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パネルディスカッション「本事業における人文学・社会科学の特性を踏まえた研究評価」 

発言録 

 

【司会】  これよりシンポジウム第２部のパネルディスカッションを開始いたします。 

これより先の進行につきましては、日本学術振興会「課題設定による先導的人文学・社会

科学研究推進事業」事業委員会、盛山和夫委員長より行っていただきます。 

【盛山】  本日のパネルディスカッションは、「本事業における人文学・社会科学の特性

を踏まえた研究評価のあり方」がテーマです。 

 本事業における研究評価についてなぜ焦点を当てるかと言いますと、本事業を設定する

もととなった、平成２４年７月２５日に科学技術・学術審議会学術分科会で報告された「リ

スク社会の克服と知的社会の成熟に向けた人文学及び社会科学の振興について（報告）」に

おいて、人文学・社会科学における研究評価を充実することが一つの課題として設定され

ていたからです。 

 なぜこの課題が設定されたかについて、私の解釈ですが、人文学・社会科学における研

究評価に焦点を当てる意味は、研究成果に対して成績をつけるという観点もありますが、

むしろポジティブに捉えて、どのような点が学術的に価値があるかという観点をより意識

し、明確にし、ディファインすることで、人文学・社会科学の発展を考えていくことが趣

旨だと思われます。 

 特に本事業は、研究終了後、研究成果に関して、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃという４段階で研究評

価を行っており、３つのプログラムごとに評価観点を設定しています。例えば実社会対応

プログラムでは、政策や社会の要請に応える課題解決のための具体的な提案ができている

かという観点が重視されます。次に、グローバル展開プログラムでは、研究内容・研究成

果を国際的に発信しているか、また、国際的なネットワークを構築し、その協働が推進さ

れつつあるか、という観点が重視されます。また、領域開拓プログラムでは、異分野間の

連携と協働が明示されているか、という観点が重視されます。 

 それでは、最初に小泉先生からご発言をお願いします。 

【小泉】  研究の評価について、イギリスの教育雑誌であるThe Times Higher Educat-

ionが世界大学ランキングを出しています。日本政府等がこのランキングのトップ１００に

大学を１０校ランクインするということを平成２５年に発表したところから、順位が重要

なポイントとなっています。 
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 しかし、順位で評価してはだめだろうということは、文系・理系が共通して思っていま

す。では、順位でないとなると、例えばThe Times Higher Educationでは、どのような指

標を見ているのかという点が次に重要となります。それは、どれだけ論文を出したか、と

いう量と、論文がどれだけ引用されたか、という質の２点が重要です。 

 量と質が重要だということは、The Times Higher Educationに限らず、多くの方がそう

思っているところだと思います。一方で、人文・社会科学系は本が重要であるということ

は認識されていて、２０１６年からはThe Times Higher Educationですら、書籍やブック

チャプターまで数え始めています。論文や本の数も数えるということもして、量を見ます。 

 では、質というのは何か。論文や研究の価値はどのようにはかるかというと、論文の被

引用数ではかろうということが、つまり、自分が出した論文や本がどれだけ次の世代の研

究者に引用されたかというのを見ましょう、というのが基本的な考え方です。また、厚み

という考え方が重要ですが、これはむしろ一人一人の研究評価というよりは、大学やイン

スティテューションの考え方なので、今日はここではあまり話しません。 

 本事業における評価も量と質ではかることは簡単ですが、本当にその方法だけで良いの

かというと、多くの参加者の方がそうではないと考えていると思います。ですから、なぜ

その方法ではないのかということを理系も人文・社会科学系も考えるべきだと思います。

理系は客観的指標が数字として出ることから、研究評価としてもわかりやすいのですが、

本当にそれだけで評価してよいのか、質を被引用数のみではかってよいのかについて、人

文学・社会科学系の先生方で議論していただきたいと思っております。 

 一つ言うと、論文の量と質で研究を評価するということは、研究成果の受け手は、次世

代の研究者、または同じコミュニティの研究者といった、研究者でしかないということが

前提となっていると思います。その場合、周りの研究者がどのような研究をしているか、

次の世代の研究者にどのようにつなげていくかということが重要となり、論文を発表して、

次の世代の研究者に読んでもらい、引用されるということが、研究成果を質と量ではかる

という根本的な前提条件だと思います。 

 しかし、本事業においては、研究者のために研究をしているのではなく、社会のためや、

政策のためなど、研究者以外にも研究成果の受け手となる人がいると考えれば、その人た

ちがどう受け取ったか、社会がどう受け取ったか、行政の人がどう受け取ったか、という

ことをカウントしていくことが、重要なのかなと思いました。 

 このことをエンゲージメントという言葉で読むのかどうかはわからないのですが、エン
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ゲージメントをはかることができれば、本事業の評価は適切に行われるのではないかなと

いう気がしたところです。 

【盛山】  それでは後藤先生、よろしくお願いいたします。 

【後藤】  私は、人間文化研究機構に所属しており、専門は人文情報学という、人文学

の資料や成果のデジタル化、それらの活用という研究を行っており、その文脈から、最近、

人間文化研究機構でも研究評価等にかかわっております。人間文化研究機構でも現在、研

究の可視化と評価の検討を進めているところでございます。私はこのような業務をやって

おりますけれども、今日は人間文化研究機構としてではなく、あくまでも私個人の見解と

してお話をさせていただきます。  

さて、研究評価における論文、それから著書といった問題は、特に人文学においては既

にさまざまな検討が進んでいます。特に人文学の特徴として、アウトプットやアウトカム

が非常に多様であり、それをどのように捉えていくかということも重要な論点であると考

えています。 

 特にアウトプットになりにくいインパクトをどのように考えるかということが重要です。

一般的に、大もとの資料、つまり刊行資料や論文や書籍など、さまざまな資料を検討しな

がら、研究者は研究を進めます。最終的なアウトプットが、一般的には書籍や、論文など

になりますが、人文学の場合は資料集やデータベースや映像、展示といったものにつなが

ります。さらに、人文学の研究の場合、それらの成果を経ずに外部有識者や一般書や教科

書、辞典類といったものを研究成果とすることがあり、これらは人文学の評価の中では非

常に重要だと考えます。 

 研究が研究世界の中で循環するものと、社会全体に出て行くものとの関係をどのように

考えるかとか、また、アウトプットの形と研究手法、社会の参入度合い、すなわち研究す

るときにより社会の中に入っていって研究をするのかしないのかということと、論文重視

なのか、書籍重視なのかといったような要素をマトリックスに分けて整理するということ

も必要かもしれません。 

 研究者が地域の中からさまざまな研究をして得た研究成果を、スライドでは「地域へ知

を『送る』」と説明していますが、具体的なアウトリーチだけではなく、地域の人たちと対

話しながら説明することで、地域の人たちが新たな気づきを得て、その気づきの中から、

さらに研究者が知を得るというような、地域の中での循環や研究の循環、また、場合によ

っては、文化の醸成といった循環のモデル自体を研究評価に加える必要があると考えてい
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ます。 

 最近は、このようなモデルをパブリックヒューマニティーズと言ったりしますが、こう

いうような評価モデルはどこかに必要だろうと思っています。 

 研究者は、研究の成果を、世界に、より広い社会に論文等により発信を行います。社会

に向けるというのは地域の中のより狭いピンポイントの世界と、本当に広い社会、例えば

マスコミやアウトリーチなどの２種類あると思っています。 

 そして、地域の中で得た醸成された文化や知、つまり社会的な成果をさらにほかの社会

に発信していくというミクロな社会との関係も人文学としては重要です。 

 一方で、実際には、日本学術振興会も含めて、予算は税金をもとにしており、特に人文

系の場合は多くの場合、公的機関から研究費をもらっている比率が高いですので、その説

明責任としての一般的な評価、つまりアウトリーチや論文等による発信は必要です。ミク

ロな地域の文化や社会を世界に発信をどのように可視化するか。また、ミクロな地域の中

で、研究者が関わることで文化がうまく醸成していっているような状況を、よりマクロな

社会やステークホルダーに対してどう見せるかということは今後、おそらく人文・社会科

学系では特に重要な課題になるのではないかと考えています。 

 地域の人々とともにつくるような知の形をどのようにつくるか。実はこのことは研究の

アウトカムだけではなく、研究のプロセス自体がアウトカムになるというモデルとなりま

す。このようなモデルを今後どのように評価していくかというのは非常に難しい課題では

あると思います。また、ミクロのアウトカムがマクロのアウトカムへと波及する部分をど

のように把握し、評価していくかというのは非常に難しいのではないかと思います。 

 もう一つは、量的にはマスではない、高い質の成果というのをどのように考えるかとい

うことも必要ではないかと思っています。なお、ここでの質は、引用の数などの量的把握

ではありません。 

 人文・社会科学の研究のあり方という点について、人文・社会科学研究の究極の目的は、

社会のコンフリクトの回避、例えば人々の多様性であるとか、抑圧行動の回避などのよう

なさまざまな問題があると思います。 

 よく言われるのは、文化と言ったときに、人がよりよく生きるというのは何となく楽し

いねというだけになってしまいますが、実はそうではなく、場合によっては、人が多く死

ぬ場面を回避するための知ということが、人文学・社会科学の重要な機能であると考えて

います。人類がこのようなことを学ぶための材料をどのように提供するのか。また、その
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材料を提供するための基礎的なアウトプットにはどのようなものがあるのか。アウトプッ

トを行うための研究というのはどのような活動であるのかというように、目的からさかの

ぼって、どのような研究活動をしているかということを考えることで、何らかの評価の指

標は出てくるのではないかと考えております。 

 これらは前提として、人文・社会科学研究の可視化ということが重要です。そして、可

視化するために分野ごとの特性に応じた評価は必要だろうと思っています。個別研究にお

いて、ほかの分野に比して、おそらくノーベル賞のように圧倒的な存在はありませんが、

一方で、可視化されているところもあり、数十万部売れる本があるということは、人文・

社会科学特有ですし、例えばマスコミを騒がせる学芸賞のように圧倒的な、非常にレベル

の高い賞というのは、人文・社会には多くあるわけですね。しかし、非常にレベルの高い

ものは見えていますが、その次の、派手ではないけれどもいいねと言われるような研究を

どのように可視化させていくかということが課題だと思っています。人文・社会科学研究

のみならず、学術全体の多様性を確保するためにも業界全体の厚みが重要であると考えて

います。この厚みをどのように社会に見せていくか、社会の理解に寄せていくかというこ

とを説明することが学問全体の活性化にもつながるのではないかと考えています。 

【盛山】  では、山本先生、よろしくお願いいたします。 

【山本】  私は、研究マネジメントを１２年間ほど、名古屋大学と岡山大学で取り組ん

でいる間、文系と理系のバランスを総合大学ではどのように保ちながら研究を進めていく

かということに腐心していました。 

 人文科学・社会科学分野と自然科学分野との評価にかかわる研究上の違いにはどのよう

なものがあるかということですが、評価にかかわる指標を考える上で、研究者はまずアイ

デアがあって、それをデザインし、実験系ではエクスペリメント、その後、アセスメント

というＩＤＥＡサイクルを用いています。 

 経験科学と実験科学ということで、理系は原理、理論、法則に基づいて研究を進めます。

これは大きな違いです。それから、基本的には、文系は研究評価にかかわる主観性の度合

いが理系より高くならざるを得ないという、ベースの問題があります。 

 また、人文学・社会科学分野における研究のサイクルタイムが非常に長いという論点が

ありますが、歴史学等、そもそも検証が不可能なものが文系にはあります。自然科学にお

いては反対に、実験系では再現性の問題がございます。さらに自然科学では、定量的デー

タが多いです。文系の研究ですと、論壇賞とか、学芸賞といったものがあり、評価の場が
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非常に多様です。 

 さらに、文系においては、研究成果の指標として新書がありますが、大学院生の教育に

は新書は使わず、ジャーナルのインパクトファクターの高いトップジャーナルを使って教

育しています。よって、価値の認定が文系では極めて曖昧なのではないかと思います。以

前から著書はきちんと評価すべきであり、どのくらい長い間引用されたかというインデッ

クスを使ったらいいのではないかというアドバイスをしてきました。 

 また、何のための、誰のための評価かということですが、まずは、自己の研究目的に対

する自己評価は研究者にとって当然です。周りからいい評価をいただいても、自分が目指

したものをどこまでやれたかというのは、研究者自身が一番その道程がわかっています。

次に、プロジェクト研究の費用を支出したもの、つまり国民、社会、政府への説明責任が

あります。納税者に対しては、少なくとも研究成果の説明が必要です。最後に、研究、学

術の発展及び質の向上のため。これは極めて高尚な目的であり、学術研究者としては当然

のことです。 

 それから、研究成果のどのような点をどのように評価するのか。それは社会的インパク

トであり、評価の軸は評判、反響、新しい解釈です。社会的インパクトを評価する方法論

について触れますと、この分野に合うのはオルトメトリクスだと考えます。この指標は、

論文やデータセットなど、さまざまな研究成果物の影響をソーシャルメディアの反応を中

心に、定量的に測定する手法です。 

 つまり、利点として、まず、被引用数でははかることができない、広域・社会性、つま

り広く社会に与えた影響をはかることができます。また、補完と代替性、つまり引用数で

ははかりにくい分野の専門家への影響度の把握ができます。最後に、即時性、予測可能性

です。論文公表あるいは学会発表直後から、その影響度を定量的に測定することができま

す。 

 若手研究者は論文を書くところから引用されるまで時間がかかります。そういった若手

研究者を評価する場合には、オルトメトリクスという指標は非常に合っています。そして、

研究データなど、論文以外の対象も評価可能で、多様性がありますが、それらはウエブで

公開された情報に由来するため、誰もが同じ情報源に基づいて研究評価が可能です。 

 しかし、オルトメトリクスには問題点があります。１つ目は大きな商業主義です。集計

元となるツイッターやフェイスブックは、企業のサービス方針が影響します。２つ目は、

データの質です。集計基準が統一されておらず、ＳＮＳの利用者層に偏る可能性がありま
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す。３つ目は、そもそもオルトメトリクスが研究評価に適用可能であるというエビデンス

の欠如です。４つ目は、自身の論文への言及数の水増しが容易であるという点です。こう

した短所がある一方、研究がどんどん進んでまいりまして、オープンアクセスジャーナル

やオープンサイエンスが、文系・理系にかかわらず入ってきている状況では、このような

ウエブやネットワークを使った評価というのが重要です。 

 ただし、最も重要なのは、やはりピアレビューです。本事業においては、ピア、学会、

あるいは研究会での同業の研究者からの評価の補完データとして、オルトメトリクスを使

うということも考えていいのではないかと思っています。 

 以前、文系の学部を縮小するという議論があったと思います。本当は教育学部のゼロ免

課程をどうするのかという話に尾がついていったものですが、そのようなときは、むしろ

文系のほうから打って出て、文系の論理を理系へ持っていくという態度が重要なのではな

いかと思います。 

【盛山】  それでは、岸本先生、よろしくお願いします。 

【岸本】  文系の評価に関しては、これまで様々な議論が積み重ねられてきており、外

国においても非常に多くの議論がされていて、ある程度共通認識というものはできている

と思います。 

 １点目は、文理を問わず、定量的な評価は必要ですが、それは補助的なものであり、質

的な評価、定性的な評価が評価の実質を担うべきだという点です。やはり評価を定性的に

適切に行うというのは労力的にも非常に難しいので、定量的な評価、例えば論文の被引用

数などで補うという形の合意がなされているのではないかと思います。 

 また、２点目は、人文・社会科学の場合は、研究成果の発表形態が非常に多様でありま

して、例えば英文ジャーナルに掲載することが主要だというわけではありません。さらに、

文系の中でも非常に様々であり、経済学や心理学などはジャーナル志向が強いのに対して、

ほかの学問分野ではそうではなく、科研費における一つの小区分の中でも研究の方法によ

って、発表のあり方は様々です。 

 ３点目は、英文ジャーナルが非常に大きな指標になる分野と違い、人文・社会科学の場

合は、英語を特別に重視すべきではない、もしくは重視しないほうがいいのではないかと

いう議論も強いという点です。というのは、人文・社会系の多くの分野では様々な文化を

扱っており、そのような分野では、英語によって一元的に統合された国際学界が成立して

いるとは必ずしも言えず、また統合化が目指されているわけでもないわけです。よって、
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文化研究において国際化というのは必ずしも英語中心的な国際学界の中でプレゼンスの増

大を目指すということではなく、様々な文化や言語によって構成されるフェアな学問的な

場をどのように構築していくか、ということが重要なのではないかという議論もあります。 

 ４点目は、研究の方向性が評価によって誘導されることは避けるべきという点です。こ

れは文理問わずだと思いますが、評価者が可能な限り公平を期して評価を行うとしても、

文系においては、評価の基準が多様という問題もあるかと思います。また、評価者が、本

来であれば研究成果や研究内容をきちんと読んでから評価することが望ましいのですが、

そのようなことが時間的、労力的に不可能であり、研究代表者から提出された報告書や、

短時間のヒアリングなどから判断できる限りでの常識的な多数意見というふうにならざる

を得ず、やはり本質的に限界があるのではないかと思います。 

 評価者にとって目に見えやすい部分、わかりやすい部分で評価してしまう傾向がありま

すが、それに誘導されるようなことがあってはならない、という合意はあるのではないか

と思います。 

 以上申し上げた４点のうち、１点目から３点目については、すでに研究者の間では常識

となっていて、本事業の評価においても、評価者がそれぞれの見識によって、状況に応じ

て判断していると思います。 

 では、４点目の研究の方向性が評価によって誘導されることは避けるべき、という点で

すが、やはり評価が持つ本質的な限界ということをどのように考えるかということですね。

こうした点も含めて、評価のあり方に関して、少しお話ししたいと思います。 

 先ほど小泉先生から、文系だとどのような評価が最も本質的な評価なのかという問いが

あったかと思いますが、私の専門である歴史学の立場から言いますと、最も本質的な評価

というのは、おおかた、著書に対する書評であり、注目されている著書だと６つか７つほ

ど、様々な学術雑誌に書評が出ます。その分野の専門家、あるいは他分野でも共通の問題

関心を持つとみなされる研究者が書評を書いて、データや論理も含めて、眼光紙背に徹し

て検討し、かつ、書評者が名前を出して書評するので、いいかげんな書評をすると、その

書評者自体が読者によって評価されてしまいます。段階づけではなく、オリジナリティや

問題点を質的に書評します。それに対して著者がどうしても承服できないという場合は、

その雑誌に反論を載せたり、あるいは後々、自身の論文の中で反論したりするということ

も可能です。 

 このようなレビューの仕方というのは実力ぎりぎりのところで行う真剣勝負でありまし
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て、すぐ決着がつくというわけではなく、長期にわたって議論が続く場合もあります。し

かし、競争的資金による共同的なプロジェクトにおける事後評価等で、このような方法を

とるというのは無理がありまして、やはり評価される側では、正当に評価してもらえてい

ないのではないか、というフラストレーションがあるのではないかと思います。そのフラ

ストレーション良くない方向に行くと、どうやったらうまく評価を乗り切れるかというゲ

ームのような戦術的対応が出てきかねません。このような危惧は、今日、多くの方が感じ

ているところではないかと思いますが、そのような態度が普遍的になりますと、いくら評

価の仕方を工夫して厳密にしても、それをクリアする技法が開発されてしまいます。よっ

て、イタチごっこにならざるを得ないのではないかという危険をどのように乗り越え、克

服することができるのかという点が問題です。 

【盛山】  人文学・社会科学における評価は基本的に多様性を尊重しなければいけない

と私も思いますが、他方で、メトリックなど、何らかの形でやはり指標化しないと、実際

上、使える評価にならないという問題もおそらくあるだろうと思います。そのあたりのバ

ランスをどのように考えたらいいかということは実践的にも課題になるのではと、パネリ

ストのみなさんの意見を聞いて思いました。日本に限りませんが、評価が実際上、大学の

評価や学部評価と関連していると、どうしても何らかのレベルや度合いで示さないといけ

ないというところがあります。度合いを出すということは、多様性を備えるのではなくて、

どこかで一元化するということを求められるというところがありますから、２つの相反す

る方向性をどのようにバランスをとるかという問題が出てくるのではと思います。 

 また、研究の方向性が評価によって歪められてしまうのでないかという問題は確かにそ

のとおりだと思いますが、逆に言うと、研究者自身の自己評価だけでいいかという問題が

あるのではないでしょうか。自己評価に委ねるということは、ある面では理想としては望

ましいという面もあると同時に、これだけ研究評価が問題になっているということは、研

究評価を他者と共有するレベルで可視化されないといけないという課題があります。では、

それはどうやったら自律的な評価というものと、他者や社会、及び外部からの評価と折り

合いをつけたらいいのかという問題が出てくると思います。 

【小泉】  一つの観点としては、研究成果の受け手が誰かというところなのかというこ

とに尽きるかと思っています。受け手が研究者であれば、論文や書評が評価の指標となり

ます。 

 しかし、研究の受け手が研究者でない場合が人文・社会科学系には存在すると思います。
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人文・社会科学研究の受け手が、研究成果を通じずに、研究のアクティビティを直接社会

が受け取るなど様々であるということをどのようにカウントするかという点を適切に評価

するということが重要で、受け手をはっきりさせるというのであれば、それはある種、考

え方やコンセプトが一緒なのかなと思っています。 

【後藤】  一番難しいと思っているのは、分野の規模の大きさの問題があるという点で

す。例えば、人文学・社会科学の研究分野に値する研究者の数、いわゆる職業研究者の数

は多くないという問題があります。 

 典型的なのは、例えば、歴史学研究会という学会では会員数は職業研究者ではない人た

ちも含めて約２,２００名です。一方、情報処理学会ですと、正会員だけで約１万

６,０００名です。この学会内は非常に分野が広く、実際に研究を進める際には細分化され

た形で進むのは事実であり、その細分化された中でも異なります。歴史学研究会内では東

洋史と日本史でそれぞれ考え方が違うと思いますし、情報処理学会の中でも応用分野と基

礎分野ではかなり考え方が違いますが、そもそも規模の大きさが異なっていて、この規模

がものすごく小さくなったときに、量をはかることに意味があるのかというのが非常に難

しい問題となります。 

 一つ一つの規模が非常に小さい分野に対して、そもそも量をはかれるのかという問題は、

人文・社会科学の個別性と一般性の間を飛び越えるための難しさがあるのではないかなと

思っています。 

【山本】  今の質問に対して、基本的には、研究を担当した研究者、あるいは研究プロ

ジェクトメンバーの自己評価がポイントです。そして、自己評価に対してピア、つまり学

会や研究集会における同僚の研究者によるピアレビューを行う際に、社会的なインパクト

として、例えばツイッターでの反響等のオルトメトリクスを参考データとして使うという

スキームが考えられます。 

 驚くべきことにツイッターの反応ですが、つい最近発表された『Ｎａｔｕｒｅ』の論文

で、ツイッターですぐに、「この図は間違っているのではないか」、「改ざんされているので

はないか」という研究不正に対する反応がすぐに出てきました。今後は文系、理系にかか

わらず、オープンサイエンス、オープンアクセスジャーナルの世界へ入っていきますので、

これらへの対応が必要ではないかと考えます。 

【岸本】  研究評価の指標化についてですが、日本語ジャーナルの被引用数のデータベ

ースを作るかどうかという問題があります。英文ジャーナルの被引用数のデータベースは、
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日本の人文・社会学会においては使える分野が少ないと思いますが、一方で、日本語の査

読雑誌は大きな役割を果たしています。特に若い研究者は、日本の査読雑誌に論文が載る

ことによって学界に認知されます。 

 日本では、日本語のジャーナルの被引用数データベースをつくろうという動きはあまり

ないと思いますが、中国や台湾はどうかというと、英語のＳＳＣＩに当たるようなデータ

ベースをすでに１９９０年代からつくっています。中国語ジャーナルのデータベースをつ

くるという中華圏の動きの背景には、自然科学はともかく、人文・社会科学においては、

英語圏の研究潮流に巻き込まれず、主体的に研究の方向を作っていくという姿勢があらわ

れているように思います。被引用数を競うことが良いかどうかは別として、そのような姿

勢はやはり評価していいことではないかと思っています。 

【盛山】  小泉先生からご発言がありました、研究成果の受け手が誰かという点が重要

だということに関連して、評価を一元化する必要はありませんが、どのように可視化して

いくかという問題があるように思います。また、山本先生からは、ネットワークが拡充し

てくれば、ある程度メトリックな形で出てくるのではないかとのご意見がありましたが、

一方で、先ほど後藤先生から人文学・社会科学における論文の量の問題に関するご発言が

ありましたとおり、ネットワークが十分に学術的なレスポンスとして拡充していかないと、

メトリックのようなものを取り出すときにうまくいくかどうかという問題もあるかなと感

じました。 

 山本先生からは、人文学系が何となく軽視されるような出来事があるときに、むしろ人

文学・社会科学から逆に、自分たちはこういうふうに評価について考えているということ

をより積極的に発言すべきでないかという問題提起がありましたが、人文学・社会科学側

からその出来事をどのように受けとめたらいいのかということがやはり投げかけられてい

ると思います。 

 それではここで、参加者の皆様からご質問を受けたいと思います。 

【質問者１】   大学の立場から申し上げますと、教育や学生といった視点をもう少し

重視すべきではないかと思います。研究の質イコール教育の質になってほしいのですが、

そのような大学、教員、学生というのは特に社会科学ではほんの一握りです。研究の成果、

評価がどう教育、学生に落とし込めるでしょうか。 

【質問者２】  私はギリシャ哲学が専門です。哲学の議論方法というのは基本的に書い

た人のことを否定するというところから始まりますので、引用するということは、それは
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悪い論文だということです。では、反対に、良い論文に対してはこの領域はすばらしい、

もうやり尽くされてしまった、太刀打ちできないからやめようとなることから、出てくる

評価がどれも同じになります。良いから誰も反応しないのか、どうしようもなさ過ぎるか

ら反応しないのか、分からなくなってしまうというジレンマを抱えています。 

【質問者３】  岸本先生のお話で２点ほど、申し上げたいことがあるのですが、１点目、

日本語論文誌の引用関係を可視化する方法があるのではないかという点ですが、Ｊ－ＳＴ

ＡＧＥにおいて学会の自助努力によって、サイテーションインデックスをつくれるような

っていますので、学会によってはそのような取り組みを実施しているところもあるような

のですが、そのようなデータを集めるという取り組みはこういったところでは議論されて

いるのでしょうか。２点目、岸本先生から発言があったレビューの可視化ということにつ

いて、さらにご意見をいただきたいと思います。 

【盛山】  それでは、小泉先生からよろしくお願いします。 

【小泉】  研究と教育の関係というのは、今日のディスカッションの趣旨を超えている

と思うのですが、文系・理系に共通した問題だと思います。そのため、ぜひ、逆に文系か

ら問題提起していければと思います。 

 また、被引用文献の中身と、日本語文献の引用の話もまさに理系でもある話なので、一

緒に議論したほうがいいので、ぜひそこは理系の議論にも入ってきてもらったほうがいい

と思っています。しかし人文・社会系の人たちに言いたいのは、被引用に関するとかそう

いう議論に乗るのではなく、被引用数でははかることのできない価値を、人文・社会科学

の研究者たちはどのように考えているのかということを知りたいと思います。 

【後藤】  教育は、それ自体で重要な評価指標であると思います。自然科学においても

研究の成果がどこまで実際に教育に反映できるかということは、まだ大学ごとで課題があ

るのではないかと思います。哲学における、反論のための引用という観点で言うと、歴史

学でも非常に同じようなことは多々あります。 

 一方で、そもそも言及されているだけ、それなりに価値があるとも言える分野であると

も言えるわけですね。そもそも、そういう分野ごとの習慣の違いが共有されていないとい

うことが最大の問題であり、その違いをどのように説明して共有していくかということが

大事だと思います。 

 最後に、ＪＳＴの工夫などについてどう考えるかということについては、先ほどの岸本

先生の日本語ジャーナルの引用論文データベースという観点から述べますと、実はジャー
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ナルだけではなく、書籍まで含めた引用データベースというのは本質的には必要だと思い

ます。 

 というのは、私が所属する人間文化研究機構において論文の引用状況を調査したのです

が、その結果、書籍が書籍を引用するという研究文化が見えてきませんでした。よって、

そこまで含める形のもので、本当はもっと広く整備できるとうれしいなと個人的には思っ

ております。   

【山本】  私が所属する組織の方向性とは少し異なるのですが、教育の評価の場合には、

アクティブラーニングというものが入ってきておりますが、私は、古典的なフンボルト大

学というか、その理念を非常に大事にしています。やはり研究をベースにした教育が大学

のあるべき姿で、研究をベースにした教育は恐らく大学院のほうで行われていると思われ

ます。このことは現在のマスプロ教育を行う学部教育にどのように反映させていくべきか、

また、教科書をどのように考えていくかということがアウトカムベースのアクティブラー

ニングになってきたときに、それをいかに適合させるかということは非常に気になってい

ます。 

 それからもう一つ、ギリシャ哲学における被引用についてですが、引用というのは、ポ

ジティブな引用と、批判のための引用、つまりネガティブな引用が一緒くたに入っている

ので、それらを分類することはできません。だから、引用が多いから質の高い研究だとい

う短絡的な結びつけは問題です。 

 そして、レビューの可視化の点について、レビューというのは、オリジナルアーティク

ルよりは引用度が高いという傾向があります。 

 【岸本】  教育の問題について、人文・社会科学は分野によって非常に異なっている

と思いますが、歴史学などではやはり伝統的な大学教育のあり方は、研究を行う先生の背

中を見て、学生が育つみたいなところがありました。あまり教育と研究をきちんと分けて

いなかったということです。どのような教育であったかというと、大学院クラスになると、

資料を徹底的に読む練習のように、個別分野で専門的な研究をするのに適した訓練をして

いまして、アメリカ流のコースワークなどは行いませんでした。それが持つ欠点というの

は散々言われていまして、一般に人文・社会科学の振興について論ずるときには、決まり

文句のように、日本の人文・社会科学はたこつぼ的だということを言われますが、やはり

たこつぼ的な研究を促進するような教育をしてきてしまったというところがあると思いま

す。 
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 一方、大局的に見ますと、外国の人文学・社会科学研究といっても、決して、社会実装

とか文理融合ということだけを言っているわけではなくて、ある意味では、個別専門的な

研究があるからこそ、それをベースにして、より大規模な研究もできるということで、車

の両輪みたいなものではないかと思います。日本の人文・社会科学研究は、割合、個別専

門的なところでグローバルに勝負をしてきたので、そういうものを大切にするということ

も一つのやり方ではないかなと思っています。 

【質問者４】  小泉先生がおっしゃっている研究成果の受け取り手が誰か、ということ

はあまり考えたことのなかった視点で、とても印象的でした。その上で、アカデミアの方

が誰に研究成果を届けるかといったときに、アカデミアの方は、アカデミアから評価され

たいという印象を受けることがありますが、人文・社会科学系においては、どのようにお

感じになりますか。 

【小泉】  たこつぼの中だと、おそらくアカデミア同士で評価し合うということで成り

立つのでしょうね。しかし、そうではないということをぜひ参加者の方たちには発言して

ほしいというのが僕の立場です。 

【後藤】  人文・社会科学の中でも一概には言えないと思いますが、一般的に、社会に

届けるとか、地域の人たちとしっかりかかわっていること自体は、研究者としては非常に

評価をされているというふうに私は理解しています。 

 一方で、それはある程度研究をしているということが前提であるということもつけ加え

ておきます。その上で、地域や、マスメディアなどにかかわるということは意味があると

一般的には思われていると思います。 

 【岸本】  例えば歴史学の場合に、地域とのかかわりといったこともあると思います

が、やはり主には一般書によって多くの方々に歴史学研究の成果を読んでいただくという

ことが大きいと思います。しかし、一般の方々が歴史学に関して、必ずしも、事実に即し

て学問的に評価してくれるとは限らず、そのような評価をそのまま受け入れるというわけ

にもいきませんので、その評価にどのようにかかわっていくのかということは、歴史学に

おいても非常に大きな問題になっています。今までヒストリーというと、アカデミアの中

のヒストリーという感じでしたが、パブリックヒストリー、つまり社会の中で広く行われ

ている歴史的な実践活動とアカデミアがどうかかわるかということは、今まさに、着目さ

れているところではないかと思いました。 

【小泉】  本事業においては、単に被引用数といったことではなく、課題設定に対して
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きちんと取り組んで、受け手を明確にし、受け取った研究に対して適切に評価をする、と

いう観点で評価してもらいたいなと思います。 

【後藤】  あくまでも評価は指標があって初めて道具として使うことができます。あく

までも、事業の目的とそれに即した評価指標を明確にすることが大事だと思います。 

【山本】  研究評価において、文系の研究者の方は文系の論理がありますので、理系と

もやることは重要ですけど、文系の論理を大切にしていただきたいというのは、こちらも

そのバランスというのを考えてきた立場としては、それはお願いしたいところです。 

【盛山】  本日はいろいろとメッセージをいただきました。また文系の研究者に対する

励ましや𠮟𠮟咤もありました。これを機会に本事業における人文学・社会科学の特性を踏ま

えた研究評価について、議論していきたいと思います。 

 本日はありがとうございました。これでパネルディスカッションを終わりたいと思いま

す。 

 

 

―― 了 ―― 

 


