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はじめに

営利を追求する民間企業が研究開発を行う目

的は、新商品の開発やコア技術の確立を通じて、

自社の業績や競争力を向上させるためである。こ

れに対して、国費を投入して行われる研究開発

（以下「公的研究開発」）の目的は広範にわたり、

科学技術の振興や国民生活の質の向上に資する研

究等、最終的には国益も含めて、何らかの形で国

民全体にその成果が還元されるものであることが

求められる。

公的研究開発の原資として、わが国では年間

およそ 3.5 兆円の国費が科学技術関係予算として

計上されており、厳しい財政運営を迫られる中で

もこの 8 年、3.5 兆円から 3.6 兆円の水準が維持

されている（図表 1）。一方、国費の適正な使途

については社会監視の目が厳しく注がれており、

それは公的研究開発についても例外ではない。重

点的・効率的な資金配分と、国費を用いる以上は

その意義に見合うだけの成果を挙げることが求め

られる風潮が強まっている。

このような背景から、戦略的意思決定を助け

るものとして、また国民に対する説明責任を果た

し、科学技術への理解を得るための手段として、

研究評価の重要性に対する認識がいっそう高まっ

ている。研究評価の具体的な対象としては、①大

学や独立行政法人等公的研究機関の研究活動の評

価、②研究者個人の業績評価、③国費を使用した

公的研究開発プロジェクトの評価、が挙げられる。

本稿では、主として公的研究開発プロジェクトの

評価を例とした研究評価の現状と課題について、
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図表 1 科学技術関係予算の推移
（補正予算、地方公共団体集計分を除く）

出所：総合科学技術会議ホームページ
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弊社がこれまで実施してきた調査での知見も織り

交ぜながら、その概要を紹介する。

1. 公的研究開発と研究評価
（１） 研究評価と関連法

公的研究開発は、政策主導型（トップダウン）

のものと、研究者の自由な発想（ボトムアップ）

によるものに大別され、国費投入の内訳は図表 2

に示すようになっている。

大規模な政府主導国家プロジェクトは、「行政

機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年

法律第 86 号）」に基づき、各府省の自己評価を基

本として行われる。大学や公的研究機関で独自に

行われる研究については、国立研究所及び国立大

学が独立行政法人化したことに伴い、「独立行政

法人通則法」（平成 11 年法律第 103 号）、「国立大

学法人法」（平成 15 年法律第 112 号）に基づく機

関評価の中で外部評価が行われている。

競争的資金制度による公的研究開発プロジェ

クトの評価については、プロジェクト終了後一定

期間を経てフォローアップを行うことが「国の研

究開発評価に関する大綱的指針」（以下「大綱的

指針」1）で義務付けられており、各府省や資金

配分機関で独自の評価指針を作成し、それに基づ

いた評価が行われている。中でも、公的研究開発

に特有の研究評価として「追跡評価」がある。追

跡評価のための根拠となる事実情報やデータの収

集が「追跡調査」であり、弊社でも主たる調査の

一つとなっている。

（２） 追跡評価の意義と目的

公的研究開発プロジェクトの期間は通常 2～ 5

年間であり、プロジェクト期間に行われる研究評

価には、①独創性、実現可能性、公的研究開発と

して取り組む意義等、テーマ選定の際に行われる

「事前評価」、②プロジェクト中間年に、進捗度の

点検や継続・中止・方向転換等の意思決定を行う

「中間評価」、③プロジェクト終了時に、目標の達

成・未達成の確認や、次段階の研究開発の企画・

実施に向けた助言等を行う「事後（終了時）評価」、

の 3 つがある。民間企業の研究開発においても、

呼称や勘案される事情は異なるものの、同種の評

価は行われているであろう。

一方、売上や利益といった数値で結果が現れる

企業においても、それらに対する研究開発の直接

の寄与度を測ることは容易ではない。ましてや、

数値化できる結果を目指したものではない公的研

究開発の場合、その成果をどのような視点で評価

するかは難しい問題である。公的研究開発はなん

らかの形で国益や国民全体への成果還元をもたら

すことを目的とした社会性の高いものであること

が多い。更には、科学技術の振興という観点から、

民間企業で取り組むにはリスクの高い研究を支援

する場合もある。このような目的の研究開発で、

プロジェクト期間内にすぐに研究成果が活用され

たり、社会に効用を及ぼすに至ることはほとんど

なく、そうなるまでにはある程度の期間を要する。

追跡評価は、このような公的研究開発の目的や特

性に基づき、研究開発終了から一定期間を経た後 2、

研究がどのように発展したか、あるいは研究成果

が学術的・経済的・社会的にどのような効果・効

用を及ぼしているかを把握し、公的研究開発とし

政府による主導（トップダウン） 
2.1兆円 
 

■ 政府主導の国家プロジェクト 
 
■ 各府省がそれぞれ定める目的 
     のための公募型研究 
 

研究者の自由な発想（ボトムアップ） 
1.4兆円 
 

■ 大学共同利用機関や大学 
     附置研究所などにおける 
     特定目的の研究の推進 
 
■ 競争的資金（科学研究費 
     補助金など） 
 
■ 基盤的経費による研究 

図表 2 公的研究開発への国費投入の現状

出所：科学研究費補助金パンフレット 2008 をもとに東レ経営研究所作成

１　平成 13年 11 月 28 日に旧大綱的指針として内閣総理大臣決定。その後の見直しにより旧大綱的指針は廃止され、平成 17年
3月 29日内閣総理大臣決定が現行の大綱的指針として示されている。

２　内容により異なるが、研究開発終了から3～ 5年後に実施する場合が多い。
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てのプロジェクトの趣旨や目的が果たされている

かを評価するものである 3。民間企業の研究開発

では、このような評価に該当するものはほとんど

実施されていないと思われる。それゆえ、追跡評

価は公的研究開発に特有の研究評価であり、重要

度の高い評価であるとも言える。「大綱的指針」

の中でも、『追跡評価については、その実施状況

に鑑み、今後その一層の定着・充実を図ることと

する』と記されている。

2. 研究成果の評価指標
（１） 研究成果をどう評価するか

研究成果とは、突き詰めて言えば「新しい発

見・発明の事実」であるが、それは論文や特許な

ど何らかのアウトプットとして公表されて初めて

意味を持つ。したがって、研究成果の評価は、ア

ウトプットを介しての評価ということになる。ア

ウトプットの評価指標には、例えば論文であれば

発表論文数のような「量」の評価と、どれほど重

要な発見なのかという「質」の評価があるが、研

究評価が求められる背景を考えれば、「量」より

も「質」の評価が重要であることは言うまでもな

い。また、研究評価はそのほとんどにおいて、そ

の分野の複数の専門家からなる評価委員会が判断

を下すピアレビューを主としているが、評価の質

を上げ、公平性や透明性を高める上で、近年はよ

り客観的な評価指標が求められるようになってき

ている。客観的とは、定量的に示すということが

含意されており、研究成果の評価についてのトピ

ックは「研究成果の質を定量的に表すことができ

るか」ということになる。

（２） 定量的評価指標の例

研究成果の「質」を「定量的に」示す指標と

考えられている例として、ここでは論文に関する

ものに限定して、論文の被引用件数と学術誌のイ

ンパクトファクター（以下 IF と略す）に絞って

取り上げる。他にも様々な指標があるが、それら

の詳細については参考文献を参照願いたい。

① 論文の被引用件数

ある研究者の発表した論文が、他の研究者に

どれだけ引用されているかを示すものである。被

引用件数が多いということは、それだけ注目され

る研究成果であり、研究成果の「質」を表すとい

う理解もあるが、必ずしも肯定的引用ばかりでは

なく、否定的引用の場合もあるため、両者を含め

ての注目度の指標と考えるのが妥当な認識と思わ

れる。

被引用件数が確認できるツールとしては、

Web of Science（Thomson Scientific 社）、Scopus

（Elsevier 社）が知られている。被引用件数につ

いて議論される場合は、歴史のある Web of

Science の結果が元になることが多い。

研究成果の「質」を表す指標としての観点か

ら被引用件数を見た場合の問題点としては、新し

い発見そのものについて書かれた論文（原著論文）

よりも、レビュー論文のほうが多くなる傾向にあ

ること、後述するインパクトファクターの高い雑

誌に掲載された論文のほうが多くなる傾向にあ

り、研究成果に対する注目度以外のバイアスがか

かることである。また、研究分野によって平均的

な被引用件数は異なり、一般的な傾向として医学

や生物学の分野では多く、物理学や情報学といっ

た分野では少なくなる。したがって、異なる分野

間での単純な比較は意味を成さない 4。

② インパクトファクター（IF）

IF は、Thomson Scientific 社の JCR（Journal

Citation Report）より算出され、ある学術誌に掲

３　「大綱的指針」の中では、追跡評価の視点として『副次的効果を含めた、研究開発の直接の成果（アウトプット）から生み出
された社会・経済等への効果（アウトカム）や波及効果（インパクト）』が挙げられている。

４　このような被引用件数の問題点を補正するため、h指数やCrown Factor といった指標が考案されているが、それぞれの指標に
ついても問題点が指摘されている（参考文献 1、2）。



経営センサー　2008.9

経済・産業／トピックス

32

経済・産業／産業技術

32

載された直近 2年間の掲載論文の被引用件数の合

計を、同 2年間の掲載論文数で割ったものである。

IF は元々、Thomson Scientific 社の前身である

ISI（Institute for Scientific Information）の創始者

であるユージン・ガーフィールド（Eugene

Garfield）により、データベースに収録する雑誌

の選定のために開発された指標である。

IF を巡る誤解として、論文掲載誌の IF を以っ

て論文の「質」を評価されることがある。すなわ

ち、IF の高い雑誌に掲載される論文は「質」が

高いという誤解である。確かに、IF の高い雑誌

に論文が掲載されるには、研究内容もさることな

がら、審査官の厳しい査読をクリアすることが必

要なため、その論文の「質」をある程度担保して

いると考えられなくはない。しかし、IF はあく

までも論文が掲載された「雑誌」に対するもので

あり、個々の論文、ひいては研究成果そのものに

対する評価ではないことに注意が必要である。ま

た、IF は被引用件数を元にした指標であること

から、医学・生物学分野の雑誌では高く、物理学

や情報学の分野では低くなることは、被引用件数

と同様の傾向として挙げられる。したがって、異

なる分野の雑誌の IF を比較することもやはり無

意味である。

近年では、IF がいくつ以上の雑誌に何報の論

文が掲載されたかを研究者に報告させ、その結果

を研究者の業績評価や研究機関の評価に用いる例

もあるという。このような過剰な IF 信仰には、

本来の指標の趣旨から逸脱しているとして批判も

あり（参考文献 1、2）、IF の開発者であるガーフ

ィールド自らも注意喚起しているほどである。

3. 研究評価の課題と今後

「研究成果の質を定量的に評価できるか？」と

いう問題に対しては、論文の被引用件数や IF を

始めとして、定量的な評価指標とされているも

のにはそれぞれ固有の限界があり、数値化され

たデータだけを表面的に捉えて研究成果の質を論

じることは本質を見誤る恐れがある。「仮に定量

的なデータで研究の質が分かるとしたら、専門家

によるピアレビューは必要なくなるはずだ」とい

う声もあり、もっともな指摘である。実際には、

今後も研究評価の主体はピアレビューであり、定

量的な研究評価指標は、ピアレビュアーによる判

断の際の一助として活用されるのが現実的な利用

方法であろう。その場合も、事実情報（定性的な

情報）を丹念に収集し、様々な情報を併せて総合

的に判断されることが必要である。

研究評価の重要性が高まっていくにつれて、

今後は社会科学や人文科学にもその必要性が波及

していくことが考えられる。様々な問題点を指摘

されながらも、これまで研究評価実績の蓄積があ

る自然科学系の分野に対し、これらの分野では研

究成果の公表方法や分野特性の違いもあり、実施

例がほとんど報告されていない。どのような評価

を行うべきかが議論されているものの 5、本格的

な研究評価に向けてようやくその途についたばか

りというのが実情である。

また、近年では、芸術と工学の融合、あるい

は社会科学と工学の融合といった、従来の研究分

野の枠では捉えきれない新しい研究領域が出現し

ている。このような研究領域での研究成果をどの

ように評価するのか、あるいはそもそも新しい研

究領域であるために、評価に必要なだけのピアレ

ビュアーが確保できるのかといった課題も今後は

出てくるものと思われる。

おわりに

紙面の都合もあり一端の言及にとどまるが、

公的研究開発とその評価の現状及び課題につい

て、その概要を示した。

研究開発は必ず成功するとは限らず、常にリ

スクを伴うものである。特に、国費による支援を

必要とする研究には、独創的な研究やアーリース

５　例えば、「人文・社会系の分野における研究業績評価のあり方について」（日本学術会議）など。
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テージの研究も多く、リスクの見極めが非常に難

しい。また、重要な成果があったとしても、公的

研究開発の目的や性質を考えると、その成果が国

民や社会に還元されるまでに長い期間を要する場

合や、成果の恩恵を享受できていることが目に見

える形では分からない場合も多い。

一方、国費とは言うまでもなく国民の税金で

あり、いつ、どのようなリターンがもたらされる

のか分からない研究や、失敗した研究は、ともす

れば税金の無駄使いだという一律な批判に晒され

かねない。もし研究評価が成果のみを厳しく問う

ものになってしまえば、極端な場合、このような

批判を避けようとするあまり、結果の見える短期

的な研究開発にばかり国費が投入され、独創的な

研究の芽を摘み、やがてはわが国の科学技術力の

衰退をも招きかねない。

リスクの高い研究開発という行為に、国費と

いう厳正な使途が求められる資金を投入している

こと自体が一種のジレンマだが、無駄を排除して

いくことはもちろん必要であるものの、国費にも

投資という概念、すなわちリスクを伴う使途があ

るということに、もう少し認知と許容が必要では

ないだろうか。追跡調査を通じて研究の発展状況

を示すことは、その一助を担うものであると考え

ている。
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