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はじめに

徳島大学  教育研究者総覧による教員情報公表の充実を目的とした
教員プロフィール，著書・論文情報の E D B情報登録支援事業開始のお知らせ

徳島大学 評価情報分析センター
NEWS LETTER   NO.2

O C T O B E R ,  2 0 1 0

　 既に皆様にはご存知のことと思われますが，学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（平
成22年文部科学省令第15号）が平成22年6月15日に公布され，平成23年4月1日から施行されま
す。本法令により大学は，教員組織，教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報
の公表が義務化されました。情報公表に際しては，
教員組織に関する情報については，組織内の役割分担や年齢構成等を明らかにし，効果的な
教育を行うため組織的な連携を図っていることを積極的に明らかにすること。
教員の数については，学校基本調査における大学の回答に準じて公表することが考えられる
こと。また，法令上必要な専任教員数を確保していることや，男女別，職別の人数等の詳細
をできるだけ明らかにすること。
各教員の業績については，研究業績等にとどまらず，各教員の多様な業績を積極的に明らか
にすることにより，教育上の能力に関する事項や職務上の実績に関する事項など，当該教員
の専門性と提供できる教育内容に関することを確認できること。 

等の留意点が示されています。
　 大学における本法令の遵守状況は認証評価において審査されるとともに，その審査結果は法人
評価で参照されることとなっており，法令違反は大学の評価に大きく影響することになります。
　 各部局等におきましても，個別に所属教員情報を冊子，ウェブ等を用いて公表されていること

と思われますが，大学としても
れなく本学教員の情報を公表
し法令遵守を担保するため
に，現在大学として公式に所
属教員の情報を公表している
ウェブサイト「徳島大学 教育
研究者総覧」の登録情報の充
実をお願いするところであ
り，本号ではそのための具体
的方策として評価情報分析セ
ンターによるEDB情報登録支
援事業を紹介します。
（評価情報分析センター長）

http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/
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徳島大学 教育研究者総覧
　 本学に所属している教員の情報を広く紹介するために，全学自己点検・評価委員会の議決事
項に基づいて，評価情報分析センターでは「徳島大学 教育研究者総覧」を継続的に作成し，
ウェブサイト
 徳島大学 教育研究者総覧: http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/
として学内外に公表しています。
　 この教育研究者総覧には，本学に所属する教員の氏名・職名・生年・電話番号・電子メール

アドレス・学歴・学位・職歴などの教
員プロフィール情報，担当授業・研
究概要(専門分野)・著作等の業績・
活動等の情報が掲載されています。
また，教員の所属別一覧ほか，氏名
による索引，研究分野索引，キー

ワード索引等を作成
し，学外閲覧者が本学
の教員を容易に探す出
すことができるように
工夫しています。

　 この教育研究者総覧
は，「徳島大学 教育•
研究者情報データベー
ス(EDB)」の登録情報
をもとに作成しており
ます(脚注1)ので，EDBで
情報登録，修正を行っていただければ教育研究者総覧の掲載内容を修正することができます。
EDBではこの作業を容易に進めるためのページを
 https://web.db.tokushima-u.ac.jp/Assistance/mypage/ERD/
に作成しておりますのでご活用ください（EDBへのログインが必要です）。
　なお，EDBに登録された情報は，教育研究者総覧だけでなく，EDB登録情報を利用した教員
業績評価や組織評価などの他の大学運営のための用途にも利用しますので，あらかじめご了承
ください。

(脚注1) EDBに登録された情報のうち学外に公表可能な情報のみを利用しておりますので，学外非公開の
情報は教育研究者総覧には記載されません。

http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/
http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/
https://web.db.tokushima-u.ac.jp/Assistance/mypage/ERD/
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EDB情報登録支援事業（教員プロフィール）
　 さて，EDBへの情報登録は原則として教員ご自身にお願いしております。これは，登録され
る情報についてご本人が一番詳しく，第三者を介して登録するよりも正確に情報を登録できる
という理由からです。しかし，業務の増加，過密化により情報登録する時間がない，また，情
報を登録するためにはある程度EDBでの操作方法を知る必要があるなど，情報登録したくても
登録できないという状況があるのも確かです。結果として，教育研究者総覧に部分的にしか情
報が掲載されず，不正確なプロフィール，過少な業績で教員の方々が紹介される状態になって
いるのは非常に残念なことです。

　評価情報分析センター（EDB支援室）では，これまでにも依頼があれば個別にEDBへの情報
登録を代行してきましたが，これらの作業を定式化し，情報登録支援事業として開始します（脚
注2）。

教員プロフィール
　 「徳島大学 教育研究者総覧」（http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/）をご覧いただ
き，記載内容（論文・著書以外（脚注3））に不十分な箇所がございましたら，下記の要領により
評価情報分析センター宛に登録を依頼してください。

　教員プロフィール調査票を評価情報分析センターのウェブサイト
 http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/organization/148095/form/profile.xls
よりダウンロードし，追加登録を行うプロフィールを記入したのち，
 register@db.tokushima-u.ac.jp
にお送りください。顔写真の登録を希望される場合には，顔写真の画像ファイル（JPEG
フォーマットが望ましい）を添付してください。送付していただいた調査票を元にEDBに情報
を登録します。顔写真は画
像データのトリミング，サ
イズ調整を行なったのち登
録します。

　 お手持ちの資料（履歴
書，教員資格申請調書な
ど）を併用していただいて
も結構です。ただし，和文
記述を英訳しての登録は行
いませんので，あらかじめ
ご了承ください。

　 EDBの登録情報は公表範囲を指定することができますが，本事業に関しては教育研究者総覧
の充実を目的として行いますので，ご依頼いただいた情報は全て学外に公表するものとして扱
い，EDBに登録しますので，あわせてご了承ください。

　 登録が完了しましたら，依頼者に対して登録完了のお知らせを行いますので，教育研究者総
覧に正しく記載されているかの確認をお願いします。

評価情報
分析
センター

依頼者

① 調査票に記入・送付

② 調査票を
　元に情報
　を登録

③ 登録完了の通知
　 総覧上での確認依頼

登録代行の流れ

（脚注2）依頼件数により登録までに長期間を要するかもしれません。ご自身での登録が可能な場合には，直
接登録された方が遥かに即時性，正確性に優れていると思われます。
（脚注3）論文・著書については次ページの著書・論文等の登録依頼でお願いします。

http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/
http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/organization/148095/form/profile.xls
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/organization/148095/form/profile.xls
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EDB情報登録支援事業（著書・論文等）
著書・論文等
　 教育研究者総覧には，前述の教員プロフィールの他に，発表した著作等の業績情報も記載さ
れます。また，登録した業績情報は教員業績処遇や組織評価，また法人評価等の評価基礎資料
として活用されていますので，定期的な情報登録を推奨しています。
　 共著論文のように複数の教員が関わる論文を組織単位で正確に集計するために，EDBでは論
文の著者について「EDBの個人情報を参照登録」する方法を採用しています。言い換えると，
教員毎に論文情報を個別に登録するのではなく，1件の論文は1件の登録とし，貢献した教員を
論文情報内に明示するという方法です。このため，情報登録の際には著者に含まれる学内教員
を正確に把握する必要があり，著書・論文等については下記の要領により情報登録支援を行い
ます。

　 論文共著者が集まっている研究グループ（講座，研究室等）単位で新たにEDBに登録する論
文別刷りをとりまとめて下さい。
　チェックリストを兼ねた「業績登録依頼状」を評価情報分析センターのウェブサイト
   http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/organization/148095/form/works.doc
よりダウンロードし，記載内容に従って必要事項をご記入のうえ，論文別刷りとともに封書で
「評価情報分析センター EDB支援室宛（常三島地区 大学院共同研究棟5F）」に学内便で送付
して下さい。その際，チェックリストにも記載しておりますが，別刷りには著者のうち本学の
教員にはチェックマークをつけていただくか，別紙「学内教員リスト」に本学教員とみなす教
員の氏名，所属を全て記載し依頼状と共に送付して下さい（定期なご依頼の場合には，後者の
方が便利と思われます）。
　 評価情報分析センターでは，送付していただいたチェックリスト，別刷りを元にEDBに登録
する前の仮情報を作成し，依頼元に返信します。依頼元で仮情報の内容が正しいことを確認
し，その後，本登録のご依頼をいただいたものについてEDBへの登録を行います。

別刷りの送付は，1週間～数ヶ月分（論文 数10編程度まで）を目安にして下さい。
別刷りはコピーでも構いません。また，ページ数が別途記載されていれば，論文第1ペー
ジ（タイトル，著者等が記載されたページ）のみでも構いません。
PubMed, CiNiiなどの論文情報を登録依頼される場合には，論文リスト掲載のウェブ
ページのプリントアウトを別刷りの代用としていただいても構いません。
チェックリストの指示により，登録の完了した別刷りは返却いたします。
ご依頼をいただく研究グループの数によっては，仮情報作成，登録までに長期間を要す
ることがあります。あらかじめご容赦ください。

News Letter No.2, 2010年10月発行，徳島大学 評価情報分析センター
http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/organization/148095/

EDB支援室: 088-656-8964，内線(82)-8964

評価
情報
分析
セン
ター

依
頼
元

① 依頼状，別刷りを送付

③ 仮情報を返信，確認依頼

⑤ 確認された情報
　をEDBに登録

⑥ 登録終了通知，別刷りを返却

② 別刷りを元に
　 仮情報を作成

④ 仮情報の確認，本登録依頼

088-656-7693，内線(81)-7693

（新蔵地区
事務局1F）
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