
（学生指導に影響のない範囲に限る）

研究制度：社会連携講座（大型共同研究＋寄附講座）
■民間  等の学外機関との連携により、一定期間継続して特定の課題や専門分
野に関する教育 究の推進及び充実を図り、人材育成を活性化させ、学術の推
進及び社会の発展に寄与する。

24

設置年度
  名
／学部

講座名称 設置期間

2020年度
一般財団法人化学及
血清療法 究所
／薬学部

医薬品等品質
・GMP講座

2020年7月1日
～

2023年6月30日

2020年度

Hexagon 
Manufacturing 

Intelligence
／工学部

デジタルツイン学
術 究講座

2020年10月1日
～

2023年9月30日

2021年度
ＡＧＣ株式会社
／基礎工学部

無機・非晶質材料
創成学 究講座

2021年4月1日
～

2026年3月31日
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研究組織：総合研究院（研究部門、懇談会と研究センター）

25

■大学の 究水準の向上と我が国および世界への貢献をめざした連携・協力組織
として、学長の下に「 究推進機構」及び「総合 究院」を設置。

■「総合 究院」では、 究者の発意により新たな 究領域を形成する「 究部
門」、「懇談会」と、大型の公的・民間資金をベースに設置される「 究セン
ター」等により、 科大ならではの 究を推進。

２１ 究部門
（運営費補助約80万円/年）

＋
懇談会
（運営費補助10万円/年）

７ 究センター

２共同利用・
共同 究拠点

ボトムアップ

トップダウン

研究力強化プラン

26
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ご清聴ありがとうございました

27
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(2) 問題整理・提起 

栗本 英和 氏  名古屋大学 教授・教養教育院副院長 
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(3) パネル・ディスカッションのポイント 

①モデレーターから提示された論点 

＊研究の指標：人文・社会科学系等多様な分野、多様な研究成果の把握。指標設定による教員

への影響 

＊研究力把握から組織戦略へどうつなげるのか 

＊戦略分野の形成と合意：昨今の課題型（地域創生含め）の研究戦略をどうつくるか。どう同

意を形成するか。 

 

②栗本先生の説明とキックオフの質問 

a)研究開発評価に関する説明 

＊科学技術基本法において行われる研究開発評価は、評価に続いて行われる意思決定の手段と

なるものである。アセスメント型評価ということが重要なポイント。それから、「文部科学省

における研究及び開発に関する評価指針」では、「研究開発は、未知を知に転換してく高度な

専門性に立脚した知的生産活動」であり、評価は無謬ではないが、常に見直していく、とい

う方針が示されている、 

＊私なりに、特筆課題に対する各大学における取組の概要とポイントを整理した。 

＊立命館大学では、評価可能な目標を設定し、整合ある施策と体制が構築されている。指標を

通した進捗把握と指標に基づくマネジメントが特色。 

＊熊本大学は、地域創生に寄与し、評価を活かした研究大学をめざしている。研究力を多角的

にアセスメントする指標の工夫があった。 

＊東京理科大学は、機関としての「両利き」の研究経営がなされており、内発的探求型部門と

外部資金の導入がなされている。 

 

b)パネリスト全員に対するキックオフの質問 

＊目標の方針策定時、実施時、特に注力した点は何か。 

＊研究者を元気にするため、過剰管理に陥らないようにするための留意点は何か。 

 

c)パネリスト全員に対するキックオフの質問への回答 （発言者名は敬称略） 

野口） 

方針策定に注力した点については、方針のすり合わせが重要。10年後の「立命館がどうなるか」

について、客観的な数字で把握する。その後、トップで考えたものとそれをすり合わせる合意形

成が重要、中期計画の策定時も全学の研究委員会（月１回開催）の間に意見集約をした。すると、

140もの意見が出たが、それを次の会議で返していく、という丁寧な対応を心掛けた。 

次に、研究者を元気にするということであるが、本学では、URA はテクノプロデューサーと呼

ぶが、彼らを研究者に対して配置している、研究者にとっては、その研究に魅力があるか、学生

を確保できるか、研究場所を確保できるかが重要な関心事。こちら側も、「科研費は出せ出せ」

というだけではなく、科研費に落ちたところにいかにフォローアップするのかも重要。これらを

政策立てていくことが重要である。 
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松本） 

基本的には他大学と同じだと思うが、優れた研究グループは、見ていれば大体わかる。まずは

そこを重点支援したいと考えており、１千万円前後の資金を提供する。そして、そのことを学内

にそれを知らせる。そして、それを目指すグループ、次の拠点になるようなグループ、若手にも

取り組んでもらうようにする。 

特に、若手の場合は研究資金を出したらよい。ところが、ある程度に資金を有するグループに

なると、１千万円の資金提供では影響されない。そこで、そういう場合は誇り、ステータスを与

えることが重要となる。それで、TOP10 の研究者として取り上げたところ、さらに熱心に取り組

んでもらえるようになった。さらに、研究レベルを高めたいということにつながった。 

地方創生の事業も、トップ主導で無理やり作りだしているということはない。アマビエ事業は、

熊本地震もあったので、ボトムアップで生み出したもの。このような取組を行っており、懸念さ

れているような過剰管理はほとんどない。 

 

若山） 

数学の分野の研究スタイルは理系の中では特殊かもしれない。論文は一人で書く。論文は英語

かフランス語で書く。そうした中で心掛けているのは、研究者のよいところを評価したいという

こと、そして、若手がいかにテニュアになれるかということ。これは、九大、理科大でも変わら

ない方針。ところが、人文・社会科学系の研究では、英語で論文を書く機会が少ないため、国際

的に取り上げられることは少ないという実態がある。そこで、KPI は適切なところでは使いたい

が、そうでないところは使いたくないと考えている。私自身、「論文を何本書くかではなく、書

く時間があったら、研究してほしい」と暴言とも受け止められるようなことを発言したこともあ

る。実際に、九州大学の法学部の先生は、日本語で論文を書いているが、海外からの留学生も来

ており、海外からも評価されていると思うので、そういうところは評価したいと考え、そのよう

にやってきた。 

また、強いところは見ればわかるので、ある程度、年配の方たちを支援する場合は、人に支援

するというよりは、その周りにどういう影響を与え、若手が PI になれるかを心掛けて、支援し

てきた。過剰管理は無いと思うが、これからの学術は、論文一本やりでの評価は難しい。 

九州大学から東京理科大に赴任して、思ったのは定常的研究費が、びっくりするくらい多く確

保されている。これは、研究があって教育があるというのは、両大とも同じであり、今後もそう

ありたい。 

 

③モデレーターから提示された論点（研究指標）についての意見交換 

林） 

研究の指標については、①人文・社会科学系等多様な分野、多様な研究成果の把握。②指標設

定による教員への影響。教育や社会貢献などが測定されないと、教員にネガティブな影響が及ぶ

のではないか、ということをうかがいたい。 

それでは、野口さんから、TIRAをつくっているので、それをどう考えているのかについてお願

いしたい。次に、松本さんに、インパクトファクターについて、またオープンアクセスの立場か

らすると、オープンジャーナルを推進するには、商業出版に推薦するのはどうかといったことを

うかがいたい。 
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野口） 

TIRA は 111 指標があるが、学部とのコミュニケーションツールに使える。12 学部が文系なの

で、定量評価、大型資金獲得実績による評価だと「人文・社会科学系はどうするのか」というこ

とになる。そこで、学部資金のみならず、著書、雑誌を出しているとか。各種の受賞も含めて計

ると、成果は多々ある。見やすい部分だけではなく、見にくいところまで見るとよい。大学とし

ては、レピュテーションがあがると、学生の進学の誘因にもなる。それをものさしにすることが

重要である。科研費は、自然科学系では採択率を見ていくが、人文・社会科学系では同じように

採択率をみるのは厳しい面もあるが、研究成果の創出にもつながるので、全員申請を目指したい。

それが、論文のレピュテーション、論文の量にも貢献することになると考えている。 

 

松本） 

人文・社会科学系の評価は難しい。評価のひとつに科研費の採択は入れている。６割くらいが

提出している。それから、論文も評価対象である。その分野の論文では出版社（雑誌）ごとにラ

ンクがあるので、それも評価の対象にしている。オープンジャーナルという話はあるが、それが

現実問題として一般的になってくれば、そうなると思う。今は、サイテーションも見ている。科

学系でも数学、理学、工学、建築土木とかで、評価が異なる。私は化学が専門で、工学系の中で

も、バイオ系に近い。専門分野が異なる場合は、均一で評価をしているわけではない。 

 

④モデレーターから提示された論点（研究力把握から組織戦略へどうつなげるのか）につい

ての意見交換 

林） 

できるだけ多様な指標をつくっていく方向だと思う。やはり、部局と執行部のコミュニケーシ

ョン・議論が重要と考えられる。そこで、どういう指標を、戦略につなげていくのかを考えてい

くのかということになるのではないか。そして、組織戦略につなげていくのか、ボトムアップの

形で、優れたところを見出して、組織の戦略につなげるのは、どうすればよいのか。 

 

若山） 

九州大学では、学内を「研究院」、「教育院」にわけて、それぞれの院で研究、教育をかなり考

えている。その中で、一人一人で対話は難しいので、その代表との対話が重要、文理横断を心掛

けている、そういうところに顔を出すと、若手がいろんなことを言う、そこには URAがいるので、

具体的に進めていく。 

体系にできなかったが、自分である程度、重点を置いている。教員のアピールポイントを出し

てもらって、よいところを伸ばすことが重要であり、そのようにしていた。すでにそれなりに活

躍している人は見えてくるので、そのときに、資金的にバックアップしてあげる、目立っていな

いところを、支援するのが重要だと思う。 

 

林） 

九州大学のマス・フォア・インダストリー研究所について聞きたい。数学の研究所を大学の目

玉にするのは難しいと思うが、大学の合意は問題なく進んだのか？ 
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若山） 

学内を説得するために、いろいろなことをやった。当時、研究科長だったが、説得工作に時間

を使った。日本国内の関係者に基礎数学の重要性を説いてもらっても、ダメだったが、同じ基礎

数学の分野で、マイクロソフトに就職し、トップになった人物にも学内の説得に協力してもらっ

た。こうした外国勢のエビデンスを得て、学内を説得に回ったことは効果があった。 

 

⑤モデレーターから提示された論点（戦略分野の形成と合意：昨今の課題型（地域創生含む）

の研究戦略をどうつくるか。どう同意を形成するか。）についての意見交換 

林） 

松本さんは地方創生の副学長。地方創生の点から大学の研究戦略をどう考え、どう各研究者を

巻き込むのか？ 立命館大学の場合は、R2020 では社会共生価値を取り上げているが、それをど

のように生かして戦略を形成・モニタリングしていく予定か？ 

 

松本） 

地方創生はどこの大学も比較的トップダウンでやりやすいと思う。地域の疲弊は明らかである。

そこで、地域の拠点大学において、地方創生に取り組むことの重要性を、学生にも話し、また先

生方にも手伝ってもらい、各部局に目標としてやってほしいと言った。そうすると、だんだん盛

り上がってくる。 

地方創生は様々な方が参加しないとできない。全ての方が参加できるもの。いかにマネジメン

トするかが重要。実際に地方創生という学問は特にない。しいて言えば、経済、都市計画といっ

た分野が近いというくらい。幸いなことに地方創生のプロに近い方が来ていただける。今は学内

がバラバラだが、その先生がまとめながら今から進めていきたい。学生が地方創生に関心を持っ

ているし、先生たちもそう思っている。 

 

野口） 

社会共生価値は、次世代の重要なキーワード。本気で文理融合を進めるのが非常に重要。その

ためには、一定トップダウンで方針を示すことが重要と思う。学内には 53 の研究拠点があり、

学部数より多い。そのうち 2 つは学長がトップを務める。人文・社会科学系の研究機構は共生、

平和などをテーマに複数の研究分野を牽引しており、SIPやCOIといった成果につながっている。

もちろん、モニタリングが必要であり、これは現場のモチベーションも把握しながら、現場とつ

ながりながら、一方で、大学全体にどのような価値をあげているかを見ながら進めている。 

 

林） 

戦略に生かすような評価はどのように行っているのか。 

 

栗本） 

これまでの取組の中でのボトルネックと他機関で活かす場合の留意点を教えてほしい。 
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若山） 

ボトルネックは、教員一人一人のマインドセット。教員が一所懸命やってきたことを守らない

ような方向は抵抗が大きい。 

 

松本） 

科学研究費補助金を何回言っても取らない人、研究をしていない人が残念ながら存在する。そ

ういう人に、どうすれば研究を活性化してもらえるのかにいつも悩んでいる。そのためにも、逆

に今がんばっている人を「熊大トップ 10」のような形でアピールしてあげることが重要だと思う。 

 

野口） 

合意形成が難しいということが一番。早く行くには一人で行け、これが最適解で、遠くへ行く

にはみんなで行け、という言葉があるが、やはり納得解が重要。時間はかかっても後者をやるべ

きではないかと思う。 

 

⑥ウェビナーの Q&A を通じた質疑応答 

本シンポジウムでは、Zoomウェビナーの「Ｑ＆Ａ機能」を活用し、参加者から、第１部の講演

中に、登壇者への質問を受け付けた。これらは、参加者は閲覧できないが）登壇者及び事務局の

メンバー間では、閲覧・共有し、パネル・ディスカッション時のパネリストへの問いかけに活用

した。 

なお、登壇者からは、質問者へ直接回答することも可能であり、いくつかの質問に対しては、

登壇者から直接回答が行われた。オンライン開催ではあったものの、シンポジウムにおける参加

者と登壇者の相互のやり取りが実現した部分もあった。 

以下には、主なやりとりを掲載している。 

 

（問） 

・立命館大学では、科研費申請数を研究力強化の指標の一つとしているということですが、その

場合、研究（申請）の質の担保はどのように図られているのでしょうか。 

（回答：立命館大学） 

・ブラッシュアップ機能＝科研費採択実績のある方に調書を磨いてもらう。さらに基盤 S や A を

出そうという方には、外部のコンサル会社の仕組みを受けてもらう等で質の担保をしています

（心掛けています）。勉強会も実施しています。ニュースも出しています。特にテニオハなども

致命的になるケースもあります。そのような点は、研究部事務局で丁寧に対応しています。 

 

（問） 

・各学部へのフィードバックについて，SciValなど外部のデータを活用する場合，人文・社会学

系の学部などは十分なデータが収録されていないことが想定されます。その場合のフィードバ

ック上の工夫についてご教示ください。 

(回答：立命館大学） 

・確かにご指摘の通りです。ただし、著書やシンポジウム等の研究成果の公開などは定量化でき

ますので、傾向等分析し、お返ししています。 
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（問） 

・2025 年までに科研費申請 100％を目指しているということですが、科研費を先生方に申請頂く

ために、具体的にはどのような活動をしていますでしょうか。 

(回答：立命館大学） 

・科研費獲得推進プログラムを展開。当該年度不採択になった方に予算をつけて次年度さらにブ

ラッシュアップして必ず申請していく制度などを導入して、全体的な支援を行っています。そ

れよりも、科研費申請時期に全ての教員に訪問、メールでアタックするとか、ムーブメントを

起こす勉強会なども実施しています。 

 

（問） 

・研究評価の結果をどのように活用されていますか（学部・研究科への資金還元、研究者の処遇

改善など）。また、人文・社会科学系の研究者の割合が高いとのことですが、人文社会科学系の

評価項目をどのように設定していますか。 

（回答：立命館大学） 

・活用は、研究高度化（外部資金獲得、論文の量・質向上、学園レピュテーションアップ）に繋

げる。研究者の処遇改善は、研究時間確保のために、研究専念制度などの導入をしています。

あと、バイアウトにも積極的に取り組もうと考えています。引き続き、よろしくお願い致しま

す。 

 

（問） 

・科研費申請率と採択率は比例していますか？ 

（回答：立命館大学） 

・やはり申請率が高まると採択率は下がる傾向はあると思います。但し、今の本大学の方向性は、

人文・社会科学系は申請率向上、自然科学系は採択率向上に力点を置いています。 

 

（問） 

・もともとの私学の役割と国立大の役割が分野によって、研究重点の度合いが異なるのではない

か。 

（回答：立命館大学） 

・特に私学は、私学らしい特色ある研究重点や研究拠点形成をどうするかが肝要と考えます。 

 

（問） 

・外部資金の獲得は本学でも、研究推進上大きな課題となっておりますがなかなか申請ノウハウ

の蓄積や研究者間の継承の問題もあって獲得に繋がらない現状があります。そこで URA の活用

という策があると思うのですが、学内では、人件費や新たな有期雇用者を生むとの問題もあっ

て本学では難しいというような判断が事務局内にあって提案にも至らない状況です。こういう

状況の大学は意外と多いと思うのですが、この事務局内の壁を打ち破って提案していくにはど

のような視点やキラーワードが必要になるのでしょうか。 

（回答：立命館大学） 

・長所を伸ばす、短所を改善することも含んだ、政策提起をすることが重要と思います。その時
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に重要なのは、巻き込む、です。上司、同僚、近傍部課などもそうです。まずは、ムーブメン

トを起こし、理解者を増やすことが重要と思います。 

 

（問） 

・立命館大学さんの R2030では研究データ管理（RDM)について、DX対応などを踏まえてどのよう

にお考えでしょうか？ 

（回答：立命館大学） 

・本大学も頭を悩めているところです。ただ、点在、散在している研究データや教育データを一

元管理し、教員支援する、「立命館 DX 推進室」を立ち上げます。主管は、研究部ではなく、総

合企画部で旗振りをしてもらおうと考えています。そこには、キュレーター人材も配置する予

定です。 

 

（問） 

・本日は講師の皆様には貴重なご講演を伺い、本当にありがとうございました。立命館の野口部

長に質問させていただければと思います。貴学の現場主義、徹底したデータ分析とコミュニケー

ションによる変革への挑戦は、いつも刺激を受けております。その中で、次世代のリサーチユ

ニバーシティを目指すには、様々な学問分野での DX展開が重要との考え方が出てきているので

はないかと思いますが、この点について貴学が何か構想されていることがありましたらご教示

いただければ幸いです。 

（回答：立命館大学） 

・研究、教育の点在、散在しているデータを一元管理し、教員支援や学生支援する「立命館 DX推

進室」を研究部ではなく、全学組織の総合企画部に設置し、対応していく予定です。設置の暁

には、ミッションや内容など、ご紹介させて頂きたいと思います。 

 

※以降の問については、回答ができなかったものであるが、参考までに掲載している。 

（問） 

・熊本大学では URAのキャリアパスはどのようにお考えでしょうか？ 

（問） 

・九州大学、東京理科大学にも同様に URAのキャリアパスをどのようにお考えか質問します。 

（問） 

・優秀な教員の確保が大切ということですが、この場合の「優秀さ」は具体的にどのようなもの

でしょうか。私は教員には研究成果や研究成績の観点以外にも学生の指導力や育成力が重要な

ファクターだと思うのですが、後者の場合はどのように評価して優秀さを判断するべきでしょ

うか。研究評価の結果と、研究評価の結果と学生アンケート結果の活用、バランス等に関して

お示しいただければ幸いです。 

（問） 

・理科大の先生へ 研究時間の確保が課題の一つとされていますが、貴学では 1 教員あたり平均

的にどの程度の研究エフォートでしょうか？ 

（問） 

・東京理科大の若山先生が言っておられた、外部資金からの問題解決型研究と，内発型研究を分

けて行うという点については，賛成です．これは，大学の運営についても同じではないかと思
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います．トップダウンだけでなく現場からの提案から方針を作るのもいいと思います． 

（問） 

・研究の評価ですが，論文数とインパクトファクターだけでは評価できないと感じます．論文や

研究者の発表をみると，その質が一目瞭然です．なんとか，論文数とインパクトファクター以

外の評価方法を考えていただけないでしょうか． 

（問） 

・大学業界において，イノベーションが起きづらい要因として，大学のために働くことが慈善事

業のような形になり，目標を高く持てば持つほど，仕事が個人につくことが挙げられると考え

ています。研究成果が得られるまで、タイムラグがある場合などにはどのように対応されてい

るのでしょうか。 

（問） 

・戦略を立てるにあたり，一部の部局を優先することで，学内的なあつれきが生まれることはな

いでしょうか？ 

（問） 

・絵は描けるものの、戦略を実行する場合は組織を動かす必要があります。限られた人数と人材

で、そのあり方や運営の仕方はどのようにされていますか？ 

以上 
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５．研究開発評価シンポジウムの参加者アンケート調査結果 

(1) 新たな知見が得られたか 

「知見が得られた」との回答が最も多く、全体の約 38％を占める。「新たな知見が得られた」

と「どちらでもない」が、いずれも 28％前後を占めている。「全く知見が得られなかった」とい

う回答はなかった。  

 

83 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

【得られた知見についての自由回答】 

◇学内の研究支援制度 

⚫ 学内の研究費支援制度や URA 活用について一定の情報が得られた。 

⚫ 事例発表の中で、学内における研究費プログラムや支援制度など、研究者をバックアップされている体制に

ついての講演が大変参考になった。 

⚫ 他大学での組織体制や、具体的な取り組みに関する情報。 

 

◇研究者のモチベーション向上 

⚫ 研究者のモチベーションを保つ方策。 

⚫ こちらで見えていないが何らかのシーズを有している研究者を見つけ出す術を構築することが重要になる。 

 

◇人文・社会科学系・地域貢献・文理融合に関する評価 

⚫ 人文社会系の評価指標の具体的例が参考になった。地域貢献大学の熊本大学の事例発表が地方大

学としての研究戦略立案及び評価として参考になった。 

⚫ 文理融合研究・超学際を主とする機関であり、評価そのものへの対応と、研究戦略支援に苦心しているの

ですが、特に立命館の取組みは学ぶところが多かった。 

⚫ 研究力評価の指標設定について、さまざまな分野をいかに評価するか。 

新たな知見が得られた  知見が得られた  どちらでもない 得られなかった 全く知見が得られなかった 
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◇戦略策定・研究機関新設に至るプロセス 

⚫ 研究開発戦略に対する外部評価の必要性。 

⚫ 長期的なスパンで粘り強く、そして企業などの外部の視点と（人的、予算的）サポートを上手く取り入れ

ながら、大学上部組織と交渉していくのが成功の秘訣と受け取った。 

⚫ 大学の中長期戦略から研究の戦略へと設定されている手法について、特に立命館の事例では細かな指

標を設定し進めている点が素晴らしい取り組みであった。 

⚫ トップダウンとボトムアップのすり合わせには、組織理念に照らし合わせ判断することが大切。 

⚫ 他大学の事例が参考になった。研究開発評価は「評価手法」のみならず、「政策立案」にも活用できること

が理解できた。 

⚫ 各学部・研究科へ直接訪問してコミュニケーションをとる重要性。 

 

◇研究評価の目的と実態 

⚫ 制度的な研究評価の目的と実態がだいぶ近づいてきたことを感じた。 

⚫ 評価指標の具体例と戦略への活用例。 

 

◇研究開発評価そのものへの理解 

⚫ 研究開発評価の位置づけが理解できた。 

⚫ 今後、所属機関において研究戦略を立案していくうえでの視野が大きく広がった。 

⚫ 研究者評価の方法について、これまで知らなかった評価方法があり参考になった。 

⚫ 評価方法と戦略の立て方のつながり。 

 

◇機関としての評価 

⚫ 機関として研究力を評価し、それを研究力強化戦略とをうまくリンクさせていくための示唆があった。 

⚫ 報告にとどまらざるを得なかった研究関連の指標が戦略立案や実践につながる実例を共有してもらえた。 

⚫ 評価手法の確立の重要性。 

 

◇研究開発の動機 

⚫ 研究開発活動の動機は、内発的なものと社会ニーズに根差すものとに分けられること。 

◇その他 

⚫ 国立大学と私立大学の差異。 

⚫ 立命館大学の管理手法は企業の経営手法に近い印象を受けた。 

⚫ 課題を共有することができた。 

⚫ URA の大切さを痛感した。本学では、導入に至っておらず、大きな課題であることを強く感じた。 
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(2) 仕事を進める上で役立ちそうか 

５割以上が「役立ちそう」であると回答している。「すぐに役立ちそう」を加えると、全体の

約３分の２が役立つと回答している。 

 

185 件の回答 

 

 

 

 

 

 

(3) 満足度 

３割強が「満足」、５割弱が「やや満足」しており、「やや不満」と「不満」の合計は４％強で

あり、全体では高い満足度を得られている。 

 

185 件の回答 

 

 

 

 

 

  

すぐに役立ちそう  役立ちそう  どちらでもない 役に立ちそうでない 全く役に立ちそうでない 

満足      やや満足    どちらでもない   やや不満      不満 
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(4) 要望・意見 

①内容について 

◇中期計画の参考になる 

⚫ 第 4 期の中期目標・中期計画策定に参考になるタイムリーな企画であった。 

 

◇研究開発評価の課題を乗り越えた経験に基づく話が聞きたい 

⚫ 今日も出ましたが、評価そのものも課題が多い上、戦略となると必ず直面する課題があるので、それらをどう

乗り越えたかの経験に基づく話が聞きたい。 

⚫ 当法人の課題としていた事項も他大学にとっても過去の課題であり、多々の解決策を講じられ更なる研

究推進をされている事が良くわかり、大変前向きになれた。 

 

◇中小規模大学の事例発表を期待 

⚫ 中小規模大学における事例発表も、機会があればぜひ聞きたい。 

 

◇大学全体とともに、各学部の取組も知りたい 

⚫ 大学全体としての取り組み以外に、各学部の研究開発の計画策定や評価の取組について具体的に説明

して頂く機会もあると助かる。 

 

◇登壇者に関するその他の意見 

⚫ 講演者は、いずれも戦略立案ラインのトップの方々でしたが、現場の声も聞けたら（多様なので演者選択

が難しいとは思いますが）より良かったと思う。 

⚫ 政府と距離を置く民間企業がどのように日本の大学、研究機関をみているか知りたい。 

⚫ 登壇者が適任だったと思う。また話を聞きたい。 

 

◇シンポジウムの長さについて 

⚫ 内容が濃くて有用でしたが、時間がもう少しコンパクトだとありがたいと思う。是非、オンデマンドで見られるよ

うにして頂けることを希望する。 

⚫ 長めのパネル・ディスカッションというプログラム構成も検討していただければと思う。 

 

②運営について 

◇資料を事前に共有してほしい 

⚫ （事前に）資料の共有をお願いしたい。 

⚫ 各先生方の数枚のキースライドだけで良いので、資料としてダウンロードできるようにしていただけると大変あ

りがたい。お忙しい研究責任者の方々に短時間で要点だけを伝えられるよう、主催者の方々により工夫し

ていただけると、より多くの方々への波及効果が期待できそうな気がする。 

 

◇オンラインシンポジウムのメリット・対面でのメリット 

⚫ お世話になりました。オンラインでのシンポジウムは、声がよく聞こえ、顔もみえるので、また資料がよくみえるの

でわかりやすくていい。 
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⚫ 今回はコロナ禍ということで、web 開催となったが、地方在住でも参加しやすいメリットがあるので、コロナ禍

が収束した後も、対面での開催と、それぞれのメリットを生かす形で企画してほしい。 

 

◇予算等が決まる前の時期に開催してほしい 

⚫ 開催時期を早めてほしい。 

⚫ 開催時期を年度末ではなく，予算等が決まる前にしていただけると，翌年度の活動に反映できると思う。 

 

◇その他 

⚫ 人文・社会科学にとって、「研究開発」という表現は、違和感があるので、「研究・開発」とした方がまだよさ

そう。 

⚫ 今後も研究推進力＆研究大学確立のためのヒントを宜しくお願いしたい。 
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(5) 回答者の属性 

①所属組織の種類 

 

 185 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

②職種 

 185 件の回答 
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③研究評価との関わり 

 185 件の回答（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

【自由回答】（主な回答をグループ化し、要約） 

⚫ 事務局・社会連携・研究支援の部署に所属しており業務に関連するテーマ（９） 

⚫ 法人評価等の報告書作成に当たり、研究評価が必要（７） 

⚫ 関わりはない（６） 

⚫ 外部資金、研究プロジェクト提案のための基礎情報として（１） 

⚫ 研究者であるが、研究を進めていくにあたりどのような評価視点があるのかに興味があったため参加（１） 

⚫ 県内１０大学等の評価とその活用（１） 

⚫ 倫理委員会、治験審査委員会における審査（１） 

⚫ 評価する立場ではないが、今後の学内での制度設計のため（１） 
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④上記③で最も長く従事した業務への従事期間 

185 件の回答 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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VI．参考資料（研究開発評価シンポジウム関連） 

１．シンポジウム開催案内 

(1) シンポジウム開催案内状（事務連絡） 

 事  務  連  絡  

令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日  

 

各国立大学法人 研究推進・評価担当理事 

各公立・私立大学 研究推進・評価担当責任者 

各大学共同利用機関法人 研究推進・評価担当理事 

関係独立行政法人 研究推進・評価担当理事      殿 

 

 

文部科学省科学技術・学術政策局 

企画評価課評価・研究開発法人支援室 

 

 

研究開発評価シンポジウムの開催について（御案内） 

 

平素は、研究開発評価に関する取組に御尽力・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 この度、文部科学省では、研究開発評価活動の一層の発展に資するべく、委託事業として研究開発評価シ

ンポジウムを別紙のとおり実施することといたしました。つきましては、貴機関関係者各位へ御参加いただ

けるよう幅広く御周知いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、今年度は、シンポジウムを三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社への委託調査の一環で開

催しておりますので、裏面に記載の方法で参加申込をお願いいたします。 

 

 

 

文部科学省科学技術・学術政策局 

企画評価課評価研究開発法人支援室 杉本 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目２－２ 

TEL ： 03-6734-4017（直通） 

E-mail ： rd-hyoka@mext.go.jp   
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 ＜参加申込方法＞ 

下記の参加申込ページからお申し込みください。 

申込〆切日：令和３年３月５日（金） ※申込先着順 

https://www.murc.jp/seminar/w_210309/ 

（上記アドレスのQRコード） 

 

 

＜問合せ先＞ 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 

政策研究事業本部 研究開発第２部 主任研究員 美濃地（みのじ）研一 

Phone: 06-7637-1456（直通、不在時はメッセージを残していただければ折り返します） 

E-mail: scirex@murc.jp 
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(2) シンポジウム開催案内チラシ（事務連絡 別紙） 

 

別 紙 
 

令和２年度 研究開発評価シンポジウム 
 

「研究開発戦略の立案と研究開発評価のあり方」 
～組織の目標・戦略から具体的な研究実施までの連結～ 

 

 

１．趣旨・目的 

大学や国立研究開発法人に研究経営の高度化が求められている中で、いかにして、研究に関する組織的な

目標や戦略を形成し、それらを部局や個々の研究者の多様な研究活動と連結させていくかは課題となってい

ます。そもそも、研究活動は長期間を要することも多く、多様な研究分野における多様なアイデアや方法を

支援しながら進めることが求められます。しかしながら、大学や国立研究開発法人は、特定の目標期間の中

で、学術のみならず政策的な動向も意識しながら、目標や戦略を形成し、それらの方向に組織を導いていか

なければなりません。 

本シンポジウムでは、大学および研究機関から取組事例を紹介していただき、いかにして研究に関する長

期や短期の目標・戦略を形成しているか、組織内外の多様な研究活動の状況や内容を把握し、いかにそれら

を目標・戦略形成と連結させ、あるいは、研究の推進をおこなっているのか、そして、それらの取組の中で、

目標の進捗管理や研究開発の実施・成果の状況をどのように分析・評価しているのかをお伺いします。シン

ポジウムを通じて、目標・戦略の設定と評価に関する課題点やあり方を模索していきたいと思います。 

 

 

２．開催日等 

開催日  令和３年３月９日（火） １３時３０分～１６時１０分 

 

３．開催形態 

webセミナー形式 

 

４．プログラムの構成 

講演とパネル・ディスカッション 

 

５．受講料 

無料 

 

６．定員 

200名 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年度研究開発評価推進調査委託事業 

 

令和２年度研究開発評価の在り方に係る 

特筆課題等への取組の状況調査 

報 告 書 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2021年 3月 

 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

〒105-8501 東京都港区虎ノ門五丁目 11番 2号 

電話：03-6733-3426  FAX：03-6733-1029 

メールアドレス：scirex@murc.jp  

 


	I．調査の背景と目的
	II．調査手法
	III．ヒアリング・意見交換等の結果
	IV．研究開発評価人材育成研修の開催結果
	V．研究開発評価シンポジウムの開催結果
	VI．参考資料（研究開発評価シンポジウム関連）

