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総合的評価（書面評価）  

 

評  価 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標もある程度達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

本事業でテーマとしている、「人間の持続的発達」という視点によって「経済人仮説」を相

対化し、発展段階や地理的条件の異なる国家間で異なる人間が存在することを研究するために

は、さまざまな地域の研究者と交流することは不可欠であり、本事業により既存のネットワー

クや個人的つながりを拡大しつつ、拠点機関である京都大学と南京師範大学以外でもセミナー

を開催することができた点は、ネットワーク形成という観点からはある程度評価できる。 

また、中間評価での「研究・教育の体制作りに終始している感がある」「国際的な発信力に

欠ける」「研究業績が世界的水準に達していない」「若手研究者の研究業績が乏しい」「研究交

流が一方向的であり、双方向的にすべきである」等の指摘に対し、残りの事業２年間である程

度の改善がなされた点は評価できる 

若手研究者養成についても、「発表機会の優先的確保」や「海外学会への派遣」を行い、そ

のために予算を重点的に配分した点は評価できる。若手研究者による積極的な学会発表および

査読付論文の発表は、当初院生・ポスドクであった５名の研究職への就職につながる一要因と

なったと思われ、研究交流活動の成果として評価できる。 

研究業績の水準向上についても、査読付き雑誌への積極的投稿や掲載の実現などの努力は認

められる。 

しかし、このような実現・成果はあくまでも形式上の実現であるという印象を拭えない。実

際、査読付き論文が掲載された雑誌を見ても、経済学分野において一流と認められる雑誌は少

なく、非常に限られた分野の研究コミュニティでしか流布していない雑誌のようである。また

セミナー参加者数をみても、海外参加者、特に相手国拠点機関である南京師範大学の参加者が

少ないと記されていた。本事業が「アジア研究教育拠点事業」の一つとして「世界的水準の研

究教育拠点」であるためには、形式上の実現のみならず、研究成果内容においても世界的水準

に達しているべきであり、またその成果内容を積極的に発信する努力も必要である。しかしな

がら、最終報告書では、研究教育拠点体制作りや他の形式的要件が満たされたことのみが記さ

れており、それを以て「研究交流目標は概ね達成された」と自己評価している。セミナーや研

究交流事業は、人的ネットワークの形成を補助する役割を持ってはいるものの、もっとも強い

つながりはやはり共同研究および論文の共同執筆によって作られるものである。この拠点形成

事業におけるネットワーク拡大が生み出す成果を公平に判断するためには、このネットワーク

に関与した研究者の今後の研究成果を見なければ判断できない点はあるにせよ、最終研究報告

書を読んでも、５年間の事業期間において「人間発達の経済学をいかに深化させたか」「その

分野にどのような点で貢献したのか」が不明であり、「研究課題を深める」、「拠点としての実
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体を基本的に形成する」ということが実現されたとは言いがたい。 

１番の問題は、「研究課題を深める」ことに関係する学術面の成果がよく見えないことであ

り、「世界的水準の研究教育拠点の構築」という面での成果が十分にあるとは思われない。特

に、「『経済人仮説』を相対化した『人間の持続的発展』に関わる新しい枠組みの構築」を「全

期間を通じた研究交流目標」として掲げているにもかかわらず、現時点での成果物から判断す

ると、論文リストに挙げられた業績は多様なテーマのものを含んでおり、本事業で重点的に取

り組んだものが何であったのかが見えてこない。 

本事業のテーマ自体は興味深いものであるので、一般社会に対してもその研究成果内容を説

得的に示すことは、世界的水準の研究教育拠点プロジェクト施行者の一必要条件であると考え

るが、研究成果発信に対する日本側拠点機関の努力は低かったのではないかと言わざるを得な

い。たとえ本事業の主目的が「人間発達の経済学」の理論研究であったとしても、震災・原発

などの現実的・具体的な政策課題に対して主張できることはあるはずで、最終報告書によると、

それは松山の全大会セミナーのテーマにもなったという。ならば、「人間発達の経済学の視点

から、震災・原発問題に対して他の経済学アプローチとは異なる如何なる提言をしたのか」等

について具体的に示して欲しかった。 

２つ目の問題として、今後、この日本側実施組織がどのようにして「世界的水準の研究教育

拠点として、継続的な研究交流活動」を実施するのかについて具体的な記述がなく、この日本

側実施組織が今後どのような役割をどのように果たすのかよく分からないと言わざるをえな

い点である。さらに、相手国側実施組織についても、「S-1 セミナーへの参加が減っている」、

「今後の研究交流相手を選択する必要がある」という、この事業にとってかなり本質的とも思

われる問題点が記されているが、今後は中国においてどの研究教育機関と交流を行うのか等、

今後の共同研究の方向性や役割分担については具体的な方針・方法に関する記述が見受けられ

なかった。 

今後本テーマでの研究を継続していくためには、どのようにして今後も「世界的水準の研究

教育拠点として、継続的な研究交流活動の実施」を行うのかを明らかにしつつ、人的ネットワ

ークの拡大および既存拠点の密接なつながりを維持・構築してゆくことが強く望まれる。そう

することによって、異なる発展段階や地理的条件を持つ国々を研究対象とする研究者との活発

な交流を可能にし、社会的人間像の相対化を図り、「人間の持続的発展」に関わる新しい枠組

みが構築されるよう引き続き努力してほしい。 
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１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがった。  

□ 概ね成果があがった。  

□ ある程度成果があった。 

■ 成果があがったとは言えない。 

コメント 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」

の観点から成果があったか。 

 

学術的側面：「人間の持続的発達」という視点によって「経済人仮説」を相対化するため、

発展段階や地理的条件の異なる国家の間で異なる人間が存在することを研究する本事業に

おいて、さまざまな地域の研究者と交流することは不可欠であり、本拠点事業によるネット

ワーク形成は、社会的存在としての人間の理論的な研究にとって大いに貢献しているといえ

よう。ただし、本事業の学術的側面としての成果となると、研究のキーワードである「人間

の持続性」「経済人仮説の相対化」（異質な国家、異質な歴史段階における異質な人間の存在

の証明とその理論化）に関して説得的かつ具体的な研究成果を汲み取ることができない。例

えば、企業家形成の遅れは日本、中国ともに重要な研究課題であるが、交流活動を通じてど

のような知見を深めることができたのかは、少なくとも報告書からは見えにくいといわざる

を得ない。ベトナムとの交流を進めることができた点は、活動状況として評価できるが、学

術的側面における成果となると、中国とベトナムとの関係において、どういった問題をどう

「深める」ことができたのかが大切であろう。したがって、大きな成果があったとは評価で

きない。 

 

若手研究者の養成：若手養成の手段として「発表機会の優先的確保」や「海外学会への派遣」

を行い、そのために予算を重点的に配分した点は評価できる。若手研究者による積極的な学

会発表および査読付論文の発表は、当初院生・ポスドクであった 5 名の研究職への就職につ

ながる一要因となったと思われ、研究交流活動の成果としてある程度評価できる。 

 

研究教育拠点の構築：国内における京都大学を中心とした慶應義塾大学等他機関とのネット

ワークの形成、相手国内での学会組織の設立やセミナーの開催、さらにはベトナムや韓国ま

でネットワークを拡大してゆくことに成功している点からすると、形式的にはある程度の成

果は得られていると言えよう。しかし、「拠点」が確立されたとは言い難く、アジア研究教
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育拠点としては不足感を覚える。 

 

 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

 

最終年度報告書 6－2（2）の記述や論文リストからは、何を中心に研究したのかはっきり

とは見えてこない。「『経済人仮説』を相対化した『人間の持続的発展』に関わる新しい枠組

みの構築」が「全期間を通じた研究交流目標」に記されているが、その成果は見えない。期

間全体を通じて 92 本の論文を発表できた点は、研究交流活動の成果としてある程度評価で

きるものの、査読付論文の本数となると、最終年度で増えたとはいえ、全体の 3 分の 1 程度

となっており、掲載された学術雑誌のレベルも国際的水準からみて高くない。今後さらに増

えてゆくことを期待したい。また、中国側研究者との共同執筆論文数 9 本だが、英文による

論文は全体の約 3 分の 1 であり、交流活動の成果としてはこれらの成果も今後増えてゆくこ

とを期待したい。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

 

本事業は理論研究を主とするため、社会への研究成果発信には格段の努力を要するかもし

れない。その点、セミナーを一般向けに開放したこと自体は評価できるが、研究者以外の参

加者数の情報などが明記されておらず、どのように「開かれた」セミナーにしたのかは不明

であり、社会に対する還元が積極的に行われたとは判断しがたい。また理論研究であっても、

アジア研究教育拠点として、その政策的含意等を経済雑誌・新聞などの報道手段を用いて、

一般社会に対してわかりやすく発信する努力はなされるべきである。セミナー開催の周知お

よびその方法や、研究成果の社会への積極的な発信などがなされたのであれば、社会への還

元として評価できたであろう。 

 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

  

拠点を形成することで、国内外のネットワーク形成を目的とする本事業において、日本と

中国の拠点形成を越えて、学会における分科会設立を通じてベトナムや韓国へネットワーク

が拡大した点は予期しなかった成果として評価できる。他方、相手側拠点機関である南京師

範大学の研究者のセミナー参加者が減少しており、相手国側拠点機関との関係が深まらない

代わりに拡大したとすると、必ずしも高く評価できないところがある。 
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２．事業の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

・中間評価における指摘事項等について、適切に対応されたか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

□ 概ね効果的に実施された。  

■ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適切に計画

し、実施したか。 

 

共同研究：既存のネットワークや個人的つながりを本事業によりある程度拡大できたと思わ

れ、共同研究の促進を目的とするネットワークの拡大という点では評価できる。しかし、中

国側研究者との共同執筆論文数が少ないので、共同研究の成果上の側面からみると十分とは

言いがたい。 

 

セミナー：全期間において定期的に開催されており、回数も適当である。また、平成 23 年

度以降は国内、海外ともに少なくとも 1 回はセミナーを開催しており、ネットワーク形成に

貢献したと言える。特に、京都大学と南京師範大学以外の国内外の大学においてもセミナー

を開催することができた点は評価できる。 

 

研究者交流：日本から中国に対する派遣は盛んに行われた点は評価できるが、それに比べる

と中国から日本への訪問は非常に少なく、やや一方向的な交流であったといわざるを得な

い。ただし、マッチングファンドによる派遣もあり、その点は評価できる。 

 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であったか。 

 

日本側拠点機関に関しては、附属東アジア経済研究センターによるサポートを受けること

ができた点は評価できる。ただし、具体的なサポート内容がセンターの発行する年誌や週間

ニューズレターでの報告や告知にとどまっていたので、今後はそれ以上の活動を期待した

い。 
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このほか、国内の４つの大学でセミナーを開催するなど国内ネットワーク体制は十分であ

ると評価できる。また相手側拠点機関である南京師範大学も学会設立に貢献しており、日本

側，相手国側ともにネットワークの拡大が実現されたことは評価される。 

しかし、相手側拠点機関のセミナー参加者が少ない点、また相手側拠点から日本側拠点へ

の研究者訪問が少ない点など、今後の研究協力体制の維持に関しては検討・改善の必要があ

る。 

 

 

 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

 

セミナー開催費用および研究者交流のための旅費執行額は適切と思われる。また若手研究

者育成のため、セミナー報告機会提供などの経費も適切に執行されていた点は評価できる。 

  

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されていたか。 

 

研究交流経費の額に対して、５年間で総額 1505 万円相当のマッチングファンドの獲得に

成功しており、本事業の総研究交流経費 2434 万円から見ると決して大きくないものの、相

手国の経済状況から考えるとマッチングファンドの獲得には一定の成果をあげたといえる。

また、中国側主催のセミナーでは相応の負担をしており、相応の努力がなされたことが認め

られる。今後、より平等な負担の実現を期待したい。 

 

  

・中間評価における指摘事項等について適切に対応されたか。 

 

中間評価では査読付論文、特に英文の査読付論文の数か少ない点、および相手国研究者と

の共同研究の少なさ、さらには国際的発信の少なさが指摘されていたが、最終年度において

は査読付論文数、相手国共同研究者との論文数、国際学会での発表数を増やすことができて

おり、数の面ではある程度の改善がなされたと見られる。しかし、中間評価で指摘された「国

際的な査読誌」への掲載は少ないように思われる。アジア研究教育拠点としては、より高い

研究水準を目指すべきである。また中間評価は共同研究実施の必要性も指摘していたが、論

文共同執筆の研究体制は未だ不十分のようである。 

中間評価で指摘されたもう 1 つの問題点である「一方的な研究者の流れ」については、７

－４では触れられておらず、どのように対応したのかが不明である。平成 24 年度以降の交

流状況報告書を見る限り、中国から第３国への派遣はあるものの，中国から日本への派遣は，

日本から中国への派遣に比べ、依然として少ないように見える。 

以上のことから、中間評価で指摘された点は課題として残されているといえよう。 
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３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

□ 概ね成果が期待できる。   

■ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

最終年度報告書に書かれていることだけで評価すると、「研究・教育の内容面における世界

的水準の要件」という点からみた場合、本事業が今後どのくらい貢献するのかを最終報告書

から読み取ることは極めて困難であった。その理由は、最終報告書には研究教育拠点体制や

研究業績として査読付き論文数などの形式的要件が満たされてきたことが繰り返し記載され

ているものの、本事業５年間における具体的な研究成果、特に「人間の持続的発達・発展」

に関して本事業が学術的にどの程度貢献したのかが読み取れないからである。 

「企業家形成、労働、環境、地域と持続的な人間発達との関係をも対象とする研究への拡

がりを持つようになった」「中国の少数民族問題深刻化の社会経済的背景となった」などの記

述は見られた。しかし、本事業におけるアプローチ（あるいは結論）がどのような論理構成

で「人間の持続的発達・発展」における研究を深化させたのか、また将来どのような研究課

題がさらに生じうるのか等について具体的な記述がなく、報告書からは読み取りがたい。そ

のため、今後の研究交流において「何を主たる目的として行われるのか」、また「どのような

成果発信が期待できるのか」が不明瞭と言わざるを得ない。     

中間評価では査読付論文特に英文の査読付論文の数が少ない点、また、相手国研究者との

共同研究の少なさ、国際的発信の少なさが指摘されていたが、最終年度においては査読付論

文数、相手国共同研究者との論文数、国際学会での発表数をある程度増やすことができた。

しかし査読に関しては、「人間発達の経済学」プロパーの雑誌に限定して議論しており、狭い

領域プロパーの雑誌に査読制度がないという理屈は説得力に欠ける。政治経済学の査読誌は、

国内外を問わず沢山あるため、それらの査読誌等へ掲載するための努力も必要であったと思

われる。中間評価で指摘された点は、依然として今後の課題として残されているといえる。 

研究体制としては、北海道教育大学を初めとする４つの大学の研究者を含むことによって

日本国内のネットワーク体制は出来上がってきている。また相手国拠点機関でも学会組織設

立を通じて研究者ネットワーク体制作りには貢献してきている。さらにベトナム・韓国の研

究者も加入したということで、研究体制作りについては評価できる。しかし、「世界的水準の

研究教育拠点」として期待できるかという視点からみると、研究体制の形式的要件を満たし

ているだけでは不十分である。とりわけ重要なのは、この研究教育拠点を通して、「どのよう
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な研究成果が具体的に期待できるのか」「いかなる教育効果が期待できるのか」という研究・

教育の内容面における「世界的水準」の要件を満たさねばならないかという点であるが、日

本側実施組織が、どのようにして今後も「世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究

交流活動の実施」を行うのかについての具体的な記述がない。また、セミナーや研究交流事

業は、人的ネットワークの形成を補助する役割を持ってはいるものの、もっとも強いつなが

りはやはり共同研究および論文の共同執筆によって作られるものである。本事業においては、

決して数は多くはないとはいえ、共同研究論文が少なくとも９本執筆されている。それをど

のように活かし、人的ネットワークを拡大していくかは今後の努力次第である。 

このほか、「今後の研究交流相手を選択する必要がある」という記述があるが、これまでの

「実施体制」があまり適切とは言えなかったと捉えているようにも読めるため、世界的水準

の研究教育拠点として発展してゆくためには、より相互交流を密にしつつ、研究交流および

共同研究を実施できる相手側拠点のさらなる開拓も必要となってくるであろう。 

 

 


