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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つつあり、当初の目標の達成が大いに期待できる。 

 Ｂ 想定どおりの成果をあげつつあり、現行の努力を継続することによって目標の達成

が概ね期待できる。 

Ｃ ある程度の成果をあげつつあるが、目標達成のためには一層の努力が必要である。

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、目標の達成が期待できないため、経費の減額または

中止が適当であると判断される。 

コメント 

 

真の目標が何であるのかという概念規定にも依るので一概には言い難いが、先ず「当初

の想定通りの成果を挙げつつあるか」との問いに対し、一方で日本側共同研究者の主観評

価は極めて肯定的と見られるのに対し、他方で書面に依拠した客観評価は分かれる可能性

がある。その理由は、2 点に集約される。 

第 1 に、当初の想定なるものが、すぐれて国際的な本事業の性格に適わしい高度に国際

的な発信力を当然に含むか否かで、評価の大きく割れる惧れがある。計画調書は総じてこ

の点を強調してきた形跡には乏しく、当事者である日本側研究者たちの念頭にあった当初

の想定からはこの点が幾分欠落していた感は否めず、そのような発信の問題を除いた部分

のみに焦点を当て、当初計画は満足に遂行中、との中間報告へと短絡した可能性がある。

第 2 に、国際的研究拠点形成という専ら研究組織的な目標に臨み、提出された報告書に

見られる「本音」（当初のリーダーであった大西名誉教授率いる謂わば「属人的」組織？）

と「建前」（計画調書・報告書の他の部分にある公称の研究組織）との二重構造（と思し

き）を孕んだ本事業が研究組織面をその比較優位とすることができるのかどうか、今後の

事業後半の進展を慎重に見守る以外にはあるまい。 

以上を要するに、計画調書に強調された狭義の当初目標は順調に達せられつつあり、そ

れが報告書にまとめられた高い自己評価に反映されている半面、調書には何故か強調され

ていないが事業の性格上必然的に含まれるべき広義の目標達成は大方、今後の事業後半期

への宿題として残されていると考えられる。 

京都大学経済学研究科をハブとして、中国の南京師範大学を中心に研究交流を通じて 

「人的発展経済学学会」の設立、World Association for Political Economy の分科会の

設定等により研究交流のネットワークの構築が進められてきている。この点は評価でき 

る。しかし、研究交流の成果としての研究業績は、必ずしも世界的な水準に達していると

はいいがたい。現状では、研究業績の多くが査読無しの大学の紀要等へ発表されており、

研究交流の成果を国際的な査読誌に掲載することにより、研究交流の成果を高めることが

必要である。今後は、これまでの研究交流をさらに発展させながら、その成果を論文、著

作、国際会議での報告などの形で仕上げる作業を具体化してゆくことになろう。その際、

英語による国際専門誌からの共同および単著の論文の出版、著作物の出版などを通じて、

国際的に広く研究成果を発信することにより、より一層広範な研究者ネットワークの構築

に貢献することが期待できよう。 

また、若手研究者の育成についても、京都大学の院生・研修員・OD を中心にしてさま

ざまな研究集会に参加し、報告・討論に参加していることは評価できるが、その成果が若



手研究者の研究業績に結実しておらず、どの程度若手研究者の育成効果が上がっているの

か見えにくい。この点は、より客観的な指標を提示することが望ましい。ただ、若手研究

者の教育という活動の成果は長期的視点に立って評価される側面を持っており、これまで

の活動で構築した研究者の国際ネットワークの拡大と強化のための持続的な活動が続け

られることを期待したい。 

国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は概ね適切であると判断され

る。ただし、共同研究の体制については、京都大学を中心とした日本側研究者の中国への

訪問・調査・交流が中心となっているが、中国の南京師範大学からの京都大学への訪問は、

ほとんど記述されていない。研究交流活動は本来双方向であるべきで、一方的な研究者の

流れには違和感を覚える。今後は双方向での研究者の交流が必要であろう。 

また、中国における「人的発展経済学学会」の設立、相手国側の中国師範大学、基礎経

済科学研究所、World Association for Political Economy の分科会の設定、定期的な大

会の開催などは、アジアにおける研究交流活動の努力の成果から発生した波及効果として

評価できる。今後の計画もこれまでの活動の上に立つ具体的で妥当なものと考えられる。

今後も「人的発展経済学学会」との交流の強化、World Association for Political Economy 

の分科会の継続的な開催を通じて、国際研究教育拠点としてのネットワーク維持にはある

程度期待できる。 

総じて、本事業の趣旨には強く賛同し、また調書・報告書にまとめられた研究上の着眼

点にも深く敬服するものである。さればこそより一層、研究成果の有効な発信とそれを

可能ならしむべき効率的な研究組織の渇望されるや切と言う他は無い。事業の目標達成

は大いに期待できると信ずるが、その達成への必要条件は上述来の問題点を当事者たち

が真摯に自覚し、事業後半へ向けて必要な軌道修正を敢行する事にある。斯かる改革作

業は傍目にこそ特段の困難を伴うものとは映らないにも拘らず、ともすれば旧来型の研

究慣行に縛られがちな当事者たちにとっては意志的かつ持続的な不断の努力を要するも

のである蓋然性が高いという事実を顧み、敢えて頭記の総合評価を行なった。  

 



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がっているか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか。 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがっている。  

□ 概ね成果があがっている。  

■ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

 

経済学における人間観である「経済人仮説」の検討を中心に据えて、その具体的な事

例として中国を選び、「人間発達」という視点から研究を進めてきたことは進捗状況報

告書から読み取ることができる。研究交流および業績の量的進捗に関しては、全く間然

すべきところ無く、少なくとも当初計画通りの進捗を示していると見られる。相手国側

の中国の南京師範大学等の大学のみならず、日本側参加者の数も多く、また日本側の参

加者として韓国、ベトナムの研究者も参加して国際化の拡大が図られており、評価され

よう。今後さらにアジア諸国を中心に参加研究者の一層の国際化が期待できる。報告書

では、これまでは「日本側研究者の中国への訪問・調査・交流が も中心的な共同研究

のスタイル」となっているようなので、これからはその交流の内容のより一層の多様化、

深化が図られることが期待できる。 

若干の疑問を敢えて呈するとすれば、成果の発表、および、研究組織、の 2 点に関す

るものであろう。 

研究業績として記述されているのは、論文が２３点ある。そのうち２１点は査読なし、

２点が査読有りの専門雑誌に公表されている。公刊された論文の本数は多く、高く評価

できよう。ただ、研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されて来たとは言い

がたい。「アジア研究教育拠点事業」の募集要項に謳われているように、世界的水準の

研究教育拠点の形成が重要な課題であるが、研究業績を見る限り、発表された掲載誌は

ほとんどが査読無しの大学の紀要等であり、果たして世界的な水準を満たしているの

か、疑問を感じる。進捗状況報告書【ＨＰ公開資料】巻末の第 5 項によれば、これまで

に刊行された研究成果の圧倒的大部分が邦語による無査読の国内刊行という形をとる

点が際立って目を引く。２３本のうちの２１論文は日本語によるもの、２本が英語によ

るものである。この英語による論文は日本人によるものである。 

必ずしも邦語による無査読刊行が悪いと言いたいわけではなく、査読誌以外の媒体に

発表される有力且つ有益な研究成果というものがいくらでも存在する事実を否定する

つもりは無い。ただ単に、マルクス主義や共産経済の専門家ではない評者から見ると、

そのような形で発表された研究成果の質を評価する情報に乏しいと言わざるを得ない。

更により本質的な点として、国際交流という本事業の本旨に鑑みるとき、例えば日本側

拠点からは日本語で日本国内向けの刊行、中国側からは中国語で中国国内向けに成果発



表、というような謂わば国境・国語で分断された形の発信方法が 適なのか、疑問が残

る。国民や民族により歴史認識が異なるのは周知の事実であり、それを越えて共通成果

を発表するには、各国語へ翻訳・翻案せず共通媒体（例えば英語）でグローバルに成果

発信する事が今後（研究事業後半）への課題ではなかろうか。研究交流活動の成果とし

て、現在進行中であることが推察されるが、英語による共同論文の公刊等に意識的に取

り組んでいくことが重要であるように思われる。英語による論文を査読付きの国際専門

誌から刊行することが成果の国際的発信という観点からも重要であると考えられるの

で、残りの研究期間での成果に期待したい。 

また、研究業績を見る限り、日本側の研究者による単著であり、相手国の参加研究者

との共著論文は皆無である。わが国の研究者が中国の南京師範大学を足繁く訪問してい

る割には研究成果が伴っていない。若手研究者は、京都大学の院生・研修員・OD を中心

にさまざまな研究集会に参加し、報告・討論に参加しているが、その成果が研究業績と

しては表れていない。どの程度、若手研究者の育成効果が上がっているのか、より客観

的な指標による記述が望ましい。 

 なお日本側成果の過半が特定 1 名の研究者（大西広氏）による点も、研究組織上の疑

問と言えば疑問であろう。相当数の研究者の共同事業として計画される本事業が実は同

氏の個人事業に近い性格のものなのか、提出された調書・報告書等の資料からは必ずし

も精確には判断できない。日本側「共同研究者」のはずが、実は同氏が上司で残りが部

下なのかどうか、今後（事業後半）の展開が注目されよう。 

研究交流活動の成果から発生した波及効果については、中国における「人的発展経済

学学会」の設立、World Association for Political Economy の分科会の設定等により

ある程度達成されていると評価できる。 

また、国際会議における発表、国内学会・シンポジウム等における発表について、特

に本プロジェクトの目標からすれば、国際会議の積極的開催とそこで研究成果の発表を

追及することが重要であると思われる。そのことにより世界に向けてより広く研究活動

の内容と成果を発信し、波及効果を大きくすることに貢献できると思われる。 

 

 



２．研究交流活動の実施状況 

 

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、実施しているか。 

・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るか。

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されているか。 

・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る

か。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施されている。  

■ 概ね効果的に実施されている。  

□ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

 

これらロジスティックな詳細については、進捗報告書前半 2～4 項の記載には説得的

な具体性があり、疑義の余地は少ない。わけても後進・若手研究者の育成および将来的

な研究拠点の拡充に資する具体的活動が含まれている点は出色と言ってよく、積極的評

価に値しよう。但しこれらの活動に関しても、前頁 1 項に指摘した若干の疑問点との関

連で、偏に評者の老婆心から、念の為にクギを刺しておきたい。 

先ず後進・後継研究者の育成に欠かせないのが所謂 role model である。極めて国際

色の強い研究内容にも拘らず、邦語での国内出版を偏重した研究スタイルは、前途有為

な若手研究者にとって 善の鑑たり得るかどうか、若干の疑問符を禁じ得ない。海外側

拠点はいざ知らず、少なくとも日本側拠点に於いては、高名な日本資本主義論争以来の

特異日本的な所謂「マル経」の伝統に拘泥せず、題材に応じた研究スタイル、例えば国

際的な研究課題であれば然るべく国際的な刊行を目指す等の柔軟性が希求されよう。 

また研究組織面でも、長老の教授・名誉教授の「鶴の一声」で上意下達するスタイル

（それが本事業のスタイルだと断定する意ではない）よりは、若手の自発的な着想を伸

ばす未来志向のスタイルのほうが、より望ましい事は言うまでもない。 

以上両点とも決して実現困難ではなく、今後の事業後半期における進捗を悲観すべき

特段の理由は無い事から、頭記の評価に達した。 

研究者交流及びセミナーの開催については、適切な頻度と規模で行われていると判断

でき評価できよう。しかし、「共同研究」「セミナー」は両国間で継続的に実施されてい

るようであるが、その内容については全く記載がない。どのような内容の共同研究が行

われ、セミナーではどのような研究発表が行われたのか、研究交流という視点から記述

することが望ましい。 

また海外の拠点機関である南京師範大学及び協力機関との実施体制、協力体制等も、

荷中の政治的外交関係や東日本大震災の影響を受けながらも概ね適切な形で行われて

いると思われる。ただし共同研究の体制は、京都大学を中心とした日本側研究者の中国

への訪問・調査・交流が中心となっており、中国の南京師範大学から京都大学への訪問

については、ほとんど記述がない。それは、四半期ごとの交流状況報告書を見ても明ら



かで、派遣元はもっぱら日本であり、派遣先が日本のケースは報告されていない。「ア

ジア研究教育拠点事業」ではこれが常態なのかもしれないが、研究交流は本来双方向で

あるべきで、一方的な研究交流の流れには違和感を覚える。 

また経費の執行の形も適切であろう。相手国側のマッチングファンドも、適切な額が

確保されていると判断できる。 

 



３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 

・目標達成に向けた計画が具体的であり、かつ実現性の高い内容となってい

るか。 

・今後の課題がある場合には、それを検討し、適切に対応しているか。 

・経費支給期間終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継続

的な活動を行うネットワーク構築が期待できるか。 

 

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 

 

中国での「人的発展経済学学会」の設立と交流・関係の強化、中国のいくつかの新し

い大学との交流計画、World Association for Political Economy 等世界的な学会での

分科会の継続的な開催計画など具体的に示されており、国際研究教育拠点としてのネッ

トワーク機能にはある程度期待できる。また、今後の課題と対応についても具体的な記

述がなされている。 

ただ、ネットワークの構築によって世界的な水準を満たした共同研究の成果がどの程

度挙がるのか、研究交流計画と期待される研究業績との関係が見えてこない。そのよう

な交流の機会の拡大に伴う成果の一つであると思われる、共同論文を含む研究論文等の

作成について、そのテーマ、執筆担当者、刊行計画などについての具体的計画の記述が

あればよりよいであろう。成果発信方法の改良についても、前述来の通り必ずしも査読

の有無に拘泥する必要こそ無いものの、日本側拠点だからと言って邦語で国内向けの成

果発信を偏重してしまっては、国際性という本事業の特長の一端が失われてしまうだろ

う。これは決して形式重視の表面的な批評に留まるものではない。日本人研究者は邦語

で、中国人研究者は中文で語り続けていたのでは、何世紀まで待っても歴史認識の擦り

合せは実現しないだろうからである。国語で分断されず、翻訳を介さず、同一の発表媒

体を各国チームが共有してこそ、本課題の本領が発揮されよう。      

他方、研究者ネットワークの構築についてはこれまでも学会の設立に貢献するなどい

くつかの成果が見られ評価できるし、これからの長期的な構築についても期待できると

考える。しかし、経費支給期間内に構築された学問的ネットワークを経費支給期間終了

後に、どのような形で維持していくのか具体的な記述がないことは残念である。研究組

織の発展的改良については、より正しく表現するなら、提出資料に記載された公称上の

研究組織と、実態的な研究組織との整合性を担保する作業と言っても宜しかろう。実際、

提出された資料一式のうち、実体的な研究組織の何たるかを辛うじて伺い知る事の出来

る記述は、大西名誉教授の移籍に伴い日本側代表者が交替になった（つまり元々のリー

ダーは大西名誉教授のはずだった）、という一下りのみである。研究組織に関する限り、

この一下りだけで、調書・報告書の残り全部分を合せたよりも情報価値は高いと言わざ

るを得ない。言換えれば、調書・報告書の主要部分にある研究組織の記載と、同名誉教



授による単著が成果発表に占める突出した比重と、の間の整合性は必ずしも自明でな

く、もしこの状態が継続するなら相応の説明を要しよう。 

喫緊の課題と目される上記両点への検討は、少なくとも提出書面上では幾分稀薄の嫌

い無しとせず、頭記の評価に結した。 

 


