
６．研究活動と研究環境 

 

１ 研究活動 
（研究における国際連携） 
Ｃ群 国際的な共同研究への参加状況 
Ｃ群 海外研究拠点の設置状況 
（教育研究組織単位間の研究上の連携） 
Ａ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 
Ｃ群 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 

 

（１） 総合研究所 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

本学は、研究活動に関して、全学的なレベルで明文化された目標を掲げている。それは「はじめ

に」で指摘した①独創的研究の推進、②社会連携の強化、③地域社会への貢献である。 

第一の目標である独創的な研究を推進するためには、それぞれの研究分野において研究者の学問

の自由を保障することが何よりも重要である。本学は、その前身である札幌文科専門学院の創設時

より、「学の自由」を建学の理念に掲げ、以後今日まで一貫してそれを保障してきた。この点は個々

の教員に対し「個性的な発想に基づく独創性のある学術研究」を保障してきたという点で自負する

ものである。また、本学社会情報学部は、他の学部と異なって、既存の学問体系としての社会学と

情報学を融合し、これまでにない「社会情報学」という新しい学問体系を構築することを学部理念・

目的として掲げ、これまで教員一丸となってそのための研究活動に邁進してきた。上述した「社会・

意識調査データベース作成プロジェクトＳＯＲＤ（Social and Opinion Research Database 

Project）」は、その取り組みの一部である。社会科学としての「社会学」と工学系統の「情報学」

を学問基礎に、それらを融合しようとする学術研究活動は、その成果の水準は別にしても、新たな

知の創造に寄与するとともに学部教育の質を保障するものであった。この点は、既存の学問体系を

安易に解体し、学生確保のためだけに目新しい資格系統の名称をもつ学部を開設したり、学問的基

礎を持たない科目名を設置する近年の高等教育の現状にあって、正当にすべきであると考える。 

個々の教員の研究業績については、その質を総体として評価することは困難であるが、研究論文

に関する量の問題に限定すると課題が少なくない。研究成果の発表状況は現状でみた通りであり、

著書・論文数を教員１人当たりに換算すると 年間平均約 0.9 本、その他を含めて 1.3 本となって

いる（2005 年度）。この現状は、社会的な水準に照らしてみて、必ずしも多いと言えないのではな

いかと評価する。研究業績および研究水準を向上させるため、個々の教員に対する科研費等外部資

金の獲得のためのサポート体制を構築する課題が 2002 年度より大学執行部において議論されてき

たが、未だに実現をみていないことも問題である。 

研究活動の第二の目標である「学際的研究と産官学の社会連携に基づく学術研究」のうち、後者

については、総体として緒に着いたばかりである。産官学連携、および第三の目標である地域に根

ざした社会貢献の研究活動は、主要には2001年度に設置した「電子ビジネス研究センター」と2003

年設置の「地域社会マネジメント研究センター」が担っている。これらの具体的な活動の現状と評

価は、本報告書「社会貢献」の「自治体・企業等との社会連携」に記載している。現在、産学官連

携・地域社会貢献の研究目標を実現するため、既存の3研究所を再編し抜本的に改革する新研究所

（総合研究所）の設置を構想・検討中である。具体的には、研究成果を地域社会に還元する戦略的

プロジェクト研究や受託研究を組織的に展開するための条件整備を目的とし、また上述した個々の

教員に対し科研費等外部資金の獲得のためのサポート体制の構築も検討課題となっている。学園財

政に鑑み、限られた予算枠組みとなる可能性もあるが、これまで独自の成立経緯と存立基盤をもっ

て存在していた3研究所は廃止され、今後新たに統一的な研究目的のもとに研究活動を推進する基

盤として新研究所が設立される見込みである。この改革は 2007 年度中に全学の関係機関で審議さ

れ、決定される運びである。 
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【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

５ 研究環境   

研究活動の目標として、「独創的研究の推進」「学際的研究と社会連携」「地域的諸課題の解決」の３つを

掲げているが、専任教員のなかには 2006（平成 18）年度時点で過去５年間に研究活動が不活発な者が少な

からずいるが、その改善の一手段として、外部資金獲得の拡大に向けてさらなる方策が望まれる。  

１３ 情報公開・説明責任 

教員の研究・教育業績をタイトルだけでなく、可能な限り、その内容をも含めて公開（リポジトリの構築

を含む）することが望まれる。 

 

１） 総合研究所 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔研究支援委員会〕 

① 研究活動 

(1) 「戦略的研究」のあり方について検討する。 

(2) 研究部会のあり方について検討し、規程を整備する。 

② 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

(1) 総合研究所の発足と研究支援委員会への移行に伴い、必要な規程の整備を行う。 

(2) これまでの各研究所・学会等の成果を引き継ぎ、総合研究所の体制の整備と研究部会の整備、

充実に努める。 

(3) 総合研究所の物的環境を整備する。 

(4) 学内への情報の周知を図る。 

③ 総合研究所発足記念行事の開催 

(1) 総合研究所発足記念講演会・シンポジウムを企画、実行する。 

 

２） 研究部会 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

これまでの学会の活動を引き継ぎ、研究会の開催、紀要の発行等を行う。 

 

３） 研究センター 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔地域社会マネジメント研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

研究センター研究員による研究会の開催。2008年度はリスクマネジメント協会との連携を行

ないつつ（講師の派遣など）「リスクマネジメントに関する研究会」を開催する。 

他大学「地域研究センター」との共同研究・交流などを具体化する。2008年度は法政大学地

域研究センターとの共同研究・交流を行う「包括的な連携協定」を行なう。（2009 年度に向け

て、科学研究費等の共同申請を検討する。） 

(2) 研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

大学院・地域社会マネジメント研究科と地域社会マネジメント研究センターは密接な表裏一

体の組織と位置づけている。（地域社会マネジメント研究科の附置研究センター）。地域社会マ

ネジメント研究科修了生は研究センターの研究員となっている。 
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② 研究環境 

(1) 経常的な研究条件の整備 

札幌学院大学社会連携センター（札幌都心）内に研究センター事務所があり、都心の利便性

は大きい。拠点の特性を活用していきたい。 

(2) 競争的な研究環境創出のための措置 

2008年度は特例地域の地域再生の基礎調査を実施する。（岩見沢地域を予定） 

(3) 研究上の成果の公表 

上記（２）の報告書を作成する 

〔電子ビジネス研究センター〕 

① 研究活動 

(1) 研究活動 

ａ 江別ブランド事典の有効活用に関する事業 

江別ブランド事典は2004年度から本格運用が始まっており、2005年度には懸案であった

GISシステムとの融合が実現した。2007年度より、本研究センターがサーバ管理を担当する

ことになり、それに伴って本研究センターとしては地域社会マネジメント研究センター等と

協力することで、地域ブランドおよびビジネスモデル実現のための基礎的な実験と提案を行

なっていく予定である。 

ｂ 地域デジタルアーカイブに関わる事業 

本センターでは 2006 年度に江別市広報課より広報誌のデジタルアーカイブ化の提案を受

け、現在、20000コマのフィルムのうち12000コマのアーカイブが完成した。2008年度では、

残された部分のアーカイブ作業およびデジタル化された資料の公開に関する基礎実験を行

ない、事業の本格化に向けた足がかりとする予定である。またアーカイブ作業に関しては本

学学生、大学院生を参加させることにより、地域に密着した教育研究にも貢献していきたい。 

ｃ IT教育の自動化に関わる事業 

従前より、本センターのメンバーで考案し実施を続けているＩＴ教育の自動化システムを、

他の研究機関等に提供するための実証実験およびソフトウェア再構築を実施する。 

ｄ 研究センターの統計解析コンサルティング事業拡充 

2006 年度から統計解析のコンサルティングの方面へも事業拡充するための基本的なソフ

トウェア整備を行った。2007年度は学内に対して統計分析サービス開始のアナウンスを行っ

た。2008年度は、具体的なクライアントの獲得に向けてさらに積極的な活動を展開したい。 

ｅ 防災のための地域ユビキタスネットワークに関わる事業（重点事業） 

2008 年度の総務省補助金のテーマとして、現在、火災警報装置と連動した地域ユビキタ

スネットワークの構築を目指して、地場産業および江別市経済部、江別市消防局、北海道総

合通信局と共同で委員会を設置している。2008年度は、この委員会を中心として防災用地域

ユビキタスネットワークを実現させるべく積極的に活動を実施したい。 

ｆ 江別の歴史と環境文化に関する事業（新規・重点事業） 

ｂにも関連するが、2008年 5月より任意団体「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」

を設立した。2008年度は会の長期的な活動を視野に入れた活動計画の企画・立案を行ってい

きたい。また、現在、北海道開発協会による地域活性活動助成に申請しており、その助成金

による事業展開も想定している。 

(2) 社会貢献・地域連携事業 

ａ 江別市との連携事業 

前年度に引き続き、江別市より「江別経済ネットワークHP管理業務委託」「江別ブランド

事典システム管理業務」並びに江別観光協会より「江別観光協会ホームページ・サーバー管

理業務」を受託する。 
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ｂ 「江別ものづくりフェスタ」への参加 

例年に引き続き、今年度も参加する。 

ｃ 「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」のサポート 

「江別の歴史と環境文化を後世に伝える会」は、本研究センターのデジタルアーカイブ事

業を継続的に市民レベルで実現するための手段であり、2008年度に発足し、発足記念講演会、

デジタルアーカイブ作業環境の整備等を補助金申請も含めて実施する。 

② 経常的な研究条件の整備 

受託事業、実験等でＷｅｂ環境等を使用するに当たり、ＩＰアドレスが不足しているため、グ

ローバルドメインの関係で電子計算機センターとの調整が必要となる。 

 

（２） 心理臨床センター 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 事業目的 

地域社会、地域住民の要請に応えて心理臨床活動を展開するとともに、本学大学院臨床心理学

研究科の大学院生等の実践的な教育訓練に資することを目的とする。 

② 事業目標（2008年 4月 1日～2009年 3月 31日） 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

(2) 拡大事例検討会の継続的開催、ならびに大学院との協力による特別事例検討会の開催 

(3) 心理臨床センター紀要の刊行および関係機関への継続的送付 

(4) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

③ 事業内容等 

心理臨床センターは、目的を果たすため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 地域社会、地域住民を対象とした心理教育相談 

(2) 本学臨床心理学研究科大学院生の教育、訓練、実習 

(3) 心理臨床活動に関する研究 

(4) 地域社会や機関を対象とした研修及び公開講座 

(5) 札幌学院大学心理臨床センター紀要の刊行 

(6) その他、センターの目的達成のため必要と認められた事業 

④ 事業方法とその改善 

(1) 相談活動の充実とこれに基づく教育研修システムの構築・発展 

心理臨床センターでは、学外からのさまざまな心理的問題を抱えた来談者に対する心理・教

育相談活動の実践を行っており、まだまだ社会的には充実していないが、ますます必要とされ

ている心理相談の場として、地域社会に対して大きな貢献をなしている。 

相談活動における受付業務体制の充実、相談活動を推進する際の面接室等の環境整備、地域

住民にたいするＰＲ活動、また、好ましい相談活動を進めていくための学外スーパーバイザー

との連携強化など、さらなる教育研修システムの構築、発展が必須である。 

また、心理臨床センターは、2000年 4月に設置された「大学院臨床心理学研究科」の教育実

習施設としての性格を有し、地域社会で活躍する臨床心理士の訓練･研修・養成機関でもある。

2002 年 4月より、臨床心理学研究科は日本臨床心理士資格認定協会より第１種の指定を受け、

2005年には、引き続き第１種指定の継続が認定された。地域で活躍できる臨床心理士養成とい

う点からも、研究科教育研修システムにおける心理臨床センターの相談活動の重要性が益々高

まっている。 

(2) 拡大事例検討会の継続的開催 

心理臨床センター実習生（大学院生）は相談活動の内実を高めるため、原則的に１年次は学

内教員、２年次には学外のスーパーバイザーにスーパービジョンを受けて相談活動をすすめて
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いる。2002年度からは、学外のスーパーバイザーや現場で活躍している修了生の参加を求めて

拡大事例検討会を開催している。 

目的は学外のスーパーバイザーに日常的に接することで、スーパーバイザーを依頼する際に

役立つばかりでなく、事例に対する多様な理解を学ぶことである。 

また、先輩に触れることで、多様な領域での心理臨床の実際を知ることが可能になる。非常

に有意義な事業と考えられるので今後とも継続的に開催する。 

(3) 心理臨床センター紀要の刊行および関係機関への継続的送付 

2007 年度、『札幌学院大学心理臨床センター紀要第７号』を発刊した。当センターの発展と

同時に紀要内容の継続的な充実が望まれる。 

当該紀要はセンター研究員及び研修員の研究・研修活動の成果発表の場として、更なる充実

が必要である。 

また、活発な情宣を行うことで学内での活動の認識を深めてもらうことはもとより、他大学

心理臨床センター等の関係機関への継続的な情報発信も必要とされる。 

(4) 地域社会に貢献できる機関を目指す 

地域の要請に応え、より一層地域社会に貢献できるよう努める。 

 

２ 研究環境 
（経常的な研究条件の整備） 
Ａ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 (表29)(表 30)(表 31)(表 32) 
Ａ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 (表35) 
Ａ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
Ａ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 
Ｂ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 (表31) 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
Ｃ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 (表 33)(表 34) 

Ｃ群 学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般(経常)的研究資金と競争的研究資金で構成される研究費のシステ
ム）の運用の適切性 

Ｃ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 
Ｃ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
Ｃ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
Ｃ群  国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 
（倫理面からの研究条件の整備） 
Ｃ群 倫理面から実験・研究の自制が求められている活動・行為に対する学内的規制システムの適切性 
Ｃ群  医療や動物実験のあり方を倫理面から担保することを目的とする学内的な審議機関の開設・運営状況の適切性 
 

（１） 経常的な研究条件の整備 

（２） 競争的な研究環境創出のための措置 

（３） 研究上の成果の公表 

【2006年度の評価と課題・改善方策】 

研究条件及び研究支援体制の整備課題は現在、全学的な常設委員会である研究委員会が所管して

いる。それは、教育研究組織の拡充とともに変化してきた。人文学部が開設された 1977 年、それ

までの研究促進委員会から学会委員会へ変わり、機関誌『論集』の発行や講演会・研究会の開催に

加えて、新たに研究費制度や留学研修制度の立案・運営などの業務を所管した。1984 年度からは、

法学部の開設に伴って全学一本の学会が3学部に対応する商経学会、人文学会、法学会に分割され

たことを契機に、全学的な研究関連業務は3学会の総務監事3名で構成する学会総務幹事会が担当

した。1991年度からは、経済学部、社会情報学部の開設とともに学会総務幹事会から5学部の代表

者からなる研究委員会へと変わった。本学は、こうした教育研究組織の拡充とともに基礎的な研究

条件の整備に努め、現在は一定の水準を確保していると評価できる。 

経常的な研究条件は、①研究費、②研究空間、③研究時間という3つの側面から整備されなくて

はならない。①研究費は 2006 年、学園財政との関係から個人研究費が削減されたが、基礎的研究

条件は概ね整備されている。個人研究費の使途については柔軟な運用が認められており、評価でき

る。共同研究費は、研究促進奨励金（個人・共同・総合）が制度化されており、特に共同・総合研

究においては学外者をも研究プロジェクトに参画できるよう制度を改めた。一方で、研究促進奨励
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金の募集時に成果公表を含めて研究計画書を作成するよう研究成果の公表を徹底する措置をとっ

た。外部研究資金の獲得は少ない。個々の教員に対する科研費等外部資金の獲得のためのサポート

体制を構築する課題が 2002 年度より大学執行部において議論されてきたが、未だに実現をみてい

ないことも問題である。 

②研究空間の側面では、専任教員には個室が整備されており、配置も学部・研究科毎に決まって

おり、利用しやすい形態が採られている。③研究時間の確保の側面では、カリキュラムの改編、Ｆ

Ｄなど教育改善活動の増加や校務分掌負担の増大に伴い、日常的に十分な研究時間の確保が難しく

なってきている。教員が研究の質を高め、それを教育の場面に反映させるためには、研究時間の保

障がなによりも必要である。そのためには公務分掌のあり方の改善が必須の課題となっている。委

員会組織の機構改革は2007年度中に審議決定され、新たな体制が2008年度から行われる予定であ

る。 

 

【大学基準協会による2007年度大学評価結果】 

Ⅱ 総 評 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

５ 研究環境   

個人研究費・研究旅費は教員研究経費として教員一人ひとりの研究計画に基づいて支出されている。2006

（平成18）年度にはこの教員研究経費が削減されたが、学内の競争的資金制度の拡充により、この問題は全

体として解消が目指されている。また専任教員には個人研究室が整備され、適切な配慮がなされている。し

かし、専任教員は責任授業時間数を超える担当時間をもっており、改善することが望まれる。 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

〔理事会事業計画〕 

研究体制の改革については、2008年 4月、既設の4研究所を「札幌学院大学総合研究所」に統合

する。2008年度は、総合研究所長及び総合研究所運営委員を中心に学会及び紀要の発行形態、研究

関連予算の積算、選考方法等の検討を行い、2009年 4月に札幌学院大学の新研究体制をスタートさ

せる。 

〔研究支援委員会〕 

① 研究所・研究支援委員会の運営 

 総合研究所・研究支援委員会の発足と移行に伴い、その他の必要な措置を取る。 

② 経常的な研究条件の整備 

(1) 教員研究経費（個人研究費）の有効な活用・促進に努める。学内研究助成制度（研究促進奨

励金・学会発表旅費助成等）の有効な活用に努めるとともに、そのあり方について検討する。 

(2) 各種助成金の有効活用に努める。 

(3) 在外・国内研究員制度の充実と有効な活用について検討する。 

③ 競争的な研究環境創出のための措置 

(1) 科学研究費補助金等、学外の各種補助金の獲得を推進する。 

④ 研究上の成果の公表 

(1) 紀要の発行を円滑に進めるとともに、研究成果の多様な公表の形態を検討する。 

(2) 札幌学院大学選書を含めた、現行の出版助成制度の見直しを行い、研究成果の継続的発行に

努める。 

(3) 旧「研究委員会ホームページ」のあり方について検討する。 

(4) 学内の研究成果の集約と公表の充実に努めるとともに、大学ホームページ上の「教員情報」

を活用する。 

(5) 研究に関する広報誌及び研究所報の発行を検討する。 
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