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1.	 はじめに
　日本は長く科学技術創造立国を掲げ，世界
トップクラスの科学研究や技術開発を主導して
きたが，その日本の科学技術力の低下が，国内
外から指摘されている［1］［2］。この 30～40
年の間，日本の大学，企業，政府の相互作用か
ら構成されるナショナル・イノベーション・シ
ステムは大きな変貌を遂げてきた［3］。特に大
学・公的研究機関は，制度変更や政策よってそ
のありようが左右される余地が極めて大きく，
そこに所属して研究を続ける研究者も大きな影
響を受けてきた。若手研究者にとっては，1970
年後半から 80年代のオーバードクター問題
（OD問題），90年代後半のポスドク問題，そし
て第二期科学技術基本計画における任期制の導
入でとくに国立大学の助手（助教）ポストを中
心に，若手にしわ寄せがなされる受難の時代を
迎えた［4］。

特集・日本の大学の変容と展望

研究者の視点から見た大学の変容： 
研究者インタビューに基づく考察
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うした一種の規制緩和と引き替えに，大学は自
己点検・評価の慣行を形成することが義務づけ
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れるようになった。2006年からの第三期科学技
術基本計画では競争的資金の拡充が明記され
た。こうして国立大学を中心に，競争的資金の
拡充に伴い，基盤的経費として使途を定めない
で交付される運営費交付金の割合が減少し，研
究費は競争して獲得するものと変容していっ
た。この 30年ほどの科学技術政策および高等
教育政策の変遷は，若手研究者から中堅以上の
研究者まで，年代にかかわらず大きな影響を与
えてきたのではないだろうか。
　しかしながら，国や大学といったマクロ的な
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視点で日本の科学技術政策や高等教育政策につ
いて議論されることは多かったが，“研究者の
視点”から研究の現場への影響が議論されるこ
とは少なかった。
　本稿はこの 30年ほどの高等教育政策および
科学技術政策の変革期の中で実際に研究を行っ
てきた，おおむね研究歴 20年以上の研究者へ
のインタビュー調査を行い，近年の高等教育政
策・科学技術政策の変遷により，研究環境がど
のように変わったか，研究活動にどう影響した
か，研究の現場から見える課題を質的調査の方
法により検討する。

2.	 調査方法
2.1	 調査対象
　調査対象者は，20年～30年の高等教育政策
もしくは科学技術政策の変遷やそれに伴う研究
環境の変化を経験したであろう研究者である。
条件としては 1）おおむね研究歴 20年以上の中
堅世代以上の研究者であること，また 2）大型
競争的資金を獲得したことのある方，を対象に
した。2）は実際にアクティブに研究活動を
行ってきたことの証左として条件に入れた。で
きるだけ所属する大学・研究機関が所在する地
域や，分野，などについて偏りがないように考
慮して選定した。上記の条件を満たす対象者を
集めるにあたり，インタビューアーの縁故をた
どる機縁法を採用した。
　我々は 2018年 10月より調査を重ね，2021年
3月末時点で 21名の調査対象者にインタビュー
を行った。対象者のリスト基本属性をまとめた
のが表 1である 1）。
　研究歴は，本人が研究を開始したと認識して
いる年に基づいて算出している。平均値・中央
値ともに 33～34年であった。最長が 44年，最
小が 21年である。調査対象者の匿名性を担保
するため，専門分野や地域は大分類を利用し
た。分野は学校基本調査などで用いられる大分
類に従い，保健，理学，工学，農学に分類し
た。結果として保健が 8名，理学が 8名，工学

が 5名であった。分野は違えどもほとんどが主
として基礎研究を行っている。地域について
は，ここでは，いわゆる大都市圏である東京，
大阪・京都，名古屋を「都市」，札幌・仙台・
広島・福岡を「地方中枢都市」，その他を「地
方」と分類した。結果として都市の大学・研究
機関に所属する研究者が 7名，地方中枢都市の
大学・研究機関に所属する研究者が 6名，地方
の大学・研究機関に所属する研究者が 8名，で
あった。また国立大学に所属するもの 18名，
私立大学に所属するもの 3名である。ただし，
私立大学所属の研究者も，かつて国立大学に所
属して研究した経験をもっており，その意味で
本研究の調査対象者はみなこの 20～30年の間
に国立大学の変容を経験しているといえる。
2.2	 調査方法
　調査に先立ち，まず調査対象者となる研究者
に，事前にインタビュー調査の説明文と質問票
をメールで送り，回答をいただいた上で，各人
に対してその回答を深く掘り下げる形で約 1～
2時間のインタビューを行った。その意味で本
調査は半構造化インタビューの形式をとってい
る。インタビュー場所は主に調査対象者の研究
室もしくは会議室等である（1名のみ移動車内
でのインタビュー）。
　基本質問は 9問であるが，うち 3問は研究者
の個人属性に関するものであり，【研究環境の
変化と研究活動について】が 3問，【研究ネッ

表 1　調査対象者の基本属性

対象人数 21人

研究歴（平均） 34年

研究歴（中央値） 33年

研究歴（最大値） 44年

研究歴（最小値） 21年

分野 保健；8名，理学；8名，工学；5名

地域 都市；7名，地方中枢都市；6名，
地方；8名

国公私立 国立；18名，私立；3名

 1） いずれもインタビュー時点の情報である。
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トワークについて】が 3問であったが，本稿で
はこのうち【研究環境の変化と研究活動につい
て】に関する 3問についてのインタビュー調査
の結果を深く掘り下げる。

質問 A「ご自身が研究を開始してから，今に
至るまで，研究活動に大きな影響を与えたと
思われる政策・制度上の転換点というものは
ありましたか？あるとすればそれはどういっ
たもので，どのような影響がありましたで
しょうか？」

質問 B「競争原理の導入が研究戦略に及ぼし
た影響についておたずねします。
2000年代に入り，研究資金の獲得において競
争的資金の割合が増えるようになりました。
研究促進への強いインセンティブが生まれ，
高い質の研究成果を生み出すと期待される一
方，研究者が一定期間内に成果が出るか不確
実であるようなハイリスク研究を避け，一定
期間にある程度の成果が見込めそうなローリ
スク研究を選択するインセンティブも生じて
いるともいわれています。また若手研究者に
おいては研究職をめぐる競争が激化してお
り，短期的に確実な研究成果を出すための研
究戦略をとりがちになったとも言われます。
先生は競争的研究資金の増加が研究テーマの
選択や，もたらされる研究成果にどのような
影響を与えたと思いますか？」

質問 C：「競争的研究資金について，現状の
どこが問題で，どういったところが改善され
てきたとお考えですか？またこれまで採択さ
れた研究資金のうち，どのような資金が研究
を進める上で使いやすかったとお考えです
か？
例：用途

費目間流用がしやすい
研究期間
中間報告の義務の有無
研究成果に対するレビュー」

3.	 分析と考察
3.1	 分析方法
　上述の質問項目に対するインタビュー内容を
まとめ，調査対象者間で頻出するトピックを中
心に，回答の分類を行った。分類に当たって
は，できるだけ客観性を保つためテキストマイ
ニングの手法を手がかりとした。使用ソフトは
KH coderである［5］［6］。ここではインタ
ビューの中で出現する名詞やサ変名詞，固有名
詞等に着目し，動詞や形容詞などは除外した上
で，文章中に出現する語が共起する関係を示し
た（下記，図 1～3）。
　円が大きいほど出現回数が高いことを示して
おり，円どうしをつなぐ線は共起関係を示して
いる。この共起ネットワークを手がかりに，回
答の大まかな分類を行った。頻出語やその共起
する関係から，どのような回答が多かったの
か，おおまかながらに示すことができる。ただ
し，共起ネットワークは共に出現する頻度が高
い語をプロットしたものであり，単独での出現
度は高いものの，他の語と共起しているわけで
はない語は漏らしている可能性もある。しかし
ながら，インタビュー調査の中で頻出するト
ピックを拾うためには語単独ではなく，言葉の
つながりを手がかりにしたほうが有効だと判断
した。また必ずしもネットワークごとに回答が
完結するわけではなく，インタビュー調査であ
るため一つの回答が長く，それゆえ一つの回答
のなかにキーワードが複数入っていると，複数
のネットワークに分かれて出現することがあ
る。
3.2	 研究活動に影響を与えた制度・政策
　質問 A「自分の研究活動に影響を与えた制
度・政策について」に対するインタビューの結
果に基づく共起ネットワークが図 1である。
　概ね 8つほどに分類されたが，先述したよう
に一つの回答が複数のネットワークにまたがっ
て出現することがあり，必ずしも互いに独立で
はない。また共起ネットワーク（A1）～（A4）
はつながっている。ここではそれぞれのネット
ワークの中で頻出した言葉を手がかりに，類似
の回答を抽出し，大きく 3つのトピックにまと
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図 1　質問 Aに対する共起ネットワーク
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図 2　質問 Bに対する共起ネットワーク
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め，その代表的な回答例を挙げた（表 2）。
　共起ネットワーク（A1）を中心に頻出した
のが「運営費交付金の減少」の影響であった
（表 2（a））。特にそれが教員，職員といった
“マンパワーの削減”を通じて研究レベルに深
刻な影響をもたらしているとの回答が目立っ
た。マンパワーとしては院生や助教といった若
手研究者のほか，技術者，大学職員など研究を
支える人材の雇用ができないことが深刻で，そ
れが研究に悪影響をもたらしているとの回答が
多かった。たしかに「大学等におけるフルタイ
ム換算データに関する調査」によると，どの職
位においても研究時間は 2002年度に比べて近
年のほうが減少している［4］。一方で教授，准
教授，講師の教育時間は増加傾向にある。表中
では捨象したが「中間管理職の助教が削減。ス
ピード感が落ちる。現場での指導ができなくな

るので，ミス，不正が起こる。」（国立大学，都
市，理学）という回答もあり，若手研究者の減
少で中堅研究者がより教育に配分する時間が増
えているのかも知れない。
　また継続雇用ができないとノウハウやスキル
の継承ができないという点は，複数の研究者か
ら指摘されていた。競争的資金は期限があり，
継続雇用するには安定した基盤経費が必要であ
るという考えに基づくものである。また運営費
交付金の減少の背景として「国立大学法人化」
を挙げる回答も多かった 2）。国立大学法人化後
に書類仕事や雑務が増加し，加えて運営費交付
金の減少による職員等の減少も，それに拍車を
かけた。
　他に運営費交付金がないと，創発的な研究，
学際的な研究ができなくなる，という意見も見
られた（表 2（a）-5）。これは質問 Bに対する

図 3　質問 Cに対する共起ネットワーク
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 2） 「国立大学」「法人化」といった言葉は共起ネットワーク（A7）で頻出したが，先述したように，回答の長さから一
つの回答が複数のネットワークのなかで見られることもあり，同じ回答が（A1）でも見られている。
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回答例とも関連するため，後述する。
　次に（A1）とも関係しているが，共起ネット
ワーク（A2）を中心に頻出したのが，院生の減
少と研究人材の問題である（表 2（b））。内容は
様々であったが，例えば院生の減少で，人材派
遣会社に技術補佐員を頼らなければならなく
なっていたところ，労働基準法の改定で長期雇
用ができない，資金的にも継続できないという
回答があった（表 2（b）-1）。またヨーロッパ
のように学生に給料を出すなどサポートをすべ
き，という指摘もあった（表 2（b）-2）。そもそ

も院生を無償の労働力として扱うこと自体に問
題があり，最近は政府文書でも博士課程の学生
を研究業務に従事させる場合に適切な対価を支
払うよう明記されたり［7］，生活支援について
も言及されている［8］。この点については次節
の国際比較でも考察する。
　表 2の回答（a）群も（b）群も，結局はマン
パワーの問題にいきつくが，共起ネットワーク
（A5）では自分の研究活動に大きな影響を与え
たと思われる政策・制度上の転換点として，若
手研究者時代に採択された大型ファンド（とく

表 2　研究者に影響を与えた制度・政策に対する回答例

主な
トピック

研究者の属性 回答
番号 回答例

所属 地域 専門分野

（a）国立大
学法人化，
運営費交付
金の減少

国立大学 地方 工学 （a）-1 「法人化後の雑務の増加。例えば，外部評価，教員評価，競争的資金配分（特色GPな
ど）など。運営費交付金の継続的な減額による教員および事務員の削減による職務内
容の変化と増加」

国立大学 地方中枢都市 工学 （a）-2 「運営費減少はきつい。人件費，教員の数を減らすというのがきつい。研究レベルは
下がる。教員減ったら，外部資金も減る。」

国立大学 都市 理学 （a）-3 「（以前は米国にいたが，日本の大学に着任してから），大学の内部資金（運営費交付
金）がジリ貧状態であることには大きく影響を受けている。つまり，国立大学の法人
化で研究活動に影響を受けている。運営費交付金が削減されると，学科・専攻内の助
教，事務職員，技術職員のポジションの削減により，全体的な教育と研究のレベルの
低下が起きている。昨今で言われているように，縁の下の力持ち部員がいなくなっ
て，それを教員が行うようになり，研究する時間が削減され，研究レベルの低下とい
う悪循環を感じている。」

国立大学 地方 保健 （a）-4 「国公立大学法人化と運営交付金の減額。大学運営が難しくなり，人件費を削減せざ
るを得ず，教員・職員問わずすべての業務にしわ寄せがきている。本学医学部では基
礎研究室の人事停止中であり，異動した教員の補充，若手研究者の新規雇用ができな
い状況が数年間続いており，今後も改善の見通しはない。」

国立大学 都市 理学 （a）-5 「創発的研究，Curiosity-drivenの研究ができなくなる。研究資金はプロジェクトと人
への予算にバランスがとれていないといけない。プロジェクトのトピックというのは
縦割りの関係者を支援することになる。学際的な分野というのはもともとあるもので
はなく，人に資金をつけることによって初めて横割り，学際的な研究，すなわち創発
的な研究が行われるようになるが，逆方向になってしまった。人に予算を付けない限
り（運営費交付金がないかぎり），学際的研究はでてこない。」

（b）院生の
減少と研究
人材

国立大学 地方 保健 （b）-1 「労働基準法の改定。大学に大学院生が激減して以来，手仕事の多い医学生物学系の
研究では非常勤雇用の技術補佐員が必須となった。これらの人たちには時間をかけて
技能を習得し，対象とする研究に慣れていただく必要がある。労働基準法の改定以
来，それまで研究を支えてきたこれらの人たちに対し，3年で契約を終了せざるを得
ず，技能が高く，志の高い技術補佐員を育て，確保することがきわめて困難となっ
た。人材派遣会社に頼んでも地方にまで来てくれる人材は数年に一人しか出ない。運
よくいい人材に巡り合っても，人材派遣会社からは年々給料をつりあげられ，早晩，
大学で払える金額ではなくなる。せっかく本人と大学の研究者の努力で技能を身につ
けさせても 3年で雇い止めとなり，双方の努力が水泡に帰す。ほとんどの研究室では
院生もいなくて研究も細っていく。」

国立大学 都市 理学 （b）-2 「学生へのサポートは必要。ヨーロッパは院生も給料がでるが，日本はない。」

（c）若手時
代の大型
ファンド

国立大学 地方 保健 （c）-1 「さきがけ研究（個人研究推進制度）への参加。自らの興味のある研究を自由に動か
せた経験をもてたことが何より大きかった。費用が決まっていない。状況に応じて変
えられる。ライフワークと研究のバランスが難しい時期にこの制度があったことで継
続的に研究を進められた。異分野研究者との出会いも財産となった。」

国立大学 都市 理学 （c）-2 「さきがけ研究 21。当時は戦略目標はなく個人の着想で自由な研究ができた（ボトム
アップ）。しかもキャリアの早いうち（助手になって 2年目）だったので独立の際の
テーマ設定など準備ができた。若いときに半年に一度，分野の違う人で集まる。若い
人が違う分野の人が集まる点が良い。」
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に「さきがけ研究 21」3））が挙げられていた。
本稿は機縁法でインタビューイーを確保したこ
ともあり，結果としてこのファンドに参加した
ことがある研究者が多く含まれたという点には
留意しなければならないが，回答で共通してい
たのは，自由に研究ができたこと，費目間流用
しやすい（研究費の自由度が高い），異分野の研
究者と交流できる，といった点であった。若手
時代に大きなファンドを採択されることで，独
立して自由な発想で研究することができたこと
が，その後の研究活動にも好影響を与えたもの
と考えられる。またファンドの性質として，費
目間流用がしやすいなど，使い勝手がよいファ
ンドであることも挙げられており，これも自由
に研究をしやすくするうえで必要なファンドの
要件なのかもしれない。研究者にとって望まし
い研究費の特性については 3.4でも議論する。
　なお回答者属性による違いについて，運営費
交付金の減少によるマンパワー削減の問題にお
いては殆ど見られず，地域や分野に関わらず，
同様の問題意識を持っているようであった。た
だ，都市にある大学ほど規模は大きく，地方に
ある大学ほど規模が小さいため，その意味では
地域差というよりは規模の違いとしてみたほう
が適切かもしれない。規模の大きな大学に資金
は集中しがちなので，資金には困っていないの
ではないかとも考えられるが，都市部の大学の
調査対象者によると質問Bに対する回答の中で
「競争的資金自体には問題はない。問題がある
のは運営費交付金の削減。教員，事務員のポス
トが減っていく一方，教員，事務員ともこなす
べき仕事はむしろ増えている。このため研究に
充てる時間が減っており，研究の競争力をそぐ
ことになっている。」（国立大学，都市，理学）
という回答があり，抱えている問題の構造は大
学の規模に依らないことが伺われる。重要なの
は研究費の性質であり，使途の自由度，継続性
といった点で現行の競争的資金では根本的な解
決に至らない問題が残される。むろん，競争的

資金を獲得すればその一定割合は間接経費とし
て大学に入り，基盤経費に充当される。運営費
交付金と競争的研究費の一体改革として，競争
的研究費に付随する間接経費を増やすことで基
盤的経費を補うような制度設計についても論じ
られているが［9］，現状では間接経費が大学に
入っても，研究者は運営費が足りないという感
覚がある。本調査でも「部局にもよるが研究者
は（自由に）使えない」（国立大学，都市，工
学）という指摘があり，間接経費が大学に入っ
ても，その使い道を研究者自身が決められず，
どう使われるかは大学本部・部局の判断になっ
てしまうのが実情である。
　なお，表 2（b）院生の減少については地方の
方が深刻とは言われているが，そもそも全体的
に 2000年代以降博士課程入学者は減少傾向が
続いており［2］，都市部の規模の大きな大学で
も同様である。最大規模の大学に所属する研究
者でさえ「研究室に来る院生は減っている。上
の世代をみて就職難なのでこなくなる。すぐ民
間に就職する。研究者になるのがばからしい。
修士も来なくなった。学部卒でこの分野はよい
ところに就職できるから。」（国立大学，都市，
理学）と回答していた。
　なお，共起ネットワーク（A4）を中心に保
健分野特有の影響として「研修医制度改革によ
り研修が民間病院でも可能になったことから大
学離れが進み，大学で研究に携わる医師が減少
した」，「専門医制度の浸透によって学位取得よ
り専門医認定を優先する人が増えた」（いずれ
も国立大学，地方，保健），といった影響が指
摘されていた。これは臨床と研究をやるClinical 
scientistsが不足することを意味し，医療技術の
研究開発への影響も考えられる。
3.3	 競争原理の導入が研究戦略に及ぼした影響
　質問 B「競争原理の導入が研究戦略に及ぼし
た影響」に対するインタビューの結果に基づく
共起ネットワークが図 2である。
　概ね 11つほどに分類できたが，円が大きい，

 3） 新技術事業団（現在の科学技術振興機構）が 1991年に発足したポスドクも含む若手研究者を 3年間，給与と毎年約
1,000万円の研究費で支援する制度。公募領域を「場と反応」のように広く設定したため幅広い分野から卓越した若
手研究者が集まり，年に 2回の合宿を行ったことによる学際的なネットワークの構築にも寄与し，その後の研究者人
生の発展に大きな影響を与えたと評価される制度。



研究　技術　計画　 Vol. 36,   No. 3,   2021

 — 247 —

すなわち出現数が多い「研究資金」「競争」「資
金」という言葉は質問文の中にもあったため出
現するのは自然であるが，「評価」や「引用」
といった言葉は質問文にはないにも関わらず比
較的出現数が多かったため，調査対象者の回答
のなかで独自に発せられた言葉であると考えら
れる。ここではこうした独自の言葉はもとよ
り，それぞれのネットワークの中で頻出した言
葉を手がかりに，類似の回答を抽出し，大きく
2つのトピックにまとめ，その代表的な回答例
を挙げる（表 3）。
　最大の共起ネットワークを構成していた「競
争」「資金」などからなる（B1）を中心に，特
徴的だったのは「競争的資金」および「運営費
交付金」と，「研究テーマ」をめぐる回答で
あった（表 3（a））。多くの研究者が問題にした
のは，競争原理の導入や競争的資金の増加その
ものよりも，それに連動して「運営費交付金」
が削減されることであり，その結果として，研
究テーマが影響を受ける点である。運営費交付
金が減少しているため，競争的資金が途切れれ
ば研究を継続できなくなることから失敗が許さ
れず，ハイリスク研究に挑戦できない。また競
争的資金は評価を得て獲得するが，未開のテー
マであると評価されづらい。よって挑戦的な研
究がしづらく，確実に成果がでそうなローリス
ク研究を選択せざるを得ない。これは質問Aの
回答にもあった創発的な研究，学際的な研究が
できなくなる，という点にも通底する。むろ
ん，特に科学研究費助成事業（科研費）には挑
戦的研究や学術変革領域研究など，既存の学術
体系を大きく変革・転換したり，新しい分野を
開拓するためのカテゴリーが新設されてはいる
が 4），研究者の指摘は申請書のような形になる
そのもっと前の段階，すなわち出口を定めてい
ない，ぼんやりとしたアイデアベース，自由な
発想で研究を始めることが難しくなっていると
いうことであろう。
　（B4）や（B7）を中心に頻出したのは評価の
あり方についてである（表 3（b））。現状では近

視眼的，小さくても短期でまとめられる研究し
か取り組めないという点が挙げられていた。ま
た回答（b）-4にもあるように，役に立つという
ことが要請される場合，長い先のことを考えて
研究することはしづらくなる。特に基礎研究の
場合，長く時間がかかることに加え，予めどの
ような結果に波及するか見通せないこともあ
り，深刻である。競争的資金をつないで一つの
研究課題を長期にわたって行うことも考えられ
るが，短い期間で成果を出すのが難しい類の研
究課題であれば，次の競争的資金につながら
ず，先述したように基盤経費でつなぐこともで
きないので研究は継続できなくなる。
　インパクトファクターに依存した評価に対す
る疑問も呈された（表 2（b）-1,（b）-2）。そも
そもインパクトファクターは雑誌の評価であ
り，たとえ著名誌に掲載されてもその論文が引
用されるかどうかは別問題であるということ，
またインパクトファクター自体が被引用数とい
う評価軸に依っている以上，研究人口が大きい
分野のほうが有利であるため，新しいことや他
と違うことをやっていることが評価されづら
い，という指摘があった。世界的にも研究費助
成や昇進で，研究者をビブリオメトリクスで評
価することに偏重することで，インパクトの高
い学術誌に安定して論文をのせることが至上命
題となり，リスクの高い，新規性のある研究を
避けるようになるという指摘もある［10］。
　競争においては評価がなされなければならな
いが，その評価のあり方自体は再考の余地があ
ろう。学際研究などこれまでにない形で研究が
生まれている中で，従来の被引用数や論文数中
心の評価軸とは異なる評価の方法を考えていか
なければならないだろう。
3.4	 競争的資金の問題点と改善された点
　質問C「競争的資金の問題点と改善された点」
に対するインタビューの結果に基づく共起ネッ
トワークが図 3である。
　概ね 10ほどに分類できたが，特に C1～5は
つながっている。質問Cでは答えやすくするた

 4） 科学研究費助成事業の挑戦的研究（開拓・萌芽）は平成 29年度から，学術変革領域研究は前身の新学術領域研究を
見直して令和 3年度から設定されている。
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表 3　競争原理の導入が研究戦略に及ぼした影響に対する回答例

主な
トピック

研究者の属性 回答
番号 回答例

所属 地域 専門分野

（a）競争的
資金，運営
費交付金，
研究テーマ

私立大学
（元国立大学）

地方 理学 （a）-1 競争的資金の比率をあげたのはかまわない。でもアイデアがあってやりたいけど
終われないというテーマもある。運営費が少なくなったため，何もできない。

私立大学 地方 保健 （a）-2 その分野を研究するためには，深くその分野の研究を理解しなければなりませ
ん。そのためには，いくつもその分野の論文を読み，自分でも，その追試を行っ
て勉強せねばなりません。そのためには，ある程度の時間がかかるわけです。ア
ブストラクトには，耳ざわりの良いことが書かれるのが常ですから，アブストラ
クトだけからはなかなかその本質的面白さは分かりません。競争原理が導入され
たグラントに通りそうな研究分野は，100年後には残っていないようなものであ
る確率が高いので，そういうものに時間をかけたくありません。競争的資金を得
た研究は，それらを意識的に避けるためのバロメーターになりました。

国立大学 地方 保健 （a）-3 競争的研究資金の増加という名目のもと，国立大学の運営費交付金は削減され続
け，教員基本配分額から光熱費等を差し引いた実質配分額はマイナスになってい
ます。学生がいる場合は学生数に応じてわずかな配分があるので，かろうじてプ
ラスになりますが，学生がいない場合は配分ゼロです。つまり，競争的研究資金
を獲得できていない場合は，まったく研究はできません。このような状況下で
は，挑戦的なハイリスク研究に手を出す余裕はありませんので，どうしてもロー
リスク研究を選択することになります。安定志向。短期施行。目先の成果。これ
は若手に限らない。

国立大学 地方中枢都市 理学 （a）-4 研究費が競争的資金であることは当たり前であると思います。私はこれまで，研
究費獲得のために研究テーマを変えたことはありません。その結果，研究費取得
が悪くなったのかもしれませんが。一方，わが国においては，過去に，癌研究を
していた研究者が，国の方針に沿った研究費が得やすい脳研究へと shiftするな
ど，奇妙な現象が見られています。他国でも，政策的研究重点領域はあります
が，大学などのアカデミー研究者が自身の研究テーマを大きく変えてまで対応す
ることはは私は聞いたことはありません。日本だけが特殊？日本は国のテーマ設
定に応じて研究者のテーマシフトが起きる？

国立大学 地方中枢都市 理学 （a）-5 政権交代後，競争的資金は増えてるが，評価軸がブレる。挑戦的なもの採用され
ない。実績主義。

国立大学 地方 工学 （a）-6 研究分野を活性化させるためにはある程度の競争原理（科研費など）は必要であ
る。しかし，競争的研究資金の増加に伴って運営費交付金が継続的に減額されて
いるため，各教員に配分される研究費が年々減少しており，外部資金を獲得しな
ければ継続的に研究することができない状況になっている。これに伴って外部資
金獲得に関する雑務も増えてきている。このような状況で，大学教員が成果を出
すためには，お金をかけないですぐに成果の出せる研究内容に偏ってしまうのは
避けられない。このため最低限の研究費は確保されるべきであり，過度の競争原
理は避けるべきである。

国立大学 地方 保健 （a）-7 大きく発展する可能性のある研究題材についても，研究内容を深めるよりは早め
にその都度論文発表することが必要となってきた。常に論文としてのアウトプッ
トを意識することは，論文報告という科学者の使命を果たす上で当然のことでは
あるが，若い学生が純粋に科学の面白さを追求する上ではデメリットも大きいと
感じる。切れた場合は企業との共同研究とか。保険（運営費）をかけられなく
なった。競争的資金がきれたら運営ができなくなる。

（b）評価の
ありかた

国立大学 地方中枢都市 理学 （b）-1 近視眼的な研究ばかりをするようになると思われます。特に，若い研究者はイン
パクトファクター至上主義に陥っています。また，競争的資金の審査員も論文数
の至上主義に陥っており，まともな審査ができていないと思います。新しい領域
で融合研究したら評価で「論文が少ない」との評価。新しい分野なので，論文で
評価されても・・・何が新しくできたのか評価できない。

国立大学 都市 保健 （b）-2 むしろ問題は，良い結果＝インパクトファクター（IF）の高い雑誌に掲載された
論文，被引用数という評価軸。「他の人と違うことを研究する」ことが評価され
ない。IFは雑誌の評価であり，論文，研究の評価ではない。自分の研究でも著名
雑誌に掲載されながら引用がほとんどない論文もある。誰も研究していないテー
マを選ぶと論文発表しても引用されない。被引用のからくり。研究人口が大きい
分野では被引用があがる。研究する人が多いほど被引用があがる。人と違う事を
やっている個性は評価されない。

国立大学 地方 保健 （b）-3 研究費の期間によらず，1年ごとに評価に耐える内容の成果を出していかなけれ
ば今のご時世，研究者として生き残っていけない。そのスピードで成果をあげる
ためには，小さくても短期でまとまっていく研究しか取り組めない。真に根源的
で重要な問題は息の長い研究環境を確保できる大きな中央の大学でしかできなく
なった。若手の多くがそういう研究グループで成果をあげて独立するため，特定
の領域の専門家が増え，新たな問題や難しい問題に取り組む研究者がいなくな
る。

国立大学 都市 理学 （b）-4 評価が定まっていない。サイエンスとテクノロジーとイノベーションを一緒にし
てしまっている。
役に立つということを入れると，5年先以上のことは考えられなくなる。
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め例を示したが，これに対応するように回答し
てくれた研究者も多く，質問文に出現した「費
目」「中間」「資金」といった言葉も頻出してい
る。ここではそれぞれのネットワークの中で頻
出した言葉を手がかりに，類似の回答をまと
め，その代表的な回答例を挙げる（表 4）。
　共起ネットワーク（C1），（C2），（C5）を中
心に審査過程の問題が指摘された（表 4（a））。
現状では審査過程が脆弱であること，異分野の
人に対してわかりやすく説明しようとすると専
門性から外れるというジレンマのほか，現状で
は大学教員がボランティアで審査員を務めてい
ることに鑑み，米国のように専門の評価組織を
作ったほうがよいのではないかという意見も
あった。これに関しては次節でドイツのケース
を紹介する。
　また（C1），（C10）を中心に競争的資金，特
に科研費が改善されてきたことを挙げる研究者
が非常に多かった（表 4（b））。昔に比べて使途
が自由になったこと，費目間流用や繰越が可能
になったことを挙げる者が多数いた。
　一方で，より改善を求める点として，更に継
続して利用できるようにすること，より用途を
自由にすること，といった点が挙げられていた
（表 4（c）（d））。現状でも科研費には前年度申
請制度があり，更新に近いようにも見えるが，
これは現行の採択課題で再構築を希望する場合
を想定しており，そのまま更新するというのと
は若干異なるし，再度申請しなければならない
ことに加え，当初の最終年度終了後に予定して
いた成果報告書は提出しなければならないとい
う手間はある。また用途についても，研究のみ
ならず教育資金とも合算できることなど，自由
度が高いことが求められていた。これについて
はバイアウト制度が導入され 5），業務のうち研
究以外の業務代行にかかる経費の支出が可能に
なったりと，徐々に改善は見られている。た
だ，バイアウトできるものが限られているな
ど，まだまだ運用に課題はある。

　なお回答者属性による明確な違いは見いだせ
なかったが，研究歴が長い中堅研究者ならでは
の意見として，年齢とともに研究費獲得が難し
くなるという点が挙げられた。最近は若手研究
者向けの資金配分が多くなっていることを踏ま
えてであるが「資金タイプによって審査基準を
はっきり分けた方がいいのではないか。」（国立
大学，地方，保健，研究歴 29年），「いいシー
ズを残したいなら定年制を見直すべき。」（国立
大学，地方中枢都市，保健，研究歴 39年）と
の指摘もあった。

4.	 国際比較を通じた考察
　本節では，前節の日本の研究機関に所属する
研究者に対するインタビュー調査の質問とその
回答に沿って，公立大学が主軸をなし研究活動
も活発なドイツとの比較を中心とした考察を行
う。海外の政策やシステムとの対比のほか，
2016年 1月にマックス・プランク協会（MPG）
宇宙物理学研究所所長，2017年 9月にMPG量
子光学研究所グループリーダー，2018年 10月
に MPG植物育種研究所グループリーダー，
2019年 2月にケルン大学数学・自然科学研究科
教授，同年 11月にライプニッツ協会リュウマ
チ研究センター・グループリーダーを訪問した
際の意見交換の内容も交えながら，日本の置か
れている状況を相対化したい。なお前節の質問
Bと質問 Cは競争的資金の導入にかかわるもの
であるので，一括して扱う。
4.1	 欧州における若手研究者育成，基盤経費，

研究者支援
　前節の質問 A「自分に影響を与えた制度・政
策について」に対する回答では，若手時代の大
型ファンド，国立大学の法人化と基盤的経費の
削減（運営費交付金問題），博士課程研究者の
減少，などの事項が取り上げられた。
　若手時代の大型ファンドについては，インタ
ビューした日本の研究者の多くが若手研究者で
あった 1990年代に比較的自由に使える大きな

 5） 「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し（バイアウト制度の導入）
について」（令和 2年 10月 9日）競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ。https://www8.cao.go.jp/cstp/
compefund/buyout_seido.pdf（2021年 8月 24日アクセス可能）
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金額の支援を受けていた。欧州各国においても
類似の資金が 2000年前後からさかんに導入さ
れるようになった。一例としてドイツでは 1999
年，ドイツ研究振興協会（DFG）6）がエミー・

ネーター・プログラムを構築した。これは博士
号取得後 2年～4年以内の若手研究者に対して，
5～6年間にわたり年間 4万 8千ユーロの給与と
研究チームを率いる研究費を毎年約 60人の研

表 4　競争的資金の問題点と改善された点に対する回答

主な
トピック

研究者の属性 回答
番号 回答例

所属 地域 専門分野

（a）審査過程 国立大学 地方中枢都市 理学 （a）-1 わが国においては，その採択過程が脆弱であり，審査員同士の十分な議論もなされ
ないまま決定に進みます。面接などは 5－10分程度で，十分な議論もできませんし，
審査員に反論的な議論した場合，多くは不採択になるというのが研究者からきいて
います。米国のように時間をかけ議論を重ね，また，現役で優秀な研究者を審査委
員に選ばないことには，「競争的資金」は名目だけであり，知り合いの内輪での資金
分配になっている場合が多いと思います。米国では，study sectionの審査会で『各審
査員の質』も問われる深い議論がなされます。米国システムを踏襲する必然性はあ
りませんが，選択決定においては，このような『審査員の質も明確に問われる』シ
ステムを構築すべきかと思います。この点に関し改善しないことには，いつまでたっ
ても後進国かと思います。

国立大学 地方 保健 （a）-2 新学術領域はボトムアップ型の領域形成ができる点でよいシステムと思うが，門外
漢の審査員が個々の領域についてどの程度理解して審査されているか不明である。
違う分野の人の意見が重要で，その人達を説得できることが重要。いかにわかりや
すくアピールするか。でも本質から外れる。

国立大学 都市 理学 （a）-3 NIHは評価委員がいる。パネリストがいて論文の査読のような感じでやり，しっか
りした評価書がかえってくる。日本はワンセンテンス。何が良くて何が悪いのかわ
からないので，全体の底上げにつながらない。NIHのような評価部局が必要。学位
を持っている人がやれば。米国では 1年位，大学から評価部局に専任として出向す
る。給与もしっかりでる。米国では出向期間，申請しなくてもラボの運営にかかる
大きな資金が提供されてラボの運営は継続される。本人は週末だけ大学に戻って研
究するなどしてる。日本では評価がしっかりしていないので，提案書をレビューで
きていない。

（b）費目間流
用および繰越

私立大学 地方 理学 （b）-1 改善されてきたのは基金化であると思う。予算の執行の自由度を上げてほしい。

私立大学 地方 保健 （b）-2 最近の科研費ルールはずいぶん改善されていると思います。大学院生や研究協力者
に旅費が出せる点など。人件費の支給も楽になっています。年度またぎの予算執行
がもっと緩和されれば良いのだがと思います。

国立大学 都市 保健 （b）-3 科研費は良くなった。必要なものが買えるようになった，繰り越しも可能になった，
費目間流用も可能になった。

（c）継続性 国立大学 都市 理学 （c）-1 競争的資金で雇用する特任研究員が最大 5年間しか雇用のめどが立たないので，長
期の研究を展開するのに問題がある。時限があること自体が問題ではなく，それを
継続できないことが問題。米国のように継続できるようなシステムがあればよい。中
堅になると継続できるように。基盤 A，Bを継続できるように。前年度申請はある
が。

国立大学 都市 保健 （c）-2 基盤研究に「Renewal,　更新」という選択肢がない。継続性がない。良い研究は良い
テーマが必要で，良いテーマは一生もの。今の科研費には Renewalというシステム
がないために 3年，5年ごとに新しい課題（同じテーマでも表現を変え，見かけを変
えないと採択されにくい）を申請しなければなりません。息の長い研究をつづける
ためには同じテーマで更新できる評価方法があっても良いのではないかと思います。
そうすると拙速な結果を求めない研究も行えるのではないかと思います。

国立大学 地方 保健 （c）-3 年度を超えて使える貯金ができるとありがたい。遺伝子改変動物の維持など，継続
して必要なお金の確保が必要である。

（d）用途 国立大学 都市 工学 （d）-1 大学の場合，研究だけではない。教育もある。助教は教育もするが，研究員は研究
だけする。機能分化してる。一方で助教は減少し，学生の実験をみてくれる人がい
ない。教育面に支障。研究資金と教育資金を合算できるようにすると良い。研究費
となると，研究にしか使えず教育には使えない。

国立大学 地方 工学 （d）-2 競争的研究資金の増加に伴って各教員に配分される研究費（運営費）が激減し，外
部資金無しには研究を続けることができない。また，教員や事務員の削減によって
も各教員の職務内容が変化し，雑務も増えてきている。特色 GPなどの外部資金で
は，使用制限が非常に厳しく，柔軟な使用が困難であった。

 6） ドイツにおける大学研究者に対する唯一ともいえる公的ファンディング機関。事業規模 32億 7,900万ユーロ（2020
年）［11］（255頁）。
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究者に対して支給し，独立して研究できる環境
を提供するというもので，支援期間中，メンタ
リングと支援者同士のネットワーキングのため
の大会など，きめ細かな支援を打ち出してい
る。
　このプログラムを構築した背景についてDFG
のヴィナカー会長（Prof. Dr. Ernst Ludwig 
Winnacker，当時）は，若手研究者を育成する
ために留意すべき点について次のようにまとめ
ている［12］（15頁）。
第 1に，できるだけ早く，独立して研究でき
るような能力を身につける
第 2に，メンタリング
第 3が，良い研究環境
第 4には，物理的に直ぐ近くに，年配者では
なく，若くて最良の博士課程研究者やポスド
クがいる
第 5に，透明な選考システムを含むテニュア
トラックシステム
第 6に，女性研究者への対応
第 7には，家族と暮らせる最低限の財政支援

　ヴィナカー会長は，この中でも特に第一の早
期独立を図ることが大事であるとの考えであっ
た。
　ドイツでは，大学よりもマックス・プランク
協会（MPG）のような公的研究機関の方が研究
活動が盛んであるといわれているが，このMPG
において1969年より行われている若手研究リー
ダーの育成システムであるグループリーダー制
度の評価には高いものがあった。この制度は若
手研究者に毎年 35万ユーロを支給し，途中の
評価はあるが 9年間にわたり自由に研究させる
というものである。ヴィナカー会長は，同じよ
うなプログラムを大学の研究者に対しても作ろ
うということで，上記の 7条件を考慮しつつエ
ミー・ネーター・プログラムを構築した。
　ヴィナカー氏はその後 2007年に発足した欧
州研究会議（ERC）の初代事務局長に就任し，

欧州連合の研究・イノベーション枠組みプログ
ラム（現在は 2021年からの 7年計画である
Horizon Europe）の最も重要な柱ともいえる
ERCの骨組みを構築した。ERCには若手研究
者助成金などいくつかのプログラムがあるが，
その骨格はエミー・ネーター・プログラムの流
れをくんでいる。若手研究者助成金の場合，EU
加盟国・準加盟国内で研究を行おうとする博士
号取得後 2年から 7年までの間の卓越した若手
研究者を対象としている。5年間にわたり総額
最大 150万ユーロ（欧州以外の国から物理的に
移動してくる研究者，および規模の大きな機器
の購入が必要な研究者に対してはスタートアッ
プ資金として 50万ユーロを加算）を支給しよ
うというものであり，採択にあたっては研究の
卓越性のみを基準としている。このように欧州
における卓越した研究者を支援するグラントの
理念と手段は，ヴィナカー会長の発想に的確に
表れているといっても過言ではない。
　若手研究者を支援するグラントは今世紀に入
り欧州をはじめとして世界各国において発展，
拡充されたが，1991年に「さきがけ研究21」で
その先鞭をつけた日本では，21世紀に入り，さ
きがけ研究が，狭い領域に対するグラントに
なったり 7），民主党政権における事業仕分けに
より科学研究費補助金における若手研究（S）8）

が廃止になるなど，逆方向を辿ることになっ
た。そこで次のような声が聞こえるのは当然だ
ろう。「日本に期待したいのは，ライプニッツ
協会のグループリーダーのような若手独立研究
者（PI）ポストを作り，彼らが研究できるだけ
の競争的資金による支援をすること。若手研究
者が教授から独立してラボを回す経験をするこ
とは非常に重要で，名前だけの PIではなくあ
る程度資金調達も自分でするなど責任をもった
グループ運営を経験しなければならない。さら
に DFGのプログラムにあるように，若手 PIが
取りやすい資金を準備し，競争的資金が取れさ

 7） 科学技術庁と文部省の統合の影響を受け，科学技術振興機構の実施する「さきがけ研究 21」は「さきがけ研究」と
なり，名称は酷似しているものの政府の定める戦略目標という狭い範囲の目標の実現のための制度となり，一部の専
門分野の若手研究者しか応募できない制度となった。

 8） 2007年度に導入された 42歳以下の研究者に対して 5年間で 3,000万円～1億円を支援する制度。
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えすれば，5年程度研究に専念できる期間が保
証されるようになるとよい。」（ライプニッツ協
会リュウマチ研究センター・グループリー
ダー）
　また前節の日本の研究者インタビューで提起
されていたのは運営費交付金の減少の問題であ
るが，ドイツの場合，使途の限定されない研究
費による自由な研究の意義，必要性に何の疑い
も持たれていない。
　図 4はドイツの高等教育機関に対する連邦政
府と州政府の支出額の推移であるが，ドイツに
おいては，大学に対する基盤的経費は憲法上，
教育に対する主権を有する州政府が支出してお
り，研究に関する規模の大きな競争的資金を支
出する連邦政府と活動を補完しあっている。図
からわかるように近年，両者とも拡大してお
り，一方が他方を代替するという関係にはな
い。連邦政府は競争的資金を出すばかりでな
く，近年の学生数の増加に応じて，教育のため
の資金も支出するようになっている。
　基盤的研究費については，「ドイツは基盤的
経費が盤石で，DFGのグラントが取れなくても
研究できないということはない。もっとも外部
資金を全く求めず学内の資金だけで研究すると

いうモラルの低い教員はいない。」，「ドイツで
は研究室立ち上げのスタートアップ資金もみて
くれるので，装置を揃えて研究する環境を整え
ることができる。」（ケルン大学教授）という意
見もあるし，また，ドイツにおいて研究活動の
大宗をなす公的機関であるマックス・プランク
研究所の所長からは，「MPGは各研究所に対し
て外部資金の獲得を強制することはないし，も
しどうしても研究資金が不足しているというこ
とであれば，その調達や調整は本部の仕事で
あって，所長の職務ではない。所長は研究に集
中するよう言われており，本部だけでなく，政
府からの「信頼」を感じている。」（MPG宇宙
物理学研究所所長）というような声も聞かれ，
基盤的資金の安定的供給の重要性が浸透してい
る。
　次に運営費交付金問題にも通じる日本におけ
る国立大学の法人化に伴うさまざまな問題であ
るが，例えばインタビューでは運営費交付金の
減少とともに事務職員や技術職員など研究支援
者の減少が示されたが，ドイツの場合，「研究
室にはサイエンスマネージャーがいて，予算，
人事，面倒くさい大学との交渉事はすべてやっ
てくれている。マネージャーはこの研究室で博

図 4 州政府（橙色），連邦政府（青）による高等教育支出額（2000年～2018年）縦軸
の単位は 10億ユーロ

出典：文献［13］ P. 42
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士号を取っているので，研究のことも分かる
が，今は研究していない。こういうポストは日
本にはない。」（ケルン大学数学・自然科学研究
科教授），さらに支援を大きくとらえると，「研
究所本体のハード面で，ドイツが日本に比べて
極端に秀でている訳では無い。一方，それをサ
ポートする周辺のスピンオフ企業，ベンチャー
の数と質は，少なくともレーザー機器分野で
は，日本はドイツに比べてはっきりと立ち遅れ
ている可能性がある。」（MPG量子光学研究所
グループリーダー）というような声が聞かれ
る。
　また日本では博士課程研究者は授業料を支
払ったうえ，生活費の支援を受けられる者も限
られているが，欧州大陸の場合，基本的に授業
料がないばかりか，博士課程研究者は学生では
なく社会人とみなされ，何らかの収入を得なが
ら自立して生活しており，わが国とは全く状況
が異なっている。「ドイツでは博士課程研究者
を雇うために PIが何らかの資金を集めてくる
ので，これが博士課程研究者（PhD）の数をコ
ントロールすることにつながっているのだと思
う。予算を確保しなければ PhDを雇えないの
で，ある程度政府が数を制限することができ
る。PIの側は，給与を払う以上少しでも優秀な
学生（研究者）を見つけたいと思うことで博士
課程のレベルアップにつながっていると思う。
日本のように授業料さえ払えば博士課程に進学
できるという制度は他に聞いたことがない。個
人の研究に対する好奇心，ボトムアップな関心
で勉強するのは修士までで，PhDは戦略的な分
野に必要な人数を育成するために，公的資金を
投入するべきだと考える。日本学術振興会の特
別研究員（DC1，DC2）を増やして，DCを取
らないと博士課程にいけないというような制度

にしていかないといけない。」（ライプニッツ協
会リュウマチ研究センター・グループリー
ダー）という声からは，ドイツのシステムも米
国に似ている側面があることをうかがわさせ
る。
　さらに博士号取得後のポストについて，ドイ
ツの場合，民間企業へ就職すること自体は普通
である一方 9），大学については日本と同様にポ
ストが限られているという課題がある 10）。そこ
で講じている対策の一つとして連邦政府と州政
府は共同してテニュアトラック 1,000人プログ
ラム 11）を打ち出している。また大学にしろ，
公的研究機関にしろ，採用にあたっては国境を
越えた頭脳循環を図っているというか，図るこ
とが当然という状況にあり，その意味でもオー
プンな採用環境にあるといえる。
4.2	 ドイツにおける競争的資金，評価システム
　前節の質問 B，Cに対応して，日本における
競争原理や競争的資金の課題について，ドイツ
と比較してみる。前節のインタビュー調査では
競争的資金については，競争的資金の拡充に対
応して基盤的経費が減らされ種々の問題が生じ
ているということ以外に，期限のある研究資金
のため研究テーマに制約をうける，時間をかけ
て本質的な科学の問題に取り組めなくなった，
研究評価・審査過程の問題，資金の継続性のな
さと使途制約，などの事項が指摘された。
　先にも述べたが，ドイツの場合，連邦政府の
競争的資金の増加に伴う基盤的資金の減少とい
う事象は生じていない。大学に対する基盤的経
費の支出元は州政府であるので，競争的資金と
基盤的経費が別個の主体により運営されている
ためともいえる。また，大学に対して基礎研究
分野での競争的資金を提供する DFGの予算は
連邦政府と州政府が共同して財源を負担してい

 9） 日本の場合，民間企業は博士課程修了者の十分な受け皿にはなっていない。資本金 1億円以上で，研究開発を行って
いる企業を対象にした調査では［14］，博士課程修了者の新卒を採用している企業の割合は 2011年度から 2018年度
にかけて平均すると 6.8％程度で，ほぼ定常である［4］。それに対して修士号取得者や学士号取得者を新卒採用して
いる企業の割合は比較的多く，平均して修士新卒で 28.2％，学士新卒で 19.2％程度であり，博士号取得者を採用する
企業割合を大きく上回っている。

10） 日本における自然科学系の博士号取得後の大学教員への就職率は 1970年代前後より長年低下傾向にある［15］（128
頁，第 5章図 2）。

11） 2016年に公表したプログラム（Das Tenure-Track-Programm）で，2017年と 2019年に併せて 86大学における 1,000人
のテニュアトラック教授のポストを承認し，現在，各大学はその任用を進めている。https://www.tenuretrack.de/en/the-
tenure-track-programme/the-federal-government-lander-programme （2021年 8月 8日アクセス可能）
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るが，連邦政府と州政府は協約を結び 2000年
以降，毎年，5％ないし 3％を継続的に増額して
いる。
　日本の研究機関所属の研究者インタビューに
おいて提示された様々な課題を考える際に参考
になるとすると，ドイツと日本におけるファン
ディング機関の国家における位置づけの相違を
考える必要がある。まずファンディング機関の
政府との関係である。ドイツの場合，政府が研
究資金を研究機関などに提供する場合，総額に
ついての交渉は行われるが，一度，研究機関に
支出された後は，政府が資金の使い方に口を出
すことがない。これはMPGのような公的研究
機関に対しても，大学の研究者に資金を提供す
る DFGのようなファンディング機関に対して
も同じである。ということは逆に，これらの研
究にかかわる組織は完全に自立している，完璧
な自律性が求められている。
　ファンディング機関である DFGの場合，例
えば，会長などの選出は会員総会が行うが，会
員は高等教育，研究関係者のみで構成されてお
り，政府機関が入る余地はない。日本において
国立研究開発法人や独立行政法人のトップが政
府から任命されるのとは全く異なる土壌があ
る。したがって，ファンディングの在り方は学
者，研究者が決定，変更するものであり，学者
の自律性のもとに行われているので，インタ
ビューで提示されたような問題はないか，問題
がでてきたら自ら変更するシステムになってい
る。
　この自律性の徹底の分かりやすい例を評価シ
ステムでみることができる。DFGでは 4年ごと
に全国の研究者から審査委員を選ぶことになっ
ていて，選ばれた評価者が 4年間，強い権限を
持つ第二段階の審査（第一段階の審査の精査と
必要があれば審査員の交替を求めることができ
る）を担当する。この選考システムは，ドイツ
における最も大規模な民主主義的選挙だとも言
われている。客観的な評価の実現に大きな努力
を払っている結果，ファンディングシステムの
自律が実現しているともいえる。この自律性の
維持により科学の独立性を実現し，どこからも

非難されない客観的な評価が行われることによ
り，短期的な成果を求める必要もない。評価に
ついては次のような声も聞かれる：「日本の研
究環境をよくするには，オープンにすることは
もちろんだが，モチベーションを上げるため
に，頑張ったら報われるということを明確にす
ることが先ずは先決ではないか。フェアな競争
環境を造成し，教授の覚えがめでたい人がポス
トや予算を得るのではなく，成果に応じて評価
される仕組みが早急に必要だと思う。」（MPG植
物育種研究所グループリーダー）。このように
海外の機関と我が国の機関では，運営の理念，
実施の態様が大きく異なる場合があることに注
意する必要がある。

5.	 結	語
　本インタビュー調査では，20～30年あまりに
わたり，日本において研究現場の変化を経験し
てきた中堅研究者を中心に，近年の高等教育政
策・科学技術政策の変遷により，研究環境がど
のように変わったか，研究活動にどう影響した
か，どのような改善が必要か，といったことを
研究者の視点から調査した。地域（規模），分
野に限らず国立大学法人化と運営費交付金の減
少がもたらす問題では，少なくとも肯定的な点
を見出している研究者はいなかった。特に運営
費交付金という基盤経費の減少で，研究をあら
ゆる面から支える人材の雇用が滞り，研究室の
運営に支障が生じていることが伺われた。継続
的に人を雇えないことで技能やノウハウを伝承
できず，逐一トレーニングコストが掛かるのは
非効率的でもあろう。競争的資金は増えていて
も，使途の広さや継続性という点で運営費交付
金と必ずしも代替できない。またアイデアを発
展させる研究，出口が定まっていない研究，長
期間かかる研究などがしづらくなっていること
は，画期的な研究を生む土台を危うくしている
とも言える。特に基礎研究を行う者にとっては
厳しい状況なのかもしれない。
　今世紀に入ってからの我が国の研究活動の停
滞には著しいものがあり，その対応は常に政策
課題となってきた。むろん本稿で示してきた問
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題が，その原因であると断定するにはより丁寧
な実証分析が必要ではあるが，少なくとも研究
者の視点から見た政策・システム上の問題が研
究活動に重大な支障を及ぼしていることは示唆
される。
　こうしたなか昨今いくつかの制度・政策上の
大きな変化もみられる。その第一は，2020年度
に始まった科学技術振興機構の創発的研究推進
事業である。これは博士号取得後 15年以内の
研究者を対象として研究領域を決めずに，7年
間（最長 10年）にわたり総額 5,000万円の研究
費を支給するもので，従来の研究費支援とは全
く趣を異にし，欧州における卓越した研究者支
援に類似した制度といえる 12）。これまで日本で
も若手研究者に対する支援は話題としては取り
上げられてきたが，既存のシステムにくさびを
打ち込もうというようなものではなかったこと
を考えれば進歩であろう。課題としては，この
制度は補正予算で創設された基金に基づく事業
であるため 3年間しか採択が予定されていない
ことであり，この制度を恒久化しないと年次に
よって取り返しのつかない不公平が生じること
になる。
　また，2021年度には博士後期課程の研究者に
対する支援の抜本的改革が動き始めている。こ
れまで博士後期課程の研究者で年間 180万円以
上の生活費支援を受けていた者は，全体の約
10％に相当する 7,500人程度であったが，2021
年度には 15,000人に倍増するとともに，2025
年度までに従来の 3倍（約 22,500人）に増加す
ることとなった［8］13, 14）。これでもまだまだ不
十分ではあるが，従来と比べると画期的な変化
であるといえる。
　このように突然の政策変化が起こることをみ
ると，欧米先進諸国の状況を把握し，国内に伝
えておくことは，日本において臨界点を超える
ような問題が発生しそうになる時に，新たな施
策を構築する上での参考となっていることがみ

てとれる。
　エビデンスに基づく政策立案のためには，実
証分析が極めて重要であるが，実態に即すため
には，文献やデータからは見えづらい“研究
者”目線の実感を拾い上げる質的調査も重要で
ある。しかしながら，本研究には質的調査なら
ではの課題がある。インタビュー調査対象者の
所属地域や分野など，できるだけ偏りがないよ
うに配慮したものの，21人と限られており，一
般化するには課題がある。抽出条件にも依存し
た可能性があるが，ほぼ全員が国立大学に所属
した経験のある研究者に偏ってしまったこと，
ほとんどが基礎研究を主としていること，また
調査対象者の抽出に当たり，機縁法を用いてお
り，非確率抽出法である点にも留意は必要であ
ろう。以上の点からも本稿の調査結果をもっ
て，研究者の一般的な考えを明らかにできたわ
けではない点には留意しなければならない。ま
た本稿では研究者間で共通して挙げられていた
事項を中心に取り上げたため，重要ではあるが
分野に特有の問題や個別の問題は紙幅の都合か
ら紹介できなかった。ここで取り上げられな
かった研究者目線での重大な課題は，稿を改め
て報告したいと考える。
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Paradigm Shift in the Researcher Training System and 
its Impact on the Research System

Hiromi SAITO-NAGANE

This paper focuses on “researchers” at universities, 
and provides an overview of the historical changes in 
the researcher training system and the changing 
environment for researchers, especially from around the 
1980s to the present, based on literature and data. In 
particular, it will focus on the training system for 
researchers, the labor market and career paths of Ph.D. 
holders, changes in faculty organization, research time, 
and university staff supporting research. The researcher 
training policy of the past 40 years has produced young 
researchers who cannot find stable jobs at universities 
even after obtaining Ph.D.  and who have no prospects 

for the future. In addition, industry has not been actively 
recruiting doctoral students. On the other hand, 
researchers who have found jobs at universities also 
face a challenging research environment, and the 
severity of the situation increases. It is not easy to 
conclude that these consequences depend on a series of 
university reforms but the decline in Japan’s research 
capabilities has been pointed out worldwide. In light of 
the fact that it is researchers who support scientific 
research, there is a need to redesign the research system 
from the perspective of researchers.

Transformation of the University from the Researcher’s Perspective: 
 A study based on interviews with researchers

Hiromi SAITO-NAGANE and Hiroshi NAGANO

This paper examines how the recent changes in 
higher education policy and science and technology 
policy have changed the research environment, how 
they have affected research activities, and the issues that 
can be seen from the field of research by means of 
qualitative research. We interviewed 21 researchers with 
more than 20 years of research experience who have 
actually conducted research during the period of change 

in higher education policy and science and technology 
policy over the past 30 years, in order to pick up the 
reality from the perspective of “researchers” that is 
difficult to see from literature and data. In light of the 
results of these surveys, international comparisons were 
made with Europe, particularly with Germany, the 
current situation in Japan was compared, and issues 
were discussed.

University Reform Policy and the New Image of University

Takayuki HAYASHI

While universities have been deregulated over the 
past three decades, the burden of audits and evaluations 
from the government and the market has increased, and 
universities have had to deal with them in a ritualistic 
way as called as the “audit society”. In addition, the 
funding system that encourages university reform has 
hindered stable management and created a situation of 
exhaustion. However, a new image of university is now 
being sought, a “transformative university” that will lead 

social transformation within a new autonomous 
contractual relationship between the state and the 
university. In this paper, we will first look back at the 
university reform policies of the past few decades to 
examine the relationship between the state and universities 
and the image of universities. We will also examine the 
structural problems of the allocation of governmental 
funds to universities and the evaluation of university 
performance.




