
IDE  ２０２１年12月号	 41

１．博士課程のシステムと研究者支援
博士課程と一口に言っても，ドイツと日

本のシステムは大きく異なっている。最大
の違いはドイツにおける博士課程在籍者は
給与をもらう社会人だということであり，
授業料という概念もない。したがって，博
士課程の学生という呼び名はなく博士課程
研究者と呼ばれる。博士号取得を希望する
者は教授との個別の合意，了解のもとに大
学と雇用契約を結び研究を始めることにな
るので，そもそも日本でいうような大学院
というシステムは，近年の一部を除き存在
しない。博士号取得者は産業界からも歓迎
されるので，博士号取得意欲は高い。

ドイツの大学教授は通常，博士課程研究
者を数名雇用することができるが，その原
資は，大学を所管する州政府が支出する大
学に対する基盤的予算と公私の団体（ファ
ンディング機関，連邦政府のプロジェクト，
企業など）が支出する第三者資金である。
博士課程研究者に対する給与は通常，ポス
ドク研究者に対する給与の半額である。す
べての州が統一的に設定する公的業務給与
契約規程給与表によればポスドクに対す
る給与は号俸によるがグロスで月額4,074
ユーロ～ 5,872ユーロとなっている（2021
年）ので，博士課程研究者に対する給与は
この半額となる。

そこで博士課程研究者の生計手段をみる
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と（2019年調査），雇用契約による給与を
主たる生計の手段としている者は70%と
なっている。一方，親からの支援を主たる
生計の手段としている者は2%未満である。
また民間や政府が直接，間接に負担するス
カラーシップを主たる収入とする者は15%
となっている。スカラーシップの利点は自
らの研究に十分な時間を割けることである
が，雇用契約と比べると社会保障がないの
で，例えば博士号取得後に仕事が見つから
ない場合，雇用契約を結んでいれば失業保
険がでるがスカラーシップでは出ないとい
うことがおこる。そのため，スカラーシッ
プの受領者が，25%の雇用契約を併用する
こともある。なお，博士号取得の3年後の
状況をみると，90%（そのうち研究教育活
動に携わる者は42%，それ以外が58%）は
収入を得る活動をしており，失業中の者は
2%に留まっている。授業料を支払い，親
からの支援やアルバイトで生計を立て，そ
の後も就職に苦労する日本の博士後期課程
学生とは全く状況が異なっている。

２． ダイナミックな変化をみせる 
若手研究者支援

研究活動を目指す次の関門はグラントの
獲得，大学などにおけるポストの獲得であ
る。この20年，ドイツでは大きな変化が
起きている。従来，博士号を取得してから
教授になるためには，さらに時間をかけて
教育と研究に携わり大学教授資格（ハビリ
テーション）を取得することが求められた
ため，若い人の研究者としての早期独立を
阻んでいるとの批判があった。そのような
中で1996年，ドイツは基礎研究システム

全体についての国際評価を受けることを決
めた。1999年に公表された提言の重点の
一つが若手研究者の支援であり，その内容
はハビリテーションの廃止と若手研究者の
早期独立であった。

これを受け研究助成機関であるドイツ研
究振興協会（DFG）は同年，エミー・ネ
ーター・プログラムを発足した。これは当
時DFG会長であったヴィナカー氏が，若
手研究者の早期独立を旗印に設定したプロ
グラムであり，博士号取得後2 ～ 4年の若
手研究者を対象に毎年60人程度募集し，5
～ 6年間にわたり給与の他に研究チームを
率いる研究資金を出し，独立した研究者と
して活躍する経験を積ませることを狙った
ものである。

ヴィナカー氏がこの制度を作ったのは，
マックス・プランク協会におけるグループ
リーダー制度が成果をあげていたことによ
る。この制度は1969年に創設されたもので，
博士号取得後7年以内の若手研究者を年間
20人程度採用し，5年間（評価を経て2年
間ずつ2度の更新が可能），毎年35万ユー
ロの研究資金を支給し，グループを率い独
立した研究者としての実績を積ませるもの
である。修了した研究者からは，11%がマ
ックス・プランク協会の研究所の所長に就
任している。ドイツにはこのほか人文科学
から自然科学・工学までの多様な研究所を
束ねるライプニッツ協会（96の研究所を
運営）があり，同様のグループリーダー制
度を運営している。

若手研究者の支援を求める声を受け連邦
政府レベルで立ち上げた制度が2002年に
できたジュニアプロフェッサー制度であ
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る。これは期限付きではあるが，ハビリテ
ーションを経ることなく教授と称するポス
トを与え，早い段階で独立して研究活動を
行えることを狙ったプログラムである。こ
の制度は終身雇用教授のポストを保障する
ものではないが，教授になる新たな道を開
いたという意味では画期的であった。しか
し当初の考えではハビリテーションを廃止
し，6,000人程度の任命を想定したものの，
結果的にはハビリテーションの廃止は実現
せず，2018年時点では1,580人しか任命さ
れていない。しかし，近年ドイツで導入さ
れているテニュアトラックシステムと組み
合わせてジュニアプロフェッサーを公募す
る例がでてきているので，早期独立の実現，
教授称号の付与，教授になる場合にハビリ
テーションが不要というジュニアプロフェ
ッサー制度の特徴が活きてくる可能性があ
る。

ドイツの大学は州政府が管轄することも
あり，個々の大学に特徴があるものの，世
界のランキングに入る大学は少なかった。
そこで連邦政府のイニシアティブで2005
年にトップの大学を重点的に支援するエク
セレンス・イニシアティブがスタートした。
このプログラムでは，①特定の研究領域で
支援すべき卓越した研究活動があること

（クラスターの構築），又は，②新領域を開
く大学院専攻課程の強化，という二つの範
疇で採択を行ったが，これに加えて，双方
に採択された大学から更に数少ない大学を
選択し，大学全体としての未来構想実現へ
の支援に豊富な資金を提供した。この資金
を獲得した大学が投資することにした一つ
の方向が，テニュアトラックシステムの導

入による優秀な若手研究者を内外から採用
することであった。ドイツでは大学教員は
ポストが上がる際には大学を変える（イン
ブリーディングの禁止）という原則があり
人材の流動性も担保されていたが，国際的
な頭脳獲得競争を踏まえ変革が起こったと
もいえる。

その明らかな形が連邦政府と州政府が
2016年に合意した「1,000人テニュアトラ
ック・プログラム」となって現れた。これ
により，2017年に400人，2019年に600人
のテニュアトラックのポストが86の大学
に認められ，現在，各大学はこのプログラ
ムに基づき若手研究者を順次，募集してお
り，2018年における任用数は519名である。
この制度によれば，テニュア終了時には，
中立的で客観的な評価が実施され，一定の
成果をあげた研究者は終身雇用教授への採
用が保証されることになる。

３．それでも残る課題と挑戦
日本の状況から考えると博士課程の研究

者への処遇もしっかりしていて大きな問題
のなさそうなドイツのシステムであるが，
課題が存在することはどの国も同じである。

先ず，ドイツの研究システム上の課題と
して常に取り上げられてきたハビリテーシ
ョンは現在も存続しているが，2018年の
資格取得者は1,529人（2005年は2,001人）
と減少傾向にある。ジュニアプロフェッ
サー制度によりハビリテーションを経ずに
教授になる道ができたこともあるが，ハビ
リテーション自体にも変化がおこっている。
即ち，人文社会系の場合，本を著すという
ような形のハビリテーションは今後も続き
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そうであるが，理工系では博士号取得後に
発表した主要論文をまとめ，総論を書いて
出すことによりハビリテーションとみなす
というスタイルも多くなってきており，こ
れであれば研究者の負担も軽くなる。これ
がドイツの現実的な解決策ということであ
ろう。

博士課程研究者については雇用契約によ
り給与が支払われることから問題はないと
思われるが，ポスドクの半額という給与
のレベルをめぐっては，DFGは優秀人材
の獲得なども視野に入れ，分野により65%
～ 75%までを許容範囲としている。しかし，
より本質的な問題として，専門分野によっ
ては民間の条件が極めてよく，優秀な人材
が大学に残らないという事例もでてきてお
り，工学・情報・建築など専攻によっては
100%までも認めている。

国際的な人材獲得競争が激しくなる中で
内外から優秀な若手研究者を獲得すること
が必須であるため，ドイツでは自校内での
昇任の禁止という従来からの慣行を守りな
がらも，徐々にテニュアトラックシステム
を導入しようとしている。しかしながら現
在のテニュアトラック・プログラムについ
ては今後の課題もいくつかある。まずドイ
ツでは各大学が実務上の制度を決めること
から，表面上はテニュアトラック・プログ
ラムと称しながら，透明性をもった本来の
制度が各大学で根付くまでには時間がかか
りそうだと言われている。さらに，この
1,000人が新たに増える数なのか，教授の
定数を保ったままなのかがはっきりしてい
ない。連邦政府がテニュアトラックの期間
中と終身雇用教授に就任した後の2年間は

資金を提供することにしているものの（総
額10億ユーロ），その後について州政府の
確約が取れていないという問題がある。財
政力の弱い州の場合は，現役教授の退任
にあわせた形での採用にしかならないと
いうおそれがある。また，1,000人計画で
は2017年から5年間をかけて毎年200人を
採用する予定であるが，もしその後の採用
がないとすると，世代間の不公平が大きく，
大きな反発が起きるおそれがある。

最後にドイツの抱える最も大きな課題は
大学教授の数が博士号取得者数と比べると
極めて少ないことである。ドイツでは博士
課程研究者を教員としてカウントしている
こともあるが，総合大学における本務教
員（213,658人）に占める教授（24,854人）
の割合は11.6%（2019年現在）と諸外国
と比較すると少ない。近年，博士課程研究
者の数が増加していることと，学生数の増
加への対応もあり，教員数は増加している�
が，そのほとんどは期限付きの学術協力者
と呼ばれる人々である。教授のポストは微
増であるため，教授はますます遠い存在に
なりつつある。一方，ドイツには科学有期
契約法という連邦法があり，教授（ほぼ全
員が終身雇用）以外のほとんどすべてであ
る期限付きの学術協力者は，博士課程の
期間も含めて原則12年（スカラーシップ，�
在外活動などはこの期間に含まれない）の
雇用契約期間内に終身雇用のポストを獲得
しない限り，ドイツ国内で公的機関での研
究職につけないというきまりがある。この
法律は身分の不安定なポスドクのような職
務に長期間就くことをできなくするという
効果があり，若手人材に早く人生の針路
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（進路）を決めさせる効果がある一方，短
期間の期限付き研究者を繰り返しながら
12年がたち，結局，研究者を諦めざるを
えないという状況も発生しており，若手研
究者側から批判の声がある。大学における
若手人材の短期雇用を正当化するものとし
て労働組合も問題として取り上げている。
ドイツでは2018年現在，博士課程開始時
の平均年齢が27.6歳，博士号取得時の平
均年齢が30.5歳，ハビリテーションの取
得時の平均年齢は41.6歳，終身雇用であ
る若手終身教授（俸給表のW-2資格）就任
時の平均年齢は41.7歳なので，この12年
という制約が厳しいハードルであることが
わかる。

このようにドイツも種々の課題に直面し
つつ，挑戦的な改革を行っている。日本と
は社会・政治・行政や研究をめぐるシステ
ムに大きな相違はあるものの，ここに紹介
したどの施策も，対応する本質的課題は日
本に共通するものであり，制度改革を検討
する際の参考としていただきたい。
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