
 

 

 

 

 

 

 

 国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）は、国立大学法人法第

31条の２第１項に基づき、中期目標期間の業務の実績について、文部科学省の国立大学法人評価委員会

（以下「法人評価委員会」という。）の評価を受けることとなっています。 

 

 大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）は、国立大学法人法第31条の３第１項に基づ

き、文部科学省の国立大学法人評価委員会から要請を受けて、国立大学法人等の第２期中期目標期間（平

成22年度～平成27年度）の業務実績評価のうち、教育研究の状況について評価を実施しました。 

 

 機構が実施する教育研究評価は、教育研究の特性や法人の運営の自主性・自立性に配慮しつつ、国立

大学法人等の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するものです。

さらに、評価に関する一連の過程を通じて、国立大学法人等の状況を分かりやすく示し、社会への説明

責任を果たすものです。 

 

 この評価報告書が、国立大学法人等の教育研究活動等の改善に役立てられるとともに、各国立大学法

人等が取り組んでいる教育研究活動等について、広く国民の皆様の理解と支持を得るための一助となる

ことを期待します。 

 

 また、このたびの公表に際して、教育研究評価に種々ご協力いただいた評価者並びに国立大学法人等

の関係各位に感謝申し上げますとともに、今後とも、機構の評価事業に対してご理解とご支援いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

はじめに 
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大学改革支援・学位授与機構が実施した国立大学法人等の 

第２期中期目標期間における教育研究の状況の評価の実施について（概要） 
 
 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 
 

１ 評価の目的 
 国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）は、国立

大学法人法第 31 条の２第１項に基づき、中期目標期間の業務の実績について、文部科学省

の国立大学法人評価委員会（以下「法人評価委員会」という。）の評価を受けることとな

っています。 

 
 大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）は、国立大学法人法第 31 条の３

第１項に基づき、文部科学省の国立大学法人評価委員会から要請を受けて、国立大学法人

等の第２期中期目標期間（平成 22 年度～平成 27 年度）の業務実績評価のうち、教育研究

の状況について評価を実施しました。 
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２ 評価方法 
 各国立大学法人等の自己点検・評価に基づき、当該国立大学法人等の教育研究の特性に

配慮しつつ、評価を行いました。 

 
(1) 国立大学法人等における自己点検・評価 

国立大学法人等においては、実績報告書作成要領に従って、自己点検・評価を実施し、

平成 22 年度から 27 年度までの期間の教育研究の状況に係る実績報告書（達成状況報告

書・現況調査表）を作成しました。 
 
(2) 教育研究の状況の評価 

 教育研究の状況の評価として、「中期目標の達成状況評価」及び「学部・研究科等の

現況分析（「研究業績水準判定」を含む）」を行いました。なお、評価に当たっては、

データ分析集や認証評価の評価結果等を活用しました。 
① 中期目標の達成状況評価 

   達成状況の評価は、国立大学法人等ごとに当該国立大学法人等全体を対象とし、中

期目標の記載事項のうち、「大学の教育研究等の質の向上に関する目標」、あるいは

「研究機構の教育研究等の質の向上に関する目標」にそれぞれ掲げられている教育研

究に関連する中期目標の項目及び中期計画の記載内容について、各国立大学法人等か

ら提出された達成状況報告書等に基づき、書面調査及びヒアリングにより、評価を行

いました。 

判定については、中期計画を４段階で判定し、その判定結果を段階的に積み上げる

ことにより、中期目標（小項目、中項目、大項目）を判定しました。 

評価に当たっては、国立大学法人等が記載した個性の伸長に向けた主体的な取組の

内容を踏まえるとともに、戦略性が高く意欲的な目標・計画については、中期計画が

計画通り実施できていない場合でも、教育研究の質の向上や高い教育研究水準の実現

が確認できる場合には、プロセスや内容等を考慮しました。また、中期目標期間中に

教育研究の質は向上したかという点に配慮し、学部・研究科等の現況分析結果を活用

しました。なお、達成状況の評価は、各国立大学法人等における目標・計画に即して

評価を行うものであり、国立大学法人等を相対的に評価するものではありません。 

 
   中期目標（大項目）、（中項目）の判定は、以下の区分により示しています。 

「中期目標の達成状況が非常に優れている」 
「中期目標の達成状況が良好である」 
「中期目標の達成状況がおおむね良好である」 
「中期目標の達成状況が不十分である」 
「中期目標の達成のためには重大な改善事項がある」 

中期目標（小項目）の判定は、以下の区分により示しています。 
「中期目標の達成状況が非常に優れている」 
「中期目標の達成状況が良好である」 
「中期目標の達成状況がおおむね良好である」 
「中期目標の達成状況が不十分である」 

中期計画の判定は、以下の区分により示しています。 
「実施状況が非常に優れている」 
「実施状況が良好である」 
「実施状況がおおむね良好である」 
「実施状況が不十分である」 
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② 学部・研究科等の現況分析 
現況分析は、学部・研究科等を対象とし、「教育の水準」及び「質の向上度」、「研

究の水準」及び「質の向上度」について、各国立大学法人等から提出された現況調査

表等に基づき、書面調査により、評価を行いました。 

 
  ア 教育の水準及び研究の水準 
    教育の水準及び研究の水準は、各分析項目（教育水準：「教育活動の状況」、「教

育成果の状況」、研究水準：「研究活動の状況」、「研究成果の状況」）について、

観点ごとの実施状況を調査・分析することにより、判定を行いました。 
    判定に当たっては、各学部・研究科等の目的に照らして、当該組織が想定する関

係者の期待にどの程度応えているかという視点で判断しました。したがって、各学

部・研究科等を相対的に評価するものでありません。 

 
    教育・研究の水準判定は、以下の区分により示しています。 

「期待される水準を大きく上回る」 
「期待される水準を上回る」 
「期待される水準にある」 
「期待される水準を下回る」 

 

  イ 質の向上度 
    質の向上度は、第１期中期目標期間終了時点と評価時点を比較・分析して導かれ

るものであり、教育・研究活動や成果の状況の改善、向上の内容を分析し、学部・

研究科等の教育あるいは研究目的に照らして、判定を行いました。 

 
    質の向上度の判定は、以下の区分により示しています。 

「大きく改善、向上している 又は 高い質を維持している」 
「改善、向上している」 
「質を維持している」 
「質を維持しているとはいえない」 

 

 

③ 研究業績水準判定 
研究業績水準判定は、学部・研究科等を対象とし、国立大学法人等が提出した研究

業績説明書について、その記載内容（第三者による評価結果や客観的な指標等を用い

た各研究業績の判断根拠等）を基に、以下の判断基準により、SS、S、S 未満の区分で

判定し、その結果を現況分析部会及び達成状況判定会議に提出しました。 
 

○学術的意義の判断基準 
SS：「当該分野において、卓越した水準にある」 
S： 「当該分野において、優秀な水準にある」 

 
○社会、経済、文化的意義の判断基準 

SS：「社会、経済、文化への貢献が卓越している」 
S： 「社会、経済、文化への貢献が優秀である」 
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３ 評価体制 
 教育研究の状況の評価については、機構の国立大学教育研究評価委員会の下に具体的な

評価を実施するために、達成状況判定会議、現況分析部会及び研究業績水準判定組織を編

成し、評価を行いました。 
 達成状況判定会議は各法人の規模・構成に応じた８グループを編成しました。現況分析

部会は、分野別の 10 の学系部会を設置し、研究業績水準判定組織は、科学研究費助成事業

の分類を基とした研究分野ごとに専門部会を設置しました。 
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４ 評価報告書について 
 「評価報告書」は、「中期目標の達成状況に関する評価結果」、「教育に関する現況分

析結果」及び「研究に関する現況分析結果」から構成されています。 
 

○ 中期目標の達成状況に関する評価結果 

 中期目標の達成状況に関する評価結果は、教育に関する目標と研究に関する目標等、そ

れぞれの中期目標（大項目）ごとに段階式で評価結果を示すとともに、その結果を導いた

理由を記述しました。 

 また、それぞれの中期目標（中項目）ごとの評価結果に加え、当該国立大学法人等の特

性に配慮しつつ、特記すべき点（優れた点や特色ある点、改善を要する点）を取り上げま

した。 

 加えて、現況分析結果において、質の向上度のうち「注目すべき質の向上」として取り

上げたものや、「水準を大きく上回る」と判定された分析項目のうち中期計画と関連付け

られているものについても、関連する中期目標（中項目）の「優れた点」として取り上げ

ています。 

 したがって、各国立大学法人等において中期目標（大項目）の判定が同じであっても、

特記すべき点の件数は、国立大学法人等ごとに異なります。 

  

○ 教育に関する現況分析結果及び研究に関する現況分析結果 

 教育に関する現況分析結果及び研究に関する現況分析結果は、教育水準、研究水準の各

分析項目ごとの判定結果とその判定結果を導いた理由、及び質の向上度の判定結果とその

判定結果を導いた理由を記述しました。なお、質の向上度については、「大きく改善、向

上している」又は「高い質を維持している」と判定した場合などに、「注目すべき質の向

上」として取り上げています。 
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５ 審議経過 
＜平成 28 年＞  

・５月末 各法人から研究業績説明書の提出 

・６月 研究業績水準判定の書面調査 

・６月末 各法人から実績報告書の提出 

・７月～10 月 達成状況判定（７月～10 月）、現況分析（７月、８月）の書面調査 

・９月１日 

～９月８日 

現況分析部会（第１回） 

評価結果（素案）の審議 

・９月 28 日 

～10 月 12 日 

国立大学法人等に分析に当たっての確認事項及び資料提出の照会 

・10 月 18 日 

～11 月８日 

達成状況判定会議（第１回） 

評価結果（素案）の審議 

・11 月 25 日 

～12 月９日 

国立大学法人等にヒアリングに向けての確認事項及び資料提出の照会 

・11 月 16 日 

～11 月 25 日 

現況分析部会（第２回） 

評価結果（原案）の審議 

・12 月７日 運営小委員会（現況分析） 

 部会間の調整についての協議 

＜平成 29 年＞  

・１月 17 日 

～１月 25 日 

国立大学法人等へのヒアリングの実施 

・２月 17 日 

～２月 23 日 

達成状況判定会議（第２回） 

評価結果（原案）の審議 

・２月 27 日 運営小委員会（達成状況判定） 

グループ間の調整についての協議 

・２月 28 日 国立大学教育研究評価委員会 

評価報告書（原案）の審議（意見申立て期間：３月２日～３月 22 日） 

・４月６日 意見申立審査会 

意見申立ての対応の審議 

・４月 18 日 国立大学教育研究評価委員会 

評価報告書（案）の審議・決定 

文部科学省国立大学法人評価委員会へ教育研究の状況の評価結果を提供 

 



６　　国立大学教育研究評価委員会委員および専門委員名簿

池　上　久　雄 新コスモス電機株式会社社外監査役、東京学芸大学客員教授

大　沢　陽一郎 株式会社読売新聞東京本社編集局次長

戒　能　民　江 お茶の水女子大学名誉教授

◎ 梶　山　千　里 福岡女子大学理事長・学長

木　村　靖　二 東京大学名誉教授

河　野　通　方 東京大学名誉教授

小　畑　秀　文 学校法人嘉悦学園理事、かえつ有明中・高等学校長

相　良　憲　昭 日本高等教育評価機構副理事長

佐々木　隆　生 北海道大学名誉教授、北海道大学公共政策大学院公共政策学

研究センター研究員

○ 杉　山　武　彦 高速道路調査会理事長

鈴　木　典比古 大学基準協会参与、国際教養大学理事長・学長

関　本　照　夫 東京大学名誉教授

戸　谷　賢　司 大学入試センター参与、秀明大学特任教授

豊　田　長　康 鈴鹿医療科学大学長

中　島　秀　之 東京大学特任教授

野　嶋　佐由美 高知県立大学長

福　山　秀　敏 東京理科大学学長特別補佐

※　◎は委員長、○は副委員長

（１）国立大学教育研究評価委員会（所属は平成29年４月現在）
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家　　　泰　弘 日本学術振興会理事

下　條　文　武 新潟大学名誉教授

○ 河　野　通　方 東京大学名誉教授

◎ 杉　山　武　彦 高速道路調査会理事長

高　田　邦　昭 群馬県立県民健康科学大学長

谷　口　　　功 国立高等専門学校機構理事長

濱　田　純　一 放送倫理・番組向上機構理事長

平　野　俊　夫 量子科学技術研究開発機構理事長

本　間　謙　二 前北海道教育大学長

柳　澤　康　信 岡山理科大学長

※　◎主査、○は副主査

（２）運営小委員会（達成状況判定会議）（所属は平成29年３月現在）
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相　原　博　昭 東京大学大学執行役・副学長

石　田　英　敬 東京大学教授

岸　本  喜久雄 東京工業大学環境・社会理工学院長

北　村　　　聖 国際医療福祉大学教授

○ 木　村　靖　二 東京大学名誉教授

◎ 小　畑　秀　文 学校法人嘉悦学園理事、かえつ有明中・高等学校長

潮　見　佳　男 京都大学人文社会科学域長・法学研究科長

生源寺　眞　一 名古屋大学教授

髙　橋　和　久 東京大学特任教授

中　地　義　和 東京大学教授

三　浦　　　篤 東京大学教授

耳　塚　寛　明 お茶の水女子大学教授

※　◎は主査、○は副主査

（３）運営小委員会（現況分析部会）（所属は平成29年３月現在）
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宇　川　　　彰 理化学研究所計算科学研究機構副機構長

小　間　　　篤 前秋田県立大学理事長・学長

○ 相　良　憲　昭 日本高等教育評価機構副理事長

◎ 杉　山　武　彦 高速道路調査会理事長

鈴　木　典比古 大学基準協会参与、国際教養大学理事長・学長

戸　谷　賢　司 大学入試センター参与、秀明大学特任教授

長谷部　恭　男 早稲田大学教授

古　沢　由紀子 株式会社読売新聞東京本社論説委員

※　◎は会長、○は副会長

（４）意見申立審査会（所属は平成29年４月現在）
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（第１グループ）

浅　原　利　正　　 広島県病院事業管理者・参与

安　部　眞　一　　 熊本保健科学大学副学長

阿　部　憲　孝　　 放送大学山口学習センター所長

有　川　節　夫　　 九州大学名誉教授

有　馬　道　久　　 香川大学教授

和　泉　雄　一　　 東京医科歯科大学教授

一　戸　達　也　　 東京歯科大学副学長

井　上　琢　智　　 元関西学院大学教授

恵比須　繁　之　 大阪大学特任教授

尾　池　和　夫　　 京都造形芸術大学長

沖　　　陽　子　　　 岡山大学副学長

春　日　雅　人　　 国立国際医療研究センター理事長・総長

片　山　英　治　　 野村證券株式会社主任研究員

川　上　重　彦　　 金沢医科大学教授

河　村　小百合　 株式会社日本総合研究所上席主任研究員

小　泉　潤　二　　 大阪大学名誉教授

小　畑　秀　文 学校法人嘉悦学園理事、かえつ有明中・高等学校長

小　林　　　浩　　　 リクルート進学総研所長

武　田　洋　子　　 株式会社三菱総合研究所政策・経済研究センター

副センター長・チーフエコノミスト

田　嶼　尚　子　　 東京慈恵会医科大学名誉教授

遠　山　正　彌　　 大阪府立病院機構理事長

永　島　英　夫　　 九州大学教授

早　下　隆　士　　 上智大学長

春　名　章　二　　 福山大学教授

平　川　勝　洋　　 広島大学病院長

◎ 平　野　俊　夫　　 量子科学技術研究開発機構理事長

宮　﨑　　　隆　　　 昭和大学副学長・歯学部長

宮　地　良　樹　　 滋賀県立成人病センター病院長

八　耳　俊　文　　 青山学院女子短期大学長

山　田　耕　太　　 敬和学園大学長

※　◎はグループリーダー

（５）達成状況判定会議（所属は平成29年３月現在）
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阿　江　通　良　　 日本体育大学教授

内　山　雅　生　　 宇都宮大学名誉教授

江　川　雅　子　　 一橋大学教授

遠　藤　典　子　　 慶應義塾大学特任教授

大　西　武　雄　　 奈良県立医科大学名誉教授

岡　田　益　男　　 八戸工業高等専門学校長

小　野　正　人　　 城西大学経営学部教授

金　田　嘉　清　　 藤田保健衛生大学理事・副学長

川　端　和　重　　 北海道大学理事・副学長

北　村　彰　英　　 千葉市産業振興財団理事長

木　村　光　伸　　 名古屋学院大学常任理事

郡　　　健二郎　　 名古屋市立大学理事長・学長

小　嶋　郁　夫　　 秋田県立大学理事

齋　藤　　　康　　　 千葉大学名誉教授

佐　伯　　　浩　　　 寒地港湾技術研究センター代表理事会長

坂　本　達　哉　　 慶應義塾大学教授

佐々木　　　毅　　 日本学士院会員

澤　田　克　己　　 新潟大学教授

髙　松　哲　郎　　 京都府立医科大学教授

玉　置　俊　晃　　 徳島大学教授

豊　田　長　康 鈴鹿医療科学大学長

中　空　麻　奈　　 BNPパリバ証券株式会社投資調査本部長

中　村　高　遠　　 静岡県試験研究高度化推進顧問

◎ 濱　田　純　一　　 放送倫理・番組向上機構理事長

広　渡　清　吾　　 東京大学名誉教授

福　嶋　義　光　　 信州大学教授

藤　井　良　一　　 情報・システム研究機構理事

正　木　基　文　　 長崎県立大学名誉教授

松　﨑　一　平　　 富山大学教授

松　橋　公　治　　 明治大学教授

松　藤　千　弥　　 東京慈恵会医科大学長

南　　　利　明　　　 静岡大学名誉教授

八　嶋　　　厚　　　 岐阜大学教授

※　◎はグループリーダー

（第２グループ）
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（第３グループ）

浅　田　尚　紀　　 兵庫県立大学理事・副学長

阿　部　顕　三　　 大阪大学教授

荒　瀬　克　己　　 大谷大学教授

稲　葉　英　男　　 岡山大学名誉教授、津山工業高等専門学校名誉教授

岩　本　　　諭　　　 佐賀大学教授

岩　本　俊　孝　　 前宮崎大学理事・副学長

木　村　靖　二 東京大学名誉教授

栗　原　考　次　　 岡山大学教授

塩　出　省　吾　　 神戸学院大学副学長

杉　岡　直　人　　 アヴァンセ・マネジメントコンサルティング代表

十　河　ひろ美　 株式会社ハースト婦人画報社編集局長

角　田　直　也　　 国士舘大学大学院スポーツシステム研究科長

朴　　　恵　淑　　　 三重大学教授

長谷川　眞理子 総合研究大学院大学理事

濵　田　道　夫　　 兵庫県立大学特任教授

福　田　光　完　　 兵庫教育大学長

福　永　博　俊　　 長崎大学理事・副学長

船　橋　正　美　　 日本能率協会学校経営支援センター長

宮　町　良　広　　 大分大学教授

宮　本　一　夫　　 九州大学副学長

◎ 柳　澤　康　信　　 岡山理科大学長

山　縣　ゆり子　 熊本大学副学長

山　田　耕　路　　 崇城大学教授

吉　尾　　　寛　　　 高知大学教授

吉　川　敏　一　　 京都府立医科大学長

吉　田　浩　己　　 前鹿児島大学長

※　◎はグループリーダー
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（第４グループ）

生　重　幸　恵　　 NPO法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長

上　村　協　子　　 東京家政学院大学教授

遠　藤　啓　吾　　 京都医療科学大学長

大　戸　　　斉　　　 福島県立医科大学副理事・教授

小　川　廣　男　　 東京海洋大学名誉教授

荻　野　祥　三　　 元毎日新聞編集委員

小　野　義　隆　　 茨城大学特任教授

加　藤　泰　建　　 埼玉大学名誉教授

上　井　喜　彦　　 福島大学監事

木　村　彰　方　　 東京医科歯科大学副学長

國　枝　秀　世　　 名古屋大学理事・副総長

◎ 下　條　文　武　　 新潟大学名誉教授

佐々木　隆　生 北星学園大学教授

白　石　小百合　 横浜市立大学教授

髙　井　　　章　　　 旭川医科大学副学長

鶴　田　三　郎　　 前東京海洋大学理事・副学長

中　村　民　雄　　 福島大学特任教授

百　鬼　史　訓　　 前東京農工大学理事・副学長

西　田　　　眞　　　 秋田大学教授

新　田　孝　彦　　 北海道大学理事・副学長

溝　口　周　二　　 前横浜国立大学理事・副学長

山　内　　　進　　　 一橋大学名誉教授

※　◎はグループリーダー
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（第５グループ）

小豆畑　　　茂　　 株式会社日立製作所フェロー

五十嵐　　　隆　　 国立成育医療研究センター理事長

石　原　昌　英　　 琉球大学教授

小野田　淳次郎 宇宙航空研究開発機構名誉教授

河　野　葉　月　　 株式会社KADOKAWAカクヨム編集長

河　野　通　方 東京大学名誉教授

小　林　康　夫　　 青山学院大学特任教授

芹　川　聖　一　　 九州工業大学工学研究院長

◎ 高　田　邦　昭　　 群馬県立県民健康科学大学長

髙　橋　　　滋　　　 法政大学教授

伊　達　　　紫　　　 宮崎大学理事・副学長

谷　山　弘　行　　 酪農学園大学教授

中　根　明　夫　　 弘前大学教授

西　原　達　次　　 九州歯科大学理事長・学長

馬　場　明　道　　 兵庫医療大学長

早　川　　　茂　　　 香川大学特命教授

藤　井　克　己　　 いわて産業振興センター顧問

本　郷　一　博　　 信州大学理事・副学長

増　田　秀　樹　　 名古屋工業大学名誉教授

松　本　雄一郎　 株式会社エデュース代表取締役

松　本　洋一郎　 理化学研究所理事

若　杉　隆　平　　 新潟県立大学教授

※　◎はグループリーダー
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（第６グループ）

天　野　和　孝　　 上越教育大学副学長

内　田　志づ子　 全国高等学校ＰＴＡ連合会事務局長

内　田　伸　子　　 十文字学園女子大学特任教授

内　山　伊知郎　 同志社大学教授

遠　藤　隆　俊　　 高知大学人文社会科学系長

岡　本　幾　子　　 大阪教育大学理事・副学長

折　出　健　二　　 人間環境大学特任教授

戒　能　民　江 お茶の水女子大学名誉教授

加　賀　裕　郎　　 同志社女子大学長

加　野　芳　正　　 香川大学教授

清　原　正　義　　 兵庫県立大学理事長・学長

栗　田　博　之　　 東京外国語大学総合情報コラボレーションセンター長

佐　伯　孝　弘　　 清泉女子大学副学長

芝　木　邦　也　　 北海道教育大学教授、前北海道教育大学理事

柴　田　　　誠　　　 東京都立大泉高等学校統括校長

大　坊　郁　夫　　 東京未来大学長

多　田　孝　志　　 金沢学院大学教授

千　葉　吉　裕　　 東京都立晴海総合高等学校主幹教諭

長　束　倫　夫　　 千葉県立浦安南高等学校教諭

野　嶋　栄一郎　 早稲田大学教授

◎ 本　間　謙　二　　 前北海道教育大学長

丸　野　俊　一　　 九州大学理事・副学長

南　　　徹　弘　　　 大阪成蹊短期大学長

山　西　潤　一　　 富山大学名誉教授

渡　邉　健　治　　 畿央大学教授

※　◎はグループリーダー
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（第７グループ）

梅　原　秀　哲　　 名古屋工業大学教授

大　貝　　　彰　　　 豊橋技術科学大学理事・副学長

大　平　文　和　　 放送大学香川学習センター所長

岡　本　信　明　　 学校法人トキワ松学園理事長

小田部　荘　司　 九州工業大学教授

片　岡　幹　雄　　 奈良先端科学技術大学院大学理事・副学長

川　口　泰　雄　　 元タカハシスチール株式会社代表取締役社長

菊　池　　　洋　　　 早稲田大学教授

米　田　隆　志　　 芝浦工業大学副学長

佐　藤　順　一　　 科学技術振興機構上席フェロー

佐　藤　之　彦　　 千葉大学教授

賞　雅　寛　而　　 東京海洋大学教授

◎ 谷　口　　　功　　　 国立高等専門学校機構理事長

谷　口　研　二　　 大阪大学特任教授

田　牧　純　一　　 北見工業大学特任教授

塚　本　　　寛　　　 北九州工業高等専門学校長

新　原　晧　一　　 長岡技術科学大学特任教授

西　村　伸　也　　 新潟大学教授

福　山　秀　敏 東京理科大学学長特別補佐

村　田　秀　一　　 株式会社宇部建設コンサルタント取締役会長

※　◎はグループリーダー

（第８グループ）

◎ 家　　　泰　弘　　　 日本学術振興会理事

大　貝　隆　之　　 国際協力機構国際協力専門員

塩　谷　捨　明　　 大阪大学名誉教授

関　本　照　夫 東京大学名誉教授

竹　内　　　潤　　　 島根大学名誉教授

西　田　生　郎　　 埼玉大学教授

長谷川　寿　一　 東京大学教授

安　浦　寛　人　　 九州大学理事・副学長

※　◎はグループリーダー
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（６）現況分析部会（所属は平成29年３月現在）

（人文科学系）

伊　藤　たかね　 東京大学教授

○ 江　原　由美子　 首都大学東京教授

大　渕　憲　一　　 放送大学宮城学習センター所長

釜　谷　武　志　　 神戸大学教授

栗　原　浩　英　　 東京外国語大学教授

杉　本　　　優　　　 群馬県立女子大学教授

高　木　彰　彦　　 九州大学教授

◎ 髙　橋　和　久　　 東京大学特任教授

○ 竹　中　　　亨　　　 大阪大学教授

谷　　　富　夫　　　 甲南大学教授

○ 戸田山　和　久　 名古屋大学教授　

和　田　壽　弘　　 名古屋大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（社会科学系）

秋　田　次　郎　　 東北大学大学院経済学研究科長

阿　部　　　誠　　　 大分大学大学院福祉社会科学研究科長

石　山　幸　彦　　 横浜国立大学教授

岩　本　武　和　　 京都大学教授

植　野　妙実子　 中央大学教授

川　波　洋　一　　 下関市立大学長

国　友　直　人　　 明治大学特任教授

○ 久保庭　眞　彰　 一橋大学名誉教授

桜　井　久　勝　　 関西学院大学教授

◎ 潮　見　佳　男　　 京都大学人文社会科学域長・法学研究科長

下　田　憲　雄　　 大分大学副学長・教授

白　石　克　孝　　 龍谷大学教授

関　口　正　司　　 九州大学教授

芹　澤　成　弘　　 大阪大学教授

田　中　一　郎　　 金沢大学名誉教授

玉　井　金　五　　 愛知学院大学教授

○ 多和田　　　眞　　 愛知学院大学教授

土　井　政　和　　 九州大学教授

徳　賀　芳　弘　　 京都大学副学長

床　谷　文　雄　　 大阪大学教授

中　村　博　之　　 横浜国立大学教授

根　本　二　郎　　 名古屋大学教授

萩　原　泰　治　　 神戸大学教授

藤　原　秀　夫　　 同志社大学教授

間　宮　　　勇　　　 明治大学副学長・学長室専門員長

山　倉　健　嗣　　 大妻女子大学教授

山　田　鋭　夫　　 名古屋大学名誉教授

山　部　俊　文　　 一橋大学教授

山　本　健　兒　　 九州大学教授

○ 山　本　　　弘　　　 神戸大学教授

吉　井　昌　彦　　 神戸大学教授

渡　辺　達　徳　　 東北大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（理学系）

◎ 相　原　博　昭　　 東京大学大学執行役・副学長

○ 阿波賀　邦　夫　 名古屋大学教授

石　坂　丞　二　　 名古屋大学宇宙地球環境研究所副所長

○ 今　市　涼　子　　 日本女子大学教授

巌　佐　　　庸　　　 九州大学教授

桂　　　利　行　　　 法政大学教授

中　村　佳　正　　 京都大学教授

長　谷　俊　治　　 大阪大学特任教授

日　笠　健　一　　 東北大学教授

平　井　啓　久　　 京都大学教授

廣　井　美　邦　　 情報・システム研究機構特任教授

深　田　吉　孝　　 東京大学教授

松　見　　　豊　　　 名古屋大学教授

山　本　正　幸　　 自然科学研究機構理事・副機構長

○ 吉　川　研　一　　 同志社大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（工学系）

石　村　眞　一　　 郡山女子大学特任教授

磯　部　雅　彦　　 高知工科大学長

井　上　光　輝　　 豊橋技術科学大学理事・副学長

内　山　　　勝　　　 東北大学名誉教授

尾　家　祐　二　　 九州工業大学長

大　谷　　　順　　　 熊本大学教授

大　野　英　男　　 東北大学教授

○ 影　山　和　郎　　 東京大学教授

片　山　聖　二　　 大阪大学名誉教授

○ 河　村　篤　男　　 横浜国立大学教授

◎ 岸　本　喜久雄　 東京工業大学環境・社会理工学院長

○ 北　村　隆　行　　 京都大学工学研究科長・工学部長・副理事

久保田　弘　敏　 帝京大学客員教授

越　　　光　男　　　 大学改革支援・学位授与機構特任教授

後　藤　春　彦　　 早稲田大学教授

椹　木　哲　夫　　 京都大学教授

白　鳥　則　郎　　 早稲田大学客員上級研究員

末　岡　淳　男　　 前九州職業能力開発大学校長

髙　橋　儀　平　　 東洋大学教授

宝　田　恭　之　　 群馬大学教授

瀧　　　寛　和　　　 和歌山大学長

中　城　康　彦　　 明海大学教授

野　田　直　剛　　 静岡大学名誉教授

林　田　行　雄　　 前佐賀大学大学院工学系研究科長

早　瀬　敏　幸　　 東北大学教授

本　多　　　敏　　　 慶應義塾大学教授

松　本　真　一　　 秋田県立大学システム科学技術学部長

※　◎は部会長、○は副部会長
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（農学系）

荒　木　和　秋　　 酪農学園大学農食環境学群長

石　川　勝　美　　 高知大学副理事

石　黒　直　隆　　 岐阜大学教授

一　瀬　勇　規　　 岡山大学教授

岩　元　　　泉　　　 鹿児島大学名誉教授

○ 大　山　卓　爾　　 新潟大学教授

川　本　康　博　　 琉球大学副学長

木　庭　卓　人　　 千葉大学教授

芝　田　　　猛　　　 東海大学名誉教授

◎ 生源寺　眞　一　 名古屋大学教授

鈴　木　裕　之　　 弘前大学教授

土　川　　　覚　　　 名古屋大学教授

中　田　英　昭　　 長崎大学副学長

新　村　末　雄　　 新潟大学教授

○ 西　原　眞　杉　　 東京大学教授

西　村　伸　一　　 岡山大学教授

野　瀬　昭　博　　 佐賀大学名誉教授

古　谷　　　研　　　 東京大学教授

宝　月　岱　造　　 東京大学名誉教授

丸　谷　知　己　　 北海道大学特任教授

村　上　　　昇　　　 宮崎大学学長特別補佐

○ 渡　邉　紹　裕　　 京都大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（保健系）

新　井　　　一　　　 順天堂大学長

荒　木　孝　二　　 東京医科歯科大学教授

一ノ瀬　正　和　 東北大学教授

井　上　　　孝　　　 東京歯科大学教授

○ 井　上　智　子　　 国立看護大学校長

伊　橋　光　二　　 山形県立保健医療大学理事

牛　木　辰　男　　 新潟大学医歯学系長・医学部長

大　城　昌　平　　 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部長

大　島　吉　輝　　 東北大学教授

太　田　　　茂　　　 広島大学教授

片　岡　　　徹　　　 神戸大学副学長

河　田　光　博　　 佛教大学教授

北　島　　　勲　　　 富山大学教授

◎ 北　村　　　聖　　　 国際医療福祉大学教授

○ 木　村　健二郎　 地域医療機能推進機構東京高輪病院長

久　保　真　一　　 福岡大学教授

越　川　憲　明　　 日本大学特任教授

小　林　正　夫　　 広島大学教授

斎　藤　一　郎　　 鶴見大学教授

澤　田　　　誠　　　 名古屋大学教授

島　田　眞　路　　 山梨大学長

○ 高　倉　喜　信　　 京都大学教授　　　

髙　戸　　　毅　　　 東京大学教授

髙　橋　眞　理　　 順天堂大学教授

遠　山　育　夫　　 滋賀医科大学教授

戸　塚　　　実　　　 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科長

長　澤　　　弘　　　 神奈川県立保健福祉大学教授

中　嶌　　　裕　　　 明海大学教授

奈　良　信　雄　　 大学改革支援・学位授与機構特任教授

奈良間　美　保　 名古屋大学教授

野々村　克　也　 釧路労災病院長

登　　　　　勉　　　　三重県健康管理事業センター理事長

寳　金　清　博　　 北海道大学病院長

堀　内　成　子　　 聖路加国際大学教授

○ 前　田　健　康　　 新潟大学歯学部長

松　井　　　修　　　 金沢大学名誉教授

松　木　則　夫　　 東京大学名誉教授

三　宅　洋一郎　 徳島大学教授
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森　山　啓　司　　 東京医科歯科大学歯学部長

吉　冨　博　則　　 福山大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長

（教育系）

浅　沼　　　茂　　　 東京学芸大学特任教授

○ 阿　部　　　修　　　 北海道教育大学理事・副学長

今　井　康　雄　　 日本女子大学教授

植　田　健　男　　 名古屋大学教授

浦　　　光　博　　　 追手門学院大学心理学部長

大　杉　昭　英　　 国立教育政策研究所初等中等教育研究部長

小　川　正　人　　 放送大学教授

○ 小　内　　　透　　　 北海道大学大学院教育学研究院長

加　賀　　　勝　　　 岡山大学教授

加　藤　義　信　　 愛知県立大学名誉教授

熊　野　善　介　　 静岡大学教授

小　玉　重　夫　　 東京大学教授

小　林　辰　至　　 上越教育大学教授

近　藤　孝　弘　　 早稲田大学教授

坂　越　正　樹　　 広島大学教授

○ 清　水　一　彦　　 山梨県立大学理事長・学長

新　谷　恭　明　　 西南女学院大学教授

鈴　木　晶　子　　 京都大学教授

高　橋　　　勝　　　 帝京大学大学院教職研究科長

寺　﨑　弘　昭　　 山梨大学教授

鳥　光　美緒子　 中央大学教授

早　川　　　操　　　 椙山女学園大学教授

原　田　智　仁　　 兵庫教育大学教授

松　浦　良　充　　 慶應義塾大学文学部長

南　　　博　文　　　 九州大学教授

◎ 耳　塚　寛　明　　 お茶の水女子大学教授

八尾坂　　　修　　 九州大学名誉教授

山　本　眞　一　　 桜美林大学教授

吉　本　圭　一　　 九州大学主幹教授

米　田　俊　彦　　 お茶の水女子大学教授

渡　部　昭　男　　 神戸大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（総合科学系）

青　木　健　一　　 金沢大学教授

赤　木　正　人　　 北陸先端科学技術大学院大学教授

縣　　　公一郎　　 早稲田大学教授

秋　本　克　洋　　 筑波大学特命教授

○ 浅　見　泰　司　　 東京大学教授

安　部　悦　生　　 明治大学教授

有　馬　　　眞　　　 横浜国立大学名誉教授

飯　島　敏　夫　　 東北大学教授

○ 家　　　正　則　　　 国立天文台名誉教授

池　上　知　子　　 大阪市立大学教授

◎ 石　田　英　敬　　 東京大学教授

○ 出　江　紳　一　　 東北大学大学院医工学研究科長

○ 伊　藤　　　眞　　　 筑波大学副学長

今　脇　資　郎　　 九州大学名誉教授

上　田　卓　也　　 東京大学教授

上　田　　　渉　　　 神奈川大学教授　　

大　谷　　　毅　　　 信州大学名誉教授　

大　塚　成　男　　 千葉大学教授

大　塚　　　譲　　　 戸板女子短期大学教授

大　西　　　昇　　　 名古屋大学名誉教授

小　口　和　美　　 国士舘大学教授

小　谷　典　子　　 山口大学名誉教授

筧　　　捷　彦　　　 情報オリンピック日本委員会理事長

加　納　重　義　　 金沢大学副学長

鎌　倉　稔　成　　 中央大学教授

亀　山　充　隆　　 石巻専修大学教授

河　村　純　一　　 東北大学教授

木　部　暢　子　　 人間文化研究機構教授

楠　岡　成　雄　　 東京大学名誉教授

黒　田　達　朗　　 名古屋大学教授

河　野　憲　二　　 奈良先端科学技術大学院大学教授

小　坂　満　隆　　 北陸先端科学技術大学院大学教授

五　島　幸　一　　 愛知淑徳大学グローバル・コミュニケーション学部長

小　島　定　吉　　 東京工業大学教授

近　藤　和　雄　　 東洋大学教授

齋　藤　　　健　　　 北海道大学教授

澤　登　早　苗　　 恵泉女学園大学教授

城　石　俊　彦　　 情報・システム研究機構教授
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杉　田　孝　夫　　 お茶の水女子大学教授

髙　橋　孝　行　　 北海道大学名誉教授

高　畑　由起夫　 関西学院大学教授

宅　田　裕　彦　　 京都大学教授

多治見　左　近　 大阪市立大学教授

田　畑　　　泉　　　 立命館大学教授

田　林　　　明　　　 筑波大学名誉教授

出　村　　　誠　　　 北海道大学教授

徳　永　勝　士　　 東京大学教授

富　取　正　彦　　 北陸先端科学技術大学院大学教授

永　澤　　　明　　　 埼玉大学名誉教授

中　島　英　治　　 九州大学教授

中　野　義　昭　　 東京大学教授

中　道　正　之　　 大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター長

中　村　文　彦　　 横浜国立大学理事・副学長

新　川　達　郎　　 同志社大学教授

原　科　幸　彦　　 千葉商科大学長

深　尾　良　夫　　 海洋研究開発機構特任上席研究員

深　見　公　雄　　 高知大学学長特別補佐

藤　井　滋　穂　　 京都大学教授

藤　川　清　史　　 名古屋大学教授

前　門　　　晃　　　 琉球大学教授

丸　山　幸　夫　　 筑波大学教授

村　上　富士夫　 大阪大学名誉教授

森　　　俊　夫　　　 岐阜女子大学家政学部長

森　下　　　信　　　 横浜国立大学理事・副学長

山　口　　　靖　　　 名古屋大学教授

○ 横　矢　直　和　　 奈良先端科学技術大学院大学理事・副学長

米　原　　　伸　　　 京都大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（特定領域系）

○ 四反田　素　幸　 秋田大学理事・副学長

◎ 三　浦　　　篤　　　 東京大学教授

○ 渡　邊　健　二　　 東京藝術大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長

（大学共同利用機関）

○ 井　本　敬　二　　 自然科学研究機構理事・生理学研究所長

○ 高　塚　和　夫　　 京都大学リサーチリーダー

◎ 中　地　義　和　　 東京大学教授

※　◎は部会長、○は副部会長
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（７）研究業績水準判定組織（所属は平成29年３月現在）

池　内　克　史　　 マイクロソフトリサーチ・アジア研究所首席研究員

伊　藤　貴　之　　 お茶の水女子大学教授

今　井　桂　子　　 中央大学教授

上　田　和　紀　　 早稲田大学教授

遠　藤　　　薫　　　 学習院大学教授

大　町　真一郎　 東北大学教授

岡　　　浩太郎　　 慶應義塾大学教授

小　田　哲　久　　 愛知工業大学教授

鬼　沢　武　久　　 筑波大学教授

神　田　陽　治　　 北陸先端科学技術大学院大学教授

近　藤　邦　雄　　 東京工科大学教授

塩　入　　　諭　　　 東北大学教授

高　木　　　剛　　　 九州大学教授

竹　村　彰　通　　 東京大学教授

玉　井　哲　雄　　 法政大学教授

垂　水　浩　幸　　 香川大学教授

立　木　秀　樹　　 京都大学教授

中　島　　　浩　　　 京都大学教授

中　村　　　宏　　　 東京大学教授

並　木　美太郎　 東京農工大学教授

西　田　豊　明　　 京都大学教授

布　川　博　士　　 岩手県立大学教授

根　本　　　彰　　　 慶應義塾大学教授

橋　田　浩　一　　 東京大学教授

長谷山　美　紀　 北海道大学教授

原　　　良　憲　　　 京都大学教授

東　野　輝　夫　　 大阪大学教授

藤　代　一　成　　 慶應義塾大学教授

牧　野　光　則　　 中央大学教授

松　井　知　子　　 情報・システム研究機構教授

溝　口　理一郎　 北陸先端科学技術大学院大学特任教授

美　濃　導　彦　　 京都大学教授

宮　田　一　乘　　 北陸先端科学技術大学院大学教授

村　松　正　和　　 電気通信大学教授

森　継　修　一　　 筑波大学教授

　〈情報学基礎、計算基盤、人間情報学、情報学フロンティア〉

（情報学）
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山　田　茂　樹　　 情報・システム研究機構特任教授

横　田　治　夫　　 東京工業大学教授

吉　浦　　　裕　　　 電気通信大学教授

浅　枝　　　隆　　　 埼玉大学教授

大　村　達　夫　　 東北大学教授

片　山　新　太　　 名古屋大学教授

川　本　克　也　　 岡山大学教授

坂　　　志　朗　　　 京都大学教授

堤　　　裕　昭　　　 熊本県立大学地域連携・研究推進センター長

藤　堂　　　剛　　　 大阪大学教授

中　静　　　透　　　 東北大学教授

夏　原　由　博　　 名古屋大学教授

氷　鉋　揚四郎　 筑波大学教授

藤　田　陽　子　　 琉球大学教授

藤　原　健　史　　 岡山大学教授

松　田　尚　樹　　 長崎大学教授

山　口　勉　功　　 岩手大学教授

山　室　真　澄　　 東京大学教授

横　山　伸　也　　 公立鳥取環境大学教授

（環境学）

　〈環境解析学、環境保全学、環境創成学〉
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阿　江　美恵子　 東京女子体育大学教授

石　井　直　方　　 東京大学教授

井　樋　慶　一　　 東北大学教授

井　山　弘　幸　　 新潟大学教授

上　原　真　人　　 辰馬考古資料館長

碓　井　照　子　　 奈良大学名誉教授

江　森　英　世　　 群馬大学教授

大　野　髙　裕　　 早稲田大学理事

岡　田　　　正　　　 津山高等専門学校特命教授

岡　西　哲　夫　　 名古屋学院大学教授

小　川　園　子　　 筑波大学教授

笠　原　賀　子　　 山形県立米沢栄養大学教授

加　藤　晃　一　　 自然科学研究機構教授

鎌　江　伊三夫　 東京大学特任教授

河　合　優　年　　 武庫川女子大学大学院臨床教育学研究科長

河　田　惠　昭　　 関西大学社会安全研究センター長

葛　生　　　伸　　　 福井大学教授

工　藤　博　幸　　 筑波大学教授

倉　持　清　美　　 東京学芸大学教授

佐々井　　　啓　　 日本女子大学名誉教授

佐　竹　健　治　　 東京大学教授

清　水　和　彦　　 豊橋創造大学教授

志　村　洋　子　　 同志社大学嘱託研究員

下　東　康　幸　　 九州大学名誉教授

髙　寺　政　行　　 信州大学先鋭領域融合研究群国際ファイバー工学研究所長

髙　橋　和　子　　 横浜国立大学教授

土　田　昭　司　　 関西大学教授

徳　井　淑　子　　 お茶の水女子大学名誉教授

永　井　由佳里　 北陸先端科学技術大学院大学副学長・知識科学系長

長　野　哲　雄　　 東京大学名誉教授

中　牧　弘　允　　 吹田市立博物館長

長　峯　　　隆　　　 札幌医科大学教授

降　矢　典　雄　　 東京都立産業技術高等専門学校教授

増　澤　　　徹　　　 茨城大学教授

的　場　輝　佳　　 関西福祉科学大学客員教授

三　浦　伸　夫　　 神戸大学名誉教授

（複合領域）

　〈ﾃﾞｻﾞｲﾝ学、生活科学、科学教育・教育工学、科学社会学・科学技術史、文化財科学・博物館学、

　　地理学、社会・安全ｼｽﾃﾑ科学、人間医工学、健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学、子ども学、生体分子科学、脳科学〉

24



三　輪　佳　見　　 宮崎大学教授

森　　　健　策　　　 名古屋大学教授

八重樫　良　二　 北海道教育大学教授

康　永　秀　生　　 東京大学教授

山　口　しのぶ　 東京工業大学教授

山　口　泰　雄　　 神戸大学教授

山　本　泰　彦　　 筑波大学教授

渡　邊　眞紀子　 首都大学東京教授

飯　嶋　好　彦　　 東洋大学教授

国　広　陽　子　　 元東京女子大学教授

長　澤　榮　治　　 東京大学教授

西　野　寿　章　　 高崎経済大学教授

（総合人文社会）

　〈地域研究、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ、観光学〉
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青　木　　　康　　　 立教大学教授

阿　部　隆　夫　　 山形県立米沢女子短期大学教授

飯　島　一　彦　　 獨協大学教授

石　丸　哲　史　　 福岡教育大学教授

内　田　聖　二　　 奈良大学教授

太　田　敬　子　　 北海道大学教授

大　貫　　　隆　　　 東京大学名誉教授

大豆生田　　稔　 東洋大学教授

岡　野　　　潔　　　 九州大学教授

小佐野　重　利　 東京大学教授

小　野　恭　靖　　 大阪教育大学教授

垣　内　景　子　　 明治大学教授

神　山　伸　弘　　 跡見学園女子大学教授

河　合　　　靖　　　 北海道大学教授

私　市　正　年　　 上智大学教授

金　水　　　敏　　　 大阪大学教授

氣　多　雅　子　　 京都大学教授

小　関　武　史　　 一橋大学教授

三　枝　孝　司　　 九州産業大学教授

坂　本　貴　志　　 立教大学教授

佐々木　　　徹　　 京都大学教授

白　水　紀　子　　 横浜国立大学教授

周　藤　芳　幸　　 名古屋大学教授

髙　宮　いづみ　 近畿大学教授

田　口　紀　子　　 京都大学教授

竹　内　美佳子　 慶應義塾大学教授

田　中　雅　一　　 京都大学教授

田　端　敏　幸　　 千葉大学教授

塚　原　　　史　　　 早稲田大学教授

寺　田　元　一　　 名古屋市立大学教授

戸　所　　　隆　　　 高崎経済大学名誉教授

長　尾　伸　一　　 名古屋大学教授

中　畑　正　志　　 京都大学教授

西　尾　哲　夫　　 人間文化研究機構教授

深　澤　清　治　　 広島大学教授

藤　岡　　　穣　　　 大阪大学教授

古井戸　秀　夫　 東京大学教授

　〈哲学、芸術学、文学、言語学、史学、人文地理学、文化人類学〉

（人文学）
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古　畑　　　徹　　　 金沢大学教授

堀　越　宏　一　　 早稲田大学教授

町　田　　　健　　　 名古屋大学教授

峰　岸　真　琴　　 東京外国語大学教授

宮　崎　里　司　　 早稲田大学教授

村　井　美代子　 三重短期大学学生部長

山　本　真　鳥　　 法政大学教授

吉　川　真　司　　 京都大学教授

和　田　英　信　　 お茶の水女子大学教授
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安孫子　勇　一　 近畿大学教授

安　部　由起子　 北海道大学教授

池　野　範　男　　 広島大学教授

石　黒　匡　人　　 小樽商科大学教授

市　川　須美子　 獨協大学教授

岩　田　健　治　　 九州大学教授

宇　井　貴　志　　 一橋大学教授

宇佐美　　　誠　　 京都大学教授

江　口　勇　治　　 筑波大学教授

大　塚　章　男　　 筑波大学教授

大　野　節　夫　　 同志社大学名誉教授

小　野　耕　二　　 名古屋大学名誉教授

加賀美　常美代 お茶の水女子大学教授

鬼　頭　　　宏　　　 静岡県立大学長

木　村　琢　麿　　 千葉大学教授

窪　田　好　男　　 京都府立大学教授

久保野　恵美子 東北大学教授

小　泉　順　子　　 京都大学教授

児　玉　晴　男　　 放送大学教授

児矢野　マ　リ　 北海道大学教授

小　山　静　子　　 京都大学教授

齋　藤　真　哉　　 横浜国立大学教授

沢　宮　容　子　　 筑波大学教授

白　取　祐　司　　 神奈川大学教授

杉　本　　　均　　　 京都大学教授

高　野　和　良　　 九州大学教授

只　腰　親　和　　 中央大学教授

田　中　共　子　　 岡山大学教授

谷　﨑　久　志　　 大阪大学教授

鄭　　　仁　豪　　　 筑波大学教授

塚　原　修　一　　 関西国際大学客員教授

照　井　伸　彦　　 東北大学教授

中　迫　俊　逸　　 中央大学教授

中　島　祥　好　　 九州大学教授

中　谷　武　雄　　 元京都橘大学教授

永　野　光　朗　　 京都橘大学教授

中　村　秀　之　　 立教大学教授

（社会科学）

　〈法学、政治学、経済学、経営学、社会学、心理学、教育学〉
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西　井　正　弘　　 大阪女学院大学教授

根　本　敏　則　　 一橋大学教授

秦　野　悦　子　　 白百合女子大学教授

久　本　憲　夫　　 京都大学教授

平　岡　公　一　　 お茶の水女子大学教授

平　本　　　厚　　　 東北大学名誉教授

星　野　一　郎　　 広島大学教授

松　澤　　　伸　　　 早稲田大学教授

松　沢　哲　郎　　 京都大学特別教授

丸　山　恭　司　　 広島大学教授

村　山　眞　維　　 明治大学教授

森　岡　　　裕　　　 富山大学教授

安　江　則　子　　 立命館大学教授

柳　　　憲一郎　　 明治大学教授

柳　原　光　芳　　 名古屋大学教授

山　口　正　二　　 東京電機大学教授

山　下　洋　史　　 明治大学教授

山　本　　　努　　　 熊本大学教授

湯　浅　恭　正　　 中部大学教授

和　田　　　肇　　　 名古屋大学教授

29



岩　田　哲　郎　　 徳島大学教授

及　川　英　俊　　 東北大学教授

尾　形　修　司　　 名古屋工業大学教授

小　野　浩　司　　 長岡技術科学大学教授

柿　本　浩　一　　 九州大学教授

作　田　　　誠　　　 岡山大学教授

佐々木　浩　一　 北海道大学教授

中　野　貴　志　　 大阪大学核物理研究センター長

庭　野　道　夫　　 東北大学教授

春　山　哲　也　　 九州工業大学教授

山　田　　　明　　　 東京工業大学教授

山　田　　　淳　　　 九州大学教授

山　田　貴　博　　 横浜国立大学教授

横　田　光　広　　 宮崎大学教授

（総合理工）

　〈ﾅﾉ･ﾏｲｸﾛ科学、応用物理学、量子ﾋﾞｰﾑ科学、計算科学〉
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青　木　貴　史　　 近畿大学教授

荒　川　政　彦　　 神戸大学教授

石　井　　　守　　　 情報通信研究機構宇宙環境研究室長

井　龍　康　文　　 東北大学教授

鵜　飼　正　敏　　 東京農工大学教授

太　田　　　香　　　 津田塾大学教授

小　澤　　　徹　　　 早稲田大学教授

小　野　　　靖　　　 東京大学教授

尾　畑　伸　明　　 東北大学教授

勝　山　智　男　　 沼津工業高等専門学校教授

加　藤　　　直　　　 首都大学東京教授

河　村　公　隆　　 中部大学教授

木　村　　　学　　　 東京海洋大学特任教授

金　銅　誠　之　　 名古屋大学教授

佐　伯　　　修　　　 九州大学教授

櫻　井　　　隆　　　 自然科学研究機構名誉教授

佐　藤　夏　雄　　 情報・システム研究機構名誉教授

佐　野　有　司　　 東京大学教授

重　川　一　郎　　 京都大学教授

柴　橋　博　資　　 東京大学教授

杉　本　茂　樹　　 京都大学教授

髙　橋　正　彦　　 東北大学教授

田　近　英　一　　 東京大学教授

田　中　秀　数　　 東京工業大学教授

棚　部　一　成　　 東京大学総合研究博物館研究事業協力者

谷　垣　勝　己　　 東北大学教授

田　村　要　造　　 慶應義塾大学教授

出　口　哲　生　　 お茶の水女子大学教授

寺　崎　一　郎　　 名古屋大学教授

豊　田　浩　孝　　 名古屋大学教授

永　長　直　人　　 理化学研究所創発物性科学研究センター副センター長

馬　場　　　裕　　　 横浜国立大学教授

福　島　孝　治　　 東京大学准教授

前　田　吉　昭　　 東北大学知の創出センター副センター長

松　尾　正　之　　 新潟大学教授

山　路　　　敦　　　 京都大学教授

山　内　　　恭　　　 情報・システム研究機構特任教授

（数物系科学）

　〈数学、天文学、物理学、地球惑星科学、ﾌﾟﾗｽﾞﾏ科学〉
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横　山　一　己　　 茨城県自然博物館長

吉　田　次　郎　　 東京海洋大学教授

青　井　啓　悟　　 名古屋大学教授

秋　吉　一　成　　 京都大学教授

淺　見　真　年　　 横浜国立大学教授

安　蘇　芳　雄　　 大阪大学教授

阿　部　正　彦　　 東京理科大学教授

新　井　　　充　　　 東京大学教授

伊津野　真　一　 豊橋技術科学大学教授

今　中　忠　行　　 立命館大学上席研究員

梅　本　宏　信　　 静岡大学教授

江　幡　孝　之　　 広島大学教授

太　田　健一郎　 横浜国立大学名誉教授

神　戸　宣　明　　 大阪大学教授

岸　尾　光　二　　 東京大学教授

河　本　邦　仁　　 豊田理化学研究所フェロー

小　林　　　修　　　 東京大学教授

斎　藤　礼　子　　 東京工業大学准教授

佐　藤　貴　哉　　 鶴岡工業高等専門学校教授

築　山　光　一　　 東京理科大学教授

堂　免　一　成　　 東京大学教授

戸野倉　賢　一　 東京大学教授

鍋　島　達　弥　　 筑波大学教授

美齊津　文　典　 東北大学教授

三　原　久　和　　 東京工業大学教授

横　山　　　泰　　　 横浜国立大学教授

吉　田　泰　彦　　 東洋大学教授

渡　邉　正　義　　 横浜国立大学教授

渡　會　　　仁　　　 大阪大学招聘教授

（化学）

　〈基礎化学、複合化学、材料化学〉
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相　津　佳　永　　 室蘭工業大学教授

青　柳　秀　紀　　 筑波大学教授

青　柳　　　学　　　 室蘭工業大学教授

安　藤　朝　夫　　 東北大学教授

井　頭　政　之　　 東京工業大学教授

池　田　駿　介　　 株式会社建設技術研究所研究顧問

上　田　良　夫　　 大阪大学教授

植　松　　　康　　　 東北大学教授

宇　高　義　郎　　 天津大学教授、玉川大学客員教授

永　村　一　雄　　 大阪市立大学教授

大　熊　政　明　　 東京工業大学教授

奥　山　喜久夫　 広島大学特任教授

小　野　　　隆　　　 日本大学教授

小　原　　　拓　　　 東北大学教授

尾　原　祐　三　　 熊本大学教授

風　間　基　樹　　 東北大学教授

柏　木　　　正　　　 大阪大学教授

加　藤　大　介　　 新潟大学教授

金　子　　　修　　　 自然科学研究機構理事

金　子　勝比古　 北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所長

河　井　昌　道　　 筑波大学教授　

熊　井　真　次　　 東京工業大学教授

小　林　秀　昭　　 東北大学教授

小　松　登志子　 埼玉大学名誉教授

酒　井　信　介　　 東京大学特任教授

笹　瀬　　　巌　　　 慶應義塾大学教授

篠　﨑　賢　二　　 広島大学教授

篠　原　寛　明　　 富山大学教授

柴　田　正　実　　 山梨大学教授

清　水　英　範　　 東京大学教授

清　水　裕　之　　 名古屋大学教授

鈴　木　真　二　　 東京大学教授

髙　田　光　雄　　 京都大学教授

高　橋　浩　之　　 東京大学教授

田　中　庸　裕　　 京都大学教授

寺　嶋　一　彦　　 豊橋技術科学大学副学長

東　畑　郁　生　　 関東学院大学客員教授

（工学）

　〈機械工学、電気電子工学、土木工学、建築学、材料工学、ﾌﾟﾛｾｽ・化学工学、総合工学〉
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長　坂　徹　也　　 東北大学教授

永　野　紳一郎　 金沢工業大学教授

新　美　智　秀　　 名古屋大学教授

萩　原　一　郎　　 明治大学特任教授

花　村　克　悟　　 東京工業大学教授

原　　　辰　次　　　 東京大学教授

福　富　洋　志　　 横浜国立大学大学院工学研究院長・大学院工学府長・理工学部長

福　原　輝　幸　　 広島工業大学教授

福　本　昌　宏　　 豊橋技術科学大学教授

藤　掛　英　夫　　 東北大学教授

藤　川　昌　樹　　 筑波大学教授

牧　島　亮　男　　 北陸先端科学技術大学院大学シニアプロフェッサー

松　原　英一郎　 京都大学教授

松　原　雅　昭　　 群馬大学教授

松　村　年　郎　　 名古屋大学教授

松　山　公　秀　　 九州大学教授

三　浦　孝　一　　 京都大学特任教授

道　奥　康　治　　 法政大学教授

单　　　清　和　　　 東京海洋大学教授

宮　道　壽　一　　 宇都宮大学名誉教授

村　上　　　章　　　 京都大学教授

矢　部　　　彰　　　 新エネルギー・産業技術総合開発機構技術戦略研究センター

ユニット長

山　崎　伸　彦　　 九州大学教授

依　田　照　彦　　 早稲田大学教授

米　本　年　邦　　 秋田工業高等専門学校長
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石　野　史　敏　　 東京医科歯科大学教授

稲　垣　　　宏　　　 名古屋市立大学教授

上　田　　　龍　　　 情報・システム研究機構特任教授

梅　田　　　泉　　　 国立がん研究センター先端医療開発センターユニット長

菊　池　　　章　　　 大阪大学教授

木　山　博　資　　 名古屋大学教授

黒　川　峰　夫　　 東京大学教授

高　後　　　裕　　　 国際医療福祉大学病院消化器センター長

小　林　一　三　　 東京大学名誉教授

坂　本　尚　志　　 旭川医科大学教授

関　野　祐　子　　 東京大学特任教授

園　池　公　毅　　 早稲田大学教授

谷　口　寿　章　　 徳島大学教授

中　村　卓　郎　　 がん研究会・がん研究所副所長

那　波　宏　之　　 新潟大学教授

古　川　貴　久　　 大阪大学教授

本　田　浩　章　　 広島大学教授

村　上　善　則　　 東京大学医科学研究所長

村　山　美　穂　　 京都大学教授

吉　田　進　昭　　 東京大学教授

綿　貫　　　豊　　　 北海道大学教授

　〈神経科学、実験動物学、腫瘍学、ｹﾞﾉﾑ科学、生物資源保全学〉

（総合生物）
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饗　場　弘　二　　 鈴鹿医療科学大学客員教授

石　田　　　肇　　　 琉球大学教授

井　上　芳　光　　 大阪国際大学教授

岩　﨑　博　史　　 東京工業大学教授

小　川　温　子　　 お茶の水女子大学理事・副学長

角　谷　徹　仁　　 情報・システム研究機構教授、東京大学教授

河　田　雅　圭　　 東北大学教授

河　野　重　行　　 東京大学教授

河　村　正　二　　 東京大学教授

楠　木　正　巳　　 山梨大学教授

斎　藤　成　也　　 情報・システム研究機構教授

酒　泉　　　満　　　 新潟大学教授

颯　田　葉　子　　 総合研究大学院大学教授

藤　　　博　幸　　　 関西学院大学教授

富　岡　憲　治　　 岡山大学教授

豊　島　陽　子　　 東京大学教授

仲　嶋　一　範　　 慶應義塾大学教授

長　濱　嘉　孝　　 愛媛大学教授

中　村　敏　也　　 弘前大学教授

西　田　栄　介　　 京都大学教授

沼　田　　　治　　　 筑波大学教授

原　田　哲　夫　　 高知大学教授

福　山　研　二　　 自然環境研究センター客員研究員

藤　本　豊　士　　 名古屋大学教授

真　家　和　生　　 大妻女子大学教授

町　田　泰　則　　 名古屋大学名誉教授、名古屋大学理学研究科研究員

山　本　興太朗　 北海道大学名誉教授

鷲　谷　いづみ　 中央大学教授

（生物学）

　〈生物科学、基礎生物学、人類学〉
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赤　坂　　　信　　　 千葉大学名誉教授

明　石　博　臣　　 東京大学名誉教授

浅　見　忠　男　　 東京大学教授

伊　藤　房　雄　　 東北大学教授

今　井　　　裕　　　 京都大学教授

岩　見　雅　史　　 金沢大学学長補佐

位　田　晴　久　　 宮崎大学名誉教授

江　口　　　充　　　 近畿大学教授

小　澤　壯　行　　 日本獣医生命科学大学教授

柿　澤　宏　昭　　 北海道大学教授

北　本　勝ひこ　 日本薬科大学特任教授

鬼　頭　　　誠　　　 琉球大学教授

木　村　吉　伸　　 岡山大学教授

黒　田　慶　子　　 神戸大学教授

弦　間　　　洋　　　 東京農業大学教授

河　野　　　博　　　 東京海洋大学教授

小　松　輝　久　　 東京大学准教授

酒　井　憲　司　　 東京農工大学教授

佐　藤　れえ子　 岩手大学教授

柴　田　昌　三　　 京都大学教授

下　村　吉　治　　 名古屋大学教授

末　原　達　郎　　 龍谷大学農学部長

竹　村　明　洋　　 琉球大学教授

種　村　健太郎　 東北大学教授

柘　植　尚　志　　 名古屋大学教授

堤　　　伸　浩　　　 東京大学教授

冨　永　　　達　　　 京都大学教授

鳥　山　欽　哉　　 東北大学教授

永　井　明　博　　 岡山大学名誉教授

野見山　敏　雄　 東京農工大学教授

原　島　　　俊　　　 崇城大学教授

半　澤　　　惠　　　 東京農業大学教授

姫　野　俵　太　　 弘前大学教授

平　井　伸　博　　 京都大学教授

廣　岡　博　之　　 京都大学教授

福　島　和　彦　　 名古屋大学教授

（農学）

　〈生産環境農学、農芸化学、森林圏科学、水圏応用科学、社会経済農学、農業工学、

　　動物生命科学、境界農学〉
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福　島　道　広　　 帯広畜産大学教授　

藤　原　正　幸　　 京都大学教授

船　田　　　良　　　 東京農工大学教授

間　藤　　　徹　　　 京都大学教授

宮　竹　貴　久　　 岡山大学教授

村　上　克　介　　 三重大学教授

吉　岡　俊　人　　 福井県立大学教授

吉　村　　　徹　　　 名古屋大学教授

渡　邉　剛　志　　 新潟大学農学部長

青　木　一　治　　 名古屋学院大学教授

青　木　洋　介　　 佐賀大学教授

赤　池　昭　紀　　 名古屋大学教授

浅　井　友　詞　　 日本福祉大学教授

天　野　　　篤　　　 順天堂大学教授

有　泉　祐　吾　　 静岡県立大学短期大学部長

五十嵐　和　彦　 東北大学教授

池　田　俊　也　　 国際医療福祉大学教授

池　田　　　充　　　 名古屋大学教授

石　井　直　人　　 東北大学教授

石　川　義　弘　　 横浜市立大学教授

石　津　明　洋　　 北海道大学教授

出　原　賢　治　　 佐賀大学教授

市　川　智　彦　　 千葉大学教授

市　川　元　基　　 信州大学副学長

一　山　　　智　　　 京都大学教授

稲　垣　美智子　 金沢大学医薬保健研究域・保健学系長

稲　澤　譲　治　　 東京医科歯科大学教授

井　上　　　茂　　　 東京医科大学为任教授

今　井　輝　子　　 熊本大学特任教授

今　中　雄　一　　 京都大学教授

岩　波　　　明　　　 昭和大学教授

上　野　栄　一　　 福井大学教授

上　村　公　一　　 東京医科歯科大学教授

江　藤　宏　美　　 長崎大学教授

江　西　一　成　　 星城大学教授

大　浦　　　清　　　 大阪歯科大学教授

　〈薬学、基礎医学、境界医学、社会医学、内科系臨床医学、外科系臨床医学、歯学、看護学〉

（医歯薬学）
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大久保　公　裕　 日本医科大学教授

太　田　伸　生　　 東京医科歯科大学教授

太　田　康　男　　 帝京大学教授

大　橋　一　友　　 大阪大学教授

岡　崎　　　睦　　　 東京医科歯科大学教授

小　野　　　稔　　　 東京大学教授

賀　来　満　夫　　 東北大学教授

梶　山　美　明　　 順天堂大学教授

金　澤　　　右　　　 岡山大学教授

金　子　公　一　　 埼玉医科大学教授

香　春　知　永　　 武蔵野大学看護学部長

川　内　秀　之　　 島根大学教授

川　浪　雅　光　　 北海道大学名誉教授

河　野　文　昭　　 徳島大学教授

康　　　東　天　　　 九州大学教授

北　川　雄　光　　 慶應義塾大学教授

北　村　和　雄　　 宮崎大学教授

木　下　　　誠　　　 帝京大学客員教授

京　　　　　哲　　　　島根大学为任教授

黒　瀬　　　等　　　 九州大学教授

小　西　かおる　 大阪大学教授

小　林　廉　毅　　 東京大学教授

崔　　　吉　道　　　 金沢大学教授

斎　藤　加代子　 東京女子医科大学附属遺伝子医療センター所長

坂　本　哲　也　　 帝京大学为任教授

朔　　　　　敬　　　　大阪歯科大学客員教授

櫻　井　　　薫　　　 東京歯科大学教授

櫻　井　英　幸　　 筑波大学教授

佐　藤　伸　一　　 東京大学教授

真　田　弘　美　　 東京大学教授

佐　野　茂　樹　　 徳島大学教授

澤　井　英　明　　 兵庫医科大学教授

重　松　　　隆　　　 和歌山県立医科大学教授

嶋　田　昌　彦　　 東京医科歯科大学教授

下瀬川　正　幸　 群馬県立県民健康科学大学教授

執　印　太　郎　　 高知大学理事

塩　飽　　　仁　　　 東北大学教授

進　藤　正　信　　 北海道大学特任教授

末　永　カツ子　 福島県立医科大学教授
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菅　野　健太郎　 自治医科大学名誉教授

須　田　直　人　　 明海大学教授

砂　川　光　宏　　 東京医科歯科大学准教授

高　須　清　誠　　 京都大学教授

髙　橋　　　哲　　　 東北大学教授

髙　濵　洋　介　　 徳島大学教授

滝　澤　　　始　　　 杏林大学教授

竹　内　　　勤　　　 慶應義塾大学病院長・教授

田　邊　　　勉　　　 東京医科歯科大学教授

谷　原　秀　信　　 熊本大学教授

塚　田　敬　義　　 岐阜大学教授

辻　　　一　郎　　　 東北大学教授

寺　田　智　祐　　 滋賀医科大学教授・医学部附属病院薬剤部長

土　岐　祐一郎　 大阪大学教授

戸　田　達　史　　 神戸大学教授

泊　　　祐　子　　　 大阪医科大学教授

富　澤　一　仁　　 熊本大学教授

豊　澤　　　悟　　　 大阪大学教授

中　村　　　卓　　　 長崎大学教授

中　山　　　淳　　　 信州大学教授

中　山　哲　夫　　 北里生命科学研究所特任教授

单　学　正　臣　　 東京大学教授

仁　尾　正　記　　 東北大学教授

西牟田　　　守　　 東洋大学教授

丹　羽　真　一　　 福島県保健福祉部保健医療推進監

丹　羽　　　均　　　 大阪大学教授

根　本　則　道　　 日本大学教授

野　上　　　誠　　　 帝京大学教授

野　中　和　明　　 九州大学教授

橋　田　　　充　　　 京都大学教授

羽　田　　　明　　　 千葉大学教授

服　部　信　孝　　 順天堂大学教授

早　川　和　一　　 金沢大学特任教授

林　　　美加子　　 大阪大学教授

日　髙　勝　美　　 九州歯科大学副学長　

平　田　雅　人　　 九州大学大学院歯学研究院長

福　井　　　清　　　 徳島大学先端酵素学研究所次世代酵素学研究領域長

藤　井　知　行　　 東京大学教授

藤　本　眞　一　　 奈良県立医科大学教授

40



船　津　高　志　　 東京大学教授

別　役　智　子　　 慶應義塾大学教授

堀　井　俊　宏　　 大阪大学教授

米　谷　民　雄　　 国立医薬品食品衛生研究所名誉所員

松　﨑　勝　巳　　 京都大学教授

松　田　兼　一　　 山梨大学教授

松　野　　　彰　　　 帝京大学为任教授

松　原　久　裕　　 千葉大学教授

松　村　　　到　　　 近畿大学教授

三　浦　　　修　　　 東京医科歯科大学教授

水　上　　　元　　　 公益財団法人高知県牧野記念財団理事長

水　口　裕　之　　 大阪大学教授

水　口　　　雅　　　 東京大学教授

宮　崎　俊　一　　 近畿大学教授

宮　本　　　享　　　 京都大学教授

村　上　　　晶　　　 順天堂大学教授

村　上　正　巳　　 群馬大学教授

持　田　　　智　　　 埼玉医科大学教授

森　田　　　学　　　 岡山大学教授

門　川　俊　明　　 慶應義塾大学教授

安　井　正　人　　 慶應義塾大学教授

矢　冨　　　裕　　　 東京大学教授

谷　内　一　彦　　 東北大学サイクロトロン・RIセンター長

矢　吹　省　司　　 福島県立医科大学教授

山　蔭　道　明　　 札幌医科大学教授

山　口　正　雄　　 帝京大学教授

山　下　孝　之　　 群馬大学教授

山　田　雅　夫　　 岡山大学教授

横　手　幸太郎　 千葉大学教授

吉　内　一　浩　　 東京大学准教授

吉　田　靖　弘　　 北海道大学教授

萬　　　知　子　　　 杏林大学为任教授

渡　邉　文　彦　　 日本歯科大学教授

渡　辺　雅　彦　　 北海道大学教授
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１．中期目標・中期計画の達成状況

（１）国立大学法人（８６法人）の評価結果

大項目
非常に
優れて
いる

良好
おおむね

良好
不十分 中項目

非常に
優れて
いる

良好
おおむね

良好
不十分

教 育 0 11 74 1 1 13 78 0
(0.0%) (12.8%) (86.0%) (1.2%) (1.1%) (14.1%) (84.8%) (0.0%)

0 11 73 1
(0.0%) (12.9%) (85.9%) (1.2%)

1 15 70 0
(1.2%) (17.4%) (81.4%) (0.0%)

0 4 5 0
(0.0%) (44.4%) (55.6%) (0.0%)

研 究 5 13 67 1 8 30 46 0
(5.8%) (15.1%) (77.9%) (1.2%) (9.5%) (35.7%) (54.8%) (0.0%)

2 15 69 1
(2.3%) (17.2%) (79.3%) (1.1%)

0 2 2 0
(0.0%) (50.0%) (50.0%) (0.0%)

その他 1 21 64 0 5 18 72 0
(1.2%) (24.4%) (74.4%) (0.0%) (5.3%) (18.9%) (75.8%) (0.0%)

1 25 58 0
(1.2%) (29.8%) (69.0%) (0.0%)

2 18 14 0
(5.9%) (52.9%) (41.2%) (0.0%)

（２）大学共同利用機関法人（４法人）の評価結果

大項目
非常に
優れて
いる

良好
おおむね

良好
不十分 中項目

非常に
優れて
いる

良好
おおむね

良好
不十分

研究 0 1 3 0 0 4 1 0
(0.0%) (25.0%) (75.0%) (0.0%) (20.0%) (60.0%) (20.0%) (0.0%)

0 0 3 0
(0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

0 0 2 0
(0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

共同利用 0 1 2 0 1 0 2 0
(0.0%) (33.3%) (66.7%) (0.0%) (33.3%) (0.0%) (66.7%) (0.0%)

0 0 2 0
(0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

教育 0 0 4 0 0 0 4 0
(0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

0 1 3 0
(0.0%) (25.0%) (75.0%) (0.0%)

その他 0 0 3 0 0 0 3 0
(0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

0 0 3 0
(0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%)

①研究水準及び研究の
 成果等に関する目標

②研究実施体制等の整備
 に関する目標

③その他

①社会との連携や社会
 貢献に関する目標

①研究水準及び研究の
 成果等に関する目標

②研究実施体制等に
 関する目標

③その他

①共同利用、共同研究の
  内容・水準に関する目標

②共同利用、共同研究の
  実施体制等に関する目標

（社会連携・
国際化）

②国際化に関する目標

①大学院への教育協力に
 関する目標

②人材養成に関する目標

①社会との連携や社会
 貢献に関する目標

※人間文化研究機構の中期目標・中期計画については、大項目「研究」・「教育」の２項目で構成

国立大学法人等の第２期中期目標期間に係る教育研究の状況の評価結果概要

（社会連携・
国際化）

②国際化に関する目標

③その他

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が実施した国立大学法人等の第２期中期目標期間に係る教育
研究の状況の評価結果（中期目標の達成状況評価及び学部・研究科等の現況分析）は、以下のとおりである。

①教育内容及び教育
 の成果等に関する目標

②教育の実施体制等に
 関する目標

③学生への支援に関する
 目標

④その他
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期待される水準を大きく上回る 2 0.2% 0 0.0%

期待される水準を上回る 98 11.8% 172 20.7% 224 27.0% 63 7.6% 33 4.0% 87 10.5%

期待される水準にある 732 88.1% 656 78.9% 602 72.4% 760 91.5% 786 94.6% 734 88.3%

期待される水準を下回る 1 0.1% 3 0.4% 3 0.4% 8 1.0% 5 0.6% 10 1.2%

大きく改善、向上している
又は 高い質を維持している

33 4.0%

改善、向上している 239 28.8%

質を維持している 548 65.9%

質を維持しているとはいえない 11 1.3%

（２）研究の評価結果（598組織）

期待される水準を大きく上回る 10 1.7% 25 4.2%

期待される水準を上回る 229 38.3% 59 54.6% 234 39.1% 272 45.5% 247 41.3%

期待される水準にある 369 61.7% 49 45.4% 354 59.2% 325 54.3% 325 54.3%

期待される水準を下回る 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% 1 0.2%

大きく改善、向上している
又は 高い質を維持している 155 25.9%

改善、向上している 138 23.1%

質を維持している 304 50.8%

質を維持しているとはいえない 1 0.2%

教育実施体制 教育内容・方法 項目判定 学業の成果

質の向上度

研究活動の状況 研究成果の状況

進路・就職の状況 項目判定

教育活動の状況 教育成果の状況

質の向上度

（１）教育の評価結果（831組織）

２．学部・研究科等の現況分析

研究活動の状況 共同利用・共同研究 項目判定 研究成果の状況 項目判定
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