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研究者のノンアカデミック・キャリアパス

調査研究の概要

■ 調査研究の趣旨
科学技術基本計画でも指摘されているように、研究開発システムの改革のためには、競争的な研究開発環境の整備や
評価システムの改革といった方策のみならず、研究者が、適性に応じて研究開発の企画・管理等のマネジメント、研究開発
評価等の幅広い業務（以下、科学技術システム運営）に携わることができるような多様なキャリアパスの開拓が求められてい
る。本調査研究は、日本における科学技術システム運営の専門家育成方策の遅れを是正するために、諸外国における科
学技術システム運営の専門家のキャリアパスの実態および育成の方法を参考にしつつ、実践的な方策を提言することを目
的とする。
このような目的のためには、従来の研究者の養成・確保を中心とする問題設定から脱却し、研究以外の様々な活動に携
わる人材を含めて分析していく必要がある。そのため、本調査研究では、これらの科学技術システム運営に関わる多様な
キャリアパスを「研究者のノンアカデミック･キャリアパス」として概念化することにより、問題の定式化を行い、それに基づい
て科学技術システム運営の専門家のキャリアパスの実態および育成の方法について分析した。

■ 調査研究の概要
本調査研究では以下の検討を行い、報告書にとりまとめた。
(1) 分析枠組み、理論的枠組みの明確化
ノンアカデミック・キャリアパス、その背後にある人材育成モデルの変化、戦略的融合研究などの研究様式の変化、
知識社会化等の本研究を進める上で基礎となる概念、考え方について検討した。
(2) 科学技術人材の歴史と現状
科学技術人材に関する問題の歴史について整理し、問題の歴史的背景を分析し、またノンアカデミック・キャリアを
含め、科学技術人材の現状を統計的に検討した。
(3) ポスドク問題
今日の科学技術人材養成、科学技術人材需給問題の焦点であるポスドク問題に関して、問題の性質、背景、影響
について分析し、科学技術人材政策上の問題点を明確にした。
(4) 研究機関におけるノンアカデミック・キャリアに対する需要の変化
行政改革、科学技術システム改革にともない研究機関におけるノンアカデミック・キャリアに対する需要に変化が生
じている。その実態を明らかにした。
(5) 海外動向の分析
科学技術人材問題やノンアカデミック・キャリアに関する海外の動向、海外で採用されている政策的ツールに関する
情報を収集、整理した。
(6) ノンアカデミック・キャリアの明確化とその育成
ノンアカデミック・キャリアの明確化、求められる資質・能力、育成方法について検討した。
(7) 政策提言
以上を踏まえて、科学技術関連人材問題、ノンアカデミック・キャリアパスの開拓等に資する政策提言を行った。
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■ 実施体制
研 究 項 目

担当機関等

1. 専門性の明確化のための実態調査

独立行政法人産業技術総合研究所

2. 定量的把握に関する調査

技術と社会研究センター
（平成 16 年４月まで）

3. 育成方法の開発
4. 政策提言のとりまとめ

研究担当者
◎小林 信一
小山田和仁
齋藤 芳子
佐々木達也

技術情報部門
（平成 16 年 5 月から）

（全体を一貫したものとして実施）

関谷 瑞木
（以上全期間）
トム・ホープ
（平成 15 年 10 月から）
アスガリ・ベルーズ
（平成 17 年 1 月まで）
綾部 広則
片山 秀史
草深美奈子
津坂真理子
西村 吉雄
浜田 真悟
前田 泰則
丸山 康司
両角 亜希子
山下 泰弘
（以上平成 16 年 4 月まで）
根上友美
（平成 16 年 5 月から）

◎ 代表者

■ 推進委員会
氏

名

◎小林 信一

所

属

(独)産業技術総合研究所 技術と社会研究センター（2004 年 4 月まで）
(独)産業技術総合研究所 技術情報部門（2004 年 5 月から）

小林 傳司

南山大学人文学部人類文化学科

辻

朝日新聞東京本社編集局

篤子

白楽ロックビル

お茶の水女子大学理学部生物学科

平野 千博

科学技術政策研究所

藤垣 裕子

東京大学大学院総合文化研究科

冨士原 寛

(独)産業技術総合研究所 技術情報部門（2004 年 7 月から）

水野 光一

(独)産業技術総合研究所 技術情報部門（2004 年 6 月まで）

◎ 推進委員長
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1. はじめに

本報告書は、独立行政法人産業技術総合研究所・技術と社会研究センター（平成１５年度）および技術情報部門（平成
１６年度）が実施した、平成１５、１６年度科学技術振興調整費政策提言「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」をとりまと
めたものである。冒頭に政策提言のエッセンスと全体の概要を紹介し、第３章以降に調査結果をまとめた。また、随所にコラ
ムを挿入し、問題の解説や政策的検討を進める上で参考になる事例を紹介した。
本調査研究では、問題の把握とグッド・プラクティスの収集のために、国内外で幅広く関係者に参集していただきワーク
ショップを繰り返し、また国内外の研究機関等のインタビュー調査、アンケート調査を多数実施した。これらの活動を通じて、
我々は問題意識を共有する人々との国際的なネットワークを形成することができた。このネットワークはある種の科学技術
政策コミュニティとして機能し、我々にさまざまなことを教えてくれただけでなく、調査研究を継続する力の源泉ともなった。
報告書では、これらの活動の一つ一つを詳細に記述することはせず、活動を通じて抽出されたファクトとその分析結果を
総合的にとりまとめることにした。したがって、本報告の内容は、ワークショップの参加者やインタビュー、アンケートに協力し
てくださった関係者との共同作業の結果であり、我々は、協力者の意見や考えを社会に伝えるアドボケート（代弁者）にす
ぎない。協力をいただいた人々が多数にのぼるため、すべての名前を列挙することは避けるが、調査研究チームを代表し
て、感謝の意を表したい。
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2. 政策提言

産業技術総合研究所 技術情報部門
小林 信一

ここでは、政策提言の要点を紹介する。詳細は第１１章に述べたほか、各章でも言及しているので参照していただければ
幸いである。

■ 2.1. 政策課題の提示
1．科学技術人材問題に関する従来の枠組みから離れ、問題を広く捉え直すべきである
科学技術人材をめぐる問題の検討に際しては、狭義の研究人材、とくに若手研究人材の育成やキャリア開発のみならず、
科学技術システムを支える人材や多様な専門的な仕事に従事する新しいタイプのキャリアなども視野に入れる必要がある。
現実には、これらの人材は一つの労働市場によって結び付けられており、それらを総合的に捉える必要がある。
2．科学技術システム運営に関わる職務を独立のキャリアとして明確に位置づけるべきである
研究企画、研究管理、研究評価、研究広報、産学連携コーディネータ、さらにはプログラム・オフィサー（PO）、プログラ
ム・ディレクター（PD）、科学技術政策立案やその他の科学技術システム運営に関わる職務は、相互に関連性を持った一
群の職務である。科学技術の発展のためにはこれらの専門家の充実とその活躍が必要である。科学技術政策上、また各
研究機関では、これらの職務が独立のキャリアとして社会的に認知されるように位置づけるべきである。
3．ポスドク問題の実態を冷静にとらえ直し、問題解決にあたるべきである
現在は、伝統的なフェローシップ型ポスドクよりも、プロジェクト雇用型ポスドク、機関雇用型ポスドクが急増している。その
多様性のために、政策的にも、研究機関の中でも、さらには研究現場でも適切な位置づけがされていない。そこでは多くの
問題が生じており、改善を急ぐ必要がある。

■ 2.2. 関係者に対する提言
4．学生やポスドクに対する提言
学生やポスドクは、研究者にとどまらないキャリアデベロップメントを自ら行う必要がある。また、狭い範囲の研究活動だけ
でなく、幅広い学習や社会経験を積んでおくことが望ましい。仲間と情報を共有し、一緒に考え、必要があれば社会に向け
て問題提起をするべきである。
5．研究者に対する提言
研究者は、自分自身のキャリアに対する責任を持つべきである。研究活動に対する社会の期待を知るためにも、できる
だけ研究以外の職務の経験を積むことが望まれる。
自らがポスドクを雇ったり、学生を指導したりする立場にある場合には、ポスドクや学生の育成に責任を持つ必要がある。
また、彼らとの対話を十分に行うことが必要である。
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6．科学技術システム運営に携わる者に対する提言
研究企画、研究管理、研究評価、研究広報、さらには PO、PD やその他の科学技術システム運営に関わる職務は、研
究活動に比べて劣った職務ではない。固有の専門的能力が求められる職務であり、その活動を通じて、科学技術や社会
の発展に貢献できる仕事である。専門家団体や専門家ネットワークの相互学習を通じて、知識や経験を共有するとともに、
職業アイデンティティを確立していくべきである。
7．大学や研究機関など人材を雇用する組織に対する提言
•

各機関は、ポスドクを含む研究人材全体の人事、労務等に関する人事ポリシーを策定するべきである。

•

ある程度の規模の大学、研究機関では研究企画、研究管理等の活動に関わる人材を明確に位置づけ、その育成に責任
を持つべきである。また、今後は、外部研究資金の処理に対する責任が増してくると思われる。単に経理的側面のみなら
ず、対外的報告等も含めて、組織として責任ある処理を進める必要がある。担当する職員の専門性を高める必要がある。

•

各機関はアウトプレイスメントについて責任を持つべきである。
8．人材養成機関としての大学に対する提言

•

学生の幅を広げるために、メジャー・マイナー制度の導入を図るべきである。

•

大学院レベルでは、科学技術政策、科学技術システム、科学技術コミュニケーション等に関する共通教育を実施する
べきである。

•

柔軟で幅広い知識を持つ人材を育成するために、融合的研究を通じた人材育成、問題解決型教育等、多様な教育方
法の工夫をすべきである。

•

大学院段階でも、企業等におけるインターンシップを実施することが望ましい。また、大学院においても、キャリアガイダ
ンスを充実していく必要がある。
9．学協会に対する提言
学協会も、人材問題に対する関心を持ち、自発的な取り組みをするべきである。学術大会やシンポジウム等の活動の中

で、科学技術政策、科学技術システム、産官学連携、アウトリーチ等の話題も取り上げ、そのような話題に若手研究者が参
加する機会を増やしていくべきである。若手研究者に対するキャリアガイダンスの機会なども提供していくべきである。
10．民間企業に対する提言
大学院段階のインターンシップを実施する際には、その受け入れをするべきである。ただし、研究開発関連業務のみな
らず、多様な職場での受け入れをすることを検討すべきである。
11．専門家団体等に対する提言
科学技術システム運営、研究企画、研究管理、アウトリーチ等の専門家の団体をぜひ設立し、ワークショップやシンポジ
ウム等を通じた交流活動、相互学習活動を実施し、専門性の確立、体系化を進めるべきである。また、組織化することによ
り、この種の専門家の立場から、科学技術政策等に対するアドボカシー機能を果たしていくべきである。
12．科学技術政策、科学技術システム運営関係機関に対する提言
•

研究者や、研究管理、研究企画関係者について、人事交流、研修・出向受け入れ等を拡大したり、トレーニング・コー
スを実施したりするべきである。

•

シンポジウム等の開催を通じて制度や政策についての情報を恒常的に普及させる必要がある。
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■ 2.3. 制度上の問題点
13．独立行政法人、国立大学法人の制度に関する提言
現在の独立行政法人制度、国立大学法人制度には解決すべき問題が少なからず存在している。とくに、財務制度と会
計制度、さらには人事制度とのあいだで矛盾する面があり、調和させる努力が必要である。研究活動の観点から、さまざま
な問題点を洗い出し、ルールを明確にする必要がある。
14．労働法規・慣行等に関する提言
•

労働法規、労働慣行についても、研究活動に適していない面がある。労働基準法の規制を研究活動に適合するように
緩和していく必要がある。

•

年金、退職金問題にかかわる制度や社会的慣行はかなり変わってきたが、依然として移動しやすい制度にはなってい
ない。労働者の保護と流動のバランスに配慮しつつ、変えていく必要がある。
15．公的ファンディング（外部資金）制度に関する提言

•

研究評価の多元化を進め、人材育成を重視していくとともに、アウトリーチなども重視するべきである。

•

研究助成の対象範囲を狭義の研究活動のみならず、人材育成や科学技術システムの運営に関わる活動を含むように
拡張する必要がある。

•

公的ファンディングのルールの明確化を進めるべきである。

•

間接費制度の見直しをする必要がある。

•

プログラム・オフィサーのみならず、公的ファンディングの運営や個々のプロジェクトの実施を支援し、その効果を最大
化するための業務の充実を図るべきである。
16．大学院制度に関する提言
大学院を研究活動として位置づける（すなわち研究費によって運営されるものと位置づける）か、教育活動と位置づける

かは、重要な問題となりつつある。注意深い検討が望まれる。

■ 2.4. 新規プログラムの提案
17．科学技術システム強化のためのフェローシップ
科学技術システム強化のためのさまざまな活動に従事する者に対するフェローシップ・プログラムを創設する。科学技術
システムの強化に資するあらゆるノンアカデミックな活動を対象とする（科学技術教育、理解増進、アウトリーチ、コーディネ
ータ、政策立案、研究企画、研究管理、評価、知財、PO、レギュラトリ・サイエンス、科学技術ジャーナリズム、等）。若手の
みならずシニアも、研究経験のある者のみならずキャリア・チェンジを考える者も対象とする。
18．科学技術システム運営に関わるインターンシップ
博士課程学生が社会における研究活動の実態を知るとともに科学技術システムの運営に関わる活動を理解するために
インターンシップ・プログラムを創設する。
19．科学技術システム強化のためのファンディング
研究機関内の研究管理関連部門、科学技術政策関連機関、科学技術コミュニケーション機関等が科学技術システムの
運営のための活動（ノンアカデミックな活動）の開発・改善、導入、試行等をすることに対する支援プログラムを創設する。
そこでは、ポスドク処遇の改善（契約方法、処遇、トレーニング方法の開発、評価システム整備等）、研究者のアウトプレイ
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スメント・プログラムの開発・試行、アウトリーチ活動の開発、ELSI プログラムの開発など、科学技術システム強化のための新
しい活動領域の開拓などを支援する。
20．融合型研究強化のためのファンディング
ファンディングのみならずトレーニング・グラントなども含めて、融合型研究強化のための助成を行う。支援対象にはアウト
リーチ活動などの社会的波及効果を期待する活動やプロジェクト・マネージャー、コーディネータの育成、若手人材育成プ
ログラムを含むものとする。
21．セットアサイド型研究助成プログラム
小規模研究機関、地方公設試などの研究基盤の拡充のために、一定の条件の機関のみを対象とするファンディング・プ
ログラムを創設する。研究活動の活性化のみならず、将来の研究助成の獲得などを目指した基盤整備、システム改革を目
的とする。これを通じて、小規模機関の研究管理、研究企画能力の充実を図り、国全体としての研究ポテンシャルを高め、
科学技術システムの多様な発展、拡充に資する。
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3. 報告書要約

産業技術総合研究所 技術情報部門
小山田 和仁

■ 研究の目的と方法（4 章）
研究開発システムの改革のために、競争的な研究開発環境の整備や評価システムの改革といった方策のみならず、研
究者が、適性に応じて研究開発の企画・管理等のマネジメント、研究開発評価等の幅広い業務（以下、科学技術システム
運営）に携わることができるような多様なキャリアパスの開拓が求められている。本調査研究は、日本における科学技術シス
テム運営の専門家育成の遅れを是正するために、諸外国における科学技術システム運営の専門家のキャリアパスの実態
および育成の方法を参考にしつつ、実践的な方策を提言することを目的とする。
このような目的のためには、従来の研究者の養成・確保を中心とする問題設定から脱却し、研究以外の様々な活動に携
わる人材を含めて分析していく必要がある。そのため、本調査研究では、これらの科学技術システム運営に関わる多様な
キャリアパスを「研究者のノンアカデミック･キャリアパス」として概念化することにより、問題の定式化を行った。
本調査研究の、このような問題提起は、研究提案が採択された段階で実際の科学技術政策に影響を及ぼし、すでに政
策的議論や施策が進んでいる面もある。そのため本調査研究では、すでに行われつつある政策的議論や施策に関して、
不足する点の指摘や詳細化、具体化を進めることを中心に調査研究を進めることとした。特に、現実の問題点の明確かつ
詳細な指摘、政策的議論で考慮すべき事項の網羅的な把握、今後の具体的施策のためのグッド・プラクティスの収集を重
視した。
このような目的のために、本調査研究では、国内外の関連機関の訪問調査の実施や、関係者が参加する国内外でのワ
ークショップやシンポジウムの開催、国内研究機関への質問票調査などにより、実態の調査と問題の把握、グッド･プラクテ
ィスの収集を行った。その結果得られた知見を以下でまとめる。

■ ノンアカデミック・キャリアパスとは何か（5 章）
これまでアドホックな政策対応になりがちであった日本の科学技術人材問題を一体的に描像するため、我々は「ノンアカ
デミック・キャリアパス」という観点を導入する。
知識社会に向けて高度な知の生産・伝達・活用を促進するためには、それらのシステムを支える多くの人材を育て、配置
していくことが必要となる。また人材の多様性・流動性も必要となり、そうなるとキャリアパスの問題がすべての年齢層におい
て浮上してくる。
しかしながら、これまでの日本の科学技術政策は、研究者、技術者のみを人材政策の対象とし、そのための限定された
知識・スキルを有する人材を養成してきた。それゆえ需給予測のような試みもそれなりの成功を収めることができたのだが、
いまや予測どころか現状把握もままならないのが現実である。
研究者、技術者ではないが科学技術システムに関わる人材（ノンアカデミック・キャリア）の類型としては、政策立案者、フ
ァンディング機関・研究機関のプログラム・オフィサー／プログラム・ディレクター（PO／PD）をはじめとして、異質な活動の
境界にあってその融合に能力を発揮するような人材全般が挙げられるであろう。
科学技術システムに関わるすべての人を政策の対象に据えているのは日本だけではない。むしろ日本を含めた世界の
多くの国々がひとつのとても大きな潮流を成しているといえる。この背景には、研究の質的変化の国際的共通性がある。とく
に分野融合的研究の増加は、世界の科学技術システムの個々の現場を変化させ、戦略イニシアチブに象徴されるような組
織の変化とその政策的支援の共進化をも起こしてきているのである。また、知識社会化は、科学技術に関わる知識や能力
を持った人材の需要を拡大していくと考えられる。
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■ 科学技術人材の養成確保 –歴史と現状-（6 章）
日本においては、かつての大学の理工系人材育成の拡充や大学院の整備などによって、とくに理工系の大学院修了者
が増加の一途にあり、その結果として科学技術関係の従業者数も伸びてきた。博士号取得者数の伸びも著しいが、かつて
はオーバードクターの増加が問題とされ、近年は大学や国立研究機関の正規ポストに就かずに、ポスドクになる者が増え
ている。さらに近年、研究機関の法人化が相次いで実施され、研究マネジメントなどの、直接研究に携わる人材以外の人
材にも目が向き始めている。
このように、わが国は何らかの人材問題を常に抱え続けてきた。その時々に一定の対応が図られたが、それが次の問題
の遠因になり、さらに環境の変化もあって、すべての問題が解決することはなかった。今日の人材問題を考察する上では、
オーバードクター問題や、とくに 1990 年代以降の大学院問題、ポスドク問題などが重要である。これらの歴史を振り返ると、
人材問題に関する総合的、体系的な政策的議論も十分ではなかったといえよう。
現代は「知識社会」、すなわち高度な知識によって牽引されるような社会への移行期にあたる。今後の科学技術人材の行方を
考える上では、知識社会への移行、少子高齢化、高学歴化などのトレンドを見据える必要がある。また、科学技術人材がノンアカ
デミック・キャリアにも進出し始めた今、その全体像を把握することも重要であるが、わが国では十分なデータがない状況にある。

■ ポスドク問題の現状と課題（7 章）
現在の日本における若手研究人材の育成において、科学技術システム改革によって急拡大したポスドクに関わる問題
は、最も重要でかつ深刻な問題である。
今日のポスドク問題にはさまざまな局面がある。結果的に、十分な検討や見通しがないままに拡大したことにより、ポスド
クの処遇の面では格差が大きいものの、一般に給与水準が低く、また社会保障が十分でないケースも少なくない。また、雇
用が不安定であること、組織内および研究活動における位置づけが明確でないこと、ポスドクとしてのトレーニング機会の
欠如、ファンディングにおいて人材育成を評価しないこと、ファンディング制度との不整合、労働基準法等との整合性等の
問題がある。しかし、問題があるからといって単純にポスドクを減らせばいいというものでもない。なぜならば、ポスドクは将
来の科学技術を担う人材なのである。
さて、このようなポスドク問題は、個人的問題か、システム的問題かという議論が繰り返されてきた。個人的問題の存在を
否定はしないが、今日のポスドク問題は、個人の責任に還元しえない問題を抱えている。ポスドク問題の背景には、研究者
需要の停滞、18 歳人口の減少に伴う大学の学生定員の削減、行政改革による定員削減、研究者の高齢化問題、任期制、
労働基準法改正による契約雇用の拡大などがあるほか、研究動向そのものの変化も見逃せない。なお、今日ではポスドク
問題にとどまらず、ポスドク終了後のキャリア開発等に関する問題（ポスト・ポスドク問題）も登場している。
このような人材問題、とくにポスドク問題は、単に若手研究者の養成・確保の問題のみならず、長期的にはさまざまな形
で波及することになる。例えば、研究者離れという事態が、アメリカでは議論されているが、日本でも深刻な問題である。ま
た、研究室運営の困難、集団的研究と個人のキャリアのパラドクス、テニュア制度の崩壊などの問題も生じている。何よりも、
今後の研究活動の推進に大きい影響が現れると思われる。
今後も、ポスドク問題は深刻な状況が続くであろう。流動性確保政策との関係、Training Grant の不在、国立大学法人化
の影響、独法研究機関におけるポスドク雇用の問題、定年延長問題など、さまざまな要因が今後のポスドク問題に影響を
及ぼすと考えられる。

■ 研究機関のノンアカデミック・キャリアパス（8 章）
近年の国立研究機関の独立行政法人化や、競争的資金の増加といった科学技術システムの改革により、競争的環境に
おかれた各研究機関では、研究企画や情報分析、産学官連携などの、研究管理機能の強化の必要性が高まっている。そ
れに伴い研究管理の専門家というノンアカデミック・キャリアパスの必要性が高まっているが、欧米と違い、キャリアパスとし
て確立するには至っていない。
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ここ数年、研究機関をとりまく環境は大きく変わってきた。行政改革により、2001 年から国の機関・研究所の独立行政法
人化がおこなわれた。それにより、主務大臣が提示する中期目標に対し、研究機関が中期計画、年度計画を作成し、研究
を実施する。そして、研究機関は、その成果および研究機関の運営状況について所管省庁から評価を受けるというシステ
ムに変わった。また、新たな制度の創設による競争的研究資金の増加は、交付金主体の単純な研究資金構造から
Multi-Funding System への移行を意味している。研究機関は、より競争的な研究環境におかれるようになったのである。
これらの改革・環境変化に戦略的に適応していくために、独立行政法人化された研究機関を中心に、これまでなかった、
あるいは、小規模なものにすぎなかった、研究企画や調査、研究評価、産学官連携、知的財産管理、グラント獲得支援といっ
た機能を担う組織・職の設置・拡充がおこなわれている。これらの業務の遂行には研究に関連する知識・経験が必要であるた
め、研究者を配置している研究機関は多い。しかし、１～２年超くらいの期間で研究者を一時的に異動させているか、併任さ
せていることが多い。「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」としては設計されていないのである。そのため、業務に必要な
専門的な知識が個人にも組織にも蓄積されにくく、専門家が育たない。また、明確なキャリアパスとして設計されていないた
め、専門的な仕事として認知されておらず、異動した研究者のモチベーションが下がるという問題が起きている。
一部の人員規模の大きい研究機関を除いては、これらの業務に配置できる人員自体が不足していたり、専門家を育成
するための資金も十分ではない。アメリカや欧州のように研究管理関連業務の専門家団体も当然存在しないため、専門家
コミュニティによる研修、経験や知識の共有もおこなえない。それぞれの研究機関による努力だけでは解決しにくい問題で
ある。2004 年度に国立大学が法人化され、今後は公設試の地方独立行政法人化、公立大学の法人化が進展する見込み
である。これら大学・公設試においても、研究企画等のノンアカデミックな業務のニーズが顕在化してくることが容易に予想
できる。そのことからも、研究機関および大学を新しい研究マネジメントに円滑に移行させていくために、フェローシップ・プ
ログラムやファンディングによる専門家育成支援が必要である。

■ 海外における科学技術人材に関わる課題と取り組み（9 章）
21 世紀に入り、グローバル化や知識社会化、リスク社会という言葉に代表される社会変化や、科学技術自体の進展と研
究様式の変化を受けて、各国は科学技術システムの改革に取り組んでいる。そのような科学技術システムの改革の取り組
みの中で、人材に関わる問題は、どの国においても重要な位置を占めている。その背景には、人材こそが科学技術を発展
させ、その成果を社会的経済的価値に結びつける原動力であるという認識がある。
科学技術人材に関わる問題といっても、そのあり方は各国の制度や歴史、文化の違いによりさまざまである。アメリカでは、
ノンアカデミック・キャリアパスが一般化しており、研究者が多様なキャリアを選択することを促す教育や人材育成の仕組み
が存在している。その一方、研究者の高齢化や研究者離れが懸念されている。また、2001 年の同時多発テロ後の入管規
制の強化の影響による海外からの留学生の減少が長期的な研究活動の停滞につながることが懸念されている。欧州では、
研究と教育の両面で一つの欧州圏を構築するために人材の流動化を積極的に推進している。また、日本と同様、多様な
キャリアパスの構築が課題となっており、特に博士の民間への就職を促進するための取り組みがなされている。急速な経済
発展が進んでいる中国では、国立大学や公的研究機関が人材のインキュベーションセンターとして機能している。また海
外からの留学生の呼び戻し政策をとると同時に、国内における人材育成も充実させてきている。
しかしながら、科学技術人材に関して、国ごとにこのような状況の違いがある一方で、各国で共通する問題や課題も存在
している。ポスドクに関する問題点としては、欧米ともにポスドクの数の急激な増加や期間の長期化が指摘されている。また
日本と同様、ポスドクの身分の不安定さや民間への就職の困難さも指摘されている。アメリカでは、このような状態が研究職
の魅力の低下につながり、優秀な人材が研究職を敬遠するという研究者離れが起きることが危惧されている。
さらに、近年、欧米では科学技術の様式変化や知識社会に向けた社会経済的環境の変化を受けて、多様なキャリアパスの確
立と、インターディシプリナリな研究人材の必要性が高まってきている。HFSP（Human Frontier Science Program）やアメリカの全米
科学アカデミーや競争力委員会などは、相次いで、人材育成システム全体にわたる改革を求めた報告書を出している。
その他に、人材の流動性の向上の必要性も指摘されているが、単に若手研究者の能力向上を図るという目的にとどまら
ず、戦略的な取り組みがなされている。欧州連合の第 6 次フレームワーク・プログラムでは、人材の交流とそれに伴う知識の
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相互交流によって研究開発システム全体の創造性を高めると同時に、欧州全体を一つの研究領域として統合するという戦
略のもとに、あらゆる層の人材の流動化に取り組んでいる。また、欧米では、優秀な人材を確保するとともに研究活動に多
様性をもたらすために、女性やマイノリティの参画に向けた取り組みが進められている。これらの論点は、我が国で科学技
術人材の問題を考える上でも考慮すべき重要な点である。
最後に、今後我が国でノンアカデミック・キャリアパスの構築に向けた施策を考える上で参考にすべき、海外での取り組
みの事例を紹介する。多様なキャリアパスの構築の試みとしては、まず、メジャー・マイナー制あるいはダブル・メジャー制な
どの幅広い教育や、インターンシップ、学生に対するキャリア・ガイダンス、インターディシプリナリな研究プログラムによる人
材育成など、多様なキャリアパスを可能にするような教育・育成システムがある。また、AAAS の科学技術政策フェローシッ
プや NSF の Discovery Corps Fellowship Program のようなフェローシップによって、キャリア・チェンジや新しいキャリア開拓
を支援する試みもある。また、キャリア・チェンジを促す試みとしては、フランスの ABG（Association Bernard Gregory）が行っ
ているような、研究者に対するアウトプレースメント活動が挙げられる。さらに、研究者のノンアカデミックなキャリアパスとして
確立されるためには、専門職団体による専門知識の蓄積とキャリア確立のための活動が重要な役割を果たしている。
このような多様なキャリアパス構築のためのさまざまな取り組みが考え出され、実施される背後には、専門職団体・コミュニ
ティによるアドボカシー活動やファンディング機関による意見の吸い上げと支援策の設計・実施が重要な役割を担っている。

■ ノンアカデミック・キャリアパス ―知識社会のための人材養成へ―（10 章）
これまでに述べてきたように、研究様式の変化とそれにともなう研究の戦略化は多くの新しい職種・職域を生み出してい
る。それらは旧来の科学研究者の枠に当てはまらないという意味で「ノンアカデミック・キャリア」と一括りにできるものの、そ
の職種・職域はじつに多様である。そのため、必要とされる知識も多岐にわたるものになる。しかしながら、本調査研究にお
ける関係者へのインタビューやワークショップにおける議論などの結果、ノンアカデミックなキャリアに必要な知識には表 3－
１のような知識があると考えられる。このような知識は、今後、分野融合的な研究が活発になるであろうことから、ノンアカデミ
ック・キャリアに進む人材に限らず、研究者にとっても有益な知識であろう。
表 3－1 ノンアカデミックな活動に携わる者が持つべき知識やスキル
（1）業務の遂行に関する知識
業務の対象に関する知識
規制や法など、業務遂行においてしたがうべき条件に関する知識
社会的責任（一般的事項と研究活動に固有の事項）に関する知識
意思決定や判断能力
（2）科学技術に関する知識・研究経験
関連分野の研究動向に関する知識（周辺分野を含む）
科学技術全般に関する幅広い関心
（3）科学技術システム全般に関する知識
科学技術政策の動向に関する知識
各種の施策、制度に関する基本的知識
研究助成制度、フェローシップ制度、研究評価の概念と実際、研究倫理、
知的財産権、科学技術コミュニケーション、アウトリーチ、その他
国際的視点
システム思考
（4）研究活動の運営に関する知識
研究活動の進め方（研究組織、研究者の役割、研究者の行動等）
プロジェクト・マネジメントに関する知識
（5）一般的資質
コミュニケーション能力
「誰にでも分かる普通の言葉で話す」能力
変化に対する柔軟性
（研究活動にとどまらない）幅広い社会的関心
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このような、ノンアカデミック・キャリアに必要な知識やスキルを身に付けるには、5 つ方法が考えられる。重要度と実現可
能性の高い順から挙げると、（1）ワークショップなどを通じた創発的学習、（2）大学、大学院での共通教育、（3）OJT と自己
啓発、（4）大学院レベルの専門的教育、（5）専門家団体による体系的トレーニングや資格認定、といった方法があるだろう。
これらの方法の中から、対象とするノンアカデミック・キャリアに必要な知識の専門性や体系化の度合い、専門家団体の有
無などに応じて、適切な方法を選ぶべきである。その際に、従来から比較的頻繁に用いられている（3）の OJT と自己啓発
については、局所的・部分的知識の習得に陥る可能性もあるため注意が必要である。
また、ノンアカデミック・キャリアの発展のためには、その必要性が認識され、その職務内容や必要となる知識・スキルが
明確になるだけでは十分ではない。キャリア・チェンジや流動化のための仕組みが存在する必要がある。ジョブ･マッチング
や、キャリア・ガイダンス、アウトプレイスメント、出向などの仕掛けによって人材の流動化を促すことが必要である。
さらに、キャリア・チェンジの際には、新しい知識やスキルを、効率的、体系的に身に付けるための能力開発の機会が提
供されることが必要である。日本国内でも、一部では、インターンシップやフェローシップ、トレーニング・コース、ワークショッ
プなどによって能力開発の機会提供が提供されている。
この他にも、多様なキャリア開拓につながるような萌芽的な取り組みが行われるようになってきている。今後このような取り
組みをさらに幅広く進めていくことが、多様なノンアカデミック・キャリアパスを実現するために必要であろう。

12

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

4. 研究の目的と方法

産業技術総合研究所 技術情報部門
小林 信一

■ 4.1. 研究目的
科学技術基本計画でも指摘されているように、研究開発システムの改革のためには、競争的な研究開発環境の整備や評
価システムの改革といった方策のみならず、研究者が、適性に応じて研究開発の企画・管理等のマネジメント、研究開発評
価等の幅広い業務（以下、科学技術システム運営）に携わることができるような多様なキャリアパスの開拓が求められている。
本研究は、日本における科学技術システム運営の専門家育成の遅れを是正するために、諸外国において科学技術システム
運営に携わる専門家のキャリアパスの実態および育成の方法を参考にしつつ、実践的な方策を提言することを目的とする。
このために、海外調査、国際ワークショップ等、実践的な活動を通じて、（1）諸外国における科学技術関連人材のキャリ
アパスの実態および育成の方法を調査し、（2）一般の行政官、企業のマネジャー等とは異なる、科学技術システム運営の
専門家の専門性やロールモデルを明らかにすると同時に、（3）諸機関におけるニーズの把握、また（4）必要とされる専門
家の質および量を検討することとした。
この問題を検討する上では、人材養成の問題を避けることはできない。そして、科学技術システム運営の専門家のキャリア
も伝統的な研究者としてのキャリアも、科学技術関連人材のキャリアの一部であり、切り離して議論することはできない。そこ
で、とくに若手人材の育成に関しては、科学技術システム運営の専門家の育成にとどまらず、全体的に分析することとした。

■ 4.2. 研究の背景
4.2.1. 研究者のノンアカデミック・キャリアパス
本研究では、問題を明確に定義するために、科学技術システム運営に関わる多様なキャリアパスを「研究者のノンアカデ
ミック・キャリアパス」として概念化することからスタートしたい。政策にせよ、研究にせよ、問題の適切な定義が必要だからで
ある。問題を適切に定義しない限り、問題の分析、解決策の検討は始められない。逆に、適切な問題設定をすることで、直
面する問題が明確に分節化され、調査研究や対策の検討が進み、さまざまなアクターによる議論が可能になる。
科学技術人材をめぐる議論は混沌としている。大学院における養成の問題、博士修了者の需給問題、ポスドク問題、さ
らには研究開発システムの改革を担う人材の問題など、多様な個別的問題が存在している。政策研究・政策分析の第1の
役割は、このような混沌とした状況に対して、分析や議論が可能な形に問題を定式化することにある。よい定式化をすれ
ば、それまで整理されてこなかった問題群が、明晰な形で整理され、相互関係も自ずと理解される。また、従来は問題とし
て把握されてこなかった事柄が関係のある問題群として位置づけられることもあろう。表面的な問題群の背後にある本質的
問題も理解されるだろう。政策研究は、そのようなレベルで展開されることが望ましい。
そこで本研究では、研究提案に先立って、科学技術人材問題、研究開発システム運営改革などの諸問題を、海外の動
向なども含めて検討した。その結果、従来の研究者の養成・確保を中心とする問題設定から脱し、研究以外のさまざまな活
動に携わる人材を含めて分析していくことが必要であることを認識し、それらの全体を表現する概念を模索した。この点に
関しては、すでに「キャリアパス」の表現が用いられていたのでそれを踏襲することとした。問題を明確にするためには、研
究以外の活動に携わる人々を明示的に扱う必要がある。研究者とそれ以外という区別では、「それ以外」を意味のある存在
として扱うことは、分析の観点からも困難になる。そこで、「それ以外」の中から科学技術システムの運営に携わる一群の
人々を「ノンアカデミック・キャリア」と定義し、明示化することにした。
もっとも、後述するように、この概念は不完全で矛盾を含んだものである。とくに「研究者の」ノンアカデミック・キャリアパス
と言うときには、矛盾が多い。しかし、問題の分析においては、矛盾を含む概念である方が、議論が発展し、問題を如実に

13

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

表現できることがある。そこで、ノンアカデミック・キャリアの概念をそのまま用いることとした（詳細な定義については5章で述
べる）。
このような文脈からは、「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」という概念の提案自体が、本研究の第一の政策提言だ
とも言える。そのように問題を定式化すれば、その結果として、問題の構造は容易に推測することができ、分析すべき事項
も自ずと理解される。あとは、分析を通じて概念の有効性が確認できれば、問題の対策に関しても知見が得られるであろ
う。本研究は、「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」という概念を手がかりにして、科学技術関連人材に関わる問題を分
析していくことにほかならない。

4.2.2. 科学技術システム改革との関連
優れた研究成果の創出・活用のためには科学技術システムの改革が必要であることは、第二期科学技術基本計画にお
いても指摘されている。このための方策として、同計画では、「競争的な研究開発環境の整備」や「任期制の広範な普及等
による人材の流動性の向上」といった諸方策をあげており、これらの方策については、すでに取り組まれてきている。
しかしながら、「研究人材の活用と多様なキャリアパスの開拓」を通じた科学技術システムの改革については、わが国に
おいては十分な先例がなく、具体的な方策として展開されるにはいたっていない。
欧米においては、問題の重要性がかなり認識されている。例えば、ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム
（HFSP）は、2001年11月に国際会議を開催し、報告書”Toward a New Paradigm for Education, Training and Career Paths
in the Natural Sciences”［HFSP、2002］を取りまとめた（詳細については第5章参照）。会議報告は簡潔にまとめられている
が、非常に示唆に富むもので、問題設定や取り上げられている話題、事例は、今日でも新鮮さ、重要さを失っていない。報
告書が示唆する重要なポイントは、

! 科学技術の教育やアウトリーチ、科学ジャーナリズム、科学技術政策、研究プログラムの運営、企業や研究機関に
おける研究開発企画・管理等を含む研究者のノンアカデミックなキャリアパスを開拓・提供することが必要である。
! そのような多様な専門的業務に携わることが、科学技術を学んだ者のキャリアパスとしても、健全で持続可能な科学
技術システムを実現するためにも必要である。

という点にある。
また、アメリカのようにすでに多様なキャリアパスを実現している例もみられる。アメリカでは、若手の研究者や大学院生を
対象とするキャリア紹介のための書籍も多数出版されている。また、AAASのScience and Technology Policy Fellowship
Programなど、研究者を政策立案や行政（連邦議会、国務省、NSF、EPA等）の活動に送り込むためのプログラムも存在して
いる（コラム9-14）。NSFのプログラム・マネージャーのおよそ半分は、大学の研究者であり、彼らは2、3年で交替することも
よく知られている（「ローテイター」などと呼ばれる）。このようにアメリカでは、研究者が科学技術システムの運営に関わる仕
事に就く、というキャリアパスが現に存在している。
一方、わが国においては、競争的資金制度の改革との関連で、競争的研究資金配分機関に研究経験のあるプログラ
ム・オフィサー、プログラム・ディレクターを配置する必要性が議論されるようになり、徐々に配置が進められてきた。しかし、
米国の単一機関あたり数百人という規模に比して、今のところ規模はまだ小さく、必ずしも専門的人材は確保されていない
というのが実態である。
行政および民間企業においては、研究開発の企画や研究管理に関する専門家の必要性がますます高まりつつある。研
究者のキャリアパスとしては、プログラム・オフィサー、プログラム・ディレクターのみならず、専門性の近い科学技術政策、研
究プログラムの運営、企業や研究機関における研究開発企画・管理等の多様なノンアカデミックなキャリアを視野に入れる
必要がある。研究資金配分機関のプログラム・オフィサーにのみ論点を集中すると、キャリアパスの閉塞感が高まり、流動性
も確保できなくなるからである。また、人材養成の観点からも、多様なキャリアパスを考慮する必要がある。
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4.2.3. 研究者の需給バランス問題との関連
以上のように、研究者が適性に応じて、幅広い業務に携わることができるような多様なキャリアパスの開拓を行うことが緊
喫の課題である。それは、競争的資金制度の改革や科学技術システムの改革に資するだけでなく、ポストドクター等の増
加にともなって発生しつつある研究職の需給バランスを是正し、科学技術人材の育成のあり方を変革するためにも検討す
べき課題である。
従来の日本における科学技術人材の需給問題は、大学院における人材養成の目的として研究者を位置づけ、その養
成に議論が集中してきた。そのため、過去における人材需給予測の多くは、博士課程修了者（単位取得退学を含む）のキ
ャリアとして研究者を想定してきた。しかしながら、大学院における人材養成の目的が、研究者のみならず高度専門的職業
を含むようになり、研究者として就職していく者が少数派となった現実を直視すると、研究者の需給のみを分析の対象とし
ても、研究者の需給バランス、博士やポスドクの需給バランスの十分な分析はできない。このような現実を適切に分析する
ためにも、ポスドクなどの流動的人材やノンアカデミックなキャリアを含めた分析が必要になる。

4.2.4. ファンディング・システムの変化との関連
科学技術システム改革の観点からは、研究活動そのものの変質、ファンディング・システムの変化、それらへの組織的対
応の変化に注目することが重要である。理念的に整理すれば、変化の様子は下表のように整理できる。

表4-1 ファンディング様式の変化とキャリアの多様化

研究機関（アカデミック）

ファンディングの
様式
職務
機関助成／小規
模ファンディング
プロジェクト・ファ
ンディング
重点的配分／ブ
ロック・グラント

研究者
ＰＩ（独立研
究者）
研究総括
者
研究担当
副学長等

研究
能力、役割

研究運営・支援
職務
能力、役割

研究

研究事務

研究の組織化

研究管理

研究組織の調整・
管理
戦略的マネジメン
ト

研究コーディ
ネータ
戦略・計画ス
タッフ

科学技術システム運営
（ノンアカデミック）
職務

能力、役割

事務処理

研究行政

事務処理

申請、研究運営、報
告の支援
周辺的事項を含む総
合的マネジメント
研究企画、調査、評
価

プログラム・
オフィサー
プログラム・
ディレクター

評価、プログ
ラム企画

政策担当者

政策立案

ピアレビュー

かつては、研究資金は、機関助成を通じて研究活動に配分されてきた。外部資金も、総体として小規模で、個々のファ
ンディングの規模も小規模であった。このような時代には、研究者は研究を遂行することが任務であり、ファンディング側も
研究機関内の研究支援も事務的処理が中心であった。
プロジェクト・ファンディングが重要になると、研究者はPI（Principal Investigator、独立した研究者）として、リサーチアシス
タントなどの雇用も含み、研究活動を組織していくことになる。欧米の大学では、それを研究センターといった組織にするこ
とが多い。研究機関内部では、研究管理担当者が、外部資金獲得機会の探索や研究者への紹介、申請書の作成支援、
研究実施時の各種手続き、事後報告などを担い、研究活動を支援することになる。ファンディング側では、PO（プログラム・
オフィサー）がピアレビューに基づく、研究資金の配分審査を担当していくことになる。日本の場合には、例えば、かつての
文部省の学術調査官が一部、そのような役割を担っていた。
1990年代に入って、とくに後半以降、研究活動の組織化には大きい変化が生じた。欧米では、バイオ、ナノテクなど、大
規模で、分野横断的な研究活動が増えてきたことなどから、ファンディングも大型化し、また重点化していった。研究活動を
担う大学などでも、従来の学科や研究センターでは対応しきれないために、分野横断的、組織横断的な活動を組織するよ
うになった。各大学が戦略計画（Strategic Plan）を定めるようになったのは1990年前後からであり、90年代後半には、
Strategic Initiativeなどの形で、大学が重点を置く領域を定め、全学的研究体制を構築する傾向がみられるようになってき
た（詳細については第5章、および第9章コラム9-11参照）。日本では、このような形はそれほど明確ではないが、いわゆる
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大学院重点化、21世紀COEプログラムによって、全学的な研究戦略化の傾向が見られるようになってきた。国立大学法人
化にともない、今後は戦略計画の策定が必須であろうと思われる。
この段階では、研究活動において、単なるＰＩではなく、さまざまな研究グループを調整し、研究活動を全体として総括す
る人材が必要になるだけでなく、機関としても全学的な研究戦略を指揮する役割が必要になってくる。これが、研究総括者
や研究担当副学長の役割となってくる。また、それらの活動を支援するために、研究現場では、コーディネータ機能が必要
になってくる。なぜならば、このような研究組織では狭義の研究活動を実施するのみならず、教育、産学連携などの多様な
活動を総合的に推進することになるからである。また、機関レベルでは、戦略的計画の策定のための企画機能、調査分析
機能等が必要になってくる。
この段階でのファンディング側の役割は、資金配分の審査ではなく、重点領域の設定、プログラム全体の運営など、研究
活動の企画調整や評価に関わる業務が重要になってくる。POではなく、PD（プログラム・ディレクター）、PM（プログラム・マネ
ージャー）としての役割が求められるようになる。また、政策レベルでは、政策立案、政策評価の活動も重要になってくる。
科学技術システム改革は、このような研究環境の変化への対応であり、人材の側面からみると、戦略的な研究推進の担
い手やファンディング側のPD、PMなどの人材への期待の高まりという形で現れる。当然ながら、大学等の研究現場での研
究管理・支援活動に対する期待にも変化が生じる。ノンアカデミック・キャリアパス問題は、このような科学技術システムの改
革に深く結びついている。

4.2.5. 研究の全体像
以上の背景に基づいて、本調査研究が扱う問題を整理し、調査研究のゴールを以下のようにブレークダウンする。

(1) 分析枠組み、理論的枠組みの明確化
ノンアカデミック・キャリアパス、その背後にある人材育成モデルの変化、戦略的融合研究などの研究様式の変化、知
識社会化等の本研究を進める上で基礎となる概念、考え方について検討する。
(2) 科学技術人材の歴史と現状
科学技術人材に関する問題の歴史について整理し、問題の歴史的背景を分析する。また、ノンアカデミック・キャリア
を含め、科学技術人材の現状を統計的に明らかにする。
(3) ポスドク問題
今日の科学技術人材養成、科学技術人材需給問題の焦点であるポスドク問題に関して、問題の性質、背景、影響に
ついて分析し、科学技術人材政策上の問題点を明確にする。
(4) 研究機関におけるノンアカデミック・キャリアに対する需要の変化
行政改革、科学技術システム改革にともない研究機関におけるノンアカデミック・キャリアに対する需要に変化が生じ
ている。その実態を明らかにする。
(5) 海外動向の分析
科学技術人材問題やノンアカデミック・キャリアに関する海外の動向、海外で採用されている政策的ツールに関する
情報を整理する。
(6) ノンアカデミック・キャリアの明確化とその育成
ノンアカデミック・キャリアの明確化、求められる資質・能力、育成方法について検討する。
(7) 政策提言
以上を踏まえて、科学技術関連人材問題、ノンアカデミック・キャリアパスの開拓等に資する政策提言を行う。

これらの事項は本報告書の章構成に対応している。これらの事項を追究するために次節で述べる研究計画を立てて研究
を推進した。
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■ 4.3. 研究計画
4.3.1. 推進委員会の設置
本調査研究内容は、わが国にとっては未経験の新しいタイプの専門家の養成について扱うことから、大学関係者や政策
研究者のみならず、研究成果を直接享受する競争的資金配分機関、マスコミ、さらには研究者と一般国民の媒介の専門
家である科学技術社会論（STS）研究者等から構成される推進委員会を設置する。
推進委員会は、表4-2のとおり設置した。

表4-2 推進委員
氏

名

小林 信一

所

属

職

名

備 考

(独)産業技術総合研究所 技術と社会研究センター（2004年4月まで）

センター長

(独)産業技術総合研究所 技術情報部門（2004年5月から）

研究顧問

小林 傳司

南山大学人文学部人類文化学科

教授

辻

朝日新聞東京本社編集局

紙面委員

白楽ロックビル

お茶の水女子大学理学部生物学科

教授

平野 千博

科学技術政策研究所

総務研究官

藤垣 裕子

東京大学大学院総合文化研究科

助教授

冨士原 寛

(独)産業技術総合研究所 技術情報部門

部門長

2004年7月から

水野 光一

(独)産業技術総合研究所 技術情報部門

部門長

2004年6月まで

篤子

4.3.2. 研究の方法
4.3.2.1. 専門性の明確化のための実態調査
研究者のノンアカデミック・キャリアパスの具体例を海外の事例や国内の先進事例などの調査を通じて抽出し、そのイメ
ージを明確にする。ノンアカデミック・キャリアパスの個々のキャリアがキャリアとして確立するためには、その職務の内容、必
要となる専門性が明確にされる必要がある。そのために、以下の調査を実施する。

①海外における実態調査
アメリカ、ヨーロッパにおいてすでに実施されているノンアカデミックな専門家の育成のための教育プログラムを調査する
ことにより、育成の面から、その専門性の特徴を明らかにする。具体的には、文書の収集および教育プログラムに対するヒ
アリングを行う。また、需要の面から、関連する専門家のジョブ・ディスクリプションの調査、ヒアリングを行う。これらをあわせ
て需給両面から専門性を明らかにする。

②わが国における実態調査
わが国において必要とされている専門家の特徴に関する実態調査を行う。具体的には、競争的資金配分機関、研究機
関、民間企業等に対するヒアリングを行う。

4.3.2.2. 定量的把握に関する調査
諸外国の実態、日本の諸機関におけるニーズ等を踏まえ、今後の需給の量的見通しを検討する。このために、代表者が
これまで実施してきた研究者の需給予測、需給の量的・質的マッチングの分析の経験を生かし、研究者の育成、アカデミッ
クなキャリアパスを含む研究者の需給構造全体の中にノンアカデミックなキャリアパスを位置付けて、量的検討を行う。

4.3.2.3. 育成方法の開発
研究者のノンアカデミックなキャリアのための人材育成は、すでに個別分野の高度な教育訓練を受けた者、研究経験を
有する研究者などが対象となるが、この分野独自の教育訓練コースが日本の大学では未成熟である。また、日本において
はこれらの専門家集団が未成熟であるため、ロールモデルも明確でない。
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これらのことを踏まえると、専門性とロールモデルを短期的、集中的に理解できる育成方法を開発する必要がある。そのため
には、すでに経験を積んでいる外国の事例を効率的に学ぶことが必要である。しかし、海外事例を調査し、単純に模倣すること
は、その専門性やロールモデルを断片的に理解してしまいかねない。そこで、当事者が臨場感をもって包括的に専門性やロー
ルモデルを理解できるような育成方式もあわせて開発する必要がある。したがって育成方法の開発においては、いわばin vitro
なプログラムとin vivoなプログラムの2段階の育成プログラムを実践的に探究する。このために、以下の事項を実施する。

①国内ワークショップの開催
ノンアカデミックなキャリアおよびその専門性についての経験や知識を有する人材からなる指導者パネルを構成する。そ
の上で、関連する業務に携わろうとする者、現に携わっている者を20ないし30名程度を公募する。これらのメンバーにより
国内ワークショップをくり返し開催し、半年程度の期間で育成を試みる。そのうち、約10名程度を選抜し、次項の海外ワーク
ショップに参加させる。

②海外ワークショップの開催
国内ワークショップで選抜された10名程度および自費参加者を海外の専門機関に送り、現地の専門家や育成プログラム
の関係者などを交えたワークショップを開催する。これを通じて、専門性に関する理解、ロールモデルについての認識を深
めると同時に、参加者が国際的な水準で職務に取り組む基盤を育成する。
具体的な機関としては、AAAS（全米科学振興財団）、ジョージ・ワシントン大学のほか、アメリカ議会関連委員会等のスタ
ッフとの協力を予定する。また、第2年度においては、職務の特性により、アメリカのほか、欧州やアジアの関連機関とも協
力してワークショップを開催する。

③育成方法の評価，検討
上記のワークショップの試行を踏まえ、育成プログラムの内容、方法等について吟味し、効果的な育成プログラムを構想
する。

このようなワークショップを実施するのは以下のような理由による。新興のキャリアについては、職務内容や必要な知識の
体系化ができていないことが一般的であり、あらかじめ育成方法を定義することは困難である。このような場合には、関連性
のある職務に携わる者が交流し、お互いの職務に関する実情を情報交換することで、通常では意識していない専門性やロ
ールモデルについて、創発的に発見し、分節化していくことが期待される。
ワークショップという手法は、関係者による参加型の創発的学習として注目されている。ワークショップ方式は、このような
分野での効果的な育成方法として位置づけられる可能性もあるため、本調査研究においては、それを試行する。同時に、
このプロセスを観察することで、専門性やロールモデルを抽出することも可能になる。
また、海外における先進事例を直接的に学ぶことで、まだキャリアが明確でない日本国内でのワークショップの限界を乗
り越える必要がある。例えば、プログラム・マネージャーの仕事の成果は、比較的簡単に知ることができるが、そのプロセス、
つまり職務の内容そのものは公表されている情報からは理解しにくい。しかし、直接会って議論することで、プロセスについ
て触れることができるし、職務の遂行において何が重要なポイントか、そのモチベーションはどこにあるのか、どのようなこと
を目標として実施しているのかなどについて、具体的に知ることができる。そこで、海外においても、関連する職務に携わる
者を交えたワークショップを開催し、参加者の専門性に関する理解、ロールモデルについての認識を深める機会とする。

なお、上記の研究項目、「専門性の明確化のための実態調査」、「定量的把握に関する調査」、「育成方法の開発」は相
互に関係がある。例えば、ワークショップの開催は、「育成方法の開発」であると同時に、その過程や結果を分析することで
「専門性の明確化」にも資する。したがって、各実施項目については、分断せずに一体のものとして実施することが必要で
ある。そのため、調査研究活動は、産業技術総合研究所 技術と社会研究センターのメンバーがもっぱら実施することとす
る。ただし、ワークショップ等には、アドバイザーを招聘するほか、多様な研究機関の関係者が参画することになるので、実
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質的には推進委員のみならず、多様な研究機関、関係者との協力によって、調査研究活動を推進することになる。
なお、海外調査については、各調査項目をまたいで実施される。あらためて調査対象、ねらい、方法を表4-3に整理して
おく。
対象
研究者のキャリア開発に関する
文献資料
人材育成機関
（大学等）
人材の需要側機関
（ファンディング機関、研究実施
機関等）
人材紹介機関
専門職団体
ワークショップ

表4-3 海外調査の全体像
調査事項
職務の抽出、ロールモデルの抽出、専門知識の抽出等

文献調査

育成方法の把握、動向の把握、職務の抽出

訪問調査、インターネット、文献資料

具体例（個人レベル）のキャリアの実態把握、育成方
法、動向の把握、職務の抽出等

訪問調査、インターネット、文献資料

ノンアカデミック・キャリア転換促進方策の調査、職務の
抽出等
専門知識の抽出、職務の抽出
ロールモデルの抽出、キャリアの実態把握、専門知識
の抽出、動向の把握等

訪問調査、インターネット、文献資料

方法

訪問調査、インターネット、文献資料
ワークショップ

4.3.2.4. 政策提言のとりまとめ
以上を踏まえ、政策提言をとりまとめる。
冒頭にも述べた通り、本調査研究は、研究者の多様なキャリアパスの開拓、科学技術システム運営の専門家の専門性の
明確化と育成方策の検討を目的とする。同時に、この問題は科学技術人材の育成の問題とも深く関わるので、若手研究者
養成を含めた全体的問題として取り扱う。また、目的を達するためには、上記の調査項目を踏まえた問題の明確化、実態
認識、各種データや事例の分析等が必須である。これらを総合して、政策提言としてとりまとめる。
また、研究者の多様なキャリアパス、科学技術システム運営に関わる人材などの問題を問うことは、とりもなおさず、科学
技術システム運営を人材問題を通じて問うことを意味する。したがって、狭義の人材問題にとどまることなく、人材問題を通
じて明確になる科学技術システム運営の問題点を検討の対象に含むこととする。

■ 4.4. 研究の実施
4.4.1. 2003年度
4.4.1.1. 推進委員会の実施
推進委員会を表4-4のとおり実施した。本報告書においては、これらの内容についてそのまま紹介することはせず、討議
の内容を報告書全体に反映することとする。

4.4.1.2. 海外調査の実施
海外調査を表4-5のとおり実施した。本報告書においては、これらの内容についてそのまま紹介することはせず、調査で
得られた知見やデータについて報告書で言及するなど、適宜反映するとともに、有益な事例については、コラムで紹介す
ることとする。
表4-4 推進委員会の実施（2003年度）
回
第1回

開催日
2003年9月2日

第2回

2003年10月31日

第3回

2004年3月6日

主な内容
事業計画について
海外における実態調査について
海外ワークショップの開催について
海外における実態調査について
ワシントンＤＣ・ワークショップの内容について
第1回国内ワークショップの内容について
ワシントンＤＣ・ワークショップ開催報告
海外における実態調査の報告
これまでに得られた知見の整理
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表4-5 海外調査の実施（2003年度）
調査
アメリカ調査1

期間
2003年
12月3日−10日

アメリカ調査2

2004年
1月11日−24日
2004年
1月11日−2月1日

アメリカ調査3

欧州調査

2004年
2月15日−29日

主な内容
ワシントンＤＣ地区におけるノンアカデミック・キャリアの実態調査（議会、政府、ファンディン
グ機関のＰＯ・ＰＤ、評価、調査研究人材）、AAAS/Science Policy Fellowship Program、人材
育成プログラム等
ジョージア工科大学（科学技術政策分野人材育成）、テキサスＡ＆Ｍ大学、ほか（研究管
理、研究戦略・企画、アウトリーチ等人材の実態）、アメリカの科学技術人材問題の動向
UCバークレー、スタンフォード、ほか（MOT分野人材育成）、UCバークレー、スタンフォード、
ほか（研究管理、研究戦略・企画、アウトリーチ等人材の実態）、アメリカのノンアカデミック
人材問題の動向
CNAM（フランス、欧州の人材問題の動向、育成プログラム）、ENPC、EHESS、ほか（研究管
理、研究戦略・企画、アウトリーチ等人材の実態）、ECにおける政策担当者の実態、関連国
際会議への参加等

4.4.1.3. 国内調査
独立行政法人研究機関等の研究機関や研究助成機関等について、インタビュー調査等を実施した。第1年度、第2年度
を通じて、個別機関に対するインタビュー調査では、人事制度を含む人材問題について詳細かつ有益な情報をえることが
できた。この情報と国内ワークショップでの議論は、本調査研究を進める上で、もっとも基本的な情報となった。しかし、人事
問題等に関わる問題であるので、個別の機関の内容を報告書で紹介することは控える。ワークショップの内容と合わせて、
その結果を報告書での分析に活用させていただいた。

4.4.1.4. 国内ワークショップ
ワークショップのねらいは、以下のとおりである。

（ａ）参加者への期待
! 関連する仕事やキャリアの広がりを知ること
! ロールモデルの理解
! 自身の仕事、抱える問題の明確化、広い文脈の中での位置づけ
! 共通する知識背景について洞察し、学ぶ
! キャリアパス・イメージの獲得
（ｂ）運営者のねらい
! 現実的文脈の中での専門性の抽出と重み付け
（ｃ）参加者の義務（上記を実現するため）
! 自らの職務、抱える問題・関心の紹介と分析とその取りまとめ
! プレゼンテーション（海外ワークショップは英語で）
! レポートの作成

このような趣旨で3回の国内ワークショップを開催した。開催日は以下の通りである。
第1回 2003年11月1日
第2回 2003年12月6日
第3回 2004年3月6日
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4.4.1.5. 海外ワークショップ
ワシントンDCワークショップを、ジョージ・ワシントン大学エリオット・スクール国際科学技術政策センター、ナショナル・ア
カデミーズとの協力により開催した。
日米の参加者によるプレゼンテーションと討議を中心とするシンポジウム、議会・政府機関の科学技術システム運営や科
学技術知識を活用した専門的活動に携わる専門家を招待したセミナー、サイトビジットにより構成された約1週間のワークシ
ョップを計画した。ハイレベルな関係者の参加を得て有意義なワークショップを実現できた。また、参加者はアメリカの科学
技術政策やファンディング・システムの実態を直接知ることができた。概要は以下の通りである。

ワシントンDCワークショップの概要

（1）開催組織
主催：産業技術総合研究所 技術と社会研究センター
ジョージ・ワシントン大学 エリオット・スクール 国際科学技術政策センター
協力：ナショナル・アカデミーズ
（2）実施期間
2004年1月11日～18日
（3）場所
シンポジウム等：ジョージ・ワシントン大学（ＧＷＵ）エリオット・スクール
（一部をナショナル・アカデミーにて実施）
サイトビジット：ジョージタウン大学、ＡＡＡＳ、ＮＩＳＴ、ＮＩＨ
（4）内容
日本側、米国側参加者によるプレゼンテーションと討議によるシンポジウム
ＧＷＵ関係者、議会、政府機関等の専門家を招待したセミナー
ＮＳＦ、ＮＩＨ、ＮＩＳＴ、議会、政府機関等の見学と現地での講義、意見交換

なお、本報告書においては、これらの内容についてそのまま紹介することはせず、ワークショップで得られた知見やデー
タについて報告書で言及するなど、適宜反映するとともに、有益な事例については、コラムで紹介することとする。

4.4.1.6. 定量的調査
2003年度は以下の事項を実施した。
! 過去の研究者需給トレンドの把握
統計データ等の収集・整理と需給予測のレビューを行い、この作業を通じて、今日の人材問題の特質、コンテクストを明
確にした。

! AAAS/Science Policy Fellowshipプログラムの分析
AAASのScience Policy Fellowshipプログラムについては、過去の採用者の個別データを入手することができた。このデー
タを分析することで、職務の実例、必要となる知識、キャリアパスなどを具体的な事例に沿って明らかにすることができる。そ
こで、データベース化し、分析を進めた。分析結果の一部はコラム9-14で紹介する。
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! アンケート調査の準備
第2年度に実施するアンケート調査の準備を進めた。

4.4.2. 2004年度
4.4.2.1. 推進委員会の実施
推進委員会を表4-6のとおり実施した。本報告書においては、これらの内容についてそのまま紹介することはせず、討議
の内容を報告書全体に反映することとする。
表4-6 推進委員会の実施（2004年度）
回
第1回

開催日
2004年9月13日

第2回

2005年1月22日

第3回

2005年2月17日

主な内容
経過報告（実施体制、本年度計画）について
海外調査について
国内調査中間報告
とりまとめについて
海外調査について
とりまとめについて
海外ワークショップについて

4.4.2.2. 海外調査の実施
海外調査を表4-7のとおり実施した。本報告書においては、これらの内容についてそのまま紹介することはせず、調査で
得られた知見やデータについて報告書で言及するなど、適宜反映するとともに、有益な事例については、コラムで紹介す
ることとする。
表4-7 海外調査の実施（2004年度）
調査
ルーマニア調査
アメリカ調査1

期間
2004年6月25日−29日
2004年11月16日−25日

アメリカ調査2

2004年12月5日−10日

主な内容
欧州における科学技術関連人材問題に関するワークショップ参加、情報収集
専 門 家 団 体 （ SRA International 、 NCURA ） 調 査 、 フ ァ ン デ ィ ン グ 関 連 機 関
（EPSCoR Foundation）調査、MOT関連人材育成調査（Long Island University、
New York University）等
大学における人材育成プログラムおよび研究管理実態調査（MIT、ハーバード）

4.4.2.3. 国内調査
第1年度と同様に、独立行政法人研究機関等の研究機関や研究助成機関等について、インタビュー調査等を実施し
た。上述のとおり、個別の機関の内容を報告書で紹介することは控える。ワークショップの内容と合わせて、その結果を報
告書での分析に活用させていただいた。

4.4.2.4. 国内ワークショップ
第2年度は、以下の日程で国内ワークショップを開催した。初年度から継続している参加者も多かったが、新たな参加者
も加わり、昨年度と同様に実施した。また、毎回ある程度テーマを集中して実施することとした。なお、ワークショップで得ら
れた知見やデータについては報告書で言及するなど、適宜反映するとともに、有益な事例については、コラムで紹介する。
第1回 2004年7月31日
「ミッドキャリアにおけるキャリアの多様化について」
第2回 2004年9月18日
「研究機関内外の多様なキャリアパスとその実現のためのメカニズムについて」
第3回 2005年1月22日
「海外の科学技術関連人材の動向について」
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4.4.2.5. シンポジウムの実施
ワークショップよりも参加の範囲を広げて議論するために、シンポジウムを開催した。
2003年度の本調査研究の開始以来、科学技術関連人材の育成やノンアカデミック・キャリアに関する問題に関する理解
が進んだ。とくに、ポスドク問題や独立行政法人における人事・労務問題などについては、共通に議論することが可能にな
ってきた。そこで、多数の参加者が、所属機関を超えて問題を共有し、問題点の明確化、対策、法的問題等について議論
するために、外部アドバイザーの参加を得て、シンポジウムを開催した。これは、本調査研究における一連の活動の成果の
社会的還元であると同時に、問題をよりいっそう明確にするための調査の一環としても位置づけられた。シンポジウムの概
要は以下の通りである。

シンポジウムの概要

第1部：ポスト・ポスドク一万人計画～若手研究者養成とキャリアの多様化～
スピーカー

富田 悟志（生化学若い研究者の会）
中村 淳

（応用物理学会男女共同参画委員会）

奥井 隆雄（博士の生き方）
河口 真紀（東京海洋大学／全国若手コーディネータの会）
アドバイザー

角方 正幸（株式会社リクルート）

第2部：大学・独法研究機関の人材戦略～人事・労務の課題と今後の展開～
スピーカー

古屋 輝夫（理化学研究所）
丹所 正孝（物質・材料研究機構）
前田 正史（東京大学生産技術研究所）

アドバイザー

木下 潮音（第一芙蓉法律事務所）

なお、シンポジウムで得られた知見やデータについては報告書で言及するなど、適宜反映するとともに、有益な事例につ
いては、コラムで紹介する。

4.4.2.6. 海外ワークショップ
2004年には、中国北京とフランス・パリで海外ワークショップを開催した。それぞれの概要は以下の通りである。
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北京ワークショップの概要

（1）開催組織
主催：産業技術総合研究所・技術情報部門
中国科学院・科技政策与管理科学研究所
（2）実施期間
2004年10月17日～10月21日
（3）場所
会議：中国科学院・科技政策与管理科学研究所
サイトビジット：中国科学院、ハイテク開発区
（4）内容
科学技術政策と研究機関の動向（人事政策を含む）を中心に討議

パリ・ワークショップの概要

（1）開催組織
主催：産業技術総合研究所・技術情報部門
科学観測所（OST）
（2）実施期間
2004年11月1日～11月6日
（3）場所
会場：OST
サイトビジット：エコール・ポリテクニク、CNAMほか
（4）内容
日本、フランス、欧州の科学技術関連人材の育成問題を中心に討議

北京ワークショップでは、中国側からは、中国科学院、北京大学の関係者等の参加を得た。同様に、パリ・ワークショップ
では、フランスの研究機関、人材政策、人材紹介機関の関係者のほか、欧州委員会科学技術諮問委員会委員、ヒューマ
ン・フロンティア・サイエンス・プログラム関係者などの参加を得た。
なお、ワークショップで得られた知見やデータについては報告書で言及するなど、適宜反映するとともに、有益な事例に
ついては、コラムで紹介する。

4.4.2.7. 定量的調査
第1年度に続いて、各種のデータ収集を継続した。その結果の一部は本報告で紹介する。
また、第2年度には、前年度から調査設計を進めていた実態調査を実施した。すなわち、科学技術者のキャリアパスに関
連する事項について現状および動向を把握するために、公的研究機関、企業を対象に質問票調査を実施した。以下に示
す概況のとおり、非常に多くの回答を得ることができた。結果は第８章で活用する。
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!

調査実施時期： 2004年11月～12月

!

調査対象および回収状況：
発送件数

有効回答件数

回収率

584件

403件

69.0 %

(1) 国立試験研究機関

21件

14件

66.7 %

(2) 独立行政法人試験研究機関

62件

43件

69.4 %

488件

343件

70.3 %

13件

3件

23.0 %

688件

229件

33.3 %

(1) 大学等発ベンチャー企業

216件

73件

33.8%

(2) 研究開発・分析試験会社

70件

28件

40.0%

402件

128件

31.8%

公的研究機関（合計）

(3) 公立試験研究機関
(4) 特殊法人等
企業（合計）

(3) 研究開発型企業

■ 4.5. 調査研究開始後の状況変化と対処
本調査研究を科学技術振興調整費政策提言の課題として提案した後に、さまざまな状況の変化が生じた。とくに、課題
の提案自体が政策的な議論に影響を及ぼし、議論を加速したことは、政策研究を提案・実施する者としては、非常に光栄
であると同時に、調査研究の推進においては複雑な状況をもたらした。まず、本課題の提案と政策的議論との関連を整理
しておく。
本調査研究は、2003年3月に提案された後、審査を経て、採択された。この時期は、科学技術・学術審議会人材委員会
が第二次提言の取りまとめ段階にあった。取りまとめの過程で、我々の提案があったことから、それにヒントを得て、科学技
術・学術審議会人材委員会第二次提言「国際競争力向上のための研究人材の養成・確保を目指して」（2003年6月）にお
いて、上述のヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラムによる会議の報告を引きながら、「博士課程修了者が適切に
処遇されるような多様なキャリアパスが確立されることが課題である」「従来の単線的な研究者のキャリア･パスのみならず、
研究経験を有する者が、産業界や政府の行政機関、研究助成機関など、社会の多様な場面で活躍できるようなキャリア･
パス（ノンアカデミック・キャリアパス）が確立されることも重要である」と指摘した。文部科学省科学技術・学術政策局では、
提言で指摘した事項をデータや実態で明らかにするための調査に着手した。その一部は、科学技術政策研究所や外部の
シンクタンクによって実施されることになった。
もちろん、担当者と我々とのあいだでも情報交換が行われた。そのような調査が実施されることは、我々がまさに必要で
あると考えていたことであり、それが責任ある立場でより組織的に実施されることは歓迎されるべきことである。ただし、我々
の調査研究が契約の成立を待ち、本格的に開始される前の段階で、定量的調査を含む調査が開始されることになり、我々
としては、とくに定量的調査に関わる事項について、当初の予定を変更せざるをえなくなった。もっとも、政策研究の場合に
は、通常の研究活動とは異なり、発見や発明の先取権を争うことよりも、現実の政策に対する波及効果に価値がある。した
がって、この変更は「嬉しい誤算」である。ある意味では、政策課題の指摘、政策課題の検討枠組みの提示という、政策研
究の目的の一部は、課題の提案をしたことですでに達成できたともいえる。
結果的に我々は、より個別的、具体的な事例の把握を通じた実態把握や海外事例、海外の政策ツールの収集、分析等
のより定性的観点を重視して調査研究を進めることになった。同時に、政策担当者とも適宜連絡を取りあい、我々の収集し
た情報をもとに、調査等に協力をしてきた。もちろん、行政的調査とは独立に調査を実施することも可能ではあるが、「調査
公害」と揶揄される事態は好ましくないので、同趣の調査は避けることとした。
また研究代表者は、2004年4月14日に開催された総合科学技術会議科学技術関係人材専門調査会において、「科学
者・技術者のキャリアパスについて」と題し、ポスドク問題やキャリアパスの多様化の必要性について陳述した。この陳述の
要点は、2004年7月23日の総合科学技術会議意見具申「科学技術関係人材の育成と活用について」にも反映されたもの
と確信している。その後も、ポスドク問題やキャリアパスの多様化の必要性に関しては、政策的な調査や検討が続けられ、
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科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言や科学技術白書（2004年）でも関連する議論が展開されている。つまり、
我々の問題意識は、すでに舞台の中央に躍り出たのである。当然ながら、関連する報告等で、問題に対応するための政策
の方向性や提言は、すでにかなりの程度、指摘されてしまっている。また、こうした大枠の議論以外でも、本調査研究で調
査した個別的事項や個々の政策ツールのいくつかは、現実の施策の中に組み込まれつつある。
その結果、本調査研究が当初目指していた政策提言のかなりの部分は、すでに新鮮味を失いつつある。別の言い方を
すれば、我々の政策提言は、現実の政策的議論と競走しながら、より先の段階へ進まなければならない使命を負うことにな
った。このような場合の選択肢としては、「政策的議論をより厳密化するための定量的データやエビデンスを積み重ねること
により政策的議論に貢献する」、「政策的議論の場で、まだ議論されていない重要な問題や問題の枠組みを提示する」、
「すでに行われつつある政策的議論や施策に関して、不足する点の指摘や詳細化、具体化を進める」といったものがある。
第1の方向性は、すでに文部科学省が調査等に取り組んでいること、データの収集にはかなりの困難が伴い、現段階では
文部科学省の調査以上の調査を実施することは困難であるので、現実的ではない。第2の方向性は、もっとも望ましいが、
もっとも創造性を要する、もっとも困難な方向性である。
したがって、本調査研究は「すでに行われつつある政策的議論や施策に関して、不足する点の指摘や詳細化、具体化
を進める」ことを中心に進むこととした。とくに、

! 問題の現実の姿をできるだけ生の形で詳細に把握することで、問題点をより明確かつ詳細に指摘すること
! 政策的議論で考慮すべき事項をできるだけ網羅的に把握すること
! 今後の政策的議論の途上で、とくに具体的な施策へ展開していく上で、参考になる可能性のある政策チップスを収集し
たり、考案したりすること

を重視することにした。
また、現況の統計的データの収集、分析などは、本調査研究とは別個に進められており、すでに公開されているデータ
もあるので、本報告書では基本的なデータやオリジナルなデータの紹介にとどめることとした。むしろ、問題の枠組みの提
示、人材問題の背景の考察、問題点の指摘、政策チップスの提示などに重点を置くこととした。本報告書もそのような観点
からとりまとめを行った。

■ 参考文献
1.

Human Frontier Science Program (2002) “Towards a New Paradigm for Education, Training and Career Paths in the
Natural Sciences”.

26

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

5. ノンアカデミック・キャリアパスとは何か

産業技術総合研究所 技術情報部門
齋藤 芳子、小林 信一

本章では研究の枠組みを示す。
これまでアドホックな政策対応になりがちであった日本の科学技術人材問題を一体的に描像するため、我々は「ノンア
カデミック・キャリアパス」という観点を導入する。
科学技術創造立国を標榜し、知識社会に向けて高度な知の生産・伝達・活用を促進するためには、それらのシステム
を支える多くの人材を育て、配置していくことが必要となる。また人材の多様性・流動性も必要となり、そうなるとキャリアパ
スの問題がすべての年齢層において浮上してくる。
しかしながら、これまでの日本の科学技術政策は、研究者、技術者の育成をその人材政策の対象とし、そのための限
定された知識・スキルを有する人材を養成してきた。それゆえ需給予測のような試みもそれなりの成功を収めることができ
たのだが、いまや予測どころか現状把握もままならないのが現実である。
科学技術システムに関わるすべての人を政策の対象に据えているのは日本だけではない。むしろ日本を含めた世界の
多くの国々がひとつのとても大きな潮流を成しているといえる。この背景には、研究の質的変化の国際的共通性がある。
とくに分野融合的研究の増加は、世界の科学技術システムの個々の現場を変化させ、戦略イニシアティブに象徴されるよ
うな組織の変化とその政策的支援の共進化をも起こしてきているのである。さらに、これらの問題の背後には知識社会へ
の移行という問題がある。このような枠組みの中で、科学技術人材の育成問題を捉えていくことが必要である。

■ 5.1. 科学技術人材問題の分析の観点
本章では、研究の簡単な枠組みを示す。本調査研究の根幹は、「ノンアカデミック・キャリアパス」という観点の導入である。
本調査研究の最大の意図は、この観点からさまざまな問題を捉え直そうという点にある。この観点を導入する背景には、科
学技術人材問題のツリー・モデルが存在している。つまり、「ノンアカデミック・キャリアパス」の観点で問題を捉えるということ
は、ツリー・モデルに準拠して問題を分析することを意味する。
また我々は、研究様式の変化、すなわち最近注目されはじめた、研究の融合化、戦略化の傾向にも着目する。この研究
様式の変化は、研究活動や研究の組織化などに大きい影響を及ぼしつつあると考えられている。そこで、分野融合的な研
究活動の拡大に配慮しながら、科学技術人材問題を分析していく。
さらに、これらの変化の背後にある知識社会への移行という問題についても言及する。知識社会は、科学技術などの専
門的知識を有する人材が社会のさまざまな領域で活躍するような社会である。知識社会では科学技術知識を有する人材
の多様な貢献が期待され、「ノンアカデミック・キャリアパス」は研究開発活動やそれを支える活動のみならず、多方面に広
がっていくと思われる。本調査研究はこの問題に本格的に踏み入るものではないが、問題の背景として押さえておく。
図 5-1 は、本調査研究の全体の構図を図示したものである。我々は、「ノンアカデミック・キャリアパス」、「ツリー・モデル」、
「研究の融合化・戦略化」の観点から、ポスドク問題を代表とする科学技術人材問題の現状の分析、行政改革や科学技術シ
ステム改革の影響を受けて生じている研究機関における「ノンアカデミック・キャリア」に対する需要の変化を分析する。その
上で、今後の科学技術システムの発展のために求められている「ノンアカデミック・キャリア」の資質や育成方法を検討する。
以下では、分析の背景となる「ノンアカデミック・キャリアパス」、「ツリー・モデル」、「研究の融合化・戦略化」、「知識社会
化」について紹介する。
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図 5-1 研究の枠組み

■ 5.2. ノンアカデミック・キャリアパス
5.2.1. 新しい観点の導入 －ノンアカデミック・キャリアパス
これまでの科学技術人材問題に対する政策は、供給不足が見込まれる分野があれば分野別の養成目標人数を設定し、
研究者の流動化が必要となればポスドク制度を整備するなど、アドホックなものになりがちであった。これらの歴史的経緯は
第 6 章で詳しく述べることとするが、本章の目的はこれらの問題群を総括して、1 つの大きな科学技術政策課題として提示
しなおすことにある。このような形での人材システムの改革は、科学技術システムそのものを改革することにもつながる、非
常に重要なものであり、そのためには、科学技術人材問題の広がり・奥行きを俯瞰的に捉える必要がある。そこで我々は
「ノンアカデミック・キャリアパス」という視点を導入することで、研究者養成過剰論からの脱却を図り、総合的な科学技術人
材問題の描像から始めることにした。
ここでのノンアカデミック・キャリアとは、科学技術の知識に明るいが研究者ではなく、しかし科学技術システムのなかに職
務を持つような人材（または職種）全般を指している。
科学技術とは、知識を表現している。それに対して研究とは活動を指している。したがって、科学技術者という場合には、
科学技術の知識や能力を持つ者、科学技術のトレーニングを受けた者という意味になる。研究者とは、研究活動を行う者と
いう意味になる。しかし、これまでは科学技術の知識はもっぱら研究において活用され、また研究によって科学技術の知識
が得られることから、科学技術と研究とはほとんど一体のものとして捉えられてきたのである。
しかも、日本の大学教員の場合には、研究者になった学生は自分の仲間であるが、研究者にならずに、例えば銀行など
に就職するとその卒業生は「別世界へ行ってしまった者」という感覚で捉えがちである。科学技術の知識を生かす活動をし
ているという点では何ら変わらないとしても、活動まで同じでなければ仲間とはみなさないのである。このことは、日本の学
協会のあり方にも反映している。欧米の場合には、学協会は専門家のコミュニティとして存在している。つまり、ある分野の
知識を社会的活動に生かしている者の集まりである。それに対して、日本の学協会は研究者の集まりとしての性格が強い。
ノンアカデミック・キャリアという概念を導入することは、科学技術の知識を持つ者が研究以外の活動に携わっている場合
でも、「科学技術者」として考慮していくことを意味しているのである。ただし、あらゆる活動を対象とするのではなく、本調査
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研究では、主として科学技術システムの運営に関わる活動を考察の対象としていく。ただし、知識社会化が進めば、科学
技術の知識をさまざまな社会的活動に生かしていくことは重要になり、イノベーションと科学技術活動の境界はあいまいに
なり、科学技術の知識を持つ者の活動も、連続的な広がりをもったものになっていくと思われる（後述）。したがって、科学技
術システムの運営に関わる活動という限定も、強い限定ではない。
また、伝統的には研究活動は大学や公的研究機関で行われ、民間では研究というよりは開発に重点があった。しかし、こ
れももはや幻想でしかなく、民間でもより研究的色彩の強い活動も存在するし、一方、大学にも研究以外の活動、例えば対社
会的サービスも存在しているのである。つまり、「科学技術＝研究＝大学」という強い結びつきは、弛緩してきたのである。
その結果、科学技術の知識を生かす活動にも、大学であっても研究でない活動、大学以外の研究活動といった多様な
ものが存在し、多様化してきているのである。科学技術の知識を有する者の活動の範囲もそれに伴って拡大しているので
ある。図 5-2 はそれを概念化したものである。伝統的な研究者のキャリアは左上であるが、今日ではその他の 3 象限に、科
学技術者の活動範囲は拡大しているのである。本調査報告では、この 3 象限すべてを「ノンアカデミック」と表現することとし
たい。厳密に言えば、第 4 象限（左下）は、アカデミックであるが研究ではない職務を意味するが、従来のアカデミックな活
動には入らない活動という意味で「ノンアカデミック」という表現を用いることとする。

図 5-2 アカデミック／ノンアカデミック・キャリアの分類

ここで「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」という言葉遣いに違和感を持つ人もいるだろう。研究者とは研究活動を
職業として行う人材のことであるから、彼らがノンアカデミック・キャリアに転向すれば研究者でなくなる。それを「研究者のノ
ンアカデミック・キャリアパス」と呼ぶのは厳密に言えば矛盾である。しかし、この矛盾は動的イメージを生み出してくれる。つ
まり、研究者がノンアカデミック・キャリアパスにキャリア・チェンジしていくという動きを表現してくれる。そこで、本報告書では
このイメージをほのめかすために「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」という表現を使うことにした。
もちろん、アカデミック・キャリアからノンアカデミック・キャリアへという転向だけでなく、逆方向もありうるはずであるし、その
ような流動性は科学技術システムの活性化に寄与すると期待される。よって「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」に込
められた真の想いは「理工系の高等教育を受けた人材（＝科学技術者）のアカデミック／ノンアカデミックを問わない自由
なキャリアパス」を現実のものとすることである。

5.2.2. 科学技術人材問題に関する構図の変遷
科学技術人材政策における人材養成・確保の構図も変化してきた。高度経済成長期の 1950、60 年代は科学技術人材
需要が急増したため、「マンパワー需要アプローチ」と呼ばれる考え方にしたがって、理工系学部の拡大がすすめられ、高
学歴人材の計画的養成と供給確保が計られた。マンパワー需要アプローチと呼ばれる方式は、当時、経済協力開発機構
などの場で議論され、多くの国で採用された方式である。
1980 年代以降のハイテク産業の時代は、科学技術人材の不足が声高に叫ばれた時代でもある。米国ではソフトウェア
クライシスのなかで情報技術者の供給が図られ、また初等・中等教育における理科教育の充実が試みられた。まるで水道
管のバルブを開閉するかのように、需要にあわせて各教育段階への出入りを調節する人材政策は、パイプライン・モデルと
呼ばれる。
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HFSP（ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム）は 2002 年に、科学技術人材に関するひとつの会議報告を出し
た（コラム 5-1 参照）。そこで用いられたのが、図 5-3 である。この図は、大きな樹の幹の部分に教育段階をおき、各課程を
修了した人材が、左右に張り出した無数の枝、すなわちアカデミック、ノンアカデミックの双方においてバランスよく活躍する
ことで、科学技術システム全体が健やかな美しい樹となる様子を端的に表している。
この人材養成モデルはツリー・モデルと名づけられた。このモデルが「マンパワー需要アプローチ」や「パイプライン・モデ
ル」と決定的に違うところは、養成すべき人材の多様性とともに、そのために必要な仕組みの多様性をも如実に物語ってい
る点である。
この樹が表す科学技術システムとは、アカデミックな研究システム、そしてアカデミックおよび企業等を含めた研究開発シ
ステムよりも大きい、知的活動全般を内包するようなシステムと考えていただきたい。知識社会におけるイノベーション・シス
テムと呼び変えることもできよう。
ただし、この図には多様なキャリアが書き込まれているものの、人材の流動性を十分に描写できていない。最近の HFSP
関係者の議論では、この絵に螺旋状の矢印が加えられ、より動的な印象を指向するようになっている。我々が本書のなか
で用いるツリー・モデルという言葉も、このような流動性を含む意味合いで使っていく。

図 5-3 HFSP によるツリー・モデルの模式図（HFSP ウェブサイトより）
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コラム 5-1 自然科学の若手研究者に対する国際的な訓練と支援（HFSP）

ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）と欧州科学財団（European Science Foundation）は、2001
年 11 月に、自然科学の若手研究者に対する支援に関わる各国・地域の助成機関の代表者を集め、自然科学の教
育、訓練、キャリアパスの新たなパラダイムをテーマに会議を開催した。会議は主として生命科学分野を念頭におい
て開催されたが、実際の議論はその範囲を超え、科学技術全般に共通する問題に及んだ。なお、報告書は
「Science」という表現を用いているが、それはわが国における「理学」よりはかなり広い概念で、「アカデミックな科学技
術」といった側面もあるので、以下では「科学技術」と表現する。
その報告書[1]は、科学技術分野の教育訓練に関して、特定の学問分野で研究に携わる研究者を新たに産出する
従来型の方式を「パイプライン・モデル」と呼び、それに替わるものとして「ツリー・モデル」を提唱した。この新しいモデ
ルでは、人材育成の目標の幅が広げられ、社会と若手科学者の双方のニーズが取り込まれ、科学技術分野での確
固たる経歴をもつ研究者には豊かなキャリアの機会があることが表現されている。
パイプライン・モデルは、科学技術教育の最終目標が限られた学術的リーダであり、多くは落伍者となっていくという
イメージを喚起するが、それが、子供たちや若者を科学技術に引き付け、または引き留めることを困難にしているとい
う危機感もこの背景にはあった。そこで、科学技術教育を受けた人材のキャリアが、研究活動との関連性の強弱に関
わらず、産業界、学校、政府、メディア、経営などの分野に多数あることを示そうとした。そして、改善のための提言を
まとめたのである。
以下に、提言事項のエッセンスを列挙しておこう。

（1）初中等教育に関する提言
・

市民が子供時代から科学技術の言語、考え方、研究方法に対する理解と親しみを持てるように、すべての教育
レベルにおいて、科学技術の基礎知識を強化する必要がある。

・

理科教員の養成をこれまでより重視し、教育のあらゆるレベルにおいて、優秀な理科教員にはその能力を評価
して適切な報酬を与えなければならない。科学技術を教える教員、とくに中等学校以上の教員は、科学技術の
上級学位を取得することを求めるべきである。

（2）大学教育からポスドクにいたる段階に関する提言
・

多様なキャリアに対応するために、学生には最初から、幅広い基盤をもつ科学技術のカリキュラムを通じて多彩
な分野の経験をし、自分の才能と関心がどこにあるのかを試す機会を与えるべきである。

・

多くの大学が伝統的な学問分野構成をもとに教育を行っているが、科学技術の新たな課題に応え、将来のさま
ざまなキャリアに向けて準備させるためには、学部の壁を取り払うべきである。助成機関は、複数の研究分野や
大学にまたがる訓練プログラムを支援することにより、この変革を促すべきである。

・

学生に、大学外の多様な仕事の環境に触れさせる機会を与えるべきである。

・

訓練プログラムは、国籍、人種、マイノリティであるという境遇などとは無関係に、すべての才能ある個人に対し
て開かれるものでなければならない。また女性科学技術者が仕事と家庭での責任を両立させることができる仕
組みを提供する必要がある。

・

博士号への過渡的準備段階と見られがちな修士課程を、多様なキャリアへの準備のための独立した科学技術
の訓練過程として評価すべきである。

・

あらゆるレベルの学生と若手研究者に対する助言制度と職業指導を重視すべきである。純粋な研究スキル以外に
も、授業、人事・財務管理など、教員、管理者、研究所長になる場合にも役立つスキルの訓練を施すべきである。

・

大学には、学生に対して多様なキャリアのチャンスがあることを指導する責任がある。政府や助成機関は訓練プ
ログラムに関するガイドラインを通じて、教育課程には多くのゴールがあり、そのどれもが優れた職業チャンスへ
とつながる可能性があることを、明確に示すべきである。
（つづく）
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・

大学、研究機関および助成機関は科学研究に対する一般の信頼を確保するため、すべてのカリキュラムの一部
として、研究倫理に関するプログラムを実施すべきである。

・

多くの国では、ポスドクが報酬や保障、手当ての少ない長期臨時職員や「恒久的ポスドク」として処遇される例が
珍しくない。より強固で安定性が高く、より倫理的なキャリア構造を開発する必要がある。

（3）研究者に関わる提言
・

きわめて有能な若手研究者には、画期的な新規プログラムの策定や雇用慣行の変更などを通じて、独自の研究
の方向性を決める自由を与える。

・

博士課程の段階から、若手研究者に適切な管理スキルをもたせるための努力が必要である。

・

研究成果を政治指導者や一般大衆に効果的に伝えるために、すべてのレベルの科学技術者に、コミュニケーシ
ョン・スキルの訓練を行うべきである。

・

評価に際しては、アウトプットの量だけではなく、その卓越性と独創性を重視することが重要である。昇進審査で
は、教育スキルをもっと高く評価すべきである。

・

助成機関は、有能な人材、とくに女性を集め、引き留め、支援するために、家庭人の働きやすいインフラの整備
を研究機関に促さなければならない。

[1] Human Frontier Science Program (2002) “The Pipeline and the Tree: Towards a New Paradigm for Education,
Training and Career Paths in the Natural Sciences”, in: Human Frontier Science Program: The Pipeline and the

Tree [on-line],
Available from world

wide web: < http://www.hfsp.org/pubs/Position_Papers/FundersReport2002.pdf >.

（小林信一）

ここで、ツリー・モデルについてもう少し詳しく知っていただくために、図 5-4 にパイプライン・モデルとツリー・モデルの比
較を示す。

図 5-4 パイプライン・モデルとツリー・モデルの比較

ツリー・モデルにおいて、養成される人材は、アカデミックな研究者一辺倒から、知識社会を支える専門家全般へと拡大
される。助手、助教授を経て、教授になったら「あがり」というわけではない。キャリアパスはより複線的に多様に変化する。こ
れまでのような固定された序列から放たれ、契約型などによって流動性と独立性が増すのである。これに伴い、キャリアの
分岐も、今までのような自助努力による競争と淘汰ではなく、組織としての選抜とアウトプレイスメントを行って、人材の活用
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を図る必要がでてくる。このような人材は、ディシプリンのなかで知識生産と伝達を行う活動よりも、むしろ、知識を活用する
なかで新たな知識の生産に結びつくような活動を行っていくことになる。

5.2.3. 新しい観点の急速な波及
このような経緯があって、我々は「ノンアカデミック・キャリアパス」という概念を日本に導入することが必要と判断したので
あった。この概念は、本調査研究の提案以降、瞬く間に政府関係の科学技術人材の検討に取り入れられ、議論の中身を
変化させた。たとえば文部科学省科学技術・学術審議会人材委員会による報告書［人材委員会、2004］には、まさにツリ
ー・モデルの日本語版が挿入されている（図 5-5）。

図 5-5 日本版ツリー・モデル（科学技術・学術審議会）

実は、海外でも同じように、研究者養成から科学技術システム全体を見通した人材養成へと人材問題の設定が変わって
きている［EURUB、2002］。この世界共通の変化の背景には、科学技術システムの変化があり、その背景にはさらに研究そ
のものの質の変化がある。科学技術システムと研究の質とは、互いに呼応しあうように絡み合った変化を遂げていると言うほ
うが、むしろふさわしいかもしれない。

■ 5.3. 研究の融合化・戦略化
近年、研究活動の様式の変化に注目が集まっている。1990 年前後から、共同研究の増加、プロジェクト研究のようにゴ
ールがより明確な研究活動の増加、さらには多分野の研究者の協働の増加などが顕著になってきた。この傾向は 1990 年
代末になると、ゲノム科学の発展、ナノテク研究の活発化などの結果として、きわめて明確になった。この新しい研究様式
は、トランスディシプリナリ、マルチディシプリナリ、クロスディシプリナリ、インターディシプリナリなどさまざまな言葉で表現さ
れている。それらの用語は決して新しいものではないが、その内容は従来とは異なる側面を持っている。そのため、ここ 1、
2 年のあいだに各国で関心が高まっている。2004 年 11 月には、アメリカの全米科学アカデミーがこの問題に関する報告書
を発表し、注目を集めている［National Academy of Sciences, 2004］。
たとえば、アメリカの大学、研究機関において、バイオ、ナノテクや情報通信技術に人文・社会科学までも融合し、ハイリ
スクな基礎的研究から応用までを総合する大規模な研究活動への取組みが始まっている。当初「戦略イニシアティブ」など
と呼ばれたこの動きは、最近になって Bio-X（スタンフォード大学）やジャネリア・ファーム・リサーチ・キャンパス（ハワードヒュ
ーズ医学研究所）のように、大規模研究施設の建設が進み、物理的、空間的にリアルな融合的研究プラットフォームを構築
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する方向に発展している。つまり、分野融合的な研究活動が、バーチャルなものとしてではなく、組織の中で実体化され、
制度化されつつあるのである。これが、一部の大学にとどまらず、どんどん広まる傾向を見せているのである。
このような変化の背景には、自然と社会の複雑性の増大、個々のディシプリンでは対応できないような問題が多くなった
こと、社会的問題解決へのニーズの高まり、研究活動を進める上で新技術が重要になっていることなどが指摘されている。
このような研究活動の様式には共通する特色がある。それを抜き出してみると以下のように整理できるであろう。
1. 多分野の共同研究の推進
2. 大学レベルでの研究推進
3. 新しいタイプの教育研究組織
4. クリティカルマスを超えるだけの規模の確保
5. 研究の基盤となるデータベースや機器などを共同で活用する体制
6. 先端的で新しいタイプの研究活動の場での人材育成
7. これらを実現する集中的な建物と設計思想の変化
8. 研究組織のオープンネス
・大学内の組織のみならず、他大学との連携、さらには社会との連携
・商業的価値（産学連携）のみならず、社会的問題解決も意識
・現場との連携が重要に
論文至上主義ではなく、医学におけるトランスレーショナル研究のように基礎と現場への適用をつなぐ研究、すな
わちデモンストレーション（社会的試行を通じた研究）やインプリメンテーション（運用のための研究）などを重視す
る傾向
9. 人文社会科学系研究者の参加
研究活動が人間や社会と深く関わる以上、研究の倫理的、制度的、社会的側面の研究は欠かせない
10. 既存の教育研究組織を温存した上で、新しい研究組織を構築
既存組織はそれ自体、研究上の固有の価値を失っているわけではない
新組織にとっても、多様な新しい知識の導入源として役立つ
新組織は新しい研究ツール、研究装置などの研究基盤を伝統的研究活動に提供しうる
11. 研究資金調達の新しい方向性
基盤構築の重要性とそのための資金調達
競争的資金では賄い難い、大型でリスキーな研究活動のための資金調達

このような分野融合的研究活動の登場は、研究活動を変化させ、研究機関のマネジメントを変えてきた。その結果、研究
のマネジメントに対する需要にも変化が生じているのである。また、最近ではファンディングも変わりつつあり、新しいタイプ
のプログラムが開始されている（9 章参照）。そのため、ファンディング機関、研究機関ともに研究のマネジメントに関わるキ
ャリアにも変化が要請されているのである。
表 5-1 は表 4-1 を改めて示したものである。分野融合的研究活動では、研究担当副学長レベルの役割が大きい。また研
究のみならず財務なども含めて、戦略形成、計画立案を総合的に支援する戦略スタッフ、計画スタッフも必要になる。また、
研究現場でも、研究を総括するリーダとともにリーダを支え、内部のグループ間、内部と外部の調整も担うコーディネータ的
役割のスタッフが必要になってくる。研究総括者とコーディネータは分野融合的研究活動の両輪である。ファンディング機
関においても、プログラムの企画、設計には従来とは異なる発想が必要となり、PO や PD の役割は大きくなるだろう。
このような分野融合的研究活動の展開については、別稿［小林 2004a、2004b］に譲り、深くは立ち入らないこととする。し
かし、重要なことは、わが国の科学技術人材問題の背景にも、基本的には同じような研究様式の変化が影響を及ぼしてい
ると考えられることである。我々は、この点にも留意しながら分析を進めた。
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表 5-1 ファンディング様式の変化とキャリアの多様化（表 4-1 再掲）

研究機関（アカデミック）
ファンディングの様式

研究
職務

機関助成／
小規模ファンディング

研究者

プロジェクト・

PI

ファンディング

（独立研究者）

重点的配分／
ブロック・グラント

科学技術システム運営

研究運営・支援
能力、役割

職務

研究

研究事務

研究の組織化

研究管理

能力、役割
事務処理
申請、
研究運営、
報告の支援
周辺的事項を

研究組織の

研究

調整・管理

コーディネータ

研究担当

戦略的

戦略・計画

研究企画、

副学長等

マネジメント

スタッフ

調査、評価

研究総括者

含む総合的
マネジメント

（ノンアカデミック）
職務
研究行政
プログラム・
オフィサー

能力、役割
事務処理

ピアレビュー

プログラム・

評価、

ディレクター

プログラム企画

政策担当者

政策立案

■ 5.4. 知識社会化と科学技術教育
知識社会とは、知識や技術が社会を駆動するような社会である。そこでは狭義の研究開発ではなく、イノベーションが重
要になってくる。イノベーションとは、いわゆる技術革新に限らず、新しい知識、アイディア、プロセス、方法を開発し、それら
を社会経済的便益の実現のために応用することを指している。シュンペーターの新結合（Schumpeter、邦訳 1977）に相当
するものである。知識経済におけるイノベーションは、工学的技術のイノベーションにとどまらず、ソフトウェアや制度、組織、
経営などのイノベーションを含むものである。また、必ずしも新規な知識、アイディアである必要はなく、既存の知識の組合
せによって新しい財やサービスを生み出すことや流通技術、管理技術、利用技術など、いわば知識の使い方に関する知
識を生み出すこともイノベーションであると考えられている。
知識社会では、このようなイノベーションが継続的に生まれ、それが社会の発展につながることが期待されている。大切
なことは、狭義の研究開発活動にはとどまらない広範な知的活動が展開されることであり、そのためには、専門的教育訓練
を受けた人材が必要だということである。従来から存在している研究者や技術者もそのような役割の一部を担っている。とく
に企業等の研究者・技術者はイノベーションを推進する上で重要である。それ以外の人材像は現在のところ必ずしも明確
ではないが、例示は可能である。
レギュラトリ・サイエンスは典型的な事例であろう。レギュラトリ・サイエンスは、安全性確保や環境保全のための規制制度
を支援する分析研究であると同時に、さまざまな政策的決定を支援する知的活動という側面もある。そこでは、従来の研究
活動が新知識の発見や発明を追究するのとは異なって、評価、予測、調整といった要素が重視される。活動の対象には、
自然科学的な対象だけでなく、法制度や政策といった社会的な対象も含まれる。たとえば、化学品や医薬品、食品の環境
や人の健康に対する安全性の評価はそのような活動の典型である。レギュラトリ・サイエンスには、科学的分析や調査をす
る準研究的側面と社会的側面の両面があるのであり、このような活動は伝統的な研究開発活動には収まらないものである。
企業における職務も、いわゆる事務職と思われてきたものでさえも、たいへん知的なものに変質しつつある。科学技術が浸
透した社会においては、社会的問題の解決（社会的イノベーション）のためには、程度の差はあれ、科学技術の知識は必須
である。これらの活動は学術的ではないとしても、専門的判断をし、新しい価値を生み出すという点で創造的活動である。こ
のようなイノベーションを担う人材が社会に遍在し、活躍することが一国の競争力に結びつくと考えられているのである。
このように、これからの社会では、科学技術に深く関わる職務から、それほど深くは関わらないにしても科学技術の知識
が必要な職務まで、科学技術知識を有する多様な人材が必要になる。このような多様な人材を表現する言葉として、一般
に流布している表現を借りれば、シンボリック・アナリスト（ライシュ、邦訳 1991）、クリエイティブ・クラス（Florida、2002）という
ことになるのかもしれない。
ここまでくると、科学技術人材の養成問題は、研究者・技術者の養成問題にはとどまらず、科学技術の訓練を受けながら、研究
開発とは別の場で、研究開発とは別の形で、科学技術の知識を生かすノンアカデミックな人材の問題へと広がっていくのである。
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科学技術が浸透した社会では、一般の人々も、日々の生活の中で、科学技術と関わりながらさまざまな意思決定を繰り返すこと
になる。医療を受ける際のインフォームドコンセント、食品の安全性に対する配慮、環境問題への配慮、経済的リスクへの対処
等々、さまざまな局面で、科学技術の知識を活用しつつ意思決定をしなければならない。このような状況を「リスク社会」と表現す
るのである。このために一般の人々にとっても科学技術の知識は重要になる。これが科学技術リテラシーの問題につながる。
しかし、留意しなければならないのは、例えば 40 年前の状況と今日あるいは今後の社会の状況は明らかに異なることで
ある。40 年前の科学技術の社会への浸透と今日の科学技術の社会への浸透では明らかに異なっている。高度経済成長
期までは科学技術の成果は主に生産活動へ適用されていたのであり、科学技術の成果は人々の生活の場へ家電製品な
どの形で徐々に浸透し始めたに過ぎない。科学技術の知識とそれを有する人材は企業の研究開発などの場において大い
に必要とされ、役立ったのである。だが、一般の生活においては科学技術の知識を必要とすることはそれほど大きくなかっ
た。このような時代の科学技術教育の主眼は、研究者や技術者の養成に集中するのは当然である。
だが、今日の状況は当時とは明らかに異なっている。今日の生活は、職業生活のみならず家庭生活も、科学技術の成果
に囲まれている。職業生活に関しては、上述のように、研究者、技術者のみならず、さまざまな場面で科学技術の専門的知
識が要請される。家庭生活でもそうである。もちろん、知識の内容やその必要性は局面によって異なるであろう。だが、科学
技術の知識が一部の専門家だけに要請されていた時代とは明らかに異なるのである。しかも、必要となるのは、科学技術
の知識のみならず、「知識の使い方に関する知識」である。これはイノベーションに関わる職務に携わる者のみにあてはまる
のではなく、一般の人々にとっても必要である。「リスク・リテラシー」が必要であると言われるのは、その端的な例である。一
般の人々にとっても、「知識の使い方に関する知識」が必要なのである。知識社会においては、科学技術リテラシーはます
ます重要になるだろうが、その内容や機能は従前のものとは質的にも異なっているのである。
このように、知識社会の科学技術教育は、研究者、技術者などの狭い範囲の人材育成のみを担うのではなく、科学技術
知識を生かしてさまざまなイノベーションに携わる人材の育成を含むものにならなければならない。これは広義のノンアカデ
ミック・キャリアの問題である。そればかりか、そのような人材育成の広がりの一端には、一般の生活者も存在しているのであ
る。したがって、科学技術人材育成の問題と科学技術リテラシーの問題は一体のものとして議論されなければならない。
もちろん、これらのすべてを一つの教育課程や教育プログラムで実現できるものではないだろう。必要なことは、子どもの
段階から社会人の再教育まで、相互関係に留意しながら全体的なシステムを再構築することである。アメリカで最近議論さ
れているものに、Professional Science Master（PSM）の構想がある。アメリカの場合、大学の学部レベルの自然科学系教育
は入門的であり、また博士課程は専門的であり、その途中がないことから、科学技術の知識を学んだ上で、企業経営、行
政などの多様な分野で活躍する人材にとって最低限必要なレベルの教育課程を新設し、その質的保証（qualification）とし
て PSM を創設しようという構想である。アメリカでは、一方では博士課程やポスドクの問題、科学技術リテラシー問題が政策
的議論の対象となっており、その間を埋める形で登場している議論である。このような問題の整理の仕方は、知識社会にお
ける科学技術教育の議論の進め方として参考になる面がある。
なお、PSM では科学技術の先端的動向を幅広く押さえることを想定しており、その点では前述の分野融合的研究活動の
進展やそこでの教育の重視という傾向とも関連がある。もっとも、日本とアメリカでは大学教育の仕組みが異なっており、単
純に PSM を模倣すればよいというものではない。日本では、学部段階ですでに教育課程がかなりの程度専門化しているこ
と、専門職大学院制度が未成熟であることなどから、単純に PSM を移植してもうまくいかないであろう。日本の大学教員の
多くには、研究重視の性向があり、教育を専門的な研究活動の入門として捉える傾向がみられる。そこでは、イノベーション
に関わる多様な活動を研究活動の亜流であるとか、価値の小さい研究活動であると捉えるきらいがある。土木分野のように
公務員を重要な進路と考えている分野は例外的である。しかしそれは研究活動や技術開発の亜流ではなく、科学技術知
識の固有の活用形態である。そのように考えれば、学部教育の内容も変わっていくはずである。日本の場合には既存の学
部教育の改革から始めるべきであり、単純な接ぎ木で望みどおりの花が咲き、実がなるとは思えない。
本調査研究が対象とするノンアカデミック・キャリアは、研究開発活動の周辺に留まっている。しかし、本来はその延長上
に多様な知的職業が広がっているのであり、そこまでノンアカデミック・キャリアとして視野に入れるべきである。同時に、科
学技術リテラシー問題も一連の問題として捉える必要がある。残念ながら本調査研究は、そのような一連の問題群のほん
の一部を対象とするにすぎないが、その過程においては上記のような問題意識を持ち続けて検討を進めたい。
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■ 5.5. まとめ
本報告書では、科学技術人材問題を現象の表面的な分析にとどまらず、理念的問題に立ち戻って検討したい。そこで
注目するのが「ノンアカデミック・キャリアパス」という観点である。科学技術人材の養成目標を研究者や技術者などの狭い
範囲に限定することなく、研究開発ではないが、科学技術に関わるキャリアを含めた全体に広げて考える必要がある。しか
し、これは単なる状況の記述のための概念ではない。「ノンアカデミック・キャリアパス」の背後には「ツリー・モデル」の科学
技術人材育成モデルがある。また、今後の動向を見通す上では「研究の融合化・戦略化」さらには知識社会化といった問
題に配慮する必要がある。このような変化は、科学技術人材の多様化、科学技術システムの運営を支える人材の需要の拡
大をもたらし、ノンアカデミック・キャリアに対する需要を拡大すると予想される。また、科学技術人材問題も従来とは異なる
観点から見直す必要がある。
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6. 科学技術人材の養成確保 −歴史と現状−

産業技術総合研究所 技術情報部門
齋藤

芳子、小林 信一

本章では、研究者を含む科学技術人材の養成確保の歴史と現状を整理する。
日本においては、かつての大学の理工系人材育成の拡充や大学院の整備などによって、とくに理工系の大学院修了
者が増加の一途にあり、その結果として科学技術関係の従業者数も伸びてきた。博士号取得者数の伸びも著しいが、か
つてはオーバードクターの増加が問題とされ、近年は大学や国立研究機関の正規ポストに就かずに、ポスドクになる者が
増えている。さらに近年、研究機関の法人化が相次いで実施され、研究マネジメントなどの、直接研究に携わる人材以外
の人材にも目が向き始めている。
このように、わが国は何らかの人材問題を常に抱え続けてきた。その時々に一定の対応が図られたが、それが次の問
題の遠因になり、さらに環境の変化もあって、すべての問題が解決することはなかった。今日の人材問題を考察する上で
は、オーバードクター問題や、とくに 1990 年代以降の大学院問題、ポスドク問題などが重要である。これらの歴史を振り
返ると、人材問題に関する総合的、体系的な政策的議論も十分ではなかったといえよう。
現代は「知識社会」、すなわち高度な知識によって牽引されるような社会への移行期にあたる。今後の科学技術人材の行方を考
える上では、知識社会への移行、少子高齢化、高学歴化などのトレンドを見据える必要がある。また、科学技術人材がノンアカデミ
ック・キャリアにも進出し始めた今、その全体像を把握することも重要であるが、わが国では十分なデータがない状況にある。

■ 6.1. ポスドク問題以前
日本における科学技術人材需給の歴史的変遷の概略を表 6-1、6-2 に示す。
日本の科学技術人材の需給は、戦後の高度経済成長とともに発展、拡大した。1953 年に国立大学で新制の大学院制
度が創設され、研究者養成が本格化した。初期の学生が博士課程を修了する前後の 1950 年代後半には、経済発展のた
めに理工系人材の育成を拡大することが要請され、理工系学生の入学定員拡大政策が開始された。これは、マンパワー
需要アプローチと呼ばれる人材需給予測・計画方式に基づくもので、当時、経済協力開発機構などの場で議論され、多く
の国で採用された方式である。定員拡大といっても、学部を対象としたものであったが、当時の大学制度の下では、学部定
員の増加は必然的に何年かのちの大学院定員の拡大につながることになり、旧帝大等の博士課程を有する大学を中心に、
大学院卒業者の拡大につながっていった。さらには、1960 年代後半からの大学全体の入学定員の拡大も、その後の大学
院修了者の拡大へと結びついていった。
この時代の学部、大学院の拡大は、産業の近代化、経済の拡大などによる人材需要の拡大、さらには大学や公的研究
機関の拡大の時期に一致したため、科学技術人材の需要と供給はともに拡大していった。しかし、研究者養成の観点から
は、博士課程修了者の研究者としての就職先は大学や公的研究機関が主たる就職先であり、経済成長の減速や大学の
入学定員抑制政策、公的研究機関の拡大期の終焉などにより、1970 年代半ばには供給過剰に転じることになった。この
結果として生じたのがオーバードクター問題である。
1980 年代前半には、オーバードクター問題を契機の一つとして、研究者養成が政策課題として位置づけられることにな
った。一連の議論は、1984 年の学術審議会答申「学術研究体制の改善のための基本的施策について」の中で取りまとめ
られ、主として民間セクター向けの研究者養成の長期的な拡大を提言する一方で、ポストドクトラル・フェローシップ制度の
導入を提言した。この結果として、翌年には日本学術振興協会の特別研究員制度が発足した。また、研究者市場の硬直
化の傾向が明らかになるにしたがい、流動的研究組織への関心も高まった。そのような中で、創造科学推進事業
（ERATO）が 1981 年に開始され、1986 年には理化学研究所が国際フロンティア研究システムを創始した。

38

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

表 6-1 日本の科学技術人材問題の推移（1）
年代

政策

大学院

ポスドク

需要側

新制大学院（国立）
発足

1953 年
1960 年前後

理工系増員

1965 年前後

理工系大学院拡大

（この間）

大学定員拡大
（進学率 2 倍に）

理工系ブーム

大学、公的研究機関の研
究者採用ピーク

1975 年前後

1980 年前後

オーバー ドクタ ー問題（ 人
文、理学、農学が主）

供給拡大

ERATO（流動的研究組織始
まる）

1981 年
学術審「学術研究体制の改
善のための基本的施策に
ついて」
「昭和 61 年度以降の高等
教育の計画的整備につい
て」

1984 年

1985 年

JSPS・特別研究員

1980 年代

民間研究開発活発化
理系修士採用拡大

工学系修士拡大

1986 年

理研・国際フロンティア研究
システム

1980 年代末

OD 問題緩和

1989 年

理研・基礎科学特別研究員
制度

18 歳人口増大に伴う大学
入学定員の拡大

一方、1980 年代には産業界の研究開発が急速に拡大し、国勢調査においても技術者が急増した（図 6-1）。この技術者
の増加は、主として修士課程修了者の採用の拡大という形をとったため、理工系修士課程もこれにともなって拡大を続けて
いった（図 6-2）。

年
科学研究者
技術者
大学教員

1980

1990

2000
千人
0

500

1,000

1,500

2,000

図 6-1 科学研究者・技術者・大学教員数の推移
（出典：総務省統計局 国勢調査）
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注 ：修了者数には満期退学者を含む。

図 6-2 大学院修了者数の推移
（出典：文部科学省 学校基本調査）

また、1980 年代末から、第二次ベビーブーム世代の大学進学にともなって、大学入学定員の拡大が始まった。この結果
として大学教員の需要が拡大したため、オーバードクター問題は次第に緩和していった（図 6-3(a)）。オーバードクターは
1970 年代後半に増加したが、1980 年代後半以降は若干改善の方向に転じている。当時、大学院修了者等に占めるオー
バードクター（修了・退学した者であって学内で研究を継続している者）の割合は、格段に低下した（図 6-3(b)）。
人
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注 ：各年12月1日現在。

図 6-3(a) オーバードクター数の推移
（出典：文部省資料にもとづき作成）
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図 6-3(b) 博士課程修了者に占めるオーバードクターの割合の推移
（出典：文部省資料および学校基本調査にもとづき作成）
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表 6-2 日本の科学技術人材問題の推移（2）
年代
1991 年

政策

大学院

ポスドク

「大学院の量的整備につい
大学院重点化はじまる
て」
「平成 5 年度以降の高等教
育の計画的整備について」

1992 年

大学新増設抑制へ
TA 制度
ベンチャービジネス・ラボラ
トリ非常勤研究員

1993 年

1993 年頃

学術審「研究者の養成・確
保」議論始まる

不況
ポストドクター等 1 万人支援
計画
JSPS・特別研究員（COE）

1995 年

1996 年

需要側

政府出資金による研究助成
（未来開拓学術研究推進事
業等）

リサーチ・アソシエイト等の
プロジェクト雇用型ポスドク

科学技術基本計画

RA 制度

学術審「21 世紀に向けての
研究者の養成・確保につい
て」
理研・ゲノム科学総合研究
大学等の任期制
センター等設置

1997 年

1998 年

「21 世紀の大学像と今後の 2010 年に大学院規模 22 な
改革方向について」
いし 25 万人

1999 年

学校教育法等改正

2001 年

行政改革

独法による定員外の研究員
の雇用拡大

国立研究機関等の独立行
政法人化

科学技術振興調整費による
雇用

21 世紀 COE プログラム

COE 研究員

大学院組織の多様化

2002 年
2004 年

需要低迷の見込み

ポスト・ポスドク問題話題に

特別研究員（SPD）
国立大学法人化
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■ 6.2. ポスドク問題へ
1990 年代にはいると、博士課程を含む大学院の拡大が始まる（図 6-4）。1991 年の大学審議会答申「大学院の量的整備
について」では、大学院の整備の目安として、2000 年までに大学院生を倍増させるという目標を設定した。大学院の規模に
関しては、2000 年に在学者数は 20 万 5 千人を超え、当初の計画（1991 年の在学者数 98,650 人の 2 倍）を達成した。
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74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02

0
年

図 6-4 大学院在学者数の推移
（出典：文部科学省 学校基本調査）

答申は、博士課程の拡大を中心に据えた拡大政策を提言したわけではなかったが、その後、各大学では大学院重点化の
スローガンの下で、博士課程の拡大が企図された。一方、大学審議会は 1991 年に「平成 5 年度以降の高等教育の計画的
整備について」を答申し、大学新増設の抑制へ向かうことになった。大学教員の需要拡大が期待できない中では民間企業の
博士採用の拡大に期待せざるをえなかったが、不況の中では甘い期待はできず、ふたたびオーバードクター拡大が懸念さ
れた。そのような中で学術審議会は再び「研究者の養成・確保」に関する議論をはじめたが、その一環として実施された分析
では 2010 年を見通した場合、従来のような明確な需要拡大は期待できない状況が明らかになった［潮木守一、1994］。
しかし、1995 年には大きい転換があった。95 年には科学技術基本法が制定されるとともに、2000 年までにリサーチ・アソ
シエイトを含むポスドク等を 1 万人に拡大するという「ポストドクター等 1 万人支援計画」が始まった。それまでのポストドクトラ
ル・フェローシップを格段に拡大し、研究活動の活性化を図ろうという趣旨の計画である。翌 96 年には、科学技術基本計画
が策定され、ポストドクター等 1 万人支援計画が基本計画に取り込まれ、正式の計画となった。ここで想定していたポスドクは、
ポスドクを一元的に採用し、多様な機関で研究に従事してもらうという伝統的なポスドクであり、条件はよい。ポストドクター等 1
万人支援計画が公式な計画となったことで、ポスドクのポストは急速に拡大し、2000 年までに計画は達成した（図 6-5）。
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注：リサーチ・アソシエイト分を除く
図 6-5 ポストドクトラル・フェローの推移
（出典：文部科学省資料より作成）
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同時に、このような伝統的ポスドク以外のプロジェクト雇用型のポスドクが浸透しはじめた。1995 年に特殊法人に対する
出資金を利用した競争的研究資金（例えば、日本学術振興会の未来開拓学術研究推進事業）が登場した。この制度の中
では、研究活動の推進に伴ってポスドクを雇用するという方式が採用された。このような新しいポスドクが徐々に拡大してい
く中で、理化学研究所は 97 年頃から、従来の国際フロンティア研究システムを改組拡充し、ゲノム科学総合研究センター
等を設置し、ポスドクなどの任期付研究者によって研究活動を推進するようになった。これらの非伝統的ポスドクが出現した
結果、従来のポスドクのイメージは大きく変わることになった。
このような中で、1998 年 10 月に大学審議会は答申「21 世紀の大学像と今後の改革方向について」をとりまとめ、大学院
の規模の見通しについて言及した。諮問では、2010 年における大学院生の規模について 30 万人という具体的整備目標
が例示されたが、答申では従来の制度を前提とした場合、22 万ないし 25 万人といった控えめな推計値が採用された。とく
に博士課程については、供給過剰になる分野もありうるとした。もともと大学セクターの採用拡大はほとんど期待できない上
に、民間企業による博士採用が大幅に拡大することは望めないとすれば当然の予測である。そのような情勢の中で、しだ
いにポスドク終了者の再就職問題が懸念されるようになっていった。
2001 年には、省庁の統合、国立研究機関の独立行政法人化などの行政改革を契機として、流動的な若手研究者の採
用が加速した。国立研究機関は長い間、研究者の高齢化や硬直化が問題視されてきた。しかし、法人化されたことで、運
営費交付金や外部資金によって、定員の枠外で研究者や研究補助者を雇用することが可能になり、堰を切ったようにポス
ドクを採用しはじめた。また各大学でも、21 世紀 COE プログラムによって大学院生のリサーチ・アソシエイトや COE 研究員
などと呼ばれるポスドクの採用が急速に進むことになった。これらは、伝統的なフェローシップ型ポスドクとも、プロジェクト雇
用型ポスドクとも異なるもので、ここでは機関雇用型ポスドクと呼ぶことにする。

43

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

コラム 6-1 「ポスドク」の定義

ポスドク問題を考えるにあたっては、ポスドクの定義そのものから始める必要がある。かつて、一般の終身雇用の研
究者（大学教員）か、無職（いわゆるオーバードクター）かのどちらかであった博士課程修了者の進路は、ポストドクトラ
ル・フェローシップ制度の創設、公務員任期制の法制化、研究費により雇用される研究者の出現などにより、とても複
雑になった。あまりにも多様な実態があるため、人によってポスドクの指し示す範囲が異なる場合もあるほどだ。
本書でのポスドクとは、英語でいうところのポスト・ドクトレイト（post-doctorate）の略称であり、通常、「大学院修了後
から初めて定職に就職するまでの期間にある研究者」をさす。彼らは、「研究労働力」であったり、「育成途上の研究
者」であったり、時には就職待ちの「待機研究者」であったりもする。いずれにしても、今日では、科学技術活動に欠くこ
とのできない存在である。ちなみにポストドクターという呼び方は和製英語で、海外ではあまり使われていない。ポスト
ドクトラル・フェローとはポスドク向けの研究職、またはその職にある者を指し、海外ではポスト・ドクトレイトとほぼ同義
である。このほかに日本ではオーバードクターと呼ばれる無職・無給の博士号保有者の存在がある。本書では彼等も
ポスドクの一部とみなすことにする。

図 若手研究者関連概念の整理

ちなみに、博士号取得者に、博士課程単位取得退学者や海外の大学で PhD キャンディデートと認定された者を含
め、これらを「博士課程修了者等」と捉えると各種統計等との整合性が取りやすい。「定職（regular job）」には、かつて
の国立大学、国立研究機関、特殊法人研究機関などの定員制度を有する機関の定員内の研究職が当てはまる。この
場合、終身雇用が保証されている職（テニュア等）に限らず、時限付組織の職、任期制度が適用される職であっても、
定員内であれば定職となる。非公務員型独立行政法人、国立大学法人、民間企業などで定員制度がない場合でも、
将来終身雇用に転換することが見込まれているポストは定職と考えてよい。ただし、定員内でも、若手に関しては一定
期間後の雇用契約の更新や終身雇用への転換を前提としないケースもあり、定職とそうでない場合（すなわち、流動
的研究者）の境界は必ずしも明確ではない。また、研究補助者として採用されている場合でも、機関の制度の都合で
そのカテゴリーになっている場合や、本人が将来研究職に進むことを希望している場合もポスドクといえよう。
したがって、ポスドクを厳密に定義しようとすると、「大学院修了等の時点から、終身雇用の職、定員内の職、もしくは
将来終身雇用に転換されることが見込まれる職に、はじめて就職するまでの期間にある研究者」という大変小難しいも
のとなってしまうのが現状である。

（齋藤芳子）
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一部で 1990 年代末から始まり、その後国立研究機関や大学で急速に進んだこれらの非伝統的な機関雇用型ポスドク
研究者の採用は、定員外で採用されるため、その実態は明確でない。その根拠となる制度も多様で、機関ごとに異なって
いる。これらのポスドクの人数を把握していない機関も少なくない。把握しているとしても公表していない機関がほとんどな
ので、どの程度の規模であるかを推測することが困難になっている。しかし、我々が調査したところでは、2、3 千人のポスド
クを抱える研究機関もあるし、定員内の研究者と同数、またはそれ以上のポスドクを擁する研究機関も珍しくない。大学に
ついても、研究活動の活発な一部の国立大学では数百人に達している模様である。さまざまな聞き取り調査、アンケート調
査などからおおまかに推測すると日本全体で 1 万数千人ないし 2 万人のポスドクが存在する可能性がある。

■ 6.3. ノンアカデミック・キャリアの現状
本調査研究では、博士課程修了者等のキャリア、研究者等のキャリア・チェンジの先として、ノンアカデミック・キャリアを
取り上げる。それでは、現状におけるノンアカデミック・キャリアの状況はどうなっているだろうか。残念ながら、日本国内の統
計では、現状を的確に表現するデータを得ることは困難である。
博士課程修了者等の就職先については、学校基本調査からある程度のデータが得られる。図 6-6(a)、(b)にトレンドを示す。
職業別では、博士課程修了者等には多数の医学分野の修了者が含まれるため、医師が多いが、それを除くと、科学研
究者、高等教育機関教員が多数を占めている。ただし、最近は技術者も増加している。技術者も学術機関に属さないとい
う意味では「ノンアカデミック・キャリア」であり、博士課程修了者等の重要な職業となっている。産業別では、製造業、医療、
教育が圧倒的に多いが、最近ではその他も増えている。いずれのデータも、典型的なアカデミックなポストへの就職が比率
の上では減少していること、製造業以外の業種の技術者となる者が相対的に増加していることを示唆している。しかしなが
ら、科学技術システムの運営を支えるノンアカデミック・キャリアパスを選んだ人材を識別できるほどには、調査の精度はよく
ないというのが現状である。
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その他
上記以外の専門的・技術的職業従事者
医師・歯科医師
高等教育教員2)
技術者1)
科学研究者

5000
4000
3000
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1000
0
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注 ：
1)昭和62年（1987年）以降平成10年（1998年）までは「農林水産業・食品技術者」「鉱工業技術者」「その他の技術者」の計。平成11
年（1999年）以降は「農林水産業・食品技術者」「機械・電気技術者」「鉱工業技術者」「土木・建築・測量技術者」「情報処理技術
者」「その他の技術者」の計。
2) 大学、短期大学、高等専門学校の教員。

図 6-6(a) 職業別に見た博士課程修了者の就職先
（出典：文部科学省 学校基本調査）
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図 6-6(b) 産業別に見た博士課程修了者の就職先
（出典：文部科学省 学校基本調査）

図 6-7 に総務省科学技術研究調査のデータを示した。科学技術研究調査では、研究者以外に研究補助者、技能者、
その他を含む研究開発従業者の数を調べている。このデータをみると、研究者以外の人材が存在していることが理解され
るが、残念ながらこの調査で対象としているのは、直接研究活動に関わる人材である（コラム 6-2 参照）。一方、本調査研究
が焦点を当てようとしているのは、研究開発の企画・管理等のマネジメント、研究開発評価等の幅広い業務等の「研究開発
活動に直接的に関わる部分は除く、研究開発活動の運営に関わる人材」や、これらに科学技術政策や研究資金配分機関
の関係者、アウトリーチや人材育成、科学技術コミュニケーションなどの業務を加えた科学技術システムの運営全般に関わ
る人材である。つまり、科学技術研究調査が捕捉しているのは、本調査研究で、定義上除外している部分なのである。

機関数

研究者 研究補助者 技能者

その他

職種／年
2004

大学等
公的機関等(1)
企業等
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注 ：
1) 2004年については「公的機関」と「非営利団体」の合計，1980年については「公的機関」のみ。ただし1980年の「公的機関｣には非営利
研究機関などにあたる「民営」の細分目が含まれている。
2) 1980年はヘッドカウントのみの調査であったため、2004年もヘッドカウントを使用した。パートタイム従業者が増えてきている状況を考
慮する必要がある。
3) 研究者数には兼務者（研究本務者でない者）を含めた。この点も1980年当時と近年の傾向の差を考慮する必要があろう。

図 6-7 所属機関別に見た研究開発従業者数（2004 年／1980 年）
（出典：総務省統計局 科学技術研究調査）
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コラム 6-2 科学技術人材の定義

OECD（経済協力開発機構）では科学技術に関するデータの収集・分析のために 5 種類（活動、イノベーション、人
材、技術輸出入、特許）のガイドラインを作成しており、それらをガイドライン作成のための初会合の地にちなみ「フラス
カティ・ファミリー（Frascati Families）」と呼んでいる。このうち、人材面を扱うキャンベラ・マニュアル（Canberra Manual）
[1]において、「科学技術人材（HRST：Human Resources devoted to Science and Technology）」の定義が示されている。
HRST とは、下図のように学歴と現在の職業のいずれかにおいて国際的な基準を満たす者とされ、とくに学歴と職業の
両面を満たす者は HRST コアと呼ばれる。なおそれぞれの基準としては、ISCED（国際標準教育分類）、ISCO-88（国際
標準職業分類 1988 年版）の項目が用いられている。

図 OECD による HRST の定義の概念図

UNESCO（国連教育科学文化機関）が科学技術統計調査のために作成しているマニュアル[2]においては、「研究開
発人材（R&D personnel）」という語を用いている。研究開発人材とは、研究開発そのものに従事する者、研究開発マネ
ージャー、アドミニストレーター、事務員などの直接的サービスを行う者をすべて含んでいる。ただし食堂や警備のスタ
ッフなどの間接的サービスを行う者は除外されている。

日本の科学技術研究調査報告（総務省統計局）[3]においては、企業等・非営利団体・公的機関及び大学等におけ
る「研究関係従業者数」として、研究者、研究補助者、技能者、研究事務その他の関係者について調査している。各々
の定義は以下の通りである。
研究者：大学（短期大学を除く）の課程を修了した者（又はこれと同等以上の専門的知識を有する者）で，特定の
研究テーマをもって研究を行っている者
研究補助者：研究者を補佐し，その指導に従って研究に従事する者
技能者：研究者，研究補助者以外の者であって，研究者，研究補助者の指導及び監督の下に研究に付随する技
術的サービスを行う者
研究事務その他の関係者：上記以外の者で，研究関係業務のうち庶務，会計，雑務などに従事する者

同じく総務省による国勢調査[4]においては、日本標準職業分類に準拠した項目を使用しており、大分類 A：専門的・
技術的職業従事者のなかに科学研究者、技術者（以上中分類）、大学教授（小分類）などが含まれている。なお小分類
レベルでの産業と職業のクロス集計は、1％抽出データにもとづくものが公表されている。

（つづく）
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[1] Organization for Economic Co-operation and Development (1995) The measurement of scientific and technological

activities – Manual on the measurement of human resources devoted to S&T "CANBERRA MANUAL", Head of
Publications Service, OECD. On-line document is also available from world wide web:
<http://www.oecd.org/dataoecd/34/0/2096025.pdf>.
[2] UNESCO Institute for Statistics (2004) ‘SECTION 2: Human resources in research and development (R&D)’, in:

Survey 2004 Data Collection on Science and Technology Statistics - Instruction manual for completing the
questionnaire on statistics of science and technology, p.8, UNESCO. On-line document is also available from world
wide web: <http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/S&T/SurveyMaterial/2004/ManualEN.pdf>.
[3] 総務省統計局「科学技術研究調査」URL（http://www.stat.go.jp/data/kagaku/）
[4] 総務省統計局「国勢調査」URL（http://www.stat.go.jp/data/kokusei/）
（齋藤芳子）

なお、アメリカでは NSF（米国科学財団）が博士号所有者の追跡調査を行っている。図 6-8 にデータを例示する。
データからは、産業界で活動している博士号所有者の割合が、現在も少しずつ増えている様子がうかがえる（図 6-8(a)）。
また、どの分野の博士号所有者でも、政府部門で活動している者が多い。もちろんその大部分は、研究機関であるが、別
のデータからは一般の政府部門で活動する者も珍しくないことも、ある程度は理解できる。しかし、詳細なデータはなかなか
得られない。
なお、直近の博士号取得者の所在（進路状況を意味する）をみると、サイエンス系の博士号の場合にはアメリカ国内でポ
スドクになる者が 5 割近い（図 6-8(b)）。これらのデータを総合して推測すると、アメリカでは、ポスドク経験後に多様なキャリ
アに進んでいると考えられる。しかし、そのような詳細なデータはない。アメリカでも、ポスドクの実態把握には苦慮している。
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注：
Education sector includes teaching, administrative, and research positions at all levels of K-12 and higher educational institutions. Selfemployed and employees of private nonprofit organizations are included in the industry sector.

図 6-8(a) 米国における博士号所有者の専門分野別雇用セクター（1995 年／2001 年）
（出典：NSF, Science Resources Statistics）
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図 6-8(b) 米国における博士号取得後の進路（2003 年）
（出典：NSF, Science Resources Statistics）

なお、コラム 6-2（前掲）に、科学技術人材に関する定義を紹介した。OECD の定義の場合には、学歴と職業の両面から
科学技術人材を定義しようとしている。このような観点であれば、ノンアカデミック・キャリアが把握できる可能性があるが、あ
くまでも定義の問題であり、現実にそのようなデータが把握されているわけではない。職域や職名がまだ確立されていない
さまざまなノンアカデミック・キャリア、ポスドクや研究者からのキャリア・チェンジ等については、日本のみならず、海外でも
データの把握は困難である。

■ 6.4. 将来動向
科学技術人材の将来を考える上では、少子高齢化、知識社会化などを考慮する必要がある。
日本の少子高齢化のトレンドを、図 6-9 に示す。
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注 ：2000年までは国勢調査による実績値、2005年からは国立社会保障・人口問題研究所による推計値。

図 6-9 日本の総人口／将来推計人口の年齢構成割合
（出典：厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧）
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将来の日本社会においては、若年人口が大幅に減少することは明らかである。このような状況の中で、科学技術人材を
確保するためには、科学技術人材の魅力の向上が必須である。ポスドク問題もそのような観点からの検討が必要になる。
知識社会化に関連しては、まず日本社会の学歴構成を示す（図 6-10）。
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：「中学」には小学校・高等小学校・新制中学校を、「高校」には旧制中学校・新制高等学校を、「短大等」には
短期大学・高等専門学校を、それぞれ含む。

図 6-10 年齢階級別学歴構成（2000 年）
（出典：総務省統計局 国勢調査）

若い世代では、高等教育レベルの学歴を有する者が半数近くを占めている。今後もこの傾向が続けば、日本社会全体
の学歴構成も非常に高いものとなっていくことが予想される。労働者の質の変化は、当然ながら働き方の変化を生むことに
なる。研究者だけが高学歴であるという状態から、その周辺のノンアカデミックな活動を担う人材の学歴もいっそう高くなるこ
とは想像に難くない。また、高学歴な人材が社会のあらゆるところに進出していくことになり、これも広義のノンアカデミック・
キャリアの拡大につながるであろう。この場合のノンアカデミック・キャリアは、研究活動の周辺にとどまらず、科学技術の知
識を生かしたさまざまな専門的活動へと、いっそう広がっていくものと考えられる。まさに科学技術のトレーニングを受けた
者が、社会のイノベーションの先導者となって知識社会へと向かっていくことになる。
なお、世界的な知識社会化を示すデータは OECD などに詳しい。例えば図 6-11 は OECD 加盟国における研究開発、
ソフトウェア、高等教育に対する投資が 1992 年から 2000 年にかけて増加傾向にあることを示している。また、図 6-12 は
ハイテク産業および知識集約型サービス産業における付加価値について、1992 年の値を 100 とした場合のその後の変化
を示している。いずれの産業でも、付加価値が大きく上昇していることがわかる。このようなトレンドからは、今後は広義のノ
ンアカデミック・キャリアの拡大が期待できる。
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注 ：(8) 1992年から1999年の変化

図 6-11 知識への投資の変化（1992 年→2000 年）
（出典：OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003）
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図 6-12(a) ハイテク産業における付加価値の変化（1992 年=100）
（出典：OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003）
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図 6-12(b) 知識集約型サービス産業における付加価値の変化（1992 年=100）
（出典：OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003）

■ 6.5. まとめ
日本における科学技術人材の養成確保について、以下に歴史と現状を整理する。

（1）大学院の拡充による供給過多（1950 年代～）
•

人材需要の拡大にともなって大学・大学院が拡大を続け、人材供給が増加。

•

1975 年頃オーバードクター（OD）問題が発生するが、1990 年頃までに解消。

•

その後も大学院の規模拡大は進行中。

（2）流動的人材の増加（1990 年代～）
•

1986 年に理化学研究所が時限付組織を開設、すべての研究者を任期付で雇用。

•

そののち方々で任期付研究員やプロジェクト雇用型ポスドクが拡大。過剰供給分を吸収。

•

2001 年の行政改革以降は研究機関が定員外として採用する任期付研究員が増加。

•

大学でも法制度の整備により非伝統的科学技術人材が急拡大。

•

多様な実態が混在しているため統計的把握が困難。
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（3）ノンアカデミック・キャリアの出現
•

日本の博士修了後の進路には変化の兆しあり。

•

現状では統計的に変化の詳細を把握することは不可能。

•

OECD はノンアカデミック・キャリアを含む「科学技術人材」を学歴と職業から定義。

•

海外でもノンアカデミック・キャリアおよびキャリアパスの実態把握には苦慮。

•

ただし知識社会化の流れのなかでノンアカデミック・キャリアは拡大する予想。

第 4 章で述べたように、研究様式の変化や研究の戦略化は、科学技術システムに関わる人材に大きな変革を迫っている
が、この変化はまだ統計的に把握できていない。しかし、だからといって変化が小さいとも言えない。ポスドクのように多様な
実態があるもの、ノンアカデミック・キャリアのように定義そのものが確立しつつある段階のものなどについては、統計データ
のみによって議論すれば実態を見失うことになりかねないことを、常に意識する必要がある。

■ オンライン・データソース
1.

総務省統計局「科学技術研究調査」URL（http://www.stat.go.jp/data/kagaku/）

2.

総務省統計局「国勢調査」URL（http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm）

3.

文部科学省「学校基本調査」URL（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index01.htm）

4.

National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics, Available online from world wide web
<http://www.nsf.gov/statistics/>.

5.

Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Science, technology and industry scoreboard 2003
[on-line], Available from world wide web:
< http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_33703_16683413_1_1_1_1,00.html>.
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潮木守一（1994）『研究者の養成確保に関する研究（科学研究費報告書）』、参考 URL（http://www.ushiogi.com/）

2.

科学技術政策研究所（2004）『調査資料-103 博士号取得者の就業構造に関する日米比較の試み －キャリアパス
の多様化を促進するために－』（概要オンライン取得可）
URL（http://www.nistep.go.jp/achiev/abs/jpn/mat103j/mat103aj.html）
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7. ポスドク問題の現状と課題

産業技術総合研究所 技術情報部門
小林 信一

科学技術の専門知識を持つ者のキャリアパス問題という枠組みの中では、ポスドク問題は重要ではあっても、中心的
課題ではない。本調査研究の究極的な意図は、ポスドク問題や研究者需給問題といった問題認識を離れ、科学技術知識
を持つ者の幅広いキャリアパスについて検討するように促すことにある。しかしながら、従来型の問題認識から新しい問
題の定式化へと議論をつなぐ上では、今日のポスドク問題を明確にし、それが従来型の枠組みの中では解決しがたい問
題であることを確認しておくことも必要である。
そこで本章では、ポスドク問題を中心に、科学技術関連人材の養成に関わる諸問題の現状と課題について述べる。単
に研究者のみならず、科学技術の専門性を生かした活動をするあらゆる人材を視野に入れる。
今日のポスドク問題にはさまざまな局面がある。十分な検討、見通しがないままに拡大したことにより結果的に、ポスドク
の処遇の面では格差が大きいものの、一般に給与水準が低く、また社会保障が十分でないケースも少なくない。雇用の不
安定化、組織内および研究活動における位置づけが明確でない、ポスドクとしてのトレーニング機会の欠如、ファンディング
において人材育成を評価しない、ファンディング制度との不整合、労働基準法等との整合性の問題等がある。しかし、問題
があるからといって単純にポスドクを減らせばいいというものでもない。ポスドクは将来の科学技術を担う人材なのである。
さて、このようなポスドク問題は、個人的問題か、システム的問題かという議論が繰り返されてきた。個人的問題の存在
を否定はしないが、今日のポスドク問題は、個人の責任に還元しえない問題を抱えている。ポスドク問題の背景には、研
究者需要の停滞、18 歳人口の減少に伴う大学の学生定員の削減、行政改革による定員削減、研究者の高齢化問題、任
期制、労働基準法改正による契約雇用の拡大などがあるほか、研究動向そのものの変化も見逃せない。なお、今日では
ポスドク問題にとどまらず、ポスドク終了後のキャリア開発等に関する問題（ポスト・ポスドク問題）も登場している。
このような人材問題、とくにポスドク問題は、単に若手研究者の養成・確保の問題のみならず、長期的にはさまざまな形
で波及することになる。例えば、研究者離れという事態はアメリカでも議論されているし、日本でも深刻な問題である。また、
研究室運営の困難、集団的研究と個人のキャリアのパラドクス、テニュア制度の崩壊などの問題も生じている。何よりも、
今後の研究活動の推進に大きい影響が現れると思われる。
今後も、ポスドク問題は深刻な状況が続くであろう。流動性確保政策との関係、Training Grant の不在、国立大学法人
化の影響、独法研究機関におけるポスドク雇用の問題、定年延長問題など、さまざまな要因が今後のポスドク問題に影
響を及ぼすと考えられる。

■ 7.1. ポスドクをめぐる諸問題
7.1.1. ポストドクター等 1 万人支援計画の影響
ポスドクの現状や、その問題点はどこにあるのか。本節では、ポスドクをめぐる問題点を指摘する。
ポストドクター等 1 万人支援計画は、当時の研究者需給予測と照らしても、研究者養成の過剰につながる危険性は存在
した。しかし、その後の機関雇用型ポスドクの急増に比べれば、その拡大も抑制がきいており、またポスドクの処遇も一定の
水準を確保していた。それではポストドクター等 1 万人支援計画に問題はなかったかといえば、そうではない。第一は、日
本学術振興会特別研究員が大幅に拡大したが、その際に分野間バランスはよかったのかという問題がある。研究者需要に
あまり配慮せずに、分野間のバランスを維持したために、結果的に需要の小さい分野についても採用を拡大してしまったの
ではないか、それが大学院生たちや育成関係者に間違ったシグナルを送ったのではないか、という問題である。
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第二の問題は、ポスドク制度が多様化した結果、ポスドクの処遇に格差が生じた点である。計画の一部にはプロジェクト
雇用型ポスドクも含まれていたが、それとフェローシップ型ポスドクでは、ポスドクの活動内容に大きい違いがある。また、給
与面での条件は一般に悪くなかったが、逆に不必要に高い水準のポスドクもあった。ポスドク制度が多様であること自体は、
良い面、悪い面の両面があるが、多様化の結果として、ポスドク制度が参照すべき手本がなくなり、その後の混乱の契機と
なった面もある。
もっとも、現在のポスドク問題のほとんどは、行政改革前後に本格化する機関雇用型ポスドクの急増に起因するものであ
り、ポストドクター等 1 万人支援計画そのものの問題ではない。今日のポスドクの急拡大のほとんどは、理化学研究所の任
期付研究員の拡大にせよ、研究機関によるポスドク雇用にせよ、ポストドクター等 1 万人支援計画の想定した範囲外で生じ
た。いわば、想定外、計画外の拡大であった。

7.1.2. ポスドクの量的問題
今日のポスドク問題の最大の問題は、その急激な増加にある。
1990 年代末以降のポスドク採用の急速な拡大は、博士卒にとっては新しい雇用機会の登場であり、オーバードクター問
題の解消に大いに役立ったと思われる。博士課程修了者等の就職も好転した。研究機関の研究者採用のほとんどは自然
科学系分野であるが、21 世紀 COE には文系も含まれており、改善の範囲は広いと思われる。学校基本調査報告によれば、
博士の卒業者総数は 1996 年 3 月の 8,968 人から 2003 年の 14,512 人へと、5,544 人、60％以上の増加をしている中で、
就職者数は 5,621 人から 7,898 人へ 2,277 人、40％の増加をしている。就職率は低下しているが、卒業者が大幅に伸び
ている状況下で、増加した分の就職先がまったくないという状況は免れた。
このため、大学院教育の現場では、ポスドクを含む研究職への就職は、一見改善しているように見える。それを根拠に、
さらに大学院生を増やしたいと考える教員もいる。しかし、それは当該研究室の養成の優越性の結果として局所的に起き
ている現象ではなく、日本全体を覆う現象であり、さらに短期的、一時的に生じている現象である。非伝統的なポスドクの拡
大がどの程度の規模まで続くのかは不明である。ただし、そのほとんどが政府の研究資金配分と関連付けられており、政府
研究費の拡大が将来にわたって続くとは考えにくいことから、そう遠くないうちに非伝統的ポスドクの拡大は減速すると思わ
れる。また、あまりにも急な拡大であるため、大量に参入したポスドクたちが契約期間の後に、再就職を考えなければならな
いという現実がある。その際には、ポスドク経験者が研究者市場で大学院修了者等と競合することになる。
ポスドク採用の拡大は、博士修了者等の就職状況を（短期的に）改善したように見せているが、長期的にはかえって問題
を複雑化させている。大学関係者は、このことを理解することが必要である。
それでは、ポスドクを減らせばいいのか、大学院による人材供給を減らせばいいのか、というとそうでもない。どんなに処
遇が悪くとも、若手研究者にとっては一つのチャンスであり、終身雇用型の研究者ポストへの採用が少ない時代には、ポス
ドクはどうしても必要である。また、大学院は研究者のみならず、知識社会を支える多様な専門的人材の養成を担っている
のであり、研究者需要が小さいからという理由だけでその育成を後退させるべきではない。

7.1.3. ポスドクの機能と処遇
（1）政策的位置づけ
ポスドクが急拡大する中で、ポスドクの処遇や役割も多様化し、ポスドクの位置づけは不明確なものとなった。伝統的なフェ
ローシップ型ポスドクについては、国全体の科学技術活動の中で一定の位置づけがされてきた。しかし、非伝統的ポスドクに
ついては、国の科学技術活動の現在および将来においてどのような役割を期待するのかは、ほとんど議論されていない。
第二期科学技術基本計画では「30 代半ば程度までは広く任期を付して雇用し、競争的な研究開発環境の中で研究者
として活動できるよう、任期制の広範な定着に努める。」「国立試験研究機関、独立行政法人研究機関、国立大学等の国
の研究機関等は、30 代半ば程度までの若手研究者については広く任期を付して雇用するように努める」としているが、これ
が機関雇用型ポスドクを増やす、あるいは正当化する根拠になっている面もある。
例えば、大学院修了時の年齢は、順調に進級した場合には 27 歳である。日本学術振興会の特別研究員に採用されれ
ば終了まで 3 年なので 30 歳となる。公務員もしくは公務員型の独立行政法人の場合、任期付研究員の任期は通常 3 年
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以内であるため、その終了時には 33 歳となる。任期付研究員は、機関を異動してもしなくても、再任はできないので、「30
代半ば程度」を厳密に 35 歳と判断すれば、2 年間のブランクが生じることになる。もし、日本学術振興会特別研究員に採
用されていない場合には、5 年のブランクとなる。30 歳を「30 代半ば程度」と主張するのは、さすがに難しい。その結果、こ
れらのブランクを機関雇用のポスドクで埋めようという判断が登場するのである。
なお、非公務員型の法人の場合には、任期付研究員の任期は各機関が独自に決定することになるので、問題をなくすことも
可能と思えるが、注意深い制度づくりが求められる。また、研究者の労働市場に関わる問題だけに、一機関だけが独自に動い
ても問題は解決しないと思われる。例えば、囲い込みを狙う機関が任期付やポスドクをバイパスする戦略を取れば、その機関に
とってはよい戦略だとしても、全体としては混乱をもたらすことになる。そのような点への配慮も必要である。科学技術基本計画
がどのようなキャリアパスを想定したのかは明確ではない。大学の場合はともかく、研究機関の場合には、さまざまなルールを
遵守するよう圧力がかかるので、間接的にせよ、機関雇用型ポスドクを導入する根拠となっている面は否定できない。
また、すでに機関雇用型ポスドクやプロジェクト雇用型ポスドクの増加が明らかになっていた平成 15 年の段階で、総合科
学技術会議は「競争的研究資金制度改革について(意見)」（2003 年 4 月 21 日）において、「ポストドクターは、テニュア・
トラックへの前段階として、研究者のキャリアパス全体の中での位置付けの明確化を図っていくべきである。また、日本のポ
ストドクターは流動性が低いが、今後、競争的研究資金による雇用型の支援を拡大し、人材の流動性を高めていく」と意見
をまとめた。この「意見」を根拠としてプロジェクト雇用型ポスドクがどの程度増加したかは明らかではないが、今日の状況を
踏まえ顧みれば、「研究者のキャリアパス全体の中での位置付けの明確化」を十分に検討する前に、流動性を高めるため
にプロジェクト雇用型ポスドクを増やすという方針の表明に妥当性があったのかについては再評価が必要である。
現に、この「意見」から 2 ヶ月後に発表された科学技術・学術審議会人材委員会第二次提言（2003 年 6 月 30 日）では異
なる見解が表明されている。すなわち「我が国の研究者のキャリア･パスや流動性の状況が現状のままで継続すれば、ポス
トドクターや任期付ポストに就いた優れた人材が自らの将来に不安を覚えたり、研究の分野に進もうとする若い世代の意欲
が損なわれたりする懸念があり、優れた研究者を、養成・確保する観点から我が国にふさわしい研究者の多様なキャリア･
パスを確立しその実現のための体系的施策を講ずることが必要である」、また「研究経験を有する者が、産業界や政府の行
政機関、研究助成機関など、社会の多様な場面で活躍できるようなキャリア･パス（ノン・アカデミック・キャリア・パス）が確立
されることも重要である」と述べ、研究者のキャリアパスの中だけで問題を考える立場は実質的に放棄された。
このような考え方は総合科学技術会議意見具申「科学技術関係人材の育成と活用について」（2004 年 7 月 23 日）にも
引き継がれた。そうであるならば、2003 年の総合科学技術会議の「日本のポストドクターは流動性が低いが、今後、競争的
研究資金による雇用型の支援を拡大」という「意見」は本来見直されるべきである。しかし、総合科学技術会議「平成 17 年
度の科学技術に関する予算、人材等の資源配分の方針」（2004 年 5 月 26 日）では「競争的研究資金の大半が大学研究者
に配分されていることから、大学の研究費に対する財政資金の在り方を俯瞰しつつ、大学改革や研究者のキャリアパスの
再構築と一体的な取組を、平成 18 年度以降、本格的に推進」とされ、ポスドク問題、キャリアパス問題は、他の問題とともに、
実質的に第三期科学技術基本計画において扱われることになっていたため問題は残されたままである。第三期の科学技
術基本計画においては、若手研究者のキャリアパスを想定し直し、任期付雇用とともにポスドクの位置づけや方針、さらに
はノンアカデミック・キャリアパスを含めた科学技術人材のあり方を明確化していく必要がある。

（2）雇用機関での位置づけと処遇
すでに述べたように、ポスドクには、フェローシップ型ポスドク、外部資金によって雇用されるプロジェクト雇用型ポスドク、
研究機関の運営費交付金やその他の資金によって雇用される機関雇用型ポスドクがある。このうちフェローシップ型ポスド
クは、研究機関との雇用関係はない。プロジェクト雇用型ポスドクの場合には、研究機関と雇用関係がある場合とない場合
がある。科学研究費補助金での雇用については、機関雇用の制度がなかなか構築できなかったために導入が遅れたが、
最近では多くの大学で機関雇用できる制度を整えている。科学技術振興調整費や 21 世紀 COE による雇用なども機関雇
用である。一方、大型外部資金で雇用する場合には、研究資金の配分機関もしくはその関連機関などがポスドクを雇用し、
研究機関へ派遣する形をとるケースが多かった。ただし、国立研究機関や国立大学が法人化したので、今後は徐々に研
究機関が直接契約する方式に変わっていくと思われる。機関雇用型ポスドクは、もちろん研究機関が雇用するものである。
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これらのうち、研究機関が直接に雇用契約しないケースについては、各機関が処遇を決定する自由度はない。一方、機
関が雇用する場合には、その処遇には機関の考え方が反映されることになる。本調査研究の一環として実施したインタビュ
ー等によれば、その処遇や雇用条件は多様である。例えば、以下のようなケースがみられる。

・ 年俸制で、一般の職員と同じ社会保険が適用され、休暇等も一般職員相当
・ 実質的にフルタイムであるが、日々雇用の形態で、一般職員と異なる社会保険を適用
・ 週 3 日程度の勤務の契約で、社会保険等は不適用
公務員型独立行政法人の場合には、公務員の雇用制度との関連から、フルタイムであっても非常勤と位置づけられる
「常勤的非常勤」という雇用形態が一般的である。大学を含め、社会保険が適用にならない時間数での契約もみられる。さ
らには、同じ機関であっても、多様な雇用形態が存在する場合も少なくない。本来は研究補助者の契約のための制度を博
士課程修了者等の処遇に援用するようなケースもみられる。もちろん研究補助者としてのキャリアを前提としている場合もあ
るが、制度上は研究者もしくはポスドクとみなされないながら、活動内容はポスドク相当である場合もある。このようにポスドク
の受け入れ方は、機関間でも、機関内でも、さまざまである。
結果的に、給与水準は多様であり、社会保険、雇用保険等の社会保障も多様である。ただし、給与水準や社会保障は
一般職員に比較して悪条件である場合が少なくない。もっとも、年俸制である以外は、一般職員と処遇があまり違わない機
関もある。なお、同一機関であっても、採用の制度が異なれば処遇も異なることが一般的である。
さらに、ポスドクの場合、年俸制の場合も日々雇用の場合も、1 年単位の契約である場合が多く、契約の更新がつきもの
である。現在の雇用制度では、最長 5 年までの雇用契約期間を反復更新することが可能であるが、ポスドクについては 1
年ごとの更新としているケースがほとんどなのである。研究職の場合にはその専門性が高いため、法的には、毎年審査をし
て評価をしている場合などは、必要な段階で契約を更新しないという選択がありうる。しかし、一般労働者と同じく、反復更
新を繰り返した故に契約の解除がしにくくなることを必要以上に危惧して、あらかじめ 2 年ないし 3 年を超えて雇用を継続し
ないことをルール化している場合もみられ、結果的に、不要な雇用の不安定化をもたらしている。ただし、雇用の安定化は、
逆にポスドク雇用機会の減少につながる可能性もあり、その是非の判断は容易ではない。
なお、このように機関内でのポスドクの位置づけが多様であるため、研究機関がポスドクの実態を正確に把握していない場
合が少なくない。現場の判断で、本来ポスドクを受け入れることを前提としていない制度で受け入れているケースもありえるの
で、実態の把握はますます困難になっている。政府もポスドクの実態把握に乗り出したが、各機関の制度が多様であり、また
現場では各種の制度を柔軟に援用して受け入れていることも少なくないために、現状のままでは実態把握は困難であろう。

（3）研究活動における位置づけ
あまりにも多様なポスドクがいることは、研究現場でも混乱の原因となる。研究活動が活発な大学院、研究室には、多様
な人材が集まることになる。同じ研究室で活動する学生の中には、自弁の学生、奨学金を貸与されている学生、学生でも
給与が支給されるＲＡ、給与のみならず研究費も支給される日本学術振興会の特別研究員（DC）、それに自費または奨学
金をもらっている外国人留学生が混在する。さらにポスドクとして、自弁の研究生や特別研究員（PD）のみならず、外部資
金によって雇用されるポスドク、COE 研究員等が混在する。外部資金によって雇用されるポスドクの処遇は資金源によって
処遇や権利がさまざまである。研究活動が活発な研究室ほど混乱は大きくなる。
またポスドクの立場からは、このような混乱は不満の原因となりうる。しかも、たまたま外部資金が獲得できたタイミングによ
って、雇用条件や処遇、役割が異なってしまうのであり、採用されるポスドクの種類の違いは必ずしも本質的でない場合も
少なくない。雇用条件には格差があっても、活動には大差がないという場合も少なからずある。しかし、研究活動のかなりの
部分はそうしたポスドクによって支えられているのが現実である。
ポスドクは研究推進のための労働力で、研究活動を最も支えながら最も報われない存在だという見方も登場する。研究
者となるために必要なトレーニング期間だという見方もある。フェローシップ型ポスドクの場合には、独立した研究者としての
側面も一部にある。一方では、学生の延長と考えられることもある。このように、研究室レベルでは、研究労働力として位置
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づけられたり、優れた研究者になるためのトレーニング期間だと考えられたりする。たしかに、法規的な解釈をすれば、機関
雇用型ポスドクの多くは研究労働力である。ポスドクの種類によって、おのずとその役割は異なるという考え方もある。しかし、
その違いはほぼ偶然でしかないので、現場においてそのような制度的解釈は説得力を持たない。
本来、科学技術システムにおける研究者の確保という観点からは、伝統的にポスドクは、研究活動を支えるとともに、その
経験を通じて将来の活動のためのトレーニングをする存在である。しかし、現段階では、制度が混乱している上に、従来に
ない外部資金による研究活動の拡大、集団的研究活動の増加など、研究活動の様式が変化する中で、ポスドクの位置づ
けは、研究活動の現場レベルにおいても混乱しているのである（コラム 7-1 も参照されたい）。

コラム 7-1 アカデミック・プロレタリアート

「アカデミック・プロレタリアート」という言葉が、最近また頻出するようになってきた。
もともと、アカデミック・プロレタリアートとは、高学歴の失業者を示す言葉だった。ただし、今日でもこの言葉は重要で
あり、発展途上国では、経済の発展が高等教育の発展に追いつかないため、高学歴者の失業問題が発生し、頭脳流
出問題などにもつながっている。また、先進国においても高学歴の失業は珍しいものではない。
最近とくに議論されている問題は、第 1 にファカルティにおける弱者の観点からである。これは米国でよく登場する議
論であり、女性や少数民族の大学教員の雇用条件や昇進に際しての不利益の問題、雇用条件のよくない非常勤講師
の増加、さらには非テニュアの大学教員の増加などが問題となっている。この背景には大学の経営効率化傾向とテニ
ュア制度の崩壊（コラム 7-3 参照）が指摘されている。
第 2 は、研究者雇用の不安定化問題である。EURAB のレポート（コラム 9-8 参照）で「アカデミック・プロレタリアート」
として指摘されているのはこの問題である。すなわち、雇用条件のよい伝統的なフェローシップとは異なり、短期的研究
資金による大学院生のＲＡとしての採用や、ポスドク等の雇用が拡大しているが、多くの場合、身分保障や給与が不十
分、不安定であり、研究者としての扱いも明確でないという傾向が拡大している。同様の問題は、米国のポスドクに関
する議論でも指摘されている（コラム 9-15 参照）。
わが国の若手研究者問題、大学院修了者の就職問題にも、上記のすべての側面が存在している。このような問題
は、多くの国に共通の問題となっている。
（小林信一）

7.1.4. ポスドクとファンディング制度
このようなポスドクの多様性に起因して、制度的にもさまざまな問題が生じている。また、制度そのものが現状に対応して
いないために、問題を複雑にしている面もある。ここでは、現在生じている問題の断片を紹介しよう。

（1）ファンディング制度における評価
第 1 は、ファンディング制度における評価の問題である。日本の研究評価では直接の研究成果、すなわち論文や特許に
関心が集中する傾向がある。そのため、研究代表者は研究成果を出すことに集中することになる。そのこと自体は悪いこと
ではないが、その結果としてポスドクにせよ、学生にせよ、研究成果を出すための労働力として扱われやすくなりがちである。
もちろん、研究成果と育成をバランスよく配慮する研究代表者も少なくないが、研究評価制度そのものが、ポスドクたちを研
究労働力として扱うことを促進する効果を有することは明らかである。もちろん、評価制度の中では、人材育成に配慮する、
とか、評価の視点に人材育成を含める、などとする例もある。しかし、そのような評価基準を明示するファンディング・プログ
ラムであっても、事後評価ではその点に触れられていないケースが存在することも事実である。
このように日本では、研究の直接的成果を過剰に重視する傾向がある。そのため、技術移転や社会的波及、人材育成
などの、研究活動の将来への波及に対する配慮が弱い傾向がある。海外の多くのファンディング・プログラムでは、多様な
評価が行われており、人材育成も成果の一つとして位置づけられているケースが珍しくない。
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そもそも、基礎的研究活動を公的資金によって実施する根拠の一つは、そこで研究開発されたシーズがいずれ産業界
に移転して、応用研究、開発研究を経て、国全体の経済活動に資することにある。そのために産学官連携が重視され、技
術移転に注目が集まっているのである。しかしながら、技術移転は論文や特許によってのみ実現するものではない。先端
的研究に参加し、新しい知識や手法を身に付けた人材が輩出され、そのような能力を有する人材が、さらに研究活動を発
展させ、また産業界で活動することで、技術移転は実現するのである。したがって、国の研究活動にとって、論文は研究活
動が実施されたことの指標であるが、人材の育成は成果物そのものなのである。このことは、アメリカにおける情報通信産業、
バイオ産業の発展から得られる明快な教訓である。
だからこそ、諸外国では、人材育成は研究成果の一つとして評価の対象となっているのである。しかし、日本では論文や
特許といった指標が好まれる。わが国の公的研究活動は、その時点で最大限の成果を上げることを重視した、いわば消費
的研究開発、消耗的研究開発を指向するものになっている。科学技術の将来の発展や社会への波及を重視した投資的
研究開発を指向していないと解釈されてもやむをえない。本質的には、そのような点から再考しないとポスドクの位置づけ
は明確にならないであろう。もちろん、将来への投資よりも、まずはチャンピオン・データを出して、プレゼンスを高めることに
集中し、あとはバンドワゴン効果による波及を期待するという手法もありうる。その方が日本人に向いているという考え方もあ
りうる。そうであれば、ポスドクを研究労働力と明確に位置づけることにも合理性がある。しかし、本調査研究では、そのよう
な立場を採用しない。わが国の科学技術活動が持続的に発展していくことを第 1 に考えたい。
（2）財務・会計制度との不調和
プロジェクト雇用型のポスドクの場合には、ポスドクの労働時間はすべてそのプロジェクトの目的のために使われる。運営
費交付金などによって雇用される機関雇用型のポスドクの場合も、独立行政法人、国立大学法人の場合、その中期目標・
中期計画の遂行、達成のために雇用されていると解釈できる。そうであるならば、フルタイムで雇用されている場合、彼らに
は、目的から外れた個人的な研究をする時間は存在しないことになる。これが原則である。
この原則論はいくつかの問題を提起する。第一に、彼らは科学研究費補助金などの競争的資金の研究代表者、研究分
担者にはなれないことになる。これは若手の場合だけでなく、シニア研究者の場合でも同じである。
もっとも最近は、一部の競争的資金で、この問題に柔軟に対応できるようになってきた。例えば、科学技術振興調整費戦
略的研究拠点育成プログラム（スーパーCOE）等によって雇用された特任教授の場合、科学研究費補助金等の競争的資金
に申請ができる。また、かつては常勤職に限定されていた科学研究費補助金の申請資格の条件もかなり緩やかになった。間
接費が支給される科学研究費補助金の場合には、間接費から研究代表者、研究分担者の人件費も支給可能になった。
しかし、これらの制度改革でも問題は残されている。とくに科学研究費補助金については、制度の歴史が古いこともあり、
今日的な諸制度と必ずしも適合的でない面もある。さらに、申請資格を広げたこともあり、一貫性のあるルールづくりは容易
ではなくなっている。対処方法についての機関を超えた統一的な理解が必要になろう。
原則論の帰結として生じる第二の問題は、ポスドクの学会参加の制限の問題である。すでに、一部の外部資金制度では、
プロジェクト雇用型のポスドクなどが旅費を得て（すなわち勤務の一環として）学会に参加する場合、雇用されているプロジェ
クトと直接関係のないセッションへの参加を制限する動きも出てきている。財務・会計の観点からは、職務以外の活動に対す
る旅費や人件費は支払えないのは当然なので、プロジェクトと直接関係のないセッションに参加するための費用は支払えな
い。結局は、参加できないということになる。これが研究でなければ、たしかに個人的な利益のための資金流用ということにな
ろうが、研究活動の観点からは、さらには若手研究者の育成や確保の観点からは、このような制限は弊害でしかない。制度的
問題のみならず、ポスドクにとっては、たまたま採用された制度に左右されるという現実的観点からも疑義がある。
グレーゾーンにある問題として、外部資金で雇用された特任教授が大学院の教育研究に参画するケースがあげられる。原則
論にしたがうならば、外部資金制度やプロジェクトの目的に明示されていない場合には、特任教授が大学院の教育研究に参画
することは許されないと判断することが正当である。なぜならば、日本では大学院の教育はあくまでも教育活動であり、研究活
動とは定義されていないからである。しかし、このような考え方は研究活動、大学の活動の特性とは、本質的に相容れない。
以上のように、国の財政・会計制度と研究活動、大学の活動の特性との調整という本質的な問題は残されたままであり、
さまざまな混乱が生じている。これらの問題も今後整理していくことが必要である。
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■ 7.2. ポスドク問題の背景・要因
本節では、これまで述べてきたような問題が生じている背景を整理しておく。

7.2.1. 個人的問題か、システム的問題か
まず、この種の問題で必ず議論されることが、個人的問題か、システム的問題か、という問題である。たしかに、これまで
の大学院の拡大やポスドク採用の拡大が個人に対して誤ったシグナルを送り、その結果として必要以上に研究者市場へ
の参入を促したために、資質が十分でない者が、ポスドクとして滞留している可能性も否定はできない。
伝統的に、研究者はあたかも自営業者のようなものと考えられ、個人の創意と自己研鑽によって活動の場を得ていくべき
だとの考え方が支配的だった。そこでは、就職は、本人の努力の問題に還元され、就職できないのは本人の才能や努力が
足りないからだといって済ますことができた。たしかに、研究は伝統的に個人的な活動だと考えられてきた。そのような条件
下では、大学院生たちが必死に研究に勤しむことにも妥当性があったと考えられる。しかし、この原理が今日でも通用する
かは疑わしい。大学院の規模が格段に拡大するなか、別の職で活躍できた可能性を奪っているという損失も含めれば、大
学院修了者等やポスドクの失業には社会的損失が大きい。一方で、ポスドクの存在で利益を得ている者もおり、単純に個
人の資質の問題に還元することはできないだろう。
最大の問題は、労働市場は一般に完全情報、完全競争の条件を満たしにくいという点にある。とくに、一般の職業以上
に研究者市場では、適材適所を実現する可能性や将来の可能性のある人材がふさわしいポストを獲得する機会は完全で
はない。アメリカでは、ポスドクについても専門雑誌などで求人広告が大量に掲載されている。それでも、ポスドクの採用は、
人脈やタイミングなどの偶然が支配し過ぎると議論されている。ましてやわが国では、ポスドク市場は明確でない。人材の配
置が不適切になっている可能性は高いのである。このような条件下では、個人の資質の問題に還元する議論はかえって危
険であり、全体としての問題解決につながらない可能性が高い。たとえ、資質が十分でないポスドク、さらには研究者がいる
としても、そのアウトプレイスメントの問題も含めて、システムの問題と捉えて議論することが必要である。

7.2.2. 定常化した研究活動
研究者の労働市場の問題を考える上で避けて通れない問題は、基調としての研究活動の定常化、すなわち研究活動の
成長の終焉である。ジョン・ザイマンは『縛られたプロメテウス』[ザイマン、1995]の中で、「研究活動が無限に拡大すること
はできない。どこかで資金的、人的資源制約が働き、成長にブレーキがかかる。そのような状況では必然的に、研究者のキ
ャリアにも大きい変化が生じ、オーバードクター問題、ポスドク問題などが生じる」という趣旨の議論を展開した。同じことは、
プライスが『リトルサイエンス・ビッグサイエンス』の中で予言していた[プライス、1970]。
わが国においても、公的セクターや大学における研究活動の総体としての大きさは、1970 年代半ばが拡大のピークであ
った。その後も拡大は続いたが、18 歳人口の減少、公務員の定員削減、さらには行政改革などにより、今では明らかに定
常状態に移行したとみられる。もちろん、定常状態といっても、一定の水準を保つわけではなく、若干の上下はあるが、か
つてのような拡大は望めない。
研究活動が定常状態に移行してもなお、従来型の研究者養成を続けていれば、供給過剰に陥るのは必至である。定常
状態においては、若手の研究者需要が減少し、その結果研究者の高齢化が進む。このような条件下では、硬直化を防ぐた
めに、任期制、研究者の流動化といった方策が取られることになる。

7.2.3. 制度的、政策的問題
今日のポスドクの急増の背景には、国立研究機関の独立行政法人化、国立大学の法人化といった行財政改革が存在し
ていることは否定できない。このことが、世界的にもまれにみるポスドクの急速な増加につながった。しかも、ポスドク等 1 万
人支援計画の想定外の形で拡大したために、国全体の科学技術システムとの調和などはほとんど検討されないままに拡
大し、結果としてさまざまな問題を引き起こしている。
さらに、平成 16 年 1 月から改正労働基準法が施行され、有期労働契約の期間が 1 年から 3 年に、専門的知識を有する

59

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

場合には 5 年に延長され、社会全体として雇用の流動化が進んだことも、ポスドクなどの流動的人材の雇用の拡大を後押
しした。もちろん、有期雇用が拡大することそのものは悪いことではなく、制度を生かして人事制度を構築し直している例も
ある。しかし、短期的には、有期契約のスタッフの急増という事態が生じている。
また、前述のように、ファンディング制度も、結果的に消費（消耗的）的、研究成果至上主義的になっており、結果として
ポスドクをめぐる問題を複雑化させている。

7.2.4. 研究動向の変化
第 5 章で論じたように、研究活動に内在するトレンドとして、研究様式の変化がある。研究機関における戦略イニシアティ
ブの重視、分野融合的で大規模な研究活動の重視は、ポスドクのあり方にも影響を与えている。
研究活動の様式の変化は、多分野の人材の協働、研究グループの大規模化などをもたらすことが多い。バイオ研究では
顕著であり、日本でも、理化学研究所のバイオ科学総合研究所の設立と任期付研究員の拡大が同時に起ったように、この
ような研究活動の変化が研究者養成やポスドク問題に影響を与えている面は否定しがたい。
この観点からは、単にポスドク問題のみならず大学院を含めて、インターディシプリナリな研究活動に従事する人材の養
成、確保の問題の吟味が重要である。すでに、EU やアメリカでは、インターディシプリナリな人材育成のためのプログラム
について議論され、実施されつつある[小林、2004a; 小林、2004b; National Academy of Sciences, 2004]。
7.2.5. 需給のミスマッチ
ポスドク問題、大学院修了者等の供給過剰傾向の背後には、つねに需給のミスマッチの問題がある。量的ミスマッチの
みならず、分野別の需給のミスマッチ、さらに教育内容のミスマッチなどの質的問題がある。これまで、量的ミスマッチや分
野別の需給バランスに対しては配慮されることが多かった。しかし、この分析枠組みはマンパワー需要アプローチの影響を
大きく受けており、研究者などの専門的能力の転換（分野変更等）が困難であることを暗黙の前提としているなど、分断的
労働市場を前提としている。過去の大学院生や研究者の需給予測の多くは、このような考え方に基づくものであった。しか
し、研究者市場が流動化し、ポスドクなどが増加すると、この分析枠組みは妥当ではない。
しかも、上述のようなインターディシプリナリな研究活動の出現は、従来のような専門分野別の育成、需給という枠組みを無力
なものにしている。新しい状況に対応する人材育成、需給モデルおよびその分析モデルが必要になっているが、現在のところ
適当なモデルは提案されていない。ツリー・モデルも、そのような状況を表現しているものの、分析モデルとしては十分でない。

7.2.6. 大学院の問題
大学院の人材養成については、過去の需給予測でも過剰になる可能性が指摘されてきた。しかし、上述の通り、ポスドク
の急増が誤ったシグナルを送っている可能性があり、大学関係者の冷静な対処が困難になっている。
しかし、大学院の人材養成が研究者養成に限定されないことは、1970 年代半ばの大学院設置基準の制定時以来の考
え方であり、1990 年前後の改革においても高度専門職業人の養成を博士課程の役割として明示したところである。また、
中教審大学分科会大学院部会では平成 16 年 8 月に審議経過の概要をとりまとめたが、そこでは大学院の人材養成の対
象として、研究者や大学教員の養成、高度専門職業人の養成に加えて、知識基盤社会を支える人材の養成を示した。現
実にも、博士課程修了者等の大半は、アカデミックな研究職以外のキャリアに進んでいる。それには民間の研究者、技術
者や医療関係が含まれるが、最近ではそれ以外のキャリアを指向する学生も少なくない。
そこでは、キャリアの多様化を可能にする人材育成を大学院でいかに実施するかが根本問題となる。最近では、柔軟性、
幅広さをもった人材の育成のため、産業界のイニシアティブで、博士課程学生を対象としたインターンシップを導入しようと
議論されはじめた。また総合科学技術会議でも、学生が将来多様なキャリアに進むことができるように、大学院において副
専攻（マイナー）制を導入することを議論しはじめた。もともと、日本の大学院では（日本に限らないが）キャリアガイダンスが
欠如している。そのため、どのようにして民間に就職してよいかわからない学生もいるなど、就職の機会を失うこともある。大
学院のあり方を見直し、大学院修了者等のキャリアデベロップメントという発想が必要である。
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7.2.7. キャリアの多様化
このように、現実に大学院修了者等のキャリアは多様化しつつあるが、研究者以外の職種の労働市場が成熟していない。
ほとんどないといってもよいであろう。この点については、10 章で論じる。

■ 7.3. ポスドク問題の影響
ポスドク問題はさまざまな影響を及ぼしつつある。

7.3.1. ポスト・ポスドク問題の発生
ポスドクはいずれ就職問題に直面することは明らかである。しかし、ポスドクがこれだけ急激に増加していると、定職に就
ける可能性は大きくはないので、彼らの行き先をどうするかという問題が発生する。従来も、ポスドクや任期付の職の後に、
再び研究生などの身分に戻るケースは存在した。しかし今後は、定職が見つからなかった場合、再びポスドク市場に戻っ
てくる可能性が大きい。その結果、あまり条件のよくないポスドクを反復する層も登場している。このようなポスドクを「恒久的
ポスドク」と呼ぶ例も見られるようになっている。
ポスドク経験者が大規模に発生するので、結局、オーバードクター問題、ポスドク問題がポスト・ポスドク問題に変わった
だけであり、問題の先送りだと言う批判も登場している。

7.3.2. 若手研究者のキャリアパス
結局、若手研究者のキャリアパスをどのようなものと想定するかがポイントとなる。
過去の学校教員統計調査などから類推すると、大学へ新規に就職する者は、新卒、ポスドク含めて、毎年 4 千人程度で
はないかと思われる。公的研究機関は多くとも 1 千人程度ではないかと思われる。大雑把に言って、定職といえるようなアカ
デミックな職は毎年 5 千人前後と考えてよいと思われる。これらはほとんど増加しないであろう。
一方、供給側については、博士課程の新規修了者等は近年増加を続け、一年で 1 万 4 千人以上になっており、無業者
も増えている。新卒者のうち、アカデミックな研究ポストを望む者がどの程度いるのかは推測しにくいが、供給が増加してい
る以上、希望者が採用数を上回れば、結局のところ新規にオーバードクターが発生することになる。その一定割合をポスド
クとして吸収しようと考えるならば、ポスドクの規模も拡大し続けなければならないことになる。そのようなポスドク機会の継続
的拡大は、あまりにも非現実的である。
そうであるとするならば、「大学院→ポスドク→定職研究者」というキャリアパスは、少なくともマクロには成立しないことにな
る。このような困難に対抗するには、研究者の転出、退職を促進する、供給を絞る、といった方策が登場するだろう。しかし、
そのような後ろ向きの対策だけでなく、研究職市場を専門的活動に従事する者のより広い市場へと組み込んでいく、つまり
アカデミックな研究職以外のキャリアを開拓し、それとの交流を拡大し、研究者市場をより開かれたものにしていくという方法
も想定できるし、その方が現実を反映している。
そこで登場するのが、ツリー・モデルの考え方である。若手研究者のキャリアパスを狭い意味での研究活動に限定しない
形で、従来とはまったく異なる観点で設計していくことが必要になるのである。

7.3.3. 研究者の QOL
ポスドクの増加にともなって、研究者の QOL（コラム 7−2）が新たな論点となってきた。
ポスドクとして過ごす年齢層は、ちょうど結婚、出産、育児や介護などの個人の生活にとって大切な時期に相当している。通常
であれば、仕事も家庭生活も両方とも一番充実したライフステージである。しかし、ポスドクの場合には、ちょうどその時期に非常
に不安定な状態で生活していかなければならない。「ポスドクはローンも組めない」という言葉もしばしば話題になっている。
とくに女性の場合には、男性以上に影響を受けることがある。出産・育児のため、その時期に何年間か研究活動を中断
し、再び復帰するケースもある。もちろん、ポスドク採用があるおかげで中断、復帰を柔軟に組み立てることができるメリットも
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あるが、夫婦ともにポスドクといったケースでは、そのようなメリットを生かすことも容易ではない。現在のところ、女性の研究
活動への参画が本来のあるべき状態と比べて低調であるなど、国全体としてみれば潜在的な研究力を使い切っていないと
考えられている。そのような状態では、ポスドクが研究者の QOL を低下させ、それが原因となって貴重な人材を結果的に
研究活動から排除するような事態も考えられるが、そのような危険性は避けるべきである。

コラム 7-2 研究者の QOL

QOL（クオリティー-オブ-ライフ；quality of life）とは主に医療や福祉の分野で使われてきた言葉であるが、最近はよ
り広い意味を持ち、個人の生き甲斐や精神的な豊かさを重視しながら生活の状態を質的に把握しようとするものであ
る[1]。近年のバブル崩壊とその後の不況が、人々が生き甲斐や精神面の豊かさを望む傾向に拍車をかけ、仕事と余
暇および家庭生活とのバランスをとりながら生活全般の質を高めることが推奨されるようになってきている。
同じく“Work and Life Balance”という言葉も、経済学における「労働と消費のバランス」という原義を超えて、生活全
般をより豊かにするために仕事と仕事以外の生活のバランスをとる、といった意味合いでも使われるようになってきた。
研究者のコミュニティにおいても生活全般への配慮が育ち始めている。応用物理学会男女共同参画委員会では、男
女共同参画を「老若男女が幸せな研究生活を送れるようにする」ことと再定義し、さまざまな取り組みを進めている
[2][3]。とくに研究と家庭生活の両立に目を向け、結婚･出産･介護などのライフステージと重なりがちなポスドク世代
が、将来のキャリアおよび生活への不安を抱えながら、時に劣悪な環境で就業する実態について、積極的に議論と提
言を行っている。
さらに「研究者の QOL」について考えを突き詰めてゆくと、研究者とは何か、という根源的な問いに行き当たる。科学
社会学や科学人類学の範疇にある問いではあるが、研究者が自らの QOL のために問い続けるべきことでもあろう。

[1] Alida Christina van Bruggen (2001) ‘Chapter 2 Theoretical embedding: quality of life studies’ core concern’
in :Individual production of social well-being an exploratory study, pp.17-75, Rijks Universiteit Groningen.
[2] 応用物理学会男女共同参画委員会（2004）『応用物理学会男女共同参画委員会 3 年間のあゆみ』
[3] 『応用物理学会男女共同参画委員会』、URL（http://www.jsap.or.jp/activities/gender/）

（齋藤芳子）
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コラム 7-3 テニュア制度の崩壊

日本ではテニュア制度の確立について議論が進められているが、米国ではテニュア制度が崩壊しつつあるとの議論
が盛んになっている。
米国の大学には、テニュア制度（Tenure Track System）のある大学、ない大学がある（図参照）。テニュア制度がある
大学の場合、ａ．テニュア制度の中でテニュアを有する教員、ｂ．テニュア制度が適用されているがテニュアを持たない
教員、ｃ．テニュア制度が適用されていない教員が存在する。ａが通常の終身雇用型の教員であり、ｂは数年の経験の
後に審査を経てテニュアを獲得する権利を有する教員である。ｃはいわゆる研究教授などで、テニュア制度は適用され
ない。テニュア制度は、教育の自由を保障する観点から導入されたものであり、基本的には department 制度と密接に
関連している。これに対して、もっぱら研究活動を担うスタッフはテニュア制度が適用されないことが一般的である。た
だし、米国では大学院教育（Graduate school を意味し Professional school ではない）は、研究活動の一環として捉えら
れており、一般的に、研究教授も大学院教育を担当する。

Full-time faculty
Tenured Professor

Tenure Track

Non-Tenured Professor
Not-on-Tenure Track

Not-on-Tenure Track Professor
Research Professor

No Tenure Track System

Research Fellow
Teaching Fellow
Part-time faculty
Part-time Lecturer

Teaching Assistant
Research Assistant
図 テニュア制度

一方、米国の大学にはテニュア制度を持たない大学もある。この中には、制度的には存在しないが、慣行として実質
的なテニュア教員が存在する場合もある。ハーバード大学、イェール大学、コロンビア大学などの伝統的な大学はこの
ような方式を採用している。
最近は、研究活動のために雇われるリサーチ･フェローのみならず、教育のためにもテニュア制度を適用しないフルタ
イムのスタッフが登場しており、大学によって呼称は異なるがティーチング・フェローなどと呼ばれている。
表 1 に示すように、最近ではテニュア教員が減少し、雇用条件がより悪いスタッフが増加している。また、パートタイム
教員（主として教育スタッフである）の割合も増加している（表 2）。このため、全米教員連合（American Federation of
Teachers）などでは、待遇改善を求める要望を出している[1、2]ほか、高等教育の専門紙である The Chronicle of
Higher Education などでも関連する記事が頻出している[3]。
このような傾向の背景には、経費の削減という経営上の判断があることも確かであるが、有力大学の場合には、む
しろ研究の活性化のためにテニュア制度が形骸化しているという面もある。すなわち、テニュア制度が適用され、いず
れ審査を受けてテニュアになることが期待される教員（上記のタイプ b）の場合、教育の負担が大きいため、研究業績
が十分でない傾向がある。研究活動の充実のためには、研究業績の優れた人材を公募で募集し、直接テニュアを与
える方がよいとの判断が登場する。その結果、テニュア候補者がいても、テニュア・スタッフの公募をするケースが登場
し、さらにはテニュア制度そのものを見直そうという考え方が広まっている。テニュアそのものを廃止するのではなく、テ
ニュア・トラックに乗り、テニュア審査を待つ若手スタッフという存在を廃止しようということである。
（つづく）
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この傾向に対しては、伝統的なテニュア制度の崩壊であるという批判や若手の処遇の悪化だとの批判がある一方
で、若手がテニュア・トラックを敬遠したり、テニュア審査を受ける前に途中で転出してしまったりする動きも現れてい
る。研究活動の充実を目指したにも関わらず、最初から大学への就職を敬遠するという皮肉な結果にもつながり、大
学の教育のみならず研究活動に優秀な人材を確保する観点からも、困難な問題となっている。
このように、教育活動、研究活動、テニュア制度の相互関係は複雑である。日本では研究活動の活性化との関連で
テニュア制度の導入、確立が検討されているが、米国ではむしろ逆の方向に進んでいるように見える。しかも、その帰
結は不透明である。熟慮が必要な問題である。

表 1．テニュア・ステイタス別のフルタイム教員の推移
テニュア・ステイタス
年

Tenured

Non-Tenured on

Not-on-Tenure Track

No Tenure System

Tenure Track
1987

58.5%

23.9%

8.9%

8.6%

1992

55.5%

23.5%

12.4%

8.6%

1998

53.1%

18.8%

18.1%

10.0%

2001

45.1%

20.4%

34.5%

U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center for Education
Statistics に基づき作成。

表 2．パートタイム教員の増加
年

フルタイム

パートタイム

1987

66.9%

33.1%

1992

58.4%

41.6%

1998

57.4%

42.6%

U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center for Education
Statistics に基づき作成。

[1]American Federation of Teachers, Marching Toward EQUITY, October 2001
[2]AFT HIGHER EDUCATION, The Growth of Full-time Nontenure-Track Faculty, Aug.2003
[3]The Chronicle of Higher Education, June 18, 2004

（小林信一）

7.3.4. 研究システムの健全性と持続可能性
アメリカでは、ポスドク期間の長期化やテニュア制度の崩壊傾向（コラム 7−3）の結果として、長期的に研究者を指向する
者が減少し、その不足分を外国人ポスドクで補ってきたといわれている。また、その影響もあって、一人前の研究者であるＰ
Ｉ（Principal Investigator）になるのが遅れていることも問題視され、将来に向けて、優れた研究者をいかに確保するかが
課題となっている（9 章参照）。このようにポスドク問題は、単にポスドクにとっての問題ではなく、一国の科学技術活動のあり
方に長期的影響を及ぼすものである。
わが国の場合には、短期的には、ポスドクやオーバードクターが溢れ、研究者指向は低下していないように見える。しか
し、このような事象の現れ方は、かえって問題の本質を見えにくくしている。本当に研究者指向は強いのか、優れた人材を
確保できているのか、について明確に答えられる者はいないだろう。
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日本の場合には、大学入学時も大学院入学時も定員という仕組みが存在しているので、そのような仕組みが明確でない
アメリカとは、単純な比較ができない。定員がなければ、学生の人気などによって、学生数の分布はもっと偏るはずである。
定員制度はそのような歪みを是正する効果を持っている。もし、将来に対する展望や戦略が明確であれば、定員制度は人
材配置の長期的誘導策として有効である。しかし、そうでなければ、定員制度は人気のない分野まで学生を埋める効果を
持つことになる。しかも、若年人口の減少により、定員の総枠は入学希望者に対して大きくなり、競争は緩和されている。こ
のような条件が重なれば、質が低下する可能性は高い。
もしそのような事態に陥っているとすれば、判断能力があり、自力でキャリアを開拓できる者はますますもって様々な道に
進み、そうでない者は安易な期待感だけで、身近な職業、理解しやすい職業の入り口に滞留し続ける事態を招くことは容
易に想像できる。現に、一般の若年労働市場ではそのような傾向がみられるという指摘もされている。研究者もそのような職
業になってしまったとまでは思わないが、とくに理系の学生たちにとって、研究者は学生生活の延長上にある一番身近な
職業である。博士課程に進学した者のほとんどは、これまで就職活動をした経験もないので、研究者以外の職業を想起す
ることも容易ではないし、ましてやどのように就職活動をすればいいのかもわからない場合が少なくない。そこに大量のポス
ドク採用機会が出現すれば、研究者になる期待感だけが大きくなる。結果的にそのような人材が大量にオーバードクター、
ポスドクへと流れ込んでいる可能性も否定できないのである。
このような可能性を考えれば、研究システムの長期的な健全性や持続可能性といった問題はアメリカだけの問題ではな
い。しかも、問題が明確に見えにくいだけ厄介である。研究者離れを他人事と考えずに、長期的観点から総合的に人材政
策を考える必要がある。

7.3.5. 集団的研究と個人のキャリアのパラドクス
「集団的研究と個人のキャリアのパラドクス」という問題も指摘されている。グループでの研究活動が増え、研究リーダー
がそのプロジェクトの推進のためにポスドクを雇うケースが増えている。そのような場合には、研究活動の大部分はポスドク
が担うことが多くなる。重要な発見がポスドクによってなされる場合もあるだろう。そうでなくとも論文を公表する際に、貢献が
誰にあったのかを明確にせざるをえない。
このような場合、オーサシップの問題が発生する。研究活動をリードする研究代表者に一定の権利があることは、概ね共
通の理解になっているようだ。しかし、直接に貢献のあった者を第 1 著者や発明の筆頭者とすべきか、代表者がその権利
を取るべきかは、論争の種になる場合がある。また、扱い方によっては、ポスドクが次の職を得ようとする際に不利になる場
合もある。アメリカでもこの種の問題は頻繁に起っている。逆に、発明が法人所有になることを避けるために、学生の発明に
してしまうケースもありうる。
アメリカでも広く受け入れられる考え方が確立しているわけではないようだが、この種の問題を避けるために、契約をきち
んとし、その中でオーサシップについて明確にしておくこと、どのような場合でも関係者がよく話し合うことなどが推奨されて
いる[National Academy of Sciences, 2004]。

■ 7.4. 今後の展望と課題
7.4.1. 配慮すべき要因
ポスドクなどの若手研究人材は今後どのように推移していくだろうか。政策的対応を検討する上で配慮すべき事項を列挙
しておく。

（1）国立大学法人化の影響
2004 年に国立大学が法人化した。国立研究機関が独立行政法人へ移行した際には、ポスドク採用が加速したが、大学
の場合にはすでに、外部資金によるポスドク雇用は進んでいるので、法人化を契機とするポスドクの増加はそれほど大きく
はないだろう。むしろ、法人化を機に、ポスドクに関連する人事・労務制度をいかに整備できるかがポイントとなる。
一方、法人は中期目標、中期計画に基づいて運営され、いわば運営費交付金は契約に基づいて執行される資金となる。
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そのため、大学院の定員充足も一種の契約事項であり、それが満足されない場合には、運営費交付金が見直される可能
性も否定できない。もちろん短期的、局所的に判断することはよくないが、定員充足圧力がかかることは容易に想像できる。
大学院の規模の大きい大学であれば、さまざまな形で変化を吸収できるが、規模が小さい大学ほど影響が先鋭化するので、
この問題に敏感にならざるをえないだろう。この結果として、博士の供給がますます拡大していく可能性は高い。それを従
来のような研究者養成を主眼として行えば、オーバードクター問題、ポスドク問題はいっそう難しい状況になる。しかし、研
究者養成を拡大することが社会に対する責任であるかといえば、そうではない。各大学には思慮深い対応が求められる。

（2）独立行政法人研究機関の非公務員型への移行
今後、先行して独立行政法人となった国立研究機関は公務員型の独法から非公務員型の独法へと移行していくものと予
想される。非公務員型になったからといって、そのことを理由としてポスドクが増減するとは考えにくい。しかし、非公務員型の
場合には、「常勤的非常勤」といった中途半端な身分を置くことの根拠はなくなる。また、任期付研究員の制度についても法
的拘束はなくなるので、任期付研究員と機関雇用型ポスドクとの本質的差異は明確ではなくなる。理化学研究所が 1980 年
代以来の経験を踏まえて、定年制職員と年俸制職員とに人事体系を整理したように、いずれは任期付研究員と機関雇用型
ポスドクを、新たな人事制度によって置き換えていくことになると思われる。あるいはそのような検討が必要である。
このような変化は、長期的な財政上の制約とも絡み合って、ポスドクの規模を適正な水準に収斂させることにつながるだ
ろう。現在でも、一部の独法では定員外スタッフの削減傾向がみられるように、これらの機関のポスドク数は長期的には減
少するのではないかと思われる。

（3）定年延長問題
高齢者雇用安定法の改正により、平成 18 年度以降定年を徐々に上げ、平成 25 年度までに定年を 65 歳にすることが
決まった。もちろん、定年年齢の引き上げだけでなく、再雇用制度や定年制の廃止などによる対応も可能である。
大学の場合にはすでに定年 65 歳、再雇用制度などが広まっており、大きい影響はないだろう。ただし、公的研究機関の
場合には、これにより硬直化が進む可能性がある。1970 年代初頭の公的研究機関の拡張期に就職した研究者がちょうど、
この定年改訂の対象となる。つまり、高齢研究者の滞留が発生するため、若手研究者を安定した形態で雇用することがま
すます困難になる可能性がある。その結果、ポスドク採用が減少する可能性もあれば、逆にポスドク採用でつないでいくと
いう方策もありうる。高齢者のアウトプレイスメントを強化して、若手を確保するという方策もありうる。ポスドクの処遇や人事制
度は、各法人の人員構成や、将来見通しの中で決まっていくことになろう。いずれにしても、このことがポスドクの見直しの
チャンスであることは間違いない。

7.4.2. これからのポスドク政策
大学院修了者、若手研究人材にとって研究職だけが彼らのキャリアパスではない。しかし、科学技術の振興の観点から
は、若手研究人材の育成・確保は今後とも重要な課題である。とくに、人材育成や若手研究人材に関わる政策は、10 年後、
20 年後のわが国の研究活動を左右する重要な政策である。ポスドク政策はまず第一にそのような長期的展望に立つ必要
がある。
また、長期的にはいかにして質の高い人材を誘引するか、そのためには大学院段階、ポスドク段階のみならず、子ども
時代から総合的に検討する必要がある。一方では、若手研究人材の問題は中高年の研究人材の問題と裏腹の関係にあ
る。これまでは、研究人材の養成確保の問題は、若手研究人材に関心が集中する傾向があったが、両面からの総合的検
討は避けられないだろう。

これまで述べてきたとおり、ポスドクの扱いに関する政策的位置づけは、現在のところ不明確である。以上のような総合的、
長期的な人材政策全体の中にポスドクを位置づけ、若手研究者のキャリアパスを想定する必要がある。
ただし、既述のように、アカデミックな研究者という狭い範囲でキャリアパスを考えることは現実的でないし、研究活動が社会と
の密接な連携の下で行われるようになりつつある傾向を考慮すれば、閉鎖的な科学技術人材像や科学技術関連キャリアパス

66

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

を想定するべきではない。より大きな、知識社会を支える高度な専門性を有する人材の市場の中に研究人材を位置づけ、それ
らのキャリアとの交流によってさまざまな知的活動も研究活動も利益を得るようなキャリアパスを想定しなければならない。
もちろん、想定するだけでは現実と乖離する可能性があるので、現実を踏まえ、また適切な政策的対応をして実現して
いくことが必要である。例えば、知識社会になれば働き方も多様になる。しかし、現在の労働法規は知的仕事であっても、
あたかも工場労働者のような考え方で規制をする。公的資金の使い方に関しても、あたかも土木工事のような制約がある。
知的活動が効率化し、社会の発展に貢献していくためには、このような旧態依然とした制約を見直していく必要がある。こ
れは、研究活動に限らない問題であるが、ポスドクや若手の研究人材のあり方にも大いに影響がある。

7.4.3. 当事者の役割
本調査研究においては、ポスドクなどの若手研究人材をめぐる問題について、インタビュー、ワークショップ、海外動向の
調査や文献などの分析を通じて、問題の把握に努めた。ワークショップは、当事者が直面している問題を表出させる方法と
して有意義であるが、本来であれば、当事者自身が問題を表出することが重要である。このような機能をアドボカシー
（Advocacy）という。問題が多様であり、全体像がつかみにくい時こそ、アドボカシーが必要である。
アメリカですら、ポスドク問題の解決のためにはアドボカシーが必要であると議論されている。すでにアメリカには
National Postdoctoral Association（NPA）という組織があり、アドボカシーの一端を担っている。わが国でも、若手研究
人材をめぐる問題の解決のためには、若手が抱える問題について社会に発信する、問題の可視化をするための仕組みが
必要である。

■ 7.5. まとめ
初期のポスドク問題は急増という量的な問題であったが、今やその実態は多様化し、政策上または研究活動上の位置
づけや処遇、各種制度との整合性が問題となっている。その結果、ポスト・ポスドク問題が発生し、研究者の QOL などの議
論も出てくるなかで、若手研究者のキャリアパスの再考が必要となってきている。
その背景には、未成熟な人材市場や、研究活動の定常化とその一方での研究様式の変化、社会の人材ニーズに応え
られない大学院、といった事柄がある。しかし、もっとも憂慮すべきことは、研究システムの健全で持続可能な発展のための、
長期的、俯瞰的な人材政策を打ち出してこなかったことかもしれない。
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8. 研究機関のノンアカデミック・キャリアパス

産業技術総合研究所 技術情報部門
佐々木達也

本章では、ノンアカデミック・キャリアの一例である研究管理関連業務について、主に公的研究機関に焦点をおいて、そ
の現状と課題、および、課題に対する政策について述べる。
ここ数年で、公的研究機関をとりまく環境は大きく変わってきた。行政改革により、2001年から国の機関・研究所の独立行
政法人化がおこなわれた。主務大臣が提示する中期目標に対し、研究機関が中期計画、年度計画を作成し、研究を実施す
る。そして、その成果および研究機関の運営状況について省から評価を受けるというシステムに変わった。また、新たな制
度の創設による競争的研究資金の増加は、交付金主体の単純な研究資金構造からマルチファンディング・システム
（Multi-Funding System）への移行を意味している。研究機関は、より競争的な研究環境におかれるようになったのである。
これらの改革・環境変化に戦略的に適応していくために、独立行政法人化された研究機関を中心に、従来なかった、あ
るいは、規模の小さかった研究企画や調査、研究評価、産学官連携、知的財産管理、グラント獲得支援といった機能を担
う組織・職の設置・拡充が行われている。これらの業務の遂行には研究に関連する知識・経験が必要であるため、研究者
を配置している研究機関が多い。しかし、1～2年超くらいの期間で研究者を一時的に異動させているか、併任させている
ことが多い。“研究者のノンアカデミック・キャリアパス”としては設計されていないのである。そのため、業務に必要な専門
的な知識が個人にも組織にも蓄積されにくく、専門家が育たない。また、明確なキャリアパスとして設計されていないため、
専門的な仕事として認知されておらず、異動した研究者のモチベーションが下がるという問題が起こっている。
一部の人員規模の大きい研究機関を除いては、これらの業務に配置できる人員自体が不足していたり、専門家を育成
するための資金も十分ではない。アメリカや欧州のように研究管理関連業務の専門家団体も当然存在しないため、専門
家コミュニティによる研修、経験や知識の共有もおこなえない。それぞれの研究機関による努力だけでは解決しにくい問
題である。2004年度に国立大学が法人化され、2006年度には公設試の独立行政法人化、公立大学の大学法人化がおこ
なわれる。これら大学・公設試においても、研究企画等のノンアカデミックな業務のニーズが顕在化してくることが容易に
予想できる。そのことからも、研究機関および大学を新しい研究マネジメントに円滑に移行させていくために、フェローシッ
プ・プログラムやファンディングによる専門家育成支援が必要である。

■ 8.1. はじめに
本章では、ノンアカデミック・キャリアパスの一例である研究管理関連業務について、主に公的研究機関に焦点をおいて、
その現状と課題、およびその対策について述べる。まず、公的研究機関、とくに国立研究機関（以下、国研）と独立行政法
人研究機関（以下、独法研究機関）がおかれている環境について概観する。先取りして言えば、国研の独立行政法人化と
競争的な研究環境への移行である。次に、その変化を背景に国研と独法研究機関において研究管理関連業務がどのよう
に変化してきているかについて述べる。そして、研究管理関連業務が研究者のノンアカデミック・キャリアパスとして確立し
ていくために乗り越えなくてはならない課題と、それに対する政策を提示する。最後に、ノンアカデミック・キャリアパスという
視点から、公的研究機関および大学等が直面するであろう課題について、今後の展望を述べる。

■ 8.2. 背景：研究マネジメントシステムの改革
ここ数年で、研究機関をとりまく環境は大きく変わってきた。大きな変化として、行政改革における国研の独立行政法人
化と、競争的研究資金の増加という研究環境の変化について概観していこう。
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8.2.1. 行政改革：国研の独立行政法人化
行政改革により、2001年から国の機関・研究所の独立行政法人化が行われた。これにより、独立行政法人化された研究
機関（以下、独法研究機関）は、以下のような国による研究マネジメントのもとにおかれることになる。独立行政法人通則法
が定めるところによれば、独法研究機関は、主務大臣が決定する中期目標（3年以上5年以下の期間に達成すべき業務運
営に関する目標）に対し、その中期目標を達成するための中期計画および年度計画を作成する。この中期計画および年
度計画は、主務大臣に届けるとともに公表しなければならない。そして、独法研究機関は、この計画にもとづいて業務運営
を行い、その中期目標の期間の終了時に事業報告書を提出する。各省に設置された独立行政法人評価委員会は、その
事業報告書にもとづいて、中期目標の達成状況について、総合的に評価を行う。

8.2.2. 研究環境の変化
平成8年度からの第1期科学技術基本計画、平成13年度からの第2期科学技術基本計画の実施に伴い、競争的な研究
資金が増加してきている。「特殊法人等を活用した競争的研究推進制度」により新たに創設された制度や、科学研究費補
助金など既存の制度による資金の拡充により、平成7年度において1,248億円だった競争的資金は、平成15年度には
3,490億円となった [科学技術政策研究所・株式会社三菱総合研究所、2004]。
また、新たに多くの制度が創設されるという変化は、研究機関にとって、交付金主体の単純な研究資金構造からマルチ
ファンディング・システム（Multi-Funding System）への移行を意味しており、より競争的な研究環境におかれるようになった
のである。

■ 8.3. 研究管理関連業務のノンアカデミック・キャリアパス化
上述してきたように研究機関を取り巻く環境は変化してきている。これらの行政改革、および研究環境の変化に戦略的に
適応していくためには、研究そのものだけでなく、「研究に関連して行われる、研究以外の業務」（研究管理関連業務）の重
要性が高くなってきている。特に独立行政法人化された研究機関において、「研究企画業務」に変化が現れ始めている。
以下では、科学技術者のキャリアパスの現状および動向を把握するために、公的研究機関、企業を対象に実施した質問
票調査に基づいて実態を紹介する。調査の概要については4章を参照されたい。

8.3.1. 研究企画業務の組織化、キャリアパス
従来、研究企画業務をおこなうのは、基本的に研究実施部門であった。企画担当部門、企画担当者は、各研究実施部
門からあげられてきた研究企画を所内でまとめ、必要があれば部門間・研究チーム間の調整を行うのである。また、研究資
金の大半は所管省庁から予算という形で供給されているため、所管省庁と研究実施部門との間で調整を行うことが、企画
担当部門、企画担当者の役割であった。つまり、調整的業務が主だったのである。
しかし、前述のように、独立行政法人化された研究機関においては、研究企画および経営企画の機能が研究機関の側
に移された。主務大臣によって中期目標が提示され、独法研究機関は、それを達成するための中期計画、年度計画を作
成し、実施するのである。また、研究機関自身の存在意義を明らかにするために、研究機関全体の研究方針や研究戦略
が重要となる。他にも、非公務員化が進むにつれ、研究人材のみならず、すべての従業員に関する人的資源管理の戦略
が求められるようになってきている。
2001年の独法化よりも以前から研究企画業務を行ってきた機関も少なくない。しかし、研究所内の調整ではなく、より戦
略的な意味での研究企画業務が行われるようになったのは、行政改革および独法化の以降である。現在、研究企画業務
は、国研、独法研究機関ともに組織を設けて業務を行っている機関が多い。われわれが実施した質問票調査では、国研、
独法研究機関ともに例外的な1機関ずつを除けば、すべての機関が内部で研究企画業務を行っている。とくに独法研究機
関では、研究企画業務を行っていると回答した42機関のうち、21機関（48.84％）が専門に担当する組織あるいは職を設け
ている（図8-1参照）。たとえば、情報通信研究機構は総合企画部企画戦略室、理化学研究所は経営企画部、物質・材料
研究機構は総合戦略室、産業技術総合研究所は企画本部をそれぞれ設置している。
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図8-1 研究企画業務をどのようにおこなっているか？

また、理化学研究所のように、経営企画部とは別に、研究戦略について専門的立場から理事長に提言する研究プライオ
リティ会議という組織を設置している例もある。研究プライオリティ会議は、次の4つの役割を担う。
(1)“理研の研究活動がどういう状況にあるのか”という調査、分析
(2) 理研が置かれている状況を認識するための国内外の科学技術政策の動向の調査研究
(3) それらの情報・調査研究に基づいた理研の中長期的観点に立った研究領域のプライオリティ（優先すべきこと）、運
営方針、資源配分などに関して戦略的な提言
(4) 理事長の裁量による戦略的研究展開事業の課題の設定と審査

研究プライオリティ会議は、研究政策審議員と呼ばれる内部の研究者8名と外部の研究者6名、理事2名からなる[独立
行政法人理化学研究所広報室、2004]。研究政策審議員のうち1名は、所内の公募に応募し、物理学分野の研究者からキ
ャリアチェンジした若手であり、専任で研究プライオリティ会議の業務に携わっている。
このように戦略的な重要性が高い研究企画業務を担当するには、科学技術の知識・経験が必要であるというのが、研究
機関に共通する認識である。とくに独法では、32機関（37.6％）が、研究者を研究企画業務に配置している。独法研究機
関の中には、企業等における研究マネジメントの経験者を、出向や中途採用の形で配置している機関も現れ始めている。
また、「博士課程修了者、ポスドクの採用」や「新卒採用（博士課程修了者を除く）」による配置を行っている機関も見られる
（図8-2参照）。
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図8-2 研究企画業務への異動のパターン
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表8-1は、本調査研究の一環として独法研究機関を対象に実施したインタビュー調査の結果にもとづいて、研究企画業
務をはじめとする研究管理関連業務に携わる人材のキャリアパスを類型化したものである。同じ独法研究機関であっても、
研究機関の特徴によって、人材を配置する際の方針が異なっている [以下の記述は、小山田・佐々木・齋藤・小林（2004）
を一部改訂]。

表8-1 各研究機関の研究開発人材ポリシー [小山田ほか、2004；表1を一部改訂]
研究機関のタイプ

研究管理関連業務に従

専門性

備考

一部、民間から経験者を雇用

事する主な人材
旧国研

機関内研究者

一時的、一時的→専門化

旧国研 (規制研究系)

省庁からの出向者

一時的

旧特殊法人

理系出身事務職員

専門化 (ただし、人事はローテ

一部、民間から経験者を雇用

ーション)
プロジェクト型研究機関

機関内研究者

一時的、一時的→専門化

ファンディング機関

民間企業研究者

一時的 (出向)、

専門的職員の育成の方向

専門化 (中途採用)

研究企画業務をはじめとする研究管理関連業務に携わる人材のキャリアパスには、以下のようなパターンが存在する。

（1）機関内部の研究者
旧国研系の独法研究機関では、研究者が研究管理関連業務へと一時的に異動する例が多い。これらの機関では、常
勤研究者が30代後半（研究チーム長クラス）や、40台後半～50代前半などの各ステージで、研究管理関連業務に1～2年
サイクルで一時的に異動することがキャリアパス上に位置づけられており、その中で、研究管理関連業務へ転換する人が
出てくる。

（2）省庁からの出向者
安全性・規制研究（レギュラトリ・サイエンス）型の研究開発を行っている機関では、従来の国研と同様に、企画・調整など
の役割を省庁からの出向者が行うというタイプが多い。このタイプは国研のままであるか、あるいは、独法化後も旧国研型の
組織構造を採用しているものが多い。ただし、政策と関係したプロジェクト型の研究を行う場合には、組織構造を跨ぐ形で
プロジェクト・チームが作られるなどの対応が見られる。

（3）理系出身の事務職員
旧特殊法人系の研究開発機関では、理系のバックグラウンドをもった事務職員が担っている。このような事務職員は、研
究活動の支援を主たる業務としている。

（4）プロジェクト型研究者
大規模なプロジェクト型の研究を実施している研究機関の場合、研究者・技術者がプロジェクトに参加することを念頭に
おいて採用されている場合が多い。この場合、研究者・技術者の本来業務が、プロジェクト・マネジメント的色彩が濃くなる
ので、自ずと研究者・技術者の中から研究管理関連業務に従事する者が出てくる。

（5）民間企業の研究者
ファンディング機関の場合、ファンディング関連業務（テーマ設定や公募、選定、実施、評価の支援など）は、民間企業
の研究者が出向（2～3年）または中途採用の形で従事している。また、旧国研系の独法研究機関の一部では、期間内部
の研究者のみならず、民間出身の研究マネジメント経験者を雇用する例も出現しつつある。
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8.3.2. その他の研究管理関連業務
研究企画業務のみならず、以下のような「研究に関連して行われる、研究以外の業務（研究管理関連業務）」にも変化が
現れ始めている。

研究管理関連業務の例
・研究企画業務
・調査業務
・研究評価業務
・産学官連携業務
・知財管理業務
・グラント支援業務
・研究倫理業務
・研究広報業務

上述してきたように研究企画業務が重視されるようになるに伴い、研究企画・経営企画のための情報収集・分析という <調査>
の機 能が求 めら れ るよ う に なっ て き た 。 ま た、 独立行政法人化され ることにより、研究機関にはアカ ウンタ ビ リティ
（accountability：説明責任の意）が求められることになったため、中期計画および年度計画に対する実施結果の評価が義
務となり、とくに <研究評価> はこれまで以上に重要になる。そして、公的な資金を用いた研究の成果を、産業界および大
学との連携やベンチャー企業の創出によって社会に還元することが求められるのである。そのための機能として、<産学官
連携> の業務や、<知的財産管理> を専門に担当する部門・担当者が必要になってきた。
また、研究環境の変化も研究機関の研究管理関連業務に大きく影響を与え始めている。従来の研究機関の研究資金の源
泉は、国の施設としての庁費がそのほとんどを占めていたが、とくに独立行政法人化された研究機関では、運営費交付金の
みならず競争的研究資金等の外部資金の獲得が求められている。国全体としても、運営費交付金主体の単純な研究資金構
造から、多様な研究資金配分制度をベースとするマルチファンディング・システム（Multi-Funding System）への移行を目指し
ている。そのため、研究実施部門および研究者は、外部の競争的研究資金に応募して、申請書類・研究計画での事前競争
に勝ち残り、研究資金を獲得することが求められるのである。そのための情報収集、研究者への助成金公募情報の周知・紹
介、申請の支援など、<グラント支援> とでも言うべき業務も重要になってくる。近年高まってきている <研究倫理>や、研究成
果を社会に還元したり、研究活動を理解したりしてもらうための <研究広報> 活動の必要性・重要性も高まってきている。
これらの研究管理関連業務については、研究企画業務と同様に、独法研究機関では、専門的に担当する組織・職を設
置する傾向にある（図8-3～9を参照）。
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図8-6 知財管理業務をどのようにおこなっているか？
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図8-5 産学官連携業務をどのようにおこなっているか？
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図8-3 調査業務をどのようにおこなっているか？
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図8-7 グラント支援業務をどのようにおこなっているか？

図8-8 研究倫理業務をどのようにおこなっているか？
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図8-9 研究広報業務をどのようにおこなっているか？

これらは国研においても同様であるが、専門的に担当する組織・職を設置する例は、相対的に独法研究機関の方が多
い。例外は、研究倫理業務で、これについては国研の方が専門的組織・職の設置の割合が大きいが、これは医療倫理、生
命倫理が問われる医療・保健分野の研究機関が国研の地位にとどまっていることの影響である。全体的には、独立行政法
人化や研究環境の変化により、研究管理関連業務の重要性は高まってきているとみてよいだろう。
また、研究管理関連業務への人材のリクルートについて図8-10～16に示した。いずれの業務においても、研究者を配
置する傾向にあることは、研究企画業務の場合と同様である。また、国研よりも、独立行政法人化された研究機関の方が、
企業からの出向者、中途採用、新卒採用など多様性に富んでおり、積極的に採用をしている傾向が伺える。もっとも、博士
課程修了者やポスドク経験者からの採用は、皆無ではないが、きわめてまれである。
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図8-11 研究評価業務への異動のパターン
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図8-12 産学官連携業務への異動のパターン
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図8-14 グラント支援業務への異動のパターン
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図8-16 研究広報業務への異動のパターン

■ 8.4. 研究管理関連業務に従事する者の人事・教育
これらノンアカデミック・キャリアパスとしての研究管理関連業務に就く者について、研究機関は、どのような人事や教育を
行っているのであろうか。

8.4.1. 教育・研修
教育・研修の手段として、国研、独法研究機関ともにもっとも多いのは、OJT（上司・同僚等によって、実際の業務を通じ
て行われる教育・研修）である。われわれが実施した質問票調査では、国研の場合、有効回答の10機関のうち、すべての
機関がOJTを採用していた（選択式・複数回答可の設問）。他に、「組織内での集合教育・研修」や「外部での研修・講習」
を採用している機関が二つずつあった。独法研究機関の場合、有効回答の38機関のうち、25機関がOJTを採用していた。
他に、「本人に任せている」という回答が20機関、「組織内での集合教育・研修」と「外部での研修・講習」がそれぞれ10機
関ずつであった。
OJTは、実際の業務を通じて、文書化しにくい知識やスキルを獲得するためのトレーニングであるが、OJTの多用は、専
門知識やスキルの体系化がなされていないことの裏返しでもある。研究管理関連業務は、前述したように、国立研究所の
独立行政法人化や研究環境の変化にともない、近年重要性が増してきたり、新しく取組まれるようになった業務である。そ
のため、「専門的知識・スキルの必要な業務であり、研究機関にとって重要な業務である」ということが、まだ十分には認知さ
れていないと思われる。そのため、専門知識やスキルの体系化が進んでおらず、“研究企画業務の専門家”や“産学官連
携業務の専門家”が育ちにくい段階にあると考えられる。
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8.4.2. 人事異動の選抜方法
研究管理関連業務への異動の対象者は、どのように選ばれるのであろうか。われわれの質問票調査では、有効回答の
国研の10機関すべてが、「人事部門、企画部門、研究部門等が選抜する」と答えている。他薦あるいは指名という方法であ
る。独法研究機関でも同様に、有効回答の38機関のうち、「他薦あるいは指名」が36機関（94.7％）ともっとも多かった。1機
関ずつではあるが、「希望者を募り、その中から選抜する」機関や、研究者全員が「一定期間、研究管理関連業務に異動
すること」がルール化されている機関もあったが、きわめてまれな例と言うことになる。
インタビュー調査でも、自ら希望して異動してくるケースがあることも確認されていたが、それらは非常に例外的であった。
研究者にとって、研究管理関連業務は“研究以外の仕事”であることに加え、上述のように、重要な仕事として認知されて
いないからである。自薦で企画担当部門に異動した、ある研究者は、「総合科学技術会議に出向する経験をし、研究戦略・
企画の重要性、おもしろさを感じたから」とわれわれに話してくれた。このような経験をする研究者は、例外的である。日本
では、研究管理関連業務はキャリアパスとして確立したものではない。研究者にとっては、そのような業務に就くことは回り
道と考えられている。

8.4.3. 従事する期間とモチベーションの問題
「他薦あるいは指名」によって異動した研究者は、どれくらいの期間、研究管理関連業務に従事するのであろうか。国研
の場合、有効回答の10機関のうち、もっとも多いのが、「期間は決められていない」と答えた6機関（60％）である。「2年超」
が3機関（30％）、「1年超から2年以下」が1機関（10％）であった。独法研究機関の場合、有効回答の37機関のうち、もっと
も多いのが、国研と同じく「期間は決められていない」と答えた15機関（40.5％）である。「1年超から2年以下」が12機関
（32.4％）、「2年超」が9機関（24.3％）、「1年以下」が1機関（2.7％）であった。
研究機関によっては、管理職候補者である常勤研究者が、30代後半（研究チーム長クラス）や40代後半～50代前半に、
研究管理関連業務の部門に1～2年程度勤務することが、管理職へ向けたキャリアパスの途上に位置づけられているケー
スがある [小山田ほか、2004；村上、2003]。しかし、研究者の場合、研究管理関連業務に対する関心は低く、仕事に対す
るモチベーションが低下してしまうケースが多い。また、短くても1年程度は研究現場から離れることになり、研究者としても
マイナスになると考えられている。一方、研究管理関連業務の部門へのインタビュー調査では、「1年程度では専門的な知
識も身に付かず、仕事に慣れた時点で終わってしまう。短くても2年は必要」という意見が複数あった。1～2年超くらいの期
間で研究者を一時的に異動させていたり、併任させていることが多いため、業務に必要な専門的な知識が個人にも組織に
も蓄積されにくい。専門家が育たないのである。
研究管理関連業務の重要性が高まってきているため、現在多くの機関で行われているような1～2年程度の一時的な配
置では賄えないようになってきている。研究者にとっても、担当部門にとっても、そのような異動は好ましいものではない。し
かし、国研および独法研究機関には、国家公務員としての定員や中期計画上の定員の制約があり、一部の人員規模の大
きい研究機関を除いては、これらの業務に十分な数の研究者を配置する余裕がないのである。

■ 8.5. ノンアカデミック・キャリアパス確立への課題
8．4で検討してきたように、研究管理関連業務をノンアカデミック・キャリアパスとして確立するには、以下の課題がある。
（1）研究管理関連業務の重要性の認知度が低いこと
!

「専門的知識・スキルの必要な業務であり、研究機関にとって重要な業務である」ということが、まだ十分には認知さ
れていない

!

研究者のキャリアを持つ者が関わる必要のある重要な仕事であることが認知されていない

!

研究者には、研究管理関連業務に就くことは回り道と考えられる傾向にあり、仕事に対するモチベーションが低下
してしまうケースが多い
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（2）知識やスキルの体系化が進んでいないこと
!

1～2年超くらいの一時的な異動や、併任が多いため、業務に必要な専門的知識が個人にも組織にも蓄積されに
くく、専門家が育たない

!

専門知識やスキルの体系化が進んでおらず、“研究企画業務の専門家”や“産学官連携業務の専門家”が育ちに
くい

研究管理関連業務の重要性の認知度が低いために、研究者の当該分野へのキャリア・チェンジは阻害され、ともすれば、
“回り道”や“都落ち”ととらえられがちである。そのため、一時的な異動にとどまり、組織や個人にも知識・スキルが蓄積され
にくく、その体系化が進んでいない。つまり、(1)と(2)の問題は、非常に密接な関係にある。

いまだに研究管理関連業務の重要性の認知度は低いが、前述したように、キャリア・チェンジを希望する研究者や外部
からの登用も現れ始めている。今後は、一時的に異動してくる、研究現場に関する十分な知識を有する研究者と、専門性
を育成された人材の両輪で、研究管理関連業務が進められていくことが望ましい。後者の専門性の高い人材は、研究者出
身であっても、中途採用者、新卒採用者であってもよいわけであるが、いずれの場合も専門性を高める努力が必要である。
このためには、機関としての努力、個人としての努力のみならず、機関を超えた、より広範な努力も必要である。
例えば、博士課程の学生を対象とするインターンシップを実施することにより、早い段階から研究管理関連業務の経験を
させておくことは、研究者が一時的であれ、あるいはキャリア転換の結果であれ、研究管理関連業務に携わる上で、役に立
つであろう。博士課程の学生にとっても、科学技術システム運営に関する知識を得る機会となり、将来のキャリアデベロップメ
ントに役立たせることができるであろう。このためには、研究機関がそのようなインターンシップの受入れを積極的に行う必要
がある。迂遠な方法であるかも知れないが、本質的な対策として、各研究機関が取組むべきものである。もし、インターンに対
して、一定の集合的指導を行う形を構築できれば、インターンであっても、業務に対する一定の貢献は可能である。
あるいは、研究管理関連業務に関心を持つ研究者（若手からシニアまで幅広く）に対してフェローシップを支給し、人材
育成を図ることも有効であろう。この場合には、フェローの受入れ機関がフェローシップを支給する場合と、国としてノンアカ
デミック・キャリアのためのフェローシップ制度を創設し、研究機関は受入れ機関となる場合の二つの方法がある。
また、研究管理関連業務に携わる者が、自ら専門性を磨くことも必要である。そのような場合、個人的に努力するだけで
はなく、同業者が協力しあうことも必要である。アメリカにはSRA InternationalやNCURAといった研究管理関連業務の専門
家団体が1960年前後に組織されており、専門家コミュニティによって専門知識の教育研修が行われ、また、経験や知識の
共有が図られてきた（コラム9-1、10-2、10-3を参照）。また、欧州でも同様の専門家団体、EARMA、EIRMAが組織されて
いる（コラム9-6を参照）。日本でも、専門性の確立や職業アイデンティティの確立のために、こうした取組みは必要であろう。
海外では、奨学金やフェローシップの経験者たちが集まって団体を作り、その団体がフェローシップなどに関する情報のク
リアリングハウス機能を持ったり、専門家団体のような振る舞いをしたりしている例もある。上述のフェローシップおよびインタ
ーンシップの経験者が専門家団体のコアを形成し、さらにはその団体が業務に必要な情報の流通、インターンやフェロー
の募集・運営機関として発展していくことも期待される。

（3）人員不足・定員枠により、人員を配置しにくい
!

国研および独法研究機関には、定員の制限があり、一部の（人員規模の大きい）研究機関を除いては、これらの
業務に配置できるような研究者ポスト自体が足りない

この問題は、個々の研究機関による努力だけでは解決しにくい問題である。研究管理関連業務のアウトソーシングや、
研究機関の運営形態自体の再検討も視野に入れて検討していく必要がある。
アウトソーシングの一つの形態として、たとえば、アメリカでは、研究管理関連業務専門のエージェンシーを作り、地域の大
学や研究機関、医療研究センターなどが業務をアウトソーシングしている例が見られる。それらのエージェンシー、大学、研
究機関は、一体となったシステムとして運営されていく。たとえば、テキサス州College StationのテキサスＡ＆Ｍ大学システム
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（Texas A&M University System）は、米国でも有数の規模と研究の質を誇るテキサスＡ＆Ｍ大学（州立）を中心とした、研究・
教育・アウトリーチを提供するサービスの総合的システムとなっている。それは、テキサス州College Stationの9つの大学、6つ
の保健科学分野の研究機関ないし大学、さらに研究管理関連業務・アウトリーチ・教育に関する7つの専門的州立機関（state
agency）によって構成され、一体となったシステムとしてサービスを提供している。このように、同じ地域にある大学や研究機関
が、研究管理関連業務を担うエージェンシーを共同利用していくという形態は、大学や研究機関の効率的運用といった視点
以外に、そのエージェンシーにおいて専門的な知識・スキルを蓄積していくことができるという点で有効であろう。
また、研究機関の運営形態自体の再検討としては、アウトソーシングをより進めて、GOCO（Government Owned,
Contractor Operated；コラム8-1を参照）のような運営方式も、長期的には検討課題となろう。
これらの先進的な取り組みを促進、普及させるためには、研究機関運営のシステム改革を対象とするファンディングが一
定の役割を担いうる。それによって、モデル事業、パイロット事業を誘導し、各機関の取り組みへと波及させることが期待で
きるであろう。

コラム8-1 GOCO

アメリカやイギリスには、「政府によって所有され、政府が資金の大半を供給しているが、受託業者が運営する研究
所」がある。政府が所有し、運営も政府機関がおこなう国立研究所をＧＯＧＯ（Government Owned, Government
Operated）と呼ぶのに対し、ＧＯＣＯ（Government Owned, Contractor Operated）と呼ぶ。第二次世界大戦中にアメリカ
で始まった研究所のガバナンスの形態である。代表的な受託業者には、カリフォルニア大学、バッテル記念研究所、ロ
ッキード・マーチン社（以上、アメリカ）、セルコ社（イギリス）などがある。受託業者はその成果・運営状況を評価され、
場合によっては契約打ち切りもあり得る。
ＧＯＣＯの形態で研究所を運営することのメリットは、(1)民間企業の手法を導入した経営効率化が可能、(2)柔軟な運
営が可能（人事など）、(3)政治的な圧力を軽減できる（特にアメリカの場合）、(4)民間への技術移転がしやすくなる、な
どがあげられる[1]。一方、省庁側が過度に介入することはＧＯＣＯのメリットを打ち消してしまうし、放任にしてしまって
は公的研究機関としてのミッションが達成できない。どのように企画機能、管理機能、研究実施機能を分担し、また、バ
ランスさせるかが難しい。

[1] 国立サンディア研究所、ＧＯＣＯに関するページ http://www.sandia.gov/about/history/goco/index.html

[参考資料]
カリフォルニア大学の研究所マネジメント事業に関するページ http://labs.ucop.edu/
バッテル記念研究所の研究所マネジメント事業に関するページ http://www.battelle.org/more/default.stm
ロッキード・マーチン社の研究所マネジメント事業に関するページ
http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=12986&sc=400
セルコ社の研究所マネジメント事業に関するページ
http://www.serco.com/about_serco/markets/science/index.asp

（佐々木達也）

■ 8.6. 今後の展望
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本章では、国研および独法研究機関における研究管理関連業務について検討してきた。最後に、ノンアカデミック・キャリ
アパスという視点から、公的研究機関および大学等が直面するであろう課題について、今後の展望を述べたい。

8.6.1. 公設試験研究機関および大学における研究管理関連業務
2004年度に国立大学が法人化され、2006年度には公設試験研究機関（以下、公設試）の独立行政法人化、公立大学の
法人化が予定されている。公設試の場合、現在は、研究管理関連業務は県庁で行っていることが多く、自らはその連絡調
整程度しか行っていない場合が少なくない（図8-17参照）。また、研究員に関しても人事権を持たないことが多い。これらのこ
とからも、公設試においても、今後ノンアカデミック・キャリアが重要な役割を果たす研究管理関連業務のニーズが顕在化して
くることが容易に予想できる。また、大学の場合も公設試と同様に、研究管理関連業務の強化が必須となるであろう。
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図8-17 研究管理関連業務をどのようにおこなっているか？（公設試）

小規模の公設試や大学の場合、新たに増員をおこなうことは難しい。民間企業への業務のアウトソーシングや、研究管
理関連業務を専門的におこなう組織を他の研究機関と協力して設立するなどの対策が必要になるであろう。たとえば、前
述したユニバーシティ・システムのようなやり方が参考になる（本章8.5（3）を参照）。
日本の大学の場合には、企画的業務のみならず、研究支援、研究管理の業務も未成熟である。国立大学の場合には、
これまで公務員制度の枠内で人材採用が行われていたこともあり、専門的人材の配置や育成には限界があった。そのため、
研究事務や研究管理業務に携わる者の中で、理工系のバックグラウンドのある者が少なく、ましてや博士課程以上の研究
経験を有する者は皆無に近い。今後の研究資金配分の重点化や競争的資金の比重の高まりなどを考慮すれば、研究管
理業務を担う専門的人材の育成や確保が必須である。研究企画、調査、研究評価等の専門的人材の配置は、研究管理
体制の整備に伴って進展していくと考えるのが妥当であろう。
しかも、大学の場合、研究者である教員が研究管理関連業務に異動することは想定しにくい。一方では、産学官連携業
務や知財管理業務に関してはすでに、企業の研究者・技術者などの経験者を、教員としての出向者の受入れや任期付き
の教員、客員教員、アドバイザー、産学連携コーディネーターなどとして多数配置してきている。ここでは、ノンアカデミック・
キャリアを教員と位置づけることで、学内での位置づけを教員に近づけるという方法がとられた。このような方法によって、業
務の威信を高め、人材のリクルートが容易になっているものと思われる。一部では、アカデミックなキャリアから異動する例も
みられる。このような方法は、ノンアカデミックな人材をリクルートするための工夫としては興味深い。ただし、このような処遇
の背景には、ノンアカデミック・キャリアに対する差別的意識があることも否定できない。過渡的には有効であるとしても、長
期的にはノンアカデミック・キャリアを重要な職務と認識する大学文化に変えていく必要がある。
しかし、このような事例は大学における研究管理関連業務の確立に希望を持たせるものである。研究評価業務や調査業
務についても、必要性が認識され、処遇を工夫すれば、専門的人材を配置して推進していく余地はある。なお、次項で述
べるアウトリーチなど研究広報業務については、一部の大学で、客員教員、専任教員の形で、マスコミ経験者を採用する
兆しもみられる。研究広報業務は、産学官連携業務や知財管理業務に続いて、専門的人材が配置される業務として確立
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していく可能性がある。

8.6.2. 研究倫理業務・研究広報業務
近年、「研究に関する倫理規程、利益相反などに係る業務」は、研究を進めていく上で避けて通れない領域になってき
ている。そのため海外では、Office of Integrity、Office of Complianceなどといった専門組織が設置される例が多い。日本で
は、独立行政法人理化学研究所が、2002年4月に安全管理部に研究倫理課を新設し、ノンアカデミック・キャリアを配置し
て体制整備を進めているが、他には例が少ない（コラム8-2を参照）。研究倫理に関わる問題としては、生命倫理に関する
領域のみならず、利益相反も重要である。産学官連携が推進されるに伴って、検討すべき課題が多くなるであろう。また、
海外の事例をみると、外部資金の浸透にともない、研究資金の適正な利用や、研究成果に対する誠実さなどの研究倫理
の問題も頻出する傾向がある。
また、研究広報やアウトリーチ活動に関する業務についても、これまではあまり注力されてこなかったが、今後は重視され
ることになろう。科学技術振興調整費の平成17年度新規採択課題のうち、重要課題解決型研究については、アウトリーチ
活動を業務内に明確に位置づけ、直接経費の一部（概ね3％）を当該活動に支出することが決められた。今後は、他の研
究助成等においても同様のことが求められるようになることが予想される。これ以外にも、関連施策が展開される予定である
し、研究機関の関心も高まっているようである。
研究倫理、研究広報やアウトリーチ活動に関する業務についても、他の研究管理関連業務と同様に、科学技術に関す
る知識や研究経験がある程度必要な業務である。同時に、倫理、法システム、ジャーナリズム等の専門的知識を持つ必要
もあり、専門性の高い業務といえる。総合的に判断すると、研究者のノンアカデミック・キャリアパスとしての位置づけと、業
務の組織化の検討は、比較的早く進む可能性がある。研究機関、大学も、早急に対処方法を検討する必要がある。

コラム8-2 研究倫理のための組織

独立行政法人理化学研究所（理研）では、前身の特殊法人時代の 2002年4月、組織変更によって和光本所の安全
管理部に研究倫理課が新設され、研究倫理に関する調査や規程類の整備、研究倫理協議会の事務運営を担当して
いる。「人を対象とする研究に関する倫理」すなわち生命倫理が主な課題ではあるものの、研究倫理という広い範囲を
扱う部署を有する独法の研究機関はこれまでのところ理研のみである。
理研には全所的な調整･検討を行う研究倫理協議会のほかに、各地域の研究所内にも研究倫理委員会が設けられ
ており、個別研究テーマ実施の可否などについては当該委員会が議決を行っている。同様に各研究所にも安全管理
室などが設けられ、当該委員会のサポートなどを行っている。
これらの会合の事務局機能を果たす職員には当該分野の知識背景や実務経験が求められるため、管理系の部門
でありながら、他の職員のような2、3年ごとの人事ローテーションとは異なる人事システムとなっている。
研究倫理課設置の直前の2001年度（平成13年12月～平成14年3月）には、研究倫理に関する審査体制等の充実を
図るため、「研究倫理に関する審査の適切な体制整備等に関する調査」と題する委託調査を実施、報告書[1]をWEBな
どにより公開している。
海外では理研のように内部に倫理担当部門を有する大学や研究機関がすでにあり、例えば、“Office of Research
Integrity”などの名称で呼ばれている。

[1] 理化学研究所『研究倫理に関する審査の適切な体制整備等に関する調査報告書』URL
（http://www.riken.jp/r-world/info/report/rinri/pdf/report.pdf）

（齋藤芳子）
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8.6.3. 研究支援の専門職
本章では、公的研究機関で働く研究者の新たなキャリアパスとして、また新しい専門的キャリアとして、研究管理関連業
務について検討してきた。一方で、研究自体の様式も変化してきており、研究支援や研究基盤を構築する業務の重要性が
増してきている。一部の研究機関では、研究支援の重要性を認識し、新たな職種の設置や、研究支援を専門に担当する
組織の新設をおこなっている。たとえば、独立行政法人物質材料研究機構では、2004年4月より、従来の研究職と事務職
に加えてエンジニア職を新設した [独立行政法人 物質・材料研究機構、2004]。エンジニア職は、「機構内または研究ユ
ニット内の共通的な研究支援及び研究基盤構築の業務を行う職種」で、データベース、データシート作成、分析請負、およ
び共通的な情報機器、分析機器、大型装置、工作・製造装置等の運転・管理などの業務に従事する。また、独立行政法人
理化学研究所の中央研究所では、先端技術開発支援センターが設置され、先端的研究基盤ツールの開発や、高度な分
析・解析支援をおこなっている。独立行政法人国立環境研究所では、独法化と同時に環境研究基盤技術ラボラトリーを発
足させ、研究基盤技術の整備と今後必要になる研究基盤技術の開発を行っている。
研究管理関連業務へのキャリア・チェンジと同様に、研究支援の専門職へのキャリア・チェンジに対しても、研究者は少
なからず抵抗感を持つのが現状である。しかし、研究管理関連業務と同様に、研究開発システムにおいて研究支援の機能
は非常に重要になってきている。また、ポスドクを研究支援者の代替要員とみなし、ポスドク本人と研究者や研究機関のあ
いだでトラブルが生じるといった事態を避け、ポスドクを適正に処遇するためにも、研究支援の職務を確立し、そのキャリア
パスについて再考が必要であろう。

8.6.4. 他のノンアカデミック・キャリアパスへの展開とアウトプレイスメント
この章では、公的研究機関内部の研究管理関連業務について議論してきた。しかし、その他にも研究者がキャリア・チェ
ンジできるノンアカデミック・キャリアパスとして、たとえば、行政機関における科学技術政策・産業技術政策の専門家や、
PO/PD（プログラム・ディレクター／プログラム・オフィサー）が考えられる。研究者が研究経験を生かして起業したり、ベンチ
ャー企業に参画したりするキャリアの展開も考えられる。また、そのような活動を支援するコーディネーターなどのキャリアパ
スも想定される。
このような機関外への転身を促進することも、研究機関の責任である。民間企業の場合には、リストラを実施したり、早期
退職を募ったりして、人員削減や従業員の若返りを図ることがしばしばある。このような人事政策は、冷酷なことのように映る
が、多くの企業では、再就職支援や能力開発支援、退職奨励金の支給などの多様なアウトプレイスメント事業を伴っている。
最近では、日常的にアウトプレイスメント事業を実施して、将来の転職の準備を進めるようにしている例も少なくない。適正
なアウトプレイスメント事業は、企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility）の一部ともいえる。研究機関も、民間企
業と同様に、職員の雇用主である以上、このようなアウトプレイスメント活動を責任をもって実施していく責務がある。
従来、専門性の高い人材は「つぶしがきく」といわれ、どのような企業、組織でもその能力が通用すると考えられてきた。
しかし、一方では専門性の高い人材は、他のキャリアへの転身が非常に困難であるという傾向も見られる。10章コラム10-4
で紹介するように、プロスポーツ選手の引退後のキャリアデベロップメントが困難な課題であるのと同様に、専門性の高い研
究者のキャリア・チェンジも容易ではないと思われる。現代のように、職種ごとの浮沈が激しく、新興職業が登場するなど、
職業構造そのものが変化する時代には、「つぶしがきく」とはキャリア・チェンジが容易であることを意味している。科学技術
の知識を持つことは、さまざまなキャリアへの適応可能性があることを示唆している。しかし、ひとたび研究者となってしまうと
適応力、柔軟性を喪失するという傾向がみられる。このような事態を回避するためにも、研究者を対象とするアウトプレイスメ
ント活動は重要である。プロスポーツ選手の場合にも、研究者の場合にも、指摘されているのは、若い頃から、さまざまな活
動を経験することを通じて、社会性を持ち、視野を広くすることが大切である、ということである。研究機関は、ポスドクや若
手研究者の育成において、こうした配慮をすることが必要になる。
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■ 8.7. まとめ
本章では、ノンアカデミック・キャリアパスの一例である研究管理関連業務について、主に公的研究機関に焦点をおいて、
その現状と課題、および、その対策について検討してきた。研究管理関連業務をノンアカデミック・キャリアパスとして確立
するために乗り越えなくてはならない課題としては、

（1）研究管理関連業務の重要性の認知度が低いこと
（2）知識やスキルの体系化が進んでいないこと
（3）人員不足・定員枠により、人員を配置しにくい

がある。このような問題に対処するためには、

・

機関内において専門性を高め、職務を確立すること

・

インターンシップやフェローシップなどにより長期的に専門的人材の配置を進めること

・

関連する人材が自発的に協力して専門性を高める努力をすること

・

小規模な機関などでは、アウトソーシングや機関間協力などによって対処すること

・

これらの改革を公的に支援していくこと

などが必要である。
また、国立大学法人化や今後の公設試、公立大学の法人化等に配慮すれば、これらの機関でも研究管理関連業務の
重要性は高まると思われる。さらに、研究倫理、研究広報などの業務も拡大していくであろう。
また、研究機関としては、研究支援者、ポスドク、研究管理関連職を含む総合的人事政策を明確にし、アウトプレイスメン
ト活動にも取組む必要がある。
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9. 海外における科学技術人材に関わる課題と取り組み

産業技術総合研究所 技術情報部門
小山田 和仁

本章では、本研究で行った海外機関訪問調査や国際ワークショップ、および関連文献の調査などを通じて得られた、海
外における科学技術人材に関わる概況と科学技術人材に関する議論の主な論点、そして海外におけるノンアカデミック・
キャリアパスの実現に向けた取り組みの事例について紹介する。
21 世紀に入り、グローバル化や知識社会化、リスク社会という言葉に代表される社会変化や、科学技術自体の発展と
それに伴う研究様式の変化を受けて、各国は科学技術システムの変革を目指し改革に取り組んでいる。そのような科学
技術システムの改革の取り組みの中で、人材に関わる問題は、どの国においても重要な位置を占めている。その背景に
は、人材こそが科学技術を発展させ、その成果を社会的経済的価値に結びつける原動力であるという認識がある。
科学技術人材に関わる問題といっても、そのあり方は各国の制度や歴史、文化の違いによりさまざまである。しかし、そ
れと同時に、各国共通の問題も存在している。そのような各国共通の問題群として本章では、ポスドク問題、ノンアカデミ
ック・キャリアパスの構築、分野融合的な研究人材育成、人材の流動性、女性とマイノリティの参画、を採り上げる。これら
の論点は、我が国で科学技術人材の問題を考える上でも重要な点であると考えるからである。
最後に、今後我が国でノンアカデミック・キャリアパスの構築に向けた施策を考える上で参考にすべき、海外での取り組
みの事例を紹介する。多様なキャリアパスを前提とした教育、キャリア・チェンジを促す取り組みや新しいキャリアパスを生
み出す仕組み、ノンアカデミックなキャリアの確立にむけた努力など、海外ではすでに様々な取り組みが、多様なキャリア
パスを構築するためになされている。

■ 9.1. 海外の人材問題の概況
ここでは、アメリカ、欧州、中国における科学技術人材の概況について紹介する。その中でも科学技術人材のキャリアパ
スの状況や、人材育成における課題、政策的対応などの点について、各国・地域ごとに紹介する。

9.1.1. アメリカ：多様なキャリアパスの存在とそれを可能にする教育・支援システム
9.1.1.1. 多様なノンアカデミック・キャリアパスの存在
アメリカでは、博士号取得者のキャリアパスが、アカデミックな領域に限られておらず、多様なキャリアパスが存在している。
博士号取得者の民間企業への就職率は高く、NSF の 2001 年度の調査によると、全米の博士号取得者約 557,000 人のう
ち、約 45％が民間セクターで働いている［Kang，2004］。このことは、アメリカのジョブマーケットにおける博士の市場価値が
高いことを示している。
さらにアメリカでは、博士号取得者が民間セクター以外にも多様なキャリアに就いている。これらのキャリアは、民間企業
のキャリアに比べると数は少ないが、科学技術システムを支える重要な役割を担っている。議会や政府機関、AAAS（全米
科学技術振興協会）のシンクタンク部門や全米科学アカデミー（National Academy of Sciences）などのシンクタンクでは、博
士号取得者や研究開発経験を有する人材が科学技術政策担当者やリサーチスタッフとして、環境政策や医療政策、イノ
ベーション政策などの分野で活躍している。また、国防省の DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency）や、
NSF、NIH のなどのファンディング機関では、多くの研究経験者がプログラム・オフィサー（PO）やプログラム・ディレクター
（PD）として勤務しており、研究者のキャリアパスとして広く認知されている。さらに、大学における戦略イニシアティブの取り
組みや、産学連携の強化、知的財産権の重視などの流れを受けて、研究マネジメントや知的財産関連の人材が増えてき
ている。
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このようにアメリカで多様なノンアカデミック・キャリアパスが存在する理由としては、研究職以外の職業も含めたアメリカの
ジョブマーケット全体における流動性の高さとそれを支える文化的背景が指摘されているが［Hill，2004］、以下に述べるよ
うにそのようなキャリア・チェンジを可能にする教育や、キャリア・チェンジを支援する様々な仕組みが存在していることの影
響も大きい。

9.1.1.2. キャリア・チェンジを可能にする教育
すでに述べたように、アメリカでは科学技術人材の多様なキャリアパスが存在しているが、その理由の１つとして、キャリ
ア・チェンジが可能な人材を育てる大学教育がある。学部におけるメジャー・マイナー（主専攻・副専攻）制度や、ダブル・メ
ジャー制度は、学生に幅の広い教育を受ける機会を提供している。さらに大学院では、柔軟な学位プログラムを作ることが
可能であるため、最新の研究動向や産業界のニーズを反映した人材育成がなされやすい。また民間企業や行政機関、非
営利組織などでのインターンシップや、各大学や学会による学生に対するキャリア・カウンセリングなどにより、学生のキャリ
ア意識を高める取り組みも行われている。
また、NSF や NIH などのファンディング機関は、人材育成のためのトレーニング・グラントやカリキュラム開発への助成を
行うことによって、これらの各大学の教育プログラムの改革を支援している。これにより、各大学では実験的な教育プログラ
ムを実施することができる。

9.1.1.3. キャリア・チェンジを支援する仕組みの存在
アメリカではまた、キャリア・チェンジが可能な人材の教育・育成がなされると同時に、科学技術人材のキャリア・チェンジ
を支援する仕組みが存在している。たとえば、AAAS などの団体や財団の提供するフェローシップ（表 9-1）により、研究者
は、経済的支援を受けながら必要な専門知識を身に付けキャリア・チェンジをすることができる。さらに技術経営や科学技
術政策、科学ジャーナリズムなどのある程度体系化された知識体系を持つものについては、大学院プログラムが存在する
ため、これらの大学院を受けてキャリアチェンジする研究者・技術者もいる。
また、ノンアカデミック・キャリアパスに関係する専門職団体の存在も大きい。これらの専門職団体は、ワークショップやジ
ャーナルの発行などにより専門知識の体系化に取り組み、その成果をトレーニング・コースや研修プログラム、大学院の専
門職プログラムとして提供している（コラム 9-1 参照）。これにより、キャリアチェンジを希望する研究者・技術者が効率良く専
門知識を習得できるようになる。
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表 9-1 アメリカにおける科学技術政策フェローシップ
Jefferson Science
Fellows at the U.S.
Department
of
State
2003
National Academies,
MacArthur
Foundation,
Carnegie
Corporation,
U.S. Department of
State
National Academies

The
National
Academies' Senior
Scholars Program

National Academies

U.S. Department of
State
(米国在外公館を含
む)

National Academies

優秀なミッドキャリ
アの保健の専門家
に対し，保健政策の
過程を理解し，新し
い政策や施策の制
定に参画し，アカデ
ミックな保健セ ンタ
ーや 保健 政 策の リ
ーダーとしてのキャ
リア開発をする機会
を与える．
保健政策
保健医療
関連

理工系他の大学院生
に，科学 技術政 策分
析を通してその成り立
ちを学んでもらい、科
学技術と政府との関
係を知ってもらう．

米国のアカデミック
な科学技術工学コミ
ュニティを国際政策
の形成と実施に関
与させる．

科学と公共政策の
接点を経験する．

科学技術政策
すべて

科学技術政策
科学技術

大学院生および修了・
学位取得後 5 年以内

アカデミックな機関
におけるテニュア所
有者．フェロー期間
中もその資格を維
持できる．

科学技術政策
科学技術
健康医療
社会科学
ミッドキャリアからシ
ニアキャリアまでの
専門家．
Ph.D.または同等の
資格所有者，
エンジニアの場合
は修士でも可．
10 から 12 ヶ月

プログラム

AAAS Science and
Technology Policy
Fellowship

IOM Robert Wood
Johnson
Health
Policy Fellowship

開始年
資金供与
機関

1973
AAAS,
NSF,
NIH,
National Academies,
その他学協会,
民間財団等

1973
The Robert Wood
Johnson Foundation
(RWJF)

運営機関

AAAS

実施機関

政府機関,
議会,
AAAS,
NSF,
NIH,
National Academies,
その他学協会
ポスドク，ミッドキャ
リアの科学者，エン
ジニアに対し，連邦
政 府 に お け る 公共
政策策定過程への
参画・貢献の機会を
設ける．

目的

Institute of
Medicine
議会,
Executive Branch

Christine
Mirzayan
Science
and
Technology
Policy
Internship Program
1997 年以前
National Academies

National Academies

対象分野
出身分野

科学技術政策
科学技術

対象者

博士号取得者
エンジニアの場合
は学卒可

ミッドキャリアの科
学者および保健の
専門家

期間
最新期
受領者数
累積
受領者数

1年
93
(2000 年)
1390
（2000 年までの
累計）
$62,000

12 から 16 ヶ月
7
(毎年 10 人以下)
169
(2001 年までの
累計）

12 週間
27
(2004 夏期)

10 週間

1年

$84,000

$5,700

$4,800

なし
（テニュア資格を付
与している機関より
給与を支給）

年間給与
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コラム 9-1 研究管理専門家団体の果たす役割

アメリカでは、研究契約やグラントの申請支援、受託後の管理、技術移転、知的財産管理といった研究管理関連業
務（research administration）が早くから専門化されてきており、専門家の団体がいくつかある。本コラムでは、SRA
International と NCURA を紹介しよう。
SRA International (Society of Research Administrators International；以下、SRA)は、研究管理関連業務の専門家およ
び法人等を対象とした団体である。設立は 1967 年。大学、病院、企業、公的研究機関、政府機関など、あらゆる組織の
研究管理関連業務の専門家を対象としており、会員数は 3000 人を超える。アメリカ以外に、カナダ、メキシコ、欧州（イギ
リス、アイルランド、フィンランド）、アジア（韓国、中国、日本）、ニュージーランド、オーストラリア、ブラジル、イスラエル、
アフリカ（南アフリカ、マリ、タンザニア、ナイジェリア、ウガンダ、ガーナ）と 19 か国にわたる国際団体である。
毎年秋には年次大会が開催され、専門知識・経験の共有と能力開発の機会が提供され、また、メンバー間の交流
が図られている。2004 年度は、「臨床的、社会的、生物医学的な研究」「助成」「財政運営およびコンプライアンス」「法
律・産学連携・知的財産」「専門能力の開発」「研究マネジメントおよび最近の問題」に関するワークショップ、セミナー、
報告がおこなわれた。一部のワークショップ、セミナーは、団体がおこなう資格認証（certification）プログラムとリンクし
ており、指定されたセッションを受講することにより、「学科・センターにおける管理者（Departmental Administrators）」
や「臨床試験研究に関する研究管理（Clinical Trials Research Administration）」についての資格認証が受けられるよう
になっている。また、年次大会では毎年、研究管理関連業務の発展に貢献したメンバーと、教育・トレーニング・知識の
体系化などに貢献したメンバーを、数名ずつ表彰しており、メンバーの貢献を評価するとともに、個々のモチベーション
を向上させようとしている。
年次大会や地区大会でおこなわれるワークショップやセミナー以外に、専門雑誌“The Journal of Research
Administration”や、月刊の電子ニュース“SRA International eNews”を発行し、研究管理に関する専門知識の共有と提
供をおこなっている。また、コンサルティング会社と共同で大学の研究管理に関するベンチマーキング・サーベイを行う
など、会員および会員機関に対して、自組織の能力を把握し、また、ノウハウ等を共有していくしくみを提供している。
他にも SRA は、Job Listings と呼ばれる会員への求人情報の提供（応募側・採用側）や、インターネットを活用した
SRA－会員間、および、会員－会員間のコミュニケーションについてのサービスを提供している。
NCURA（National Council of University Research Administrators）は、アメリカ国内を中心に大学、研究機関、病院な
どにおける研究・教育・トレーニングの助成プログラム運営・管理（the administration of sponsored programs）の専門家
を対象とした団体である。ただし、SRA と異なり、営利企業・団体からは加入できず、また、法人会員はない。1959 年に
設立され、現在の会員数は 5000 人を超えている。
NCURA においても、毎年秋に開催される年次大会でセミナー、ワークショップ、報告が行われる。2004 年度は、「一般
的なトピック（General）」「学科・センターにおける管理（Departmental Administration）」「助成に関連する最新情報
（Update）」「申請段階（Pre-Award）」「受託後（Post-Award）」「知的財産／契約（IP/Contracts）」「学部中心の大学
（Predominantly Undergraduate Institutions）／マイノリティの多い大学（Minority Institutions）／歴史的に黒人の多い大学
（Historically Black Colleges and Universities）」の７つの分野からテーマが選ばれ、入門的なものから上級管理者向けの
ものまで、様々なトピックがとりあげられた。また、メンバー同士が交流できるよう、レセプションなども多く行われる。
NCURA では年次大会以外にも、実際に大学のキャンパスで実施されるワークショップやトレーニング・プログラムに
加え、衛星中継やビデオ／ＤＶＤによるワークショップおよびカンファレンスが、毎月、各地で開催されている。とくに最
近では、地理的ないし予算的に不利なメンバーにも良質なプログラムが提供できるよう、ビデオ・カンファレンスに力を
入れている。
また、新しい取り組みとして、2005 年度から、ドレクセル大学医学部（Drexel University College of Medicine）と協力し
て、「臨床研究における研究管理の修士号（Master of Science in Clinical Research Management and Development）」
を与える修士課程を開講する予定である。

（つづく）
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これらの教育プログラム以外に、NCURA では、専門雑誌“Research Management Review”、隔月刊の電子ニュース
“NCURA newsletter”を発行することで、メンバーに最新の専門知識の提供を行っている。
NCURA では SRA と同様に、毎年、メンバーの表彰を行っている。研究管理関連業務の分野においてすばらしい業
績を残したメンバーと、NCURA の発展に貢献したメンバーを数名ずつ表彰し、メンバーの貢献を評価するとともに、
個々のモチベーションを向上させるためのとりくみを行っている。
専門家団体が設立される目的は、大きく分けて三つある。第一は、専門知識・経験の共有と能力開発を行うこと、第
二が、会員である専門家相互のコミュニケーションを高めることである。それらの活動を通じて自分たちの職業のクオ
リティと専門性を高めていき、社会におけるプレゼンスを高めることが、第三の目的である。紹介した二団体では、これ
らの目的を果たすために、中長期戦略を立て、年次レベルでの実行計画を作成し、実施している。
[参考]
[1] SRA International, The Society of Research Administrators International [on-line], Available from world wide web:
<http://www.srainternational.org/newweb/default.cfm >.
[2] NCURA, National Council of University Research Administrators [on-line], Available from world wide web:
<http://www.ncura.edu/ >.
[3] ASAE, ASAE Public Home [on-line], Available from world wide web:
<http://www.asaenet.org/asae/cda/public_home/0,3083,MEN3,00.html >.

（佐々木達也）

9.1.1.4. アメリカの科学技術人材に関わる課題
以上のように多様なキャリアパスが存在しているアメリカであるが、必ずしも問題がないわけではない。アメリカの科学技
術人材に関わる問題としては、研究者の高齢化（コラム 9-2 参照）やテニュア制度の崩壊（コラム 7-3 参照）により、不安定
な身分のポスドクの増加や、ポスドクの身分でいる期間の長期化が指摘されている。このことは結果として、研究職の職業と
しての魅力度を低下させ、優秀な人材の研究者離れにつながりかねないことが危惧されている。
また、アメリカでは海外からの多数の留学生や研究者がおり、研究開発における重要な人的資源となっているが、2001
年 9 月 11 日の同時多発テロ以降の入国管理規制の強化によって、留学生数が減少傾向にあることが指摘されている
[Arnone, 2004; Chamberlain, 2004]。
以上のような国内における研究者離れと、海外からの留学生や研究者の数の減少といった傾向が長期間続く場合、十
分な数の優秀な人材を確保できなくなり、アメリカにおける研究開発が停滞してしまうのではないかと危惧されている
［Council on Competitiveness，2004, pp.25-26］。
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コラム 9-2 アメリカにおけるライフサイエンス分野の研究者の高齢化
近年、アメリカのライフサイエンス分野の研究における PI（Principle Investigator; 代表研究者）の高齢化が問題に
なっている。NIH がまとめている、NIH グラントの PI の年齢に関する長期データによると、35 歳以下の PI の割合は、
1970 年には 26.5％、1985 年にも 17.5％だったが、1990 年には 9.9％となり、2002 年にはわずか 4.2%になっている。40
歳以下の PI の割合は、1980 年までは 50％以上であり、1990 年でも 30％以上であったが、2002 年度には約 17％と
大幅に減少している。これに対し 51 歳以上の PI の割合は、1970 年には 10％強であったのが、徐々に増加をし、1990
年には約 22％、2002 年には約 38％と増加している（図）。
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図 NIH の競争的研究グラント（R01, R23, R29, R37）における PI の年齢別割合のトレンド[1]

このような PI の高齢化の原因として、ライフサイエンス分野では、他分野と比較してポスドクの期間が長く、さらにそ
れが長期化していることが指摘されている。その背景には、研究対象や手法の複雑化により、研究チームの規模が
大規模になり、ポスドクがスタッフとしてチームの研究活動に従事するため、独立した研究者になるための機会が少な
くなっていることが挙げられる。また、テニュア・トラックの職が限られており、従来よりも年季を積まなければ、PI として
グラントを申請できる職に就くことができなくなってきていることが指摘されている[2][3]。
PI の高齢化がもたらす弊害としては、研究者として独創的・創造的な研究ができる若い年齢のうちに、独立した研
究者として研究遂行する機会が少なくなることが指摘されており、このことがアメリカの研究活動の停滞につながりか
ねないことが懸念されている。また、不安定な身分であるポスドクの期間が長期化することにより、研究職自体の魅力
が低下し、学生の研究者離れが進んでしまうことも指摘されている[2]。
また PI の高齢化は、アメリカに限らず欧州でも指摘されており、ポスドクが早く独立した研究者になるための支援の
必要性が指摘されている[4]。
[1] NIH Office of Extramural Research (2003) “National Institutes of Health: Extramural Trends”, in: Long-Term Trends and Historical Data:

Association of Independent Research Institutions (AIRI): Presentation to 2003 AIRI meeting [on-line], Available from world wide web:
<http://grants1.nih.gov/grants/award/trends/airi2003.ppt>
[2] Goldman, E. and Marshall, E. (2002) “NIH Grantees: Where Have All The Young Ones Gone?”, Science, Vol.298, pp.40-41.
[3] Austin, J. (2002) “Aging of Young Scientists”, Science’s Next Wave [on-line], Available from world wide web:
<http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2002/10/08/1>.
[4] Payne, D. (2002) “NIH statistics show many fewer grants going to young investigators”, The ELSO Gazette, Issue12, December
2002, [on-line], Available from world wide web:
<http://www.the-elso-gazette.org/magazines/issue12/news/news2.pdf>.

（小山田和仁）
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9.1.2. 欧州：研究・教育における欧州圏の構想
9.1.2.1. 欧州圏の構想と人材流動化
欧州では科学技術人材の問題を含む科学技術政策が、それまでの国レベルの政策ではなく、欧州レベルの政策として
構想され実施されるようになっている。2001 年に欧州委員会によって打ち出された欧州研究圏（European Research Area;
ERA）構想は、欧州全体を一つの統合された研究開発の領域として構築しようというものである（コラム 9-3 参照）。また ERA
構想と同時並行的に、教育の面でも、統一的な欧州高等教育圏（European Higher Education Area）を構築しようというボロ
ーニャ・プロセスが進められている（コラム 9-4 参照）。
ERA 構想が欧州委員会の主導によるものであるのに対して、欧州高等教育圏構想は参加国の協力に基づくという違い
はあるが、ともに欧州全体を一つの研究開発、および教育の領域として構築することを目的としている。そして、両構想とも、
統一された欧州圏の構築のためには、人材の自由な流動化を促進することが必要であるという認識を共有している。その
背景には、人材が国境を越えて自由に交流することで、多様な知識が交流し相互作用することが、欧州全体を１つの創造
的な空間として構築する上で必要であるという考えがある。

コラム 9-3 ERA 構想と第 6 次フレームワーク・プログラム
欧州全域をひとつの統一された研究開発の領域として構築しようとする、「欧州研究圏（European Research Area;
ERA）」構想[1]は、1999 年 9 月に研究開発担当の欧州委員に就任したベルギー出身の Philippe Busquin のリーダーシ
ップのもと検討が進められ、2000 年 1 月に『欧州研究圏に向けて』と題された提案書[2]において打ち出された。その背
景には、来るべき知識社会にむけて、アメリカや日本に対抗するために、欧州の研究開発のポテンシャルを統合し、
欧州の国際的競争力を強化させなければならないという危機意識があった。
2002 年から開始された欧州連合の研究開発政策である第 6 次フレームワーク・プログラム（FP6）は、明確に ERA
構築のためのツールとして設計された[3]。その内容は、（１）欧州全体として取り組むべき７つの優先的研究領域の設
定と統合的な研究助成、および、欧州レベルで必要な研究開発活動の推進による、共同体の研究の集中と統合
（Focusing and Integrating Community Research）、（２）あらゆる層の流動性の向上（Marie Curie Action、コラム 9-10
参照）やインフラストラクチャーの整備・効率的利用による、ERA の構築（Structuring ERA）、（３）地域・国・EU の各レベ
ルの研究プログラムのコーディネーションと、イノベーション政策の開発などによる、ERA の基盤強化（Strengthening
the Foundations of ERA）、の 3 つの柱からなっている。FP6 はこれらの施策を通じ、多様な研究者が相互交流し、様々
な人的・組織的ネットワークが結びつく、イノベーションのための創造的な研究領域として、ERA を構築することを目指
している。
従来の欧州レベルの科学技術政策は、原子力や宇宙開発などのようなビッグサイエンスに限られており、第 5 次ま
でのフレームワーク・プログラムも、各国の科学技術政策に対する補完的政策としてしか機能していなかった。これに
対し、FP6 は ERA 構築という戦略的目標を与えられたことにより、欧州連合の科学技術政策という性格を有するように
なってきた[4]。
[1] European Commission, European Research Area [on-line], Available from world wide web:
<http://europa.eu.int/comm/research/era/index_en.html>.
[2] European Commission, “Toward a European Research Area” in: European Research Area [on-line], Available from world wide web:
<http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/com2000-6-en.pdf>.
[3] European Commission, Sixth Framework Programme [on-line], Available from world wide web:
<http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html>.
[4] 大久保嘉子（2004）『欧州の科学技術開発イノベーションシステム-現状と問題、将来の展望 その１：欧州共同体の形成と研究
技術開発政策の発展』、CTS（技術と社会研究センター）ワーキングペーパー
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コラム 9-4 ボローニャ・プロセス
1998 年 5 月 25 日、フランス、イタリア、イギリス、ドイツの 4 カ国の教育担当大臣が、スイスのソルボンヌにおいて、
「欧州の高等教育システムの構造の調和に関する共同宣言（ソルボンヌ宣言）」に署名し、高等教育システムの調和
を目指す姿勢を明らかにした。これを受けて、1999 年 6 月 19 日、イタリアのボローニャにおいて、欧州 29 カ国の教育
担当大臣が会合し、高等教育に関する共同宣言「ボローニャ宣言（Bologna Declaration）」に署名した。ボローニャ宣
言の目的は、「市民の雇用と流動性を高め、欧州の高等教育の国際競争力を高めるために欧州高等教育圏
（European Higher Education Area）を構築する」[1]ことである。その目的のために、ボローニャ宣言は、2010 年までに
達成すべき目標として、以下の 6 つの項目を挙げている。
1．ディプロマ・サプルメント[2]の導入を含む、理解しやすく比較可能な学位制度の採用
2．全ての国での学士課程と大学院課程の 2 つのサイクルに基づく制度の採用：学士課程は労働市場に対して適切な
もので 3 年以上の期間を要するものとし、大学院課程は学士課程の卒業を条件とする。
3．ECTS[3]と互換性のある単位相互認証システムの導入
4．学生、教員、研究者の自由な流動を阻害する障害の除去
5．教育の質的保証に関する協力
6．高等教育における欧州の視点
ボローニャ宣言にもとづき、署名した各国の政府と高等教育機関は上記の項目について自主的に高等教育制度の
改革に取り組むことになる。そのためフォローアップの仕組みとして、2 年ごとに各国の教育担当大臣による会合を開
催し、進捗状況の報告と追加的措置の検討が行われている。2001 年のプラハでの会合では、生涯学習の視点の導
入や、改革への学生や関連団体の参加の必要性などが議論された。また 2003 年のベルリンでの会合では、欧州高
等教育圏と欧州研究圏（European Research Area: ERA）をつなぐものとして博士課程を第三サイクルとして位置づけ
ることなどが決定された[4]。
このソルボンヌ宣言から始まる欧州の高等教育改革の取り組み（ボローニャ・プロセス）は、多様性を重視し各国の
教育制度の独自性を尊重するというそれまでの流れが、教育の国際競争力向上のために収斂（convergence）に向か
って進んでいることを示している[5]。
[1] The Confederation of EU Rector’s Conferences and the Association of European Universities (CRE) (2003) “The Bologna
Declaration on the European space for higher education: an explanation”, in: European Commission: THE BOLOGNA PROCESS:

Next stop Bergen 2005 [on-line], Available from world wide web:
<http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf>.
[2] European Commission, Diploma Supplement [on-line], Available from world wide web:
< http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html >.
卒業・修了証書の英語での添付資料。その学位の教育内容やレベルなどについての情報を提供するもの。
[3] European Credit Transfer System（欧州単位互換制度）。欧州各国の大学のカリキュラムに関する情報を共有し、学生の留学先
での履修単位の母校での認定を促進するシステム。
[4] Bologna Follow-up Group, Bologna Process: Towards a European Higher Education Area

[on-line], Available from world wide

web: <http://www.bologna-bergen2005.no/ >.
[5] 吉川裕美子（2003）「ヨーロッパ統合と高等教育政策―エラスムス・プログラムからボローニャ・プロセスへ―」、『学位研究』（大学
評価・学位授与機構紀要）第 17 号、URL（http://svrrd2.niad.ac.jp/journal/journal_no17/yoshikawa.pdf）
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9.1.2.2. 欧州のパラドックスと博士号取得者の就職難
欧州では、高い研究ポテンシャルがあるにもかかわらず、それを経済的・社会的な成果に結び付けることができていない
という「欧州のパラドックス（European Paradox）」が指摘されている。そのため、民間セクターにおける研究開発人材を質と
量の両面で高めることが必要とされている。その一方、日本と同様に欧州でも博士の民間企業への就職がうまく進んでいな
いということも指摘されている。そのため、博士の民間企業への就職を促進することは、重要な政策課題になっており、
Association Bernard Gregory (ABG) などの就職支援活動を行う財団などが設立され活動している（コラム 9-5 参照）。

コラム 9-5 Association Bernard Gregory (ABG)
欧州においても、博士号取得者の就職の困難さが問題になっており、博士号取得者の就職活動を支援する機関・
団体がいくつか存在している。その一つがフランスの Association Bernard Gregory (ABG)である[1]。
ABG は、1980 年に設立された博士号取得者の民間企業への就職支援（job placement）を行うフランスの非営利の
団体である。ABG はフランス政府機関、および企業や公的研究機関、大学等の高等教育機関などの支援を受けて運
営されている。本部はパリにあり、スタッフは 10 名程度であるが、各研究機関・教育機関の連携スタッフと協力して、活
動を行っている。また連携スタッフのネットワークはフランス国内に限らず、日本を含む海外にも広がっている。
ABG は主に、（１）博士課程学生・博士号取得者に対する就職支援活動、（２）博士課程学生の能力開発の支援、
（３）学生・博士・企業に対する情報の提供、を行っている（表）。ABG は、これらの活動を通じて、博士を専門的プロフェ
ッショナルとして育成することを支援し、産業界への就職を促している。
ABG は、最近では、産業界への就職支援だけでなく、アカデミックなポストへの就職支援や、博士論文のための研
究機会（Thesis Opportunities）の紹介も行うようになってきている。また、当初は理工系だけであった支援対象者も、人
文・社会科学系の博士も含むようになっている。このように、その活動が認知されるにつれて、ABG は、博士の就職に
関する総合窓口としての役割を担い始めている。
表 ABG の活動内容
活動
就職支援

内容
・各機関の連携スタッフによるコンサルティング
・CV（履歴書）データベースや産業・学術両セクターの求人情報を載せたウェブサイトの運営
・就職フェアの開催

能力開発

・博士課程 1～2 年生を対象にしたキャリアに関するセミナー（"Doctoriales”）
・博士論文作成時のコンサルティング（"Adding value to skills”）

情報分析

・各国の学位制度と就職支援機関等のガイド（"From Ph.D. to Employment”）

・提供

・ジャーナル（"Docteour & Co”）の発行

[1] ABG, Association of Bernard Gregory [on-line], Available from world wide web:<http://www.abg.asso.fr/index.en.html >.
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9.1.2.3. 当事者団体の活動
欧州では、科学技術人材に関わる問題に関して、政府だけでなく、当事者が参加する様々な団体が活動を行っている。
博士の就職難に対しては、前述した ABG などのような団体が各国に存在し、就職支援活動を行っている［Association
Bernard Gregory et al., 2003］。また、人材の流動化に関しては、Marie Curie Fellowship Association が、実際の政策の実
施を担うと同時に、ネットワークの形成に関与している（コラム 9-10 参照）。さらに、アメリカと同様に欧州でも、研究管理に
関する団体が存在している（コラム 9-6 参照）。
欧州では、このような当事者が参加する団体が、政策の実施の一翼を担うと同時に、ネットワークの構築・維持の役割も
果たし、政策における重要なアクターとなっている。

コラム 9-6 欧州における研究マネジメント専門職団体：EARMA, EIRMA
アメリカと同様に、欧州でも研究マネジメント専門職の団体が生まれてきている。代表的な研究マネジメント専門職
の国際団体として、EARMA と EIRMA がある。
EARMA（European Association of Research Managers and Administrators）[1]は、1995 年に設立された、非営利の
研究マネジメントの専門職団体である。EARMA の本部はブリュッセルにあり、34 カ国の研究機関、大学、企業から、
500 名以上の会員と 70 以上の機関会員が所属している。
EIRMA（European Industrial Research Management Association）[2]は、1966 年に設立された、同じく非営利の研究
マネジメントの専門職団体である。EARMA と違い、会員は民間企業の関係者であり、産業界における研究マネジメン
トの専門職の育成、能力向上を目的としている。EIRMA には 20 カ国以上から 150 以上の機関会員が所属している。
EARMA、EIRMA ともに、総会やワークショップなどを通じて問題や知識の共有化を図るとともに、ジャーナルの発行
やスタディ・グループでの研究によって専門性を高める活動を行っている。また EARMA は 2002 年度に試験的に研究
マネジメントの修士プログラムを開催している。また、これらの団体は、欧州委員会などの政策コミュニティとの窓口的
機能を果たしており、欧州における科学技術政策における重要なアクターでもある。また、これらの団体の他にも、欧
州では国ごとに研究マネジメントの専門職団体が存在し、専門職としての能力の向上に取り組んでいる。
これらの団体が設立された背景としては、欧州での卓越した科学研究の成果を経済的・社会的成果につなげること
ができていないという欧州のパラドックスがあるが、そのほかにも、英国における公的研究機関のエージェンシー化な
どのイノベーション・システムの変化が挙げられる。
[1] EARMA, European Association of Research Managers and Administrators [on-line], Available from world wide web:
<http://www.earma.org/>.
[2] EIRMA European Industrial Research Management Association [on-line], Available from world wide web:
<http://www.eirma.asso.fr/f3/local_vbindex.php>.
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9.1.3. 中国：高度成長、潜在的ポテンシャルと海外からの人材呼び戻し政策

9.1.3.1. 人材育成と産業の育成拠点としての国立大学・公的研究機関
中国では、経済自由化後の高度成長に伴い、科学技術人材に対する需要も急増している。このような需要に対して、清
華大学や中国科学院（コラム 9-7 参照）などの、国立大学や政府の研究機関が、人材育成の中心となり、数多くの人材を
輩出している。また、これらの研究機関は、様々なベンチャー企業を生み出しており、人材と産業のインキュベーションセン
ターとして機能している。
従来、中国では、科学技術人材は大学や政府の研究機関に相対的に集中していたが、急速な経済発展や科学技術シ
ステムの改革の影響を受けて、これらの人材が民間セクターに進出し、近年では民間セクターの人材が急増している
［Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China， 2002, p.22-24］。
9.1.3.2. 科学技術教育を受けた人材の多様な分野への進出
中国では、科学技術教育を受けた人材が多様な分野へ進出している。社会主義国家である中国では、科学技術教育が
高等教育の中心であったため、科学技術の教育を受けた人材が様々な職業に就くことが当然のこととして受けとられている。
中国科学院などの研究機関でも、研究者が研究所の運営に関わることに対する抵抗感が小さい。これには、中国では、文
化大革命の影響により比較的若い世代の研究者が多いため、研究所の所長クラスであっても任期終了後に研究室に戻っ
て実質的に研究を行うことができるというということも影響している。しかし近年では経済成長の影響によりビジネススクール
などの人気が高まっており、経営学や経済学、法学などの教育をうけた人材が増えることで、科学技術教育を受けた人材
のキャリアパスが相対的に狭くなる可能性はある。

9.1.3.3. 優秀な人材の海外から呼び戻し政策と国内での人材育成
中国政府は、第十五次五カ年計画（2001 年～2005 年）において、科学技術人材を 90 万人育成することを目的として
おり、そのため海外に留学している優秀な人材の呼び戻しと、国内における育成を積極的に行っている。
中国から海外へ留学し学位をとる学生は相当数になるが、近年、中国政府は、これらの優秀な人材の母国への呼び戻
しに積極的になっている（図 9-1）。中国科学院では、スタートアップマネーつきという条件で海外や科学院の外部から優秀
な研究者を呼び戻す「100 人計画」を 1994 年から行っている（表 9-2）。また近年、中国国内で学位を取得する学生が急
増している[Hicks, 2004]。
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コラム 9-7 中国科学院と人材
中国科学院は、1949 年に設立された中国最高の科学研究機構であり、院長は大臣に相当する国家機関。傘下に
は、89 の研究所を有し、その研究領域は自然科学分野のほとんど全てにわたる。研究所の職員数は研究員その他あ
わせて約４万４千人。1955 年に大学院、1958 年に大学を創設し、学位を授与する機能を併せもっている。研究所の研
究員は研究担当の教授であり、教育は教育担当の教授が行う。
・ 研究所改革の実施
中国政府は、1985 年より、研究所の事業費削減、企業設立の認可、競争的資金の増加等の制度改革を進めてき
た。1996 年には、イノベーションの主体は企業であるとして、研究所がより経済発展に貢献するような制度改革を実
施。具体的には、国の研究所の事業化、さらには企業化を図っている。中国科学院では、1998 年から「知識イノベーシ
ョンプログラム」により 2010 年までの３期計画で制度改革を実施し、ベンチャー企業の設立等を実施している。なお、
法的に中国科学院を位置付けるものとして、1949 年の設立以来、５つの憲章が草案されてきたが、未だに法的位置
付けがされていない。今後国際的に活動を展開していく上では、早急に法律を整備しなければいけない状況にある。
・ 海外留学者の招聘と若返り
中国人の研究者には、アメリカや日本で博士号を取得し、そのままその国に滞在して研究を進める研究者が多い。
中国政府は、最先端の研究を実施し、科学技術の高度化に貢献できる人材を集めるため、海外で活躍している優秀
な中国人留学者を中国に呼び戻す政策を進めている。中国科学院では毎年約 100 人もの研究者を呼び戻して研究に
従事させる「100 人計画」を実施している。３年間で約 2000 万円の経費を研究費として使用できるというのが彼らへの
優遇措置であるが、研究のスタートアップのための設備投資が必要なため、研究自体に使用できる額はわずかであ
る。それでも本制度は大成功し、アメリカ、日本等から本制度を利用して帰国した研究者が多数活躍中である。さら
に、彼らのネットワークを通じて、国際的なネットワークの構築にもつながっている。
また、このことは、中心となる研究者の若返りを促進することとなった。今の研究者の中心世代は 30 代、40 代である。
研究所の所長は、その任期後、再び現場で一研究者として活躍することもある。これは、現在活躍中の研究者が文化大
革命後の（若い）人材ということもあるが、海外から招聘された若い研究者が加わったことも原因の一つである。
・ 外部資金獲得と研究マネジメント
国からの研究資金は国家自然科学基金（NSFC）等を通じて配分され、基礎研究に当てられる。これに対し、応用、
開発に対する資金は、企業との共同研究成果としての製品からの収益、ベンチャー企業の起業等の外部資金に頼る
ところが大きい。研究グループの評価は、どれだけ外部資金を獲得できたかということにかかっている。外部資金獲得
に特段制限もない。外部資金を獲得できない教授は、他の教授の下で研究をすることを強いられるが、逆に准教授で
も外部資金を獲得することは可能である。外部資金が直接研究者個人の収入となることはないが、論文や賞と併せて
評価の対象となり、翌年の業績給に反映されている。そのため、同じ教授でも給与の格差は大きく、准教授の給与の
方が教授よりも高い場合もある。
外部資金の制度を導入してから、基礎研究から応用研究への大幅なシフトが見られている。一方で、今のプロジェ
クトと同時に、次の研究プロジェクトのための基礎研究を進めることも必要である。グループの研究内容が、資金獲
得、評価、人事などに直接連動してゆくなかで、教授には高いマネジメント能力が求められている。
・ 管理関連部署の人材
中国では、従来自然科学系の人材が中心となって政策を担ってきたという歴史がある。中国科学院の企画、人事等
研究所管理関連の部署にも、研究者としての経験を有する人材が従事しており、彼らは、研究内容および現場におけ
る研究の進め方について精通している点でアドバンテージがあると考えている。
（根上友美）
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図 9-1 中国の留学者数と帰国者数のトレンド（1991 年～2001 年）
出展：Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China, 2002, p.35

表 9-2 中国科学院百人計画の実績
招聘先
年度

総数

平均年齢

海外から

性別

科学院の
外部から

男性

女性

1995

17

34

7

1

17

0

1996

21

36

12

3

21

0

1997

73

35

23

16

68

5

1998

91

35

83

8

87

4

1999

114

37

104

10

108

6

2000

203

37

189

14

194

9

出展：Hsiung, 2002, p.26.（一部改変）
原典：CAS Statistical Data 2000. Bureau of Comprehensive Planning of Chinese Academy of Sciences.
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■ 9.2. 海外の科学技術人材に関する議論
前節では、海外における科学技術人材の概況を述べたが、それらはそれぞれの国ごとに異なる様相を持っていた。しか
し、その一方、海外で共通して議論されている問題群も存在している。ここでは、これらの問題群のうち、ポスドクに関わる問
題、科学技術人材の多様なキャリアパスの必要性、分野融合的な研究人材の育成、流動性の向上、科学技術システムに
おける女性・マイノリティの活躍の場を増やす必要性、などに関する議論についてまとめる。これらの議論の背景には、欧
米各国で共通する要因があり、それらは我が国でも多様な科学技術人材のキャリアパスを構築する上で、重要な問題とな
ると考えるからである。

9.2.1 ポスドク問題
ポスドクに関する問題としては、これまで述べてきたように、アメリカと欧州において、ポスドクとしての期間が長期化傾向
にあることが指摘されている。ポスドクは通常、博士号取得から、独立した研究者として大学や研究機関に職を得るまでの
間の修行期間として位置づけられているが、ポスドク人口の急激な増加やテニュア制度の崩壊などによって、ポストが相対
に減少し、その期間が長期化しているのである。
このような不安定な身分としてのポスドクの長期化は、アカデミックな世界における弱者としてのポスドクに対する負担の増加
につながることになる（コラム 7-1 参照）。さらに、研究者がポスドクにいる時期は、ライフステージの上で、結婚や育児、親の介
護といった時期に重なり、様々な負担がかかる時期である。ポスドクの不安定な身分が長期化することは、さらにこの負担を増
加させることになる。また、ポスドクの期間の長期化は、独立した研究者として研究する時期が遅くなることにつながる。これは、
研究者として創造的な研究ができる若い時代に、独創的な研究を行う機会に恵まれないということを意味している。
このような結果、研究職が不安定な職業として認知されることにより、研究職の魅力が低下し、優秀な人材が他の職業へ
流出することも懸念されている。このことは研究活動の停滞につながりかねない。
さらに欧州では、日本と同様に、博士の民間企業への就職の困難さが指摘されている。その理由としては専門化されす
ぎていること（Over-specified）、産業界のニーズとのミスマッチなどが指摘されているが、博士の労働市場が存在しないため
博士と企業がお互いに情報を持っていないため就職機会を逃していることが指摘されている［Association of Bernard
Gregory et al., 2003, p.3］。
9.2.2. 多様なキャリアパスの必要性
科学技術人材の問題を、従来のパイプライン・モデルではなく、科学技術システムを支える多様なキャリアパスを前提とし
たツリー･モデルによって考えるべきという考えは、2001 年 11 月にフランスのストラスブールで開催された、ヒューマン・フロ
ンティア・サイエンス・プログラムのワークショップにおいて打ち出された［Human Frontier Science Program，2001; コラム
5-1 参照］。それ以降欧州において、ツリー・モデルは、科学技術人材が関係する問題では、頻繁に用いられており、欧州
委員会の研究開発に関する諮問機関である EURAB の人材育成に関する提言でも使われている（コラム 9-8 参照）。
このように、ノンアカデミックなキャリアパスを含む多様なキャリアパスの構築の必要性とツリー･モデルの浸透の背景には、
前述したように、欧州における博士の就職難という問題もあるが、同時に、欧州のイノベーション・システムの発展のために
は、そのような人材が必要不可欠であるという認識が共有されていることがある。
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コラム 9-8 科学技術人材に関する勧告（EURAB）
European Union Research Advisory Board (EURAB) は 2002 年 11 月に科学技術人材に関する包括的な勧告[1]
とその背景となる報告[2]をまとめた。これらは、ツリー・モデルにもとづいて、人材のノンアカデミック・キャリアへの
展開やポスドクの処遇改善などに言及した、はじめての本格的な政策文書である。
科学キャリアについて議論される際の伝統的考え方として、科学技術者の育成・供給を表現したパイプライン・
モデルがあった。報告では、これに代わる新しいパラダイムとして、ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラ
ム主催の会議で議論されたツリー・モデルを議論の基礎に据えた。ツリー・モデルでは単に科学技術者の養成、研
究者の確保のみに関心を集中するのではなく、科学技術者（ここでは、科学技術の専門的トレーニングを受けた人
材との観点が強い）の社会における育成からキャリアまでの全体を木の姿になぞらえようという考え方である。
木の根は、社会、学校に科学技術が根付くことに関わり、社会における科学技術、科学技術の公衆理解、科学
技術教育、科学技術ジャーナリズム、子供たちが感じる科学技術者の魅力などといった問題を象徴する。幹は、大
学や大学院、ポスドク段階での科学技術者のトレーニングに対応し、枝は科学技術の専門性にもとづくキャリアや
研究キャリアの多様性を表現する。生長する先端部分は、研究活動や科学技術知識に基づく活動の発展を象徴
する。ツリー・モデルはこのように、科学技術人材の育成から社会における位置づけ、キャリアの全体を包括的に
捉えて、政策的に取り組んでいこうという姿勢を表現している。
この中で、大学院生に関しては、概して大学院生に対する最低限の給与が必要であること、研究以外のキャリ
アへの橋渡しが必要であること、そのために、より体系的な訓練ならびに知的財産権、倫理、コミュニケーション・
スキル等のトレーニングが必要であること、などを指摘している。ポスドクに関しては、ポスドクが拡大し、一般化す
るとともに、質のよいポスドク・ポジションに比較して条件がより悪い「アカデミック・プロレタリアート」（コラム 7-1 参
照）が増える状況にあることを指摘し、改善の必要性について論じている。
[1] EURAB, Working Group on Increasing the attractiveness of Science, Engineering and Technology Careers (2002) “Background
Document,” in EURAB, European Research Advisory Board [on-line], Available from world wide web:
< http://europa.eu.int/comm/research/eurab/pdf/recommendations7.pdf >.
[2] EURAB, (2002)"Increasing the attractiveness of Science, Engineering and Technology Careers," in EURAB, European

Research Advisory Board [on-line], Available from world wide web:
< http://europa.eu.int/comm/research/eurab/pdf/recommendations1.pdf >.

(小林信一)
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9.2.3. 分野融合的な研究人材の育成の必要性
近年、欧米では、分野融合的研究（Interdisciplinary Research）についての関心が高まってきており、相次いで関連する
報告書や提言が発表されている。2004 年 11 月、全米科学アカデミー（National Academy of Sciences）は、『融合的研究を
促進する（Facilitating Interdisciplinary Research）』と題する報告書を発表した［National Academy of Sciences，2004］。報告
書は、今後の科学技術研究は分野融合的研究が中心となること、そしてすでに様々な先駆的取り組みが行われていること
を指摘している。また報告書は、今後その流れをさらに進めるために、人材育成や大学組織、研究者の雇用のあり方、ファ
ンディング機関の役割、研究評価、専門家コミュニティのあり方、などの様々な面における改革の必要性を指摘している。
また、米国の民間シンクタンクである競争力委員会（Council on Competitiveness）は、2004 年 12 月、『アメリカを革新せ
よ（Innovate America）』と題する報告書を発表した[Council on Competitiveness, 2004]。ここでも、アメリカにおける国際的
な競争力を維持し発展させるには、分野融合的研究を進めると同時に、それができる人材を育成することが不可欠であると
指摘されている。また欧州でも、欧州委員会への政策提言機関である EURAB が同様に融合的研究に関する勧告を出して
いる（コラム 9-9 参照）。

コラム 9-9 融合的研究に関する勧告（EURAB）
European Union Research Advisory Board (EURAB) は 2004 年 4 月に融合的研究に関する勧告をまとめた[1]。勧
告では、融合的教育の必要性を訴えている。
勧告は、グローバリズム、環境、健康、安全保障などの領域における今日の複雑な問題に対しては、複数分野の協
力が必要であり、バイオ分野などでは現に複数の分野の融合がみられると指摘している。しかし、融合的研究のため
にはさまざまな障害があり、欧州研究圏（ERA）が先端的研究を推進していく上では、これらの障害を取り除く必要があ
るとし、勧告では、さまざまな障害をいかに乗り越えていくかについて論じている。
勧告は、融合的研究に対する必要のない管理上の障害を取り除くこと、融合的教育訓練を改善すること、融合的研
究センターの設立に際しては既存のバーチャル・センター、既存の分野へ配慮すること、共有研究設備に関する事
項、学際研究に対するファンディング、管理の必要性などについて論じている。
このうち、研究者の教育訓練に関しては、博士レベルではアメリカの IGERT（コラム 9-20 参照）を参考に、新しい融
合的分野のプログラムを創設する必要があること、学部段階で他分野の教育を受ける機会を用意し、最終年次では
融合的プロジェクト・チームへ参加するプログラムを開発すること、産業界へ就職する者にとっては学際的な教育訓練
が重要であり、とくに大学院レベルで、伝統的分野であっても、産業界との関係を考慮するべきであること、を述べて
いる。なお、融合的教育訓練と言っても、必ずしも個人が融合的になることを意味するわけでなく、多分野の研究者と
コミュニケーションし、協力できることが大切であると指摘している。
[参考]
[1] EURAB (2004) "EURAB Report on Interdisciplinarity in Research," in EURAB, European Research Advisory Board [on-line]
Available from world wide web:
<http://europa.eu.int/comm/research/eurab/pdf/eurab_04_009_interdisciplinarity_research_final.pdf>.

（小林信一）

このように融合的研究が必要とされている背景としては、科学技術自体の発展にともなう研究対象の複雑化や研究の大
規模化、科学技術を取り巻く社会経済的な環境の変化が指摘されている。前述の全米科学アカデミーの報告書では、融
合的研究が求められる背景として、１）自然と社会の本質的な複雑さ、２）専門分野の境界にある基礎的研究課題の探求へ
の欲求、３）社会的問題の解決の必要性、４）研究開発と技術開発の相互依存性の高まり（”generative technology による刺
激”）、の 4 点が挙げられている[National Academy of Sciences, 2004, pp.30-39.]。

98

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

9.2.4. 流動性を高める必要性
日本においても、若い研究者を様々な競争的環境に置くことで能力の向上を促すことを目的に人材の流動化政策が進め
られてきた。しかしながら人材の流動化は、研究者個人の能力向上だけでなく、科学技術システム全体に対しても影響を及
ぼす。欧州連合の第 6 次フレームワーク・プログラムにおける Marie Curie Actions は、欧州全域を１つの研究領域として構築
するために、あらゆる層の人材の流動化を促進することを目的としている（コラム 9-10 参照）。その背景には、流動化の促進
が、人材の移動に伴い様々な知識が交流し相互作用することで、科学技術システム全体における創造性を高めることにつな
がり、また文化や価値観が相互交流することで、国境を越えた欧州としての研究領域の構築につながるという考えがある。

9.2.5. 女性・マイノリティの活躍の場を増やす必要性
欧米では、科学技術研究における女性やマイノリティの活躍の場を増やすための様々な施策がとられている。アメリカで
は、伝統的に白人男性が多い科学技術人材における女性やマイノリティの割合を増やすために、様々な提言がなされてい
る［BEST，2004a; BEST, 2004b; National Science and Technology Council, 2004］。また欧州でも、科学技術研究における
女性の活躍の場を増やすため、第 6 次フレームワーク・プログラムでは、”Women and Science”というプログラムが設定され
ている[CORDIS,WEB]。国際的にも、化粧品会社ロレアルと UNESCO の共同による女性研究者に対する賞やフェローシッ
プなどがある[L'Oréal-Unesco For Women In Science, WEB]。また研究機関レベルでも、スウェーデンのカロリンスカ研究所
などでは、女性研究者同士のネットワークを作り、問題の発見と共有化、明示化を行っている[Karolinska Institute, WEB]。
このように科学技術における女性やマイノリティの活躍の場を増やす試みが行われる背景には、優秀な人材の確保、研
究職の魅力の向上、研究活動の社会的責任の増大、研究活動における多様性の確保、といった要因が存在する。
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コラム 9-10 Marie Curie Actions
欧州に基盤をおく Marie Curie Actions と Marie Curie Fellowship Associations は、欧州域内の研究者の流動性向上
と、研究スキルの欧州研究圏内への広範な普及移転に努めており、両者の協力のもとに様々なキャリアステージにい
る研究者を支援している。
Marie Curie Actions
第６次フレームワーク・プログラム（FP６）における「人材とその流動性（Human Resources and Mobility: HRM）」のた
めの取組みの一環として、トレーニングおよび流動性促進のためのファンディングが Marie Curie Actions（MCAs）とし
て行われている。EU 圏内すべての科学技術分野の研究者が利用可能なこのファンドの予算は、5 年間で総額 15 億 8
千万ユーロにのぼる[1]。MCAs の構想の要は、EU 加盟国間の流動性促進であり、ファンドを受けた研究者は他国に
移動しても研究を続けることができ、したがってスキルおよび知識の移転も促されるようになっている。ファンドには以
下の２種類がある。
・ ホスト主導型アクション（Host Driven Action）：Marie Curie Training Networks は、国際的な研究プロジェクトの
ために研究者が 3 ヶ月以上 3 年以内にわたって他国で研究を実施する機会を提供している。本プログラムによ
る助成は、初期キャリアの研究者（経験 4 年、たとえば博士号取得のための研究中）の研究トレーニングを行う
組織を通じても供与され、大学のみならず民間企業がホストとなることもある。このアクションは、研究者のた
めのトレーニングの根幹を成している。
・

研究者主導型アクション（Individual Driven Action）：Marie Curie Intra-European Fellowships は、経験 4 年もしく
は博士号を有する研究者のためのプログラムである。本プログラムでは、助成される研究者個人が配属先機
関を選び、当該機関の許可を得て 1 年ないし 2 年間、研究を実施しスキルの向上を図る。また、EU の域外へ
赴いて働く研究者や、研究スキルの向上を目指して EU 域外から域内へと移動してくる研究者のためのフェロ
ーシップもある。このアクションは、経験豊かな研究者により高度なトレーニングを授けることを目的としてい
る。

また、特別な活動（Specific Support Actions）の“Research in Europe”イニシアティブでは、2005 年 5 月から 11 月に
かけて、研究人材のための特別な場として EU を発展させ、若者が研究キャリアに進むことを奨励するための一連のア
ウトリーチ活動を予定している。
Marie Curie Fellowship Association
Marie Curie Fellowship Association（MCFA）の入会資格は Marie Curie Fellowship を受けたことのある個人である。
協会は 1996 年に設立され、約 3000 人の会員が EU 域内外から参加している。協会は、メーリングリストや各地域のグ
ループを通じてネットワークとして機能し、就職情報の提供やキャリア形成に関連のあるウェブサイトを紹介し、学際的
なジャーナル“MCFA 年報”を発行している。MCFA はまた、Next Wave（コラム 9-16 参照）と共同し、欧州においてキャ
リア開発ワークショップを開催してきている。
MCFA によって 2000 年に実施された MCAs の実効性についての調査は、MCAs での国際的経験が将来の就職にと
って有利であると示唆している。ただし、その間に自国内でのネットワークが失われて次の職探しが困難になる場合が
あ る と の 指 摘 も あ る [2] 。 な お 、 自 国 で の 再 就 職 を 希 望 す る ポ ス ド ク に 対 し て は 、 European and International
Reintegration Grants という助成プログラムも FP6 に用意されている。
[1] European Commission, Marie Curie Actions [on-line], Available from world wide
web:<http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/action/level_en.html>.
[2] Marie Curie Fellowship Association, MCFA Member Survey 2004 [on-line], Available from world wide web:
<http://www.mariecurie.org/src/com/surveys/whitepaper/survey2000results.html>.

（トム・ホープ、関谷瑞木）

100

研究者のノンアカデミック・キャリアパス
研究の詳細と参考資料

■ 9.3. 多様なキャリアパスを生み出すための取り組み
ここでは、今後我が国でノンアカデミック・キャリアパスの構築に向けた施策を考える上で参考にすべき、海外での取り組
みの事例を紹介する。ここでは、これらの事例をツリー・モデル（図 5-3）に基づいて紹介する。まず、多様なキャリアパスを
前提とした教育・育成システムが、多様なキャリアパスを支える幹となる。次に、多様なキャリアパスへつながる枝として、キャ
リアチェンジを促す仕組みや新しいキャリアパスを生み出す取り組みがある。また、多様なキャリアパスへとつながる枝に人
材をいきわたらせる試みがある。そして、多様なキャリアという豊かな葉を茂らせるために、ノンアカデミックなキャリアを確立
させる試みがある。このような様々な試みにより、科学技術システムに多様なキャリアパスが生まれ、多様なキャリアの人材
が活躍することになる。

9.3.1. 多様なキャリアパスのための教育・育成システム：多様なキャリアパスを支える幹
多様なキャリアパスを可能にするような教育・育成策が、多様なキャリアパスを支える幹となる。すでに多様なキャリアパス
が存在しているアメリカでは、前述したように、学部教育におけるメジャー・マイナー制、ダブル・メジャー制により、学生が幅
の広い教育を受ける機会がある。またインターンシップ制度が充実しているため、学生は社会の様々な場で実際に仕事を
経験することにより、キャリア意識を高めると同時に、社会における実際的な知識のあり方に触れることができる。
大学院段階での教育については、アメリカの大学院における学位プログラムは、研究動向などの変化に応じて作られる
ため、学生は最新の研究内容に沿って育成される。また近年では分野融合的な研究の必要性が高まり、全学規模での戦
略イニシアティブや複数の専攻や学部にまたがる分野融合的研究プログラムが作られるようになっており、そのような分野
融合的な研究環境の中で、人材が育成されるようになっている（コラム 9-11、コラム 9-12、コラム 11-1 参照）。
さらに人材育成は大学院で終わりではない。ポスドク段階でも、早期に独立した PI として研究を実施できるようになるため
の支援策や、研究プロジェクトを企画・実施できるようになるためのトレーニングなどの支援策がある。
前述したように、ポスドクの数の増大や期間の長期化を受けて、ポスドクが独立した研究者になるための支援の必要性も認
識されている。欧州の生物学コミュニティの団体である EMBO（European Molecular Biology Organization）は、ポスドクが早期
に独立した研究者になるための支援策として、フェローシップのほかに、EMBO のメンバーによるメンター制度や情報プラット
フォームの提供などをパッケージにした支援を行っている（”EMBO Young Investigators Programme”、コラム 9-13 参照）。
また、大規模化、分野融合、産学連携、などといった言葉に象徴される現在の研究様式の変化に伴い、研究者にも、個
人の研究遂行の能力に加えて、研究チームのマネジメントや、研究プロジェクトの管理などといった能力が求められてきて
いる。このような能力を育成するための取り組みとしては、アメリカのライフサイエンス分野の研究・研究助成機関である、ハ
ワード・ヒューズ医学研究所（Howard Hughes Medical Institute: HHMI）によるラボラトリ・マネジメント（Lab Management）のト
レーニング・コースとガイドブックがある。HHMI は、Burroughs Wellcome Fund と共同で、2002 年に 6 月に、HHMI のグラン
トの被支給者を対象にして”Course in Scientific Management for the Beginning Academic Investigator”と題する、ラボラトリ・
マネジメントのコースを開催した。このコースの資料や講義内容をもとに 2004 年には”Making the Right Moves”と題する、ポ
スドクや若手研究者向けの研究室マネジメントのガイドブックが出版された[Burroughs Wellcome Fund and Howard Hughes
Medical Institute, 2004]。このガイドブックは、テニュア・ポジションを取るためにすべきことや、大学などの組織で研究者と
して働くために必要な知識、自分のミッションの設定や、研究室スタッフの採用の仕方、指導（Mentoring）の仕方、時間管
理、プロジェクト・マネジメント、データ・マネジメント、ファンドへの応募の仕方、技術移転などについて、実際的なアドバイス
を集めたものである。このような能力は、研究者としてだけでなく、産業界においても十分通用するものであり、このようなトレ
ーニングを受けられることが、アメリカにおいて、ポスドク段階のキャリア・チェンジが可能な要因の一つと考えられる。
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コラム 9-11 戦略イニシアティブにおける人材育成
2004 年５月にハーバード大学で、プロボストが率いる科学技術作業部会が報告書を発表した[1]。ハーバード大学
には、ケンブリッジのメインキャンパスとは別に、川を隔てたオールストンにもキャンパスがある。このオールストン地
区の開発について、検討経過が発表されたが、科学技術作業部会の報告はその一つである。この報告では、アメリ
カの大学を中心とする今日の研究活動の典型的な傾向を描出している。
作業部会は、今日の科学技術活動、とりわけバイオ分野に典型的にみられる傾向を抽出した。すなわち、１）学問
分野の境界の弱まりや消失、２）巨大データベース、計測・分析機器、コンピュータなどの高価な共有ツールの必要
性、３）共同研究の重要性の増大、である。そこで作業部会は、このような特色を有する研究組織や研究施設を分析
し、成功要因を抽出した。
もっとも重要なことは、強力なリーダーシップの下で、複数プロジェクトを統合し、教育を重視していることにある。こ
のほか、ビジョンやミッション、目標を明確に打ち出すこと、知的なクリティカルマスを超えること、柔軟性、共同研究
へのコミットメント、資金源の確保、同様の研究活動を以前に経験していること、「長い目」で評価する意思があるこ
と、アイデアを交換する機会の提供、官僚主義を最小限に抑えること、産業界や地域組織との交流、知的能力と興
奮が外部から認識できること、基礎科学と実際の適用との間のギャップを埋めようとする意欲があること、などを抽出
した。
最近の先端的研究分野の重要な特色は、コンピュータ利用の拡大、ゲノム科学を中心とするバイオ科学の発展と
その波及にみられるように、さまざまな分野の知識を駆使することにある。さらに先端的な機器によって支えられてい
ること、研究活動と産業的応用が密接に関係していること、といった特色もある。
このような 1990 年代以降の科学技術の発展の結果、既存の大学院プログラムと研究活動との乖離が顕著になっ
てきた。そこで欧米では、分野融合的な人材養成プログラム（コラム 9-12、コラム 11-1 参照）と先端的研究環境の中
での人材育成に注目が集まっている。すでにＮＳＦ（全米科学財団）では、分野融合的な統合的大学院プログラムに
対する支援をしている（コラム 9-20 参照）し、それに影響されて、欧州委員会の諮問委員会は分野融合的人材養成
の必要性を訴える勧告を発表している。アメリカではＮＩＨ（国立衛生研究所）でも分野融合的教育を支援するプログ
ラムを開始した（コラム 9-19 参照）。
アメリカの有力大学では、既存の大学院プログラムとは別建ての分野融合的プログラムを発足させている。また、
先端的な研究活動を推進するとともに、そのような先端的な環境の中で同時に人材育成をする動きがみられる。最
近１０年間で研究設備は大きく変化した。それにもかかわらず旧来型の設備を利用した教育をしていては、人材養成
と研究活動の乖離が大きくなるばかりだとの懸念が広がっている。先端的な訓練を受けた人材の確保が、将来の科
学技術を左右し、ひいては産業界の競争力を左右すると考えられているのである。
[1] Harvard University (2004) “Report from the Task Force on Science and Technology” in: Harvard Planning + Allston Initiative:

Taskforce Reports [on-line], Available from world wide web:
< http://www.allston.harvard.edu/envisioning/tfreports/scitech.pdf>.

（小林信一）
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コラム 9-12 融合的研究プログラムにおける人材育成の例１：PoET
PoET（Program on Emerging Technologies）は、マサチューセッツ工科大学（MIT）の国際研究センター（Center for
International Studies; CIS）が中心となる融合的研究プログラムである。PoET の目的は、ユビキタス・コンピューティン
グやナノテクノロジーなどの新興技術（Emerging Technologies）について、安全保障や経済、環境、社会などへの影響
やそれに対応するために必要な政策について、評価・分析を行うことである（表）。PoET では、工学、自然科学、社会
科学などの多様な専門分野の研究者がパネル（Multidisciplinary Panel）を構成し、議論を重ねながら研究を行う。その
他にも、政府機関や NGO・NPO、産業界からも参加者がある。
表 PoET の研究対象：新興技術（Emerging Technologies）の社会への多面的な影響[1]
Enviro/
Energy

Health/

Security

Economy/ Industry

Societal and Ethical

Micro and
Nano-Technologies

・Improved RPV/ PGM
capability.
・Reduced collateral damage.
・Targeting individuals.
・Reduced capacity to detect,
defend and trace lethal
attacks.
・Concealing explosives
/screening explosives

・Miniaturization.
・New Product/ applications.
・Lower costs/ improved
efficiency.
・Low cost of custom
production.
・Interconnection of physical
plant.

・Less materials/energy use.
・Less biodegrad-ability and
materials.
・Design for disassem-bly.
・Improved delivery of drugs
and microsurgery.

・Challenges to privacy.
・Wider skill and
educational premiums.
・Obsolescence of
production systems,
locational premiums and
urbanization.

Ubiquitous Computing

・Network surveillance and
counterterrorism.
・Improved RPV/ PGM and
capacity to reassure.
・Redistribution of threat
analysis and assessment.
・Enhanced C4RSI
cyber-warfare

・Better product/ process
design.
・Network and scale effects.
・Better management of
waste/ inventory.
・Structural changes to
industry.
・Enabling agent for ITI
development.

・Better environmental
monitoring & liability tracing.
・Medical diagnosis/
treatment.
・Real time tracking of
disease.
・Diffusion of medical &
environmental information.

・Privacy challenges.
・Wider educational
benefits.
・Obsolescence of
distribution systems.
・Diffusion of mass popular
cultures
・Physical isolation of
individuals

Genetic Engineering

・Genetic weapons &
countermeasures.
・Diffusion of bio-technology
to non- state actors.
・Mitigation of resources
based conflicts

・Higher agricultural
productivity.
・Bio-metric materials/
production methods
・IPR issues.
・Structural impact on
agriculture/ other industries

・Improved drugs.
・Transgenic leakage and
reduced species diversity.
・Health side-effects.
・Genetic controls of
species.
・Organ replacement

・Redefinition of homo
sapiens/ human rights
・Reduction of genetic
disease.
・Extended longevity.
・Destruction of traditional
values and communities

PoET は NSF の融合的研究のためのトレーニング・グラントである IGERT（Integrative Graduate Education and
Research Traineeship Program）を受けている。PoET に参加する学生は、システム工学、技術・マネジメント・政策、科学
技術史・科学技術論、政策科学、の４つの博士課程プログラムに在籍する学生から選ばれ、リサーチアシスタントとして
Multidisciplinary Panel に参加し、給与をもらいながら研究活動に従事する。また学生は、必修科目として科学技術政策
や科学技術の社会的影響に関する講義を受けると同時に、関係者を集めたセミナーで発表することを要求される。
また PoET では学生自らが公開セミナーを準備し、運営することが求められている。そこでは、学生は、トピックやス
ピーカーの選定やスケジュールの設定などを行わなければならない。
このように、融合的研究プログラムである PoET では、学生が多様な研究領域の研究者と交わりながら研究を行うこ
とや、セミナーの準備等のマネジメント業務を経験させることを通じて、融合的研究に必要とされるマネジメント能力や
コミュニケーション能力を身に付けさせるような試みがなされている。また、PoET が行っている新興技術の多様な社会
的影響のアセスメントは、科学技術と社会の間の共生的発展のために必要な活動であり、このようなプログラムが作
られたことは、ノンアカデミックなキャリアパスの一つとして、そのような人材が必要とされていることを示している。
[1] PoET, PoET: MIT’s Program on Emerging Technologies: Assessing Implications and Improving Responses [on-line], Available
from world wide web: <http://poet.mit.edu/default.htm>.

（小山田和仁）
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コラム 9-13 EMBO
European Molecular Biology Organization (EMBO)は、1964 年に設立された、欧州での分子生物学の発展を目的とす
る団体である。その活動資金は、欧州とその周辺の 24 カ国が参加している European Molecular Biology Conference
（EMBC）から出されているが、EMBO 自体は、1,100 名の科学者（30 名以上のノーベル賞受賞者、10％は産業界から）
によって構成されている。メンバーの選出は現メンバーによる推薦方式による。また EMBO の多くのメンバーが EU のプ
ログラムに参加しており、その人的ネットワークを通じて、間接的に EU の科学技術政策に影響を与えている。
EMBO は以下のような活動を通じて、研究者の流動性を高めることや、若手研究者の育成の支援、国際的ネットワ
ークの構築、科学と社会の良好な関係の構築などに取り組んでいる。
・ 国際的な流動性を高めるためのフェローシップ（長期：1～2 年、短期：3 ヶ月）
・ コースワーク、講演、ワークショップの開催
・ 若手研究者支援（EMBO Young Investigators Programme）
・ ジャーナルの発行（”EMBO Journal”, “EMBO Reports”）
・ 情報プラットフォームの提供（E-BioSci）
・ 公衆との科学についての相互対話の促進（"Science & Society Programme”）
・ 国際的プログラム
このうち、初めて研究室を持った若手研究者を対象にする EMBO Young Investigators Programme では、受賞者
は、約 15,000 ユーロの金銭的支援のほかに、EMBO メンバーによるメンター制度や、EMBO の主催するワークショッ
プ、講演、シンポジウムへの参加費用助成、受賞者同士のネットワーク、などの EMBO の提供する各種サービスのイ
ンフラストラクチャーを利用することができる。
このような情報やネットワークといった各種サービスの提供による支援は、今後のポスドクや若手研究者の支援策
を考える上で、興味深い事例である。
[1] EMBO, European Molecular Biology Organization [on-line], Available from world wide web: <http://www.embo.org/>.

（小山田和仁）
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9.3.2. キャリア・チェンジを促すフェローシップ：枝をひろげる
多様なキャリアパスを生み出すための仕組みとしてキャリア・チェンジを促すようなフェローシップがある。アメリカでは
様々なフェローシップが存在しているが、キャリアチェンジのためのフェローシップとしては、１）すでに存在しているノンアカ
デミック・キャリアパスへのキャリアチェンジを促すフェローシップ（メニュー型）と、２）新しいノンアカデミックなキャリアパスを
開拓するためのフェローシップ（DIY 型）の 2 つのタイプが存在している。

9.3.2.1. メニュー型
アメリカでは、行政やファンディング機関に研究キャリアを有する人材を送り込むフェローシップが存在している。このよう
なフェローシップは、科学技術政策関係者や PO/PD などのようなすでに確立しているキャリアパスに対して、研究者のキャ
リアチェンジを促すという側面があり、そのため、研修先や研修内容についてある程度決まっているというものが多い。フェ
ローシップ希望者はそのようなフェローシップ・プログラムの中から、自分自身の希望に合ったプログラムを選び申請すると
いう形を取る（メニュー形式）。
このようなタイプのフェローシップで、もっとも確立しているのが、議会や行政機関において科学技術政策について研修を
受ける政策フェローシップである（表 9-1）。AAAS の科学技術政策フェローシップ・プログラムはその代表的なものであり、
競争的な選考の結果、毎年 100 人程度が政府機関や議会で研修を受けている（コラム 9-14 参照）。
9.3.2.2. DIY 型
社会における科学技術の役割が増えるに伴い、科学技術と社会の間をつなぐ新たなノンアカデミック・キャリアパスが今
後も増えていくと考えられる。そのような新しいキャリアパスの開拓を促すためのフェローシップとしては、NSF の Discovery
Corps Fellowship Program がある（コラム 9-15 参照）。このフェローシップの特徴は、科学技術を社会のために生かす新し
い活動について、所属先やプログラムの内容について申請者自身が作ることである。このような、研修先や内容について申
請者自身が計画するという、DIY（Do It Yourself）型のフェローシップは、新しいニーズに機動的に対応できるという特徴を
持つと同時に、科学技術から社会に対して開いていく活動である Outreach 的な側面も持っており、非常に興味深い取り組
みである。
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コラム 9-14 AAAS フェローに関する統計データ
1973 年から始まった AAAS 科学技術政策フェローシップ・プログラムの修了者の名簿（2002 年版，非公開）[1]を
もとに作成したデータベースから、以下のような傾向が見えてきた。
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図１ AAAS フェローの推移

当初７名で始まったフェローシップ事業だが、2000 年以降は年間 100 名程度のフェロー修了者を輩出している。フェ
ロー期間中の配属先は議会関係が多いが、近年は EPA（環境保護庁）などのレギュラトリ・サイエンス系機関も増加し
ている（図１、図２参照）。
保有学位は博士号が９割近くを占め（図３）、学位取得直後にフェローとなる者が多いが、取得７年後あたりにも第２
のピークがあり（図４）、ミッド・キャリアたちのキャリア・チェンジを視野に入れた動きと見られる。

国務省
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技術評価局
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国際開発庁
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上院委員会
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上院議員オフィス
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下院委員会
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環境保護庁
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図２ AAAS

下院議員オフィス
16%

フェローの配属先

フェロー修了後に大学や公的機関に戻って研究を続ける者は４分の１に満たず、行政職へ転向したり、民間のコン
サルタント業に就いたり、起業したり、と様々に展開している（図５）。そのなかでも首都ワシントン D.C.とその近郊にて
科学技術政策関連の職に就く者が３分の１程度おり（図６、D.C.以外には NIH などが含まれる）、D.C.を流れるポトマッ
ク河(River)になぞらえて「ポトマック熱（Fever）に罹った」などと微笑ましく語られている。
（つづく）
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図４ 学位取得から AAAS フェロー開始までの年数
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図５ AAAS フェロー終了者の現在の勤務状況（2002）

図６ AAAS 終了者の現在の勤務地（2002）

[1] Directorate for Science and Policy Programs, American Association for Advancement of Science (2002) Directory of AAAS

Science and Technology Policy Fellows 1973-2002. American Association for Advancement of Science.

（齋藤芳子）
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コラム 9-15 Discovery Corps Fellowship Program（NSF）
NSF は、2004 年から Discovery Corps Fellowship という試行的なフェローシップ・プログラムを開始した。Discovery
Corps とは「（アメリカ開拓時代の）探検隊」の意味であり、Discovery Corps Fellowship Program は、「探検隊員募集」と
いった意味である。
このプログラムには、博士取得後２年以内のポスドク向けと、（サバティカルリーブを活用する）シニア向けの２種類が
ある。通常のフェローシップ・プログラムと異なるのは、申請者の持つ専門的能力を研究以外の国家的ニーズに対応し
た専門的サービス活動に役立てることを目的としている点にある。専門的サービス活動としては、（経済発展や雇用の
創出に貢献しうる）産学連携のコーディネーション活動、（多様な人材が科学技術分野に進むことを助長する）科学教育
や学部段階の教育活動などが例示されているが、これら以外の新しいタイプの活動の開拓も視野に入れている。初年
度に採択されたテーマは、バロック時代のパイプオルガンの腐食防止、退職者による科学教室の開催、子どもの科学ク
ラブ、学生が産業界におけるキャリアについて学ぶためのプログラム、アフリカとの間での遠隔教育の実験などがある。
採択テーマからも、研究活動に対する助成ではなく、科学技術者の新しい活動分野を開拓する試みに対する助成である
ことがわかる。「探検（発見）」とは、科学技術の専門性を生かす活動領域の探険を指しているのである。
このプログラムが開始される前に、一つのワークショップ（Postdoctoral Appointment: Roles & Opportunities, May
11-13, 2003, NSF, Arlington, VA）が開催された。ワークショップではポスドク制度の問題点や新しい方向性が議論され
た。報告書は、ポスドクが多様であること、ポスドクの処遇の劣悪化などを指摘し、多数の提案をまとめている。大学院
時代、ポスドク時代を通じたキャリア・カウンセリングや多様なキャリアについての情報提供が必要であること、処遇の
適正化のために研究助成において人材開発への貢献をいっそう重視することなどが提案されている。
報告書は同時に、将来研究活動に従事することを前提とするポスドクだけでなく、科学技術の専門性を生かせる多
様なキャリアを開拓するための新しいタイプのポスドク制度を提案している。このようなポスドクの経験は、単に多様な
キャリアパスを開拓することに寄与するだけでなく、大学にとっても有益であるとしている。すなわち、多様な人材を輩
出することが求められている大学にとっても、このようなポスドクの経験は役に立つ。したがって大学はこの種のポスド
クの経験者を、研究キャリアからの脱落者だと捉えるべきではないとしている。また、これらの活動のクリアリングハウ
スを整備することも提案された。
現在のところ、このプログラムは化学分野に限定されており、採択数も少ない試行的プログラムにすぎない。しか
し、ポスドク制度の新しいモデルとして興味深い。
なお、AAAS の科学技術政策フェローシップは、ポスドク等を採用する機関があらかじめ決まっており、したがって職
務内容もすでに固まっているという条件の中で応募する方式（メニュー方式）であるのに対して、このプログラムでは応
募者が職務内容を自ら考え、所属機関も自分で調整する方式（DIY 方式）である。所属機関は必ずしもその職務を実
施する機関とは限らず、むしろ大学に所属して、大学のアウトリーチ事業の開拓として実施しているようである。これ
は、大学自体への波及効果を考慮した結果であろう。また、NEDO の産業技術フェローシップ事業（実用化支援分野）
（コラム 10-5 参照）と似ているが、対象となる活動の範囲は格段に広い。
[参考]
NSF (2003) “Postdoctoral Appointments: Roles and Opportunities” in: Postdoc Workshop Report Home [on-line], Available from
world wide web: < http://www.merrimackllc.com/2003/postdoc-home.html >.

（小林信一）
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9.3.3. キャリア・チェンジのための支援策：栄養をいきわたらせる
多様なキャリアパスを生み出すための活動として、フェローシップの他に、研究者のキャリア・ディベロップメントの支援と
就職支援がある。キャリア・ディベロップメントの試みの例としては、AAAS が行っている若手研究者向けのオンラインジャー
ナルである Next Wave がある（コラム 9-16 参照）。

コラム 9-16 Next Wave
Next Wave は全米科学振興協会（AAAS)の出版事業の一つであるが、活動の範囲を幅広いキャリア・ガイダンスに
まで広げている。1995 年の最初の Next Wave の発行以来、読者数は大幅に増加しており、Next Wave のホームペー
ジへの平均のアクセス数も月に 13 万 1 千件を超える[1]。National Academies や SmithKline Beecham 社を含め、ア
メリカや欧州並びにその他の地域の多くの大学や研究機関が定期購読をしている。サイトは３つの側面から構成され
ている｡
オンラインマガジン
雑誌 Science により発行され、読者層としては様々なキャリアステージにいる科学者を想定している。オンラインマ
ガジンは無料で、登録済みの読者に向けて雇用とファンドを探すための記事を提供している。サイトのもっとも今日的
なページの一つは、記事をオンラインと RSS 方式の両方で提供する“career web log” である。またメールを利用して記
事の通知サービスを受けとることもできる。
Community Net、Jobs Net、 Grants Net
利用者は Community Net のニュースグループを通じて、他の利用者とキャリアの選択肢について議論することがで
きる。これは仕事探しのスキルの“インフォーマル・トレーニング“の場であり、異なる分野で働く者同士が情報を交換
する場であると考えられる｡ Jobs Net は科学者向けの採用情報のページをリンクし、Grants Net はアメリカの生物医
学系ファンドの公募情報のデータベースおよび一般的なグラントに関する情報を提供している。
ワークショップ
Next Wave は Marie Curie Fellowship Association（コラム 9-10 参照）から資金提供を受けて、若手研究者のための
ワークショップを欧州で開催してきている。他のアウトリーチ活動としては、「自立した科学者のための多様なキャリア
パス（Alternative Careers for Responsible Scientists）」の提示、研究者のためのキャリア開発ワークショップなどがあ
る。現在 Next Wave は改革を進めており、2005 年にはアウトリーチ活動により力が入れられることと思われる。
なお、Next Wave の定義する若手研究者（early career researcher）は大学院生、ポスドク研究者、そして初めて常勤
研究職に就いた者（若手教員）である[2]。
[1] Next Wave, Who reads it?

[on-line], Available from world wide web: <http://nextwave.sciencemag.org/misc/info.dtl#3>.

[2] Next Wave, Is This Your First Visit to Next Wave? [on-line], Available from world wide web:
<http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2001/09/18/2>.

（トム・ホープ、関谷瑞木）

また、就職支援の取り組みの例としては、前述したフランスの非営利の財団 Association Bernard Gregory（ABG）がある
（コラム 9-5 参照）。前述したように、欧州においても博士の民間への就職が少ないことの理由として、狭い領域に専門化さ
れすぎていることなどの育成面での問題が指摘されているが、同時に、博士と企業の双方が、お互いの情報を把握してい
ないため、就職機会を逃している可能性が指摘されている。そこで ABG などの団体は、民間への就職を希望する博士号
取得者の専門や能力についての情報を収集すると同時に、企業側の求人情報も把握し、ジョブ・マッチングを行っている。
また博士課程学生やポスドクに対するキャリア・ガイダンスやコンサルティングなどのような、博士のジョブマーケットにおけ
る価値を高めるための活動も行っている。
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9.3.4. ノンアカデミック・キャリア確立のための専門職団体：葉を茂らせる
欧米では、ノンアカデミックなキャリアパスの専門職の団体が存在する（コラム 9-1、9-6 参照）。これらの専門職団体は、
研究発表会やジャーナルの発行などにより、問題の共有化や専門知識の高度化を図ると同時に、研修プログラムや大学
の学位プログラムなどを通じた人材の育成を行っている。また表彰やセレモニーを行うことで、メンバーのアイデンティティを
高める取り組みを行っている。
これらの専門職団体の活動は、専門性を高め、認知度を向上させることにより、専門職としての地位を高めることを目的と
している。このような活動は、職業の魅力を高めることにつながり、優秀な人材を確保することにつながる。
また、これらの専門職団体は、アドボカシー活動（後述）を通じて、政策に影響を及ぼすことにより、科学技術政策におけ
る重要なアクターとして機能している。

コラム 9-17 Science’s Next Wave Workshop
2004 年 6 月 27 日、ルーマニアの首都ブカレストにあるブカレスト工科大学（University Politehnica of Bucharest）に
おいて、AAAS の若手研究者向けオンラインマガジン Next Wave と Marie Curie Fellowship Association、Romanian
Executive Agency for Higher Education and Research Funding (UEFISCSU)共催による、「初期キャリアの研究者のため
のワークショップ」（"Workshop for Early Career Researchers”）が開催された[1]。本ワークショップでは、女性研究者の
抱える問題についての議論（セッション A）や、ノンアカデミックなキャリアパスの紹介（セッション B）、初期キャリアの研
究者向けのファンディングの紹介（セッション C、D）、EU の人材流動化プログラム Marie Curie Actions の説明（セッショ
ン E）、産業界にいる研究者の体験の紹介(セッション F)などが行われた（表）。
表 "Workshop for Early Career Researchers”プログラム
セッション A

科学における女性

セッション B

どのような選択肢があるか：研究者のノンリサーチ・キャリア

セッション C

自然科学の研究助成

セッション D

人文・社会科学の研究助成

セッション E

欧州人材流動化プログラム

セッション F

産学の分断を越える

このうち、セッション A では、科学研究における女性の立場の向上についての議論が行われた。その中で、スウェー
デンのカロリンスカ研究所における、女性研究者を対象にしたキャリアコンサルティングや女性研究者同士のネットワ
ーク作りなどの取り組みの紹介が行われた。
また、セッション B では、ノンアカデミックなキャリアにいるプレゼンター（Next Wave 担当者、科学雑誌 Science 編集
者、産学官コーディネータなど）が、ロールモデルとして自身の経験を紹介した。このセッションで発表した Science 誌の
編集者（ポスドク経験者）は、「特集や総説論文などの科学雑誌の編集が研究動向に大きく影響することがある。科学
雑誌の編集者は、研究活動に直接携わることはないが、学会やワークショップへの参加や機関訪問などによって研究
動向を把握し編集内容に反映させることで、広い意味での研究活動に参加している」と語っていた。またこのワークショ
ップの運営も行っている Next Wave の担当者は、このようなセッションがもたれた背景には、欧州においても研究者の
多様なキャリアパスが求められていることを、HFSP のツリー・モデルを用いて指摘していた。
セッション E では、EU の人材流動化プログラム Marie Curie Action の紹介が行われ、EU 未加盟国であるルーマニア
の研究者も参加できることが説明された。このように EU 外から EU 内への人材流動を高める試みがなされる一方で、
ルーマニアなどのような旧東欧諸国では、研究環境の良い旧西側諸国への頭脳流出への懸念もあることから、帰国を
促進する施策の必要性も指摘された。
[1] Next Wave, Workshop for Early Career Researchers [on-line], Available from world wide web:
<http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2004/05/20/2>.

（小山田和仁）
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9.3.5. 科学技術政策のイノベーション
欧米では、これまで述べてきたような多様なキャリアパス構築に向けた取り組みが行われている。このような取り組みの背
景には、様々な問題意識やアイデアを元に政策を生み出す、科学技術政策のイノベーションが行われている。欧米では、
そのような科学技術政策のイノベーションのプロセスにおいて、１）専門職団体、科学技術コミュニティによるアドボカシー
（Advocacy）と、２）ファンディング機関によるアイデアの吸い上げと実施、が重要な役割を担っている。

9.3.5.1. 専門職団体、科学技術コミュニティによるアドボカシー活動
政策の形成には、まず問題の所在の認識・発見と、それはどのような問題なのかという問題の定式化がなされる必要があ
る。専門職団体や、科学技術コミュニティは、自分たちの抱える問題について、ワークショップや相互交流によって、このよう
な問題の発見や問題意識の共有化・定式化を行っている。
これらの団体・コミュニティは、自分たちで問題に対して対処すると同時に、提言や報告書という形で政策コミュニティや
社会に対して発信している。このようなプロセスはアドボカシー（Advocacy）と呼ばれている。アドボカシーは、自分たちの抱
える問題については、自分たちでまず対処する、そして必要であれば主張することで改革を促すという、ある種の自治意識
に基づいている。このような専門職団体や科学技術コミュニティによるアドボカシー活動は、ローカルなレベルでの問題意
識を政策レベルに吸い上げるという社会的機能を担っている。
本章でこれまで挙げてきた、SRA International や NCURA、EARMA などの研究管理の専門家団体や AAAS（コラム 9-18
参照）などの科学コミュニティ、Marie Curie Fellowship Associations や EMBO などの問題の当事者が参加する団体などの
活動には、このようなアドボカシーの側面がある。
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コラム 9-18 AAAS（全米科学振興協会）の活動
AAAS（全 米 科 学振 興 協 会 ；American Association for Advancement of Science） [1]は、国際的な 科学 雑誌
“SCIENCE”を発行するアメリカの非政府機関として知られているが、以下に述べるような多彩な活動で科学技術シス
テムに深く関わっている団体でもある。
AAAS 科学技術政策フェローシップ・プログラム（1973 年創設、コラム 9-14 参照）
アメリカ籍の博士号所有者および実務経験を有し修士号を所有するエンジニアが、議会または連邦政府関係機関
に 1 年間滞在し、実務経験を通して科学技術政策を学ぶ。プログラムは毎年少しずつ入れ替わり、最近はレギュラト
リ・サイエンス関係の研修先が増えている。
科学技術と議会センター（1994 年設立）
科学技術立法のモニタリング、メンバーおよび議員スタッフへの情報提供（ニュースレター”Science, Technology,
and Congress”発行 ）、議員スタッフに対する（目的にかなってかつ偏向のない）教育、議員への陳情・コメント作成を
行っている。
”AAAS Forum on Science and Technology Policy”（1976 年開始）
”Colloquium”から名称を変更したこの会合は、政策に関する情報を科学コミュニティへ提供することを目的として、
毎年春先に 2 日間程度の日程で開催される。近年は科学コミュニティが成熟してきたため、一般論よりも科学技術関
係の政府予算の傾向分析に焦点を絞った会合となっている。
研究開発予算と政策プログラム
公的研究開発予算を統括的に分析、毎年レポートを発行。

Science’s NextWave（コラム 9-16 参照）
科学技術人材のキャリア・ガイダンスの実施。
このように、議会向けの情報提供やトレーニングと、科学コミュニティ向けの情報提供や意見発信のサポートを行い
ながら、さらにそれらを実施する人材（ノンアカデミック･キャリア）をフェローシップによって育成しているのが、AAAS の
特徴である。AAAS にはノンアカデミックな機能が集約されており、だからこそ効果的なノンアカデミック業務の提供や
質の良い人材の確保が可能になっているともいえる。とくに、研究者コミュニティを代表する形で政策コミュニティとの
橋渡し的な役割を担っている点は他に類を見ない。
なお、AAAS 在職者は必ずしも理工系出身とは限らない。様々なバックグラウンドがそれぞれの部署で生かされて
おり、なかでもっとも大切なことは各コミュニティとの対話・協働の能力であると、われわれのインタビューに答えてい
る。ジョージ・ワシントン大学公共政策コースの卒業生や AAAS 科学技術政策フェロー修了生を採用した例も多い。
[1] AAAS, AAAS – The World’s Largest General Scientific Society [on-line], Available from world wide web:
<http://www.aaas.org/>.

（齋藤芳子）
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9.3.5.2. ファンディング機関による支援
科学技術政策のイノベーションのプロセスの中で、専門職団体や科学技術コミュニティによるアドボカシー活動によって
明示化された問題は、ファンディング機関による各種の支援活動によって具体的な対策になり実行されている。
ファンディング機関は、研究グラントによる研究の直接的な支援のほかに、トレーニング・グラントやカリキュラム開発助成、
フェローシップなどによって、教育や人材育成の面でも影響力を持っている（コラム 9-19 参照）。また、そのような支援の中身
も、通常の活動のほかに、NSF の EPSCoR（コラム 11-2 参照）や Discovery Corps Fellowship Program（コラム 9-15 参照）や
融合的研究人材育成のためのトレーニング・グラント（コラム 9-20 参照）のような、新しい形の支援策が次々と生まれている。
このような様々な支援策は、ファンディング機関が、プログラム・オフィサーの各種学会への参加や、関係者を集めたワーク
ショップの開催、人的ネットワーク、などを通じて、情報収集した情報をもとに、関係者との議論を通じて作られるのである。
ファンディング機関は、このような過程を通じて、様々な問題意識を吸い上げて多様なファンディングの設計に反映させ
ることで、問題に即した支援策を打ち出すことができるのである。

コラム 9-19 NIH ロードマップにおける融合的人材育成
NIH ロードマップ[1]は、2002 年 5 月に就任した Elias A. Zerhouni 所長が打ち出した、NIH（National Institutes of
Health）の新しい研究戦略である。ロードマップの策定においては NIH 内外の多数の関係者が参加し議論を積み重ね
た。その結果、”New Pathways to Discovery”（大規模データベースや研究ツールの開発による科学研究の加速
化）、”Research Teams of the Future”（融合的研究、ハイリスクな研究の促進）、”Re-engineering the Clinical
Research Enterprise”（研究成果の応用を促進するための臨床研究体制の再構築）の３つのテーマが設定され、2003
年 10 月から実施されている。NIH ロードマップには NIH 全体の予算の 1％弱が充てられることになっており（2005 年度
予算は２億 3700 万ドル）、NIH 全体の研究を加速化させるための実験的な試みへの投資、すなわちリスクマネーとして
位置づけられている。
NIH ロードマップの３つのテーマのうち、2 番目の Research Teams of the Future では、とくに融合的研究人材の育成
に 重 点 が 置 か れ て い る 。 そ こ で は 、 融 合 的 研 究 を 行 う た め の 試 行 的 試 み の 支 援 （ Exploratory Centers for
Interdisciplinary Research: P20）に加え、融合的研究者の育成のためのトレーニング・プログラム（Training for a New
Interdisciplinary Research Workforce: T90）や、融合的教育プログラムの開発（Curriculum Development Award in
Interdisciplinary Research: K07）、生物学などの学位を持つ研究者を対象にした行動科学や社会学を含む融合的トレー
ニング・プログラム（Interdisciplinary Training: Behavior, Environment and Biology: T32）、融合的研究についての短期的育
成プログラム（Short Programs for Interdisciplinary Research Training: R13）等に対するファンディングを行っている。
ポストゲノム時代になり融合的研究に関する関心が高まる中で、融合的研究体制や人材育成プログラムを実現さ
せるために、NIH はこのようなファンディングを行い大学や研究機関の組織改革を促している。
[1] NIH, NIH Roadmap: Accelerating Medical Discovery to Improve Health [on-line], Available from world wide web:
<http://nihroadmap.nih.gov/>.

（小山田和仁）
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コラム 9-20 NSF と NIH における融合的研究のためのトレーニング・グラント一覧
通常、多くのグラントは個々の分野の研究を続けるためのものであるため、分野ごとに設定されている。たとえ
ば NSF の Graduate Research Fellowship Program (GRFP)[1]では、学部を終えたばかりの学生を援助して修士あ
るいは博士課程に進ませ、アメリカ内における科学人材基盤の質の向上を図っている。そのような中で、科学技術
分野における分野融合的研究のキャリアのためのトレーニングを展開している点で、以下の４つのグラント（IGERT
プログラム、NIH T90、MGET プログラム、HHMI-NIBIB イニシアティブ）の斬新さと重要性は際立っている。
NSF Integrative Graduate Education and Research Traineeship Program (IGERT)
IGERT プログラムは 1997 年に NSF によって始められた。年間予算は 3080 万ドルで、現在約 125 箇所に資金供
与を行っている NSF 主導のプログラムである。今のところファンドへの応募は招待方式（invitation only）によって行
われている。助成金は IGERT の理念に沿うトレーニング・プログラムを実施しようとする組織へ 5 年間にわたって与
えられる。学生は IGERT の助成を受けている組織に応募し、採用されれば、授業料および年 3 万ドルの給与を受
けることができる。本プログラムは分野融合的研究が主流の現代社会において能力を発揮できる人材を創出する
ために、学部生や学士号取得者に対する教育の質の向上という目標をかかげ、アメリカの科学技術人材を変質さ
せることに焦点を当てている。IGERT のウェブサイトは、次のように述べている。
｢本プログラムは、大学院教育ための革新的モデルの創出と、伝統的な分野の境界を越えて共同研究を行う創造的環
境でのトレーニングにより、学生、教員、大学のために大学院教育に文化的な変革を起こしたいと願っている。｣

NIH Training for a New Interdisciplinary Work Force (T90)
NIH のプログラム Training for a New Interdisciplinary Work Force は NIH のロードマップの一部であり、T90 のフ
ァンディング機能を利用して、リサーチグラントの側面と奨学金（National Research Service Award (NRSA))の側面
をひとまとめにしたものである。IGERT 同様、本ファンドは既存の分野融合的環境を基礎とした革新的トレーニン
グ・プログラムの援助のためにあり、学生が多様な分野で研究のためのトレーニングを受けることを可能にしてい
る[2]。2004 年には NIH の扱ういずれの分野とも協力することができる約 12 の新しいトレーニング・プログラムが助
成を受けた。
Multidisciplinary Graduate Education Training (MGET)[3]
アメリカ農務省の MGET は、分野融合的な農学研究の分野で大学が大学院教育の革新的モデルを創出するた
めのファンドである。大学は 2001 年の総額が 220 万ドルであったこれらのファンドに応募することができる。なお、
現在は募集していない。
HHMI-NIBIB Interfaces Initiative for Interdisciplinary Graduate Research Training[4]
本イニシアティブは、分野融合的な生物医学研究分野でのトレーニングという目的の下に 2005 年に開始され
た。助成金は、研究機関へ振り分けられる（上限は 100 万ドル）が、一部は学生個人に供与することができる。各フ
ァンドの継続期間は３年間で、１年間に利用できるのは 1 千万ドルである。Howard Hughes Medical Institute
（HHMI）が第１段階のトレーニング・プログラムの確立を援助し、NIH の National Institute of Biomedical Imaging and
Bioengineering（NIBIB）が第２段階のトレーニング・プログラムの維持を支援する。
[1] NSF, Graduate Research Fellowship Program (GRFP) [on-line], Available from world wide web:
<http://www.nsf.gov/pubs/2004/nsf04615/nsf04615.htm>
[2] NIH, TRAINING FOR A NEW INTERDISCIPLINARY RESEARCH WORKFORCE [on-line], Available from world wide web:
<http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-RM-04-015.html>.
[3] Office of the Administrator, Cooperative State Research, Education, and Extension Service, USDA, Newsroom (March 5,

2001) [on-line], Available from world wide web:
<http://www.csrees.usda.gov/newsroom/newsletters/update01/030501.html>.
[4] HHMI, HHMI-NIBIB Interfaces Initiative [on-line], Available from world wide web:
<http://www.hhmi.org/grants/institutions/nibib.html>.
（トムホープ、関谷瑞木）
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■ 9.4. まとめ
9.4.1. 海外における科学技術人材の概況
•

アメリカ：ノンアカデミック・キャリアパスが一般化しており、それを促す仕組みが存在している。一方、研究者の高齢化
や優秀な人材の研究者離れが指摘されており、9.11 テロ後の海外からの留学生の減少もあって、長期的な研究活動
の停滞が懸念されている。

•

欧州：研究・教育面での一つの欧州圏の構築にむけて、人材の流動化を促進が試みられている。また、日本と同様
に、多様なキャリアパスの構築が課題となっている。その中でも、民間への博士の就職を促進するための取り組みが
なされ始めている。

•

中国：国立大学や公的研究機関が人材のインキュベーションセンターになっている。歴史的経緯により、科学技術人
材が多様なキャリアに進出。海外からの留学生の呼び戻し政策をとると同時に、国内における人材育成も充実させて
おり、人材のポテンシャルは高い。

9.4.2. 海外の人材問題に関する議論
•

ポスドクについては日本と同じく欧米でも問題になっている。問題点としては、欧米ともにポスドクの数の増加や期間
の長期化が指摘されており、欧州では日本と同様、博士の就職の困難さが指摘されている。これらの理由により、研
究職の魅力が低下することで、優秀な人材の研究職離れが起きることが危惧されている。

•

ノンアカデミック・キャリアパスを含む、科学技術システムを支える多様なキャリアパスを構築することは、共通の課題である。

•

科学技術の進展や社会経済的環境の変化を受けて、分野融合的研究（Interdisciplinary Research）の必要性が高ま
ってきており、そのための人材育成システム全体の改革の必要性が指摘されている。

•

人材の流動性を高めることは、研究者の能力向上だけでなく、人材の流動に伴う知識の相互交流によって研究開発
システム全体の創造性を高めることにつながる。

•

女性やマイノリティの参画に向けた取り組みが欧米各国で積極的に進められている。これは、優秀な才能を確保する
とともに、研究における多様性を高めるための試みでもある。

9.4.3. 多様なキャリアパスを生み出す取り組み
•

多様なキャリアパスを生み出す取り組みには、多様なキャリアパスを可能にする教育・育成システムの構築、多様なキ
ャリアパスへつながるフェローシップ、研究者の就職を支援するキャリア・ディベロップメントとアウトプレイスメント、専
門職としての確立のための専門職団体の活動、などがある。

•

これらの取り組みにおいて、専門職団体・コミュニティによるアドボカシーや、ファンディング機関による意見の吸い上
げと支援策の設計・実施が重要な役割を担っている。
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10. ノンアカデミック・キャリアパス －知識社会のための人材養成へ－

産業技術総合研究所 技術情報部門
齋藤 芳子、小林 信一

これまでに述べてきたように、研究様式の変化とそれにともなう研究の戦略化は多くの新しい職種・職域を生み出して
いる。それらは旧来の科学研究者の枠に当てはまらないという意味で「ノンアカデミック・キャリア」と一括りにできるものの、
その職種・職域はじつに多様である。そのため、必要とされる知識も多岐にわたるものになる。しかしながら、本調査研究
における関係者へのインタビューやワークショップにおける議論などを総合すると、（1）業務の遂行に関する知識、（2）科
学技術に関する知識・研究経験、（3）科学技術システム全般に関する知識、（4）研究活動の運営に関する知識、（5）一般
的資質、というような知識･スキルが、ノンアカデミック・キャリアにとって必要だと考えられる。このような知識は、分野融合
的な研究が増えるにつれて、多くの研究者にとっても必要なものになるだろう。
このようなノンアカデミック・キャリアに必要な知識やスキルを身に付けるには、5 つの方法が考えられる。重要度と実現
可能性の高い順から挙げると、（1）ワークショップなどを通じた創発的学習、（2）大学、大学院での共通教育、（3）OJT と
自己啓発、（4）大学院レベルの専門的教育、（5）専門家団体による体系的トレーニングや資格認定、といった方法がある
だろう。これらの方法の中から、対象とするノンアカデミック・キャリアに必要な知識の専門性や体系化の度合い、専門家
団体の有無などに応じて、適切な方法を選ぶべきである。その際に、従来から比較的頻繁に用いられている（3）の OJT と
自己啓発については、局所的・部分的知識の習得に陥る可能性もあるため注意が必要である。
また、ノンアカデミック・キャリアの発展のためには、キャリア・チェンジや流動化のための仕組みが存在する必要がある。
ジョブ･マッチングやキャリア・ガイダンス、アウトプレイスメント、出向などの仕掛けによって人材の流動化を促すことが必
要である。また、キャリア・チェンジの際には、新しいキャリアに必要な知識やスキルを身に付けるための能力開発の機会
が提供されることが必要である。
以上のようなことに関して、日本においても、萌芽的な取り組みが行われるようになってきている。このような取り組みを
さらに幅広く進めていくことが、多様なノンアカデミック・キャリアパスを実現するために必要であろう。

■ 10.1. ノンアカデミック･キャリアの類型
科学技術関連の知識・スキルを、研究者としてではなく、しかし科学技術システムの中で生かしているような人材が「ノン
アカデミック・キャリア」である。彼らはまた、研究者以外であって科学技術システムの運営に不可欠な人材としても定義でき
る。いずれにせよ、ノンアカデミック・キャリアとは、研究者に対置するように設定された人材群の概念である。第 5 章で述べ
たように、HFSP によるツリー・モデル（図 5-3）も右半分が「アカデミック」、左半分が「ノンアカデミック」となっている。これら
の職を、職場と職域の 2 つの軸で整理すると表 10-1 のようになる。
日本における研究者のイメージは長いあいだ「アカデミック＝研究」であったから、表 10-1 における「アカデミック」と「リサ
ーチ」の交わる部分がアカデミック・キャリアであり、これまでパイプラインで育成されてきた研究人材である。本報告では、
「ノンアカデミック・キャリア」を「狭義の研究開発活動にとどまらず、さまざまな科学技術システムの運営に関わる専門的職
業で、研究開発活動に直接的に関わる部分はのぞく」ものとして捉えている。具体的には、「研究開発の企画・管理等のマ
ネジメント、研究開発評価等の幅広い業務、科学技術政策、アウトリーチのほか、科学技術の専門的知識を生かして活動
する、人材養成・教育その他の多様な専門的業務」が含まれる。つまり、表 10-1 のうちアカデミック・キャリア以外のすべて
を「ノンアカデミック・キャリア」と呼んでいる。
企業研究者・技術者は一定の人数がすでに確保されていることもあり、改めて議論の必要はないであろう。そこで、とくに
「リサーチ」以外の者に着目してみると、これらのノンアカデミック・キャリアについては、表 10-2 のような、所属組織の性格、
活動の性格による分類も可能である。
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表 10-1 アカデミック／ノンアカデミック・キャリアの類型
アカデミック

（中間）

ノンアカデミック

研究

大学教員

公的研究機関研究者

企業研究者

研究支援・

特別研究員等のポスド

若手研究者

ク

特別研究員等のポスドク

ポスドク

研究支援

技術スタッフ

技術スタッフ

技術スタッフ

（研究支援職）

（研究支援職）

（研究支援職）

レギュラトリ・サイエンス

安全管理など

系機関の研究者

規制関係機関

特任教員／研究員
リサーチ

レギュラトリ・サイ

安全管理など

エンス

安全管理など
（準リサー
チ）

ＭＯＴ

研究担当役員

研究担当役員

（技術マネジメン

ＴＬＯ関連

ＴＬＯ関連

研究・技術担当役員
ＭＯＴスタッフ

ト）

知財管理
法律

教育研修

教育

研修

企業内研修等

社会人教育
管理

高等学校教員等

研究管理関連業務

研究管理関連業務

研究管理関連業務

技術

技術者

起業等

起業
ＮＰＯ

科学技術政策

科学技術関連行政官（中央、地
方）
プログラム・マネージャ（PM、
PD、PO）
研究評価

ノンリサーチ
コミュニケーション

広報

広報

アウトリーチ

アウトリーチ

専門的活動

科学技術教育

科学技術ジャーナリスト
博物館
各分野の専門的職業
（技術コンサルタント、公衆衛
生、等々）
大使館（科学アタッシェ）
その他科学技術システムを支え
る全人材

表 10-2 ノンアカデミック・キャリアの分類
例
政策・政治系
NPO 系

科学行政系

議会・OSTP 等

特

色

政治家が主なクライアント。研究経験のあるパーマネントのスタッフと短期的な
フェローが多い。体系的なトレーニングシステムはなく OJT 的。

NAS, AAAS, NRC,

研究者が主なクライアント。専門家として活動を行う傾向が強い。研究経験の

各種 TA 機関等

あるパーマネントのスタッフと短期的なフェローが多い。

NSF, NIH, 国務省, EPA,
FDA, CDC, NIST 等

研究者や国民が主なクライアント。資金配分・行政支援（規制業務、標準業務
を含む）がその主な役割。ファンディング、評価、科学的助言を行う。研究経験
のあるパーマネントのスタッフと短期的なフェローが多い。
研究者が主なクライアント。業務的職務では研究経験のない者も多い。企画

研究企画運営系

大学,研究所（科学コミュ
ニケーションを含む）

系の職務については研究経験者が多い。いずれもパーマネント雇用が多い。
米国の SRA（Society for Research Administration）International や NCURA、欧
州の EARMA、EIRMA などの職能団体は業務系のスタッフの団体であり、
AUTM のような産学連携コーディネータ系スタッフの団体もある。
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これらのうちレギュラトリ・サイエンスは日本ではあまり一般的でないので若干の説明を加えておこう。化学物質や食品、
医薬品などの環境、人体に対する安全性を確保することは、国民にとっても産業の発展のためにも必要である。そこで適正
に規制をすることが行政の重要な役割になっている。このためには、物質の環境影響や人体への影響等の科学的分析が
必要である。それは問題が生じた後だけではなく、新しい物質を利用する場合に事前に評価することも必要である。さらに
問題をより早く発見するための長期的なモニタリングも必要である。また、そのような科学的分析をいかに規制政策に反映
するかという規制システムの設計も重要であるし、それを国民に広報したり、国民の意向をくみ上げ、最終的に規制制度と
して決定していく必要がある。このような規制に関わる活動の全体をレギュラトリ・サイエンスという。
もっとも、このような活動は化学物質などの場合だけではなく、さまざまな制度設計に際して必要であるので、広義にはそのよう
な多様な活動もレギュラトリ・サイエンスに含めて議論されることが多い。また標準に関わる活動もレギュラトリ・サイエンスと類似性
がある。これらの活動は、研究開発と重なる面もあるが、必ずしも新しい発明や発見を目指す活動ではないという点で通常の研究
開発とは異なっている。この違いは、Science for Knowledge と Science for Policy の違いだと言い換えることもできる。
表 10−2 に例示したアメリカの EPA（Environmental Protection Agency）、FDA（Food and Drug Administration）、CDC
（Centers for Disease Control and Prevention）、NIST（National Institute of Standards and Technology）の活動は、このよう
なレギュラトリ・サイエンスに関わるものである。これらの組織には、科学技術の専門的教育を受けた者が多数いる。また、
AAAS の科学技術政策フェローシップ（コラム 9-14）には EPA などに派遣されるポスドクもあり、近年は増加傾向にある。安
全・安心が重視される時代には、これらのレギュラトリ・サイエンスに関わる職務はノンアカデミック・キャリアとして重要性が
高くなると思われる。

■ 10.2. ノンアカデミック・キャリアに求められる知識・スキル
10.2.1. 必要な知識・スキル
先に挙げたようなノンアカデミック・キャリアは、博士課程修了後まもない初期キャリアにある若手研究者にとっても、ある
程度の研究経験を積んだミッドキャリアの研究者にとっても、彼らの専門性を生かしうる多様なキャリアパスとなる。それでは、
ノンアカデミック・キャリアパスを選択した場合、科学技術の知識や研究活動の経験以外に、どのような知識・スキルが必要
になるのであろうか。アメリカでは、コラム 10-1 のようにノンアカデミック・キャリアのガイド本が多数出版されており、そこで必
要となるスキルなどにも言及している例もある。我々は海外のノンアカデミック・キャリアにインタビューを重ね、またワークシ
ョップなどを通じて、日本のノンアカデミック・キャリアを観察し、ひとつの結論に落ち着いた。
それは、「ノンアカデミック・キャリア全体のディスクリプションを明確に示すことは不可能だ」ということである。これは至極
当然な結論でもある。ノンアカデミック・キャリアと一括りに指しているが、「研究者」に対峙する「研究者以外」を可視化する
ために生み出した概念であるから、本来は種々の職域から成り立っているのである。
したがって、ノンアカデミック・キャリアが持つべき知識やスキルの十分条件を示すことは困難であるが、必要条件を示す
ことは可能であろう。また、キャリアパスの多様化のためには、キャリアのイメージを示すことが必須である。本調査研究では、
インタビュー調査やワークショップの経験から、表 10−3 のような知識やスキルを提示したい。
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コラム 10-1 キャリアガイドブック

ここ数年、科学技術者のキャリアについて取り上げた本が出版されるようになってきている。これはキャリア形成の
ためのアドバイスが従来のままでは不十分であるという認識に応えるものである。これらの科学系の職（サイエンスキ
ャリア）のトレーニングに関する本の見解を引用するならば、｢一生懸命仕事をすればテニュアな職に就ける｣という考
えは“神話”にすぎない[1]と考えるべきである。
キャリアガイドブックの分類
科学技術者のためのキャリアガイドブックは大まかにいって 2 種類にわけられる。一つは、主に調査と統計分析に
よって、科学技術分野のキャリアの実際について記述するものである。よってこれらは、雇用状況についての研究報
告書として刊行されている場合が多い[2]。もう一つは、仕事を見つけるための“自己啓発”本とでも呼ぶべきものであ
る。ガイドブックは、例えばバイオテクノロジーのような広範な分野に焦点を当てることもある（この場合には、ノンアカ
デミックなキャリアについてはせいぜい一章程度しか割かれなかったりもする）が、多くは以下の要素を含んでいる。
・

選択可能な様々なキャリア（テクニカル・ライティング、サイエンス・ライティング、ベンチャー・キャピタル／起業
家、投資顧問、弁理士、臨床研究、営業、技術移転、法律などが含まれる[3]）。

・

研究開発指向型の科学の分野から他の分野にうまく移った人々の実際の話を紹介し、キャリア・パスの実例
を示す。典型的な“職場の一日”が紹介されることが多い。

・

多数のウェブサイト、参考文献、参考記事の紹介。

・

レジュメ作成と面接のためのアドバイス。

・

各キャリアで評価される“技能”と“個性”についての解説。

これらのガイドブックが訴えているのは一種の自己責任である。一生懸命に研究すれば必ず仕事が見つかるという
“神話”は過去のものであり、いまでは一生懸命に自分のキャリアを確立しなくてはいけないのである。一方で、これら
の本は分かりやすい形で情報を提供し、かつ、アカデミックからノンアカデミックな分野へ順調にキャリアを換えた、明
快なロールモデル（お手本）たちを紹介している。
ガイドブックの例
Brown, Sheldon S. Opportunities in Biotechnology Careers. VGM Career Books, 2000.
Committee on Science, Engineering, and Public Policy, National Academies of Sciences/National Academy of
Engineering/Institute of Medicine. Careers in Science and Engineering: A Student Planning Guide to Grad School and

Beyond. National Academy Press, 1996. (This book is also available in Japanese translation[4].)
Kreeger, Karen Young, Guide to Nontraditional Careers in Science. Taylor&Francis, 1998.
Lanks, Karl W. Academic Environment: A Handbook for Evaluating Employment Opportunities in Science. Second Ed.
Taylor&Francis, 1996.
Louise, Chandra B. Jump Start Your Career in BioScience. Peer Productions, 1998.
Ed. Robbins-Roth, Cynthia. Alternative Careers in Science: Leaving the Ivory Tower. Academic Press, 1998.
Rosen, Stephen and Paul, Celia, Career Renewal: Tools for Scientists and Technical Professionals. Academic Press,
1997.
[1] Kreeger, K Y (1999) Guide to Nontraditional Careers in Science, Philadelphia: Taylor & Francis, p.3
[2] 例えば上記文献リストの Lanks, K.W. (1996)
[3] これらは科学技術キャリアに関する文献で取り上げられているもののごく一部である。
[4] 邦訳あり。
（トム・ホープ、関谷瑞木）
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表 10−3 ノンアカデミックな活動に携わる者が持つべき知識やスキル

（1）業務の遂行に関する知識
業務の対象に関する知識
規制や法など、業務遂行においてしたがうべき条件に関する知識
社会的責任（一般的事項と研究活動に固有の事項）に関する知識
意思決定や判断能力
（2）科学技術に関する知識・研究経験
関連分野の研究動向に関する知識（周辺分野を含む）
科学技術全般に関する幅広い関心
（3）科学技術システム全般に関する知識
科学技術政策の動向に関する知識
各種の施策、制度に関する基本的知識
研究助成制度、フェローシップ制度、研究評価の概念と実際、研究倫理、知的財産権、
科学技術コミュニケーション、アウトリーチ、その他
国際的視点
システム思考
（4）研究活動の運営に関する知識
研究活動の進め方（研究組織、研究者の役割、研究者の行動等）
プロジェクト・マネジメントに関する知識
（5）一般的資質
コミュニケーション能力
「誰にも分かる普通の言葉で話す」能力
変化に対する柔軟性
（研究活動にとどまらない）幅広い社会的関心

ノンアカデミック・キャリアが持つべき知識やスキルを総合的に示すことは困難であるが、それぞれの職域を詳細に見れ
ば、必要な知識を体系化している例もある。コラム 10−2 に示すように、研究管理系の職がそれである。知識の体系を提示
している専門職団体やトレーニング・コースを提供しているものがある。コラム 10−3 には、そのような知識体系の例を示した。
例えば、SRA International が示す体系においては、研究管理の組織、規制や法、研究の進捗に沿った活動（プロジェク
ト・デベロップメント、プロジェクト管理）、社会的責任に関する事項などを取り上げている。RACC では、これらをマネジメント
の側面ごとに整理している。これらは、業務の遂行に関する知識であり、ある業務に携わる上では当然持っているべき知識
である。もっとも、研究管理系の職の場合、学部や修士を卒業した後に、ほかの職を経験せずに就職するケースが多い。そ
の点では、業務のマニュアル化の程度が高い職域であると言える。
一方、PO／PD（プログラム・オフィサー／プログラム・ディレクター）や研究マネジメントなど、ツリー・モデルの上層に行く
ほど、OJT（On-the-Job Training）中心のトレーニングが行われている。アメリカのファンディング機関のそれらの職務に携
わる者の中にはインタビューに応えて、「特別なスキルはない」と言い切った人たちもいるほどである。これは「形式化された、
これだけ知っていればよい、というスキルはない」という趣旨だと理解すべきであろう。多くのＰＯ／ＰＤは、自分たちの業務
は単なる事務処理ではなく、研究活動そのものにもひけを取らない創造的な活動であり、判断、決定が必要になる業務で
あると考えているからである。
科学技術に関する知識は必須であろうか。多くの業務で科学技術に関する知識や研究経験は役に立っているようである。
しかし、それが学部卒レベルで十分か、博士課程修了程度であるべきか、研究経験についても、一流の研究者としての経
歴が必要か、逆にポスドク程度の経験で十分かといった点については、決まった答えはないというのが実態である。つまり、
知識のレベルや経験の多寡に応じて、多様な仕事の進め方があるということである。しかし、優れた研究者でなければ、す
ぐれた PO／PD になれないということは、まったくなさそうである。
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一方、業務で関わりのある分野や周辺分野の研究動向について敏感である点は、多くの人々に共通に見られる。また、
PO／PD は、ある分野に関する知識を深く持っていることよりも、むしろできるだけ幅広い分野の研究動向などを知っている
ことの方が重視されているように見える。これは、最近の研究活動がいっそう分野融合的な色彩を強めていることとも関係し
ているだろうが、むしろアメリカの大学院教育で幅広い知識の習得が強調されていることと関連があるように思える。つまり、
彼ら自身はあまり自覚していないが、そのような幅広い関心を持てる素地があることが重要であると思われる。
しかし、ノンアカデミックな仕事が、科学技術の知識さえあれば誰にでもできるとは思えない。それは日本の研究機関が
マネジメント人材に内部の研究者を充てる限界を露呈してきている現状を見ても明らかである。科学技術に関する知識以
外で必要なものの中には、研究管理系の職務の場合のように、業務に関する知識は当然含まれる。加えて、業務の背後に
ある科学技術システム全般に関する知識も必要である。これには、科学技術政策の動向や各種の施策、制度に関する基
本的知識（政策動向などのほか、各種の研究助成制度やフェローシップ制度の仕組み、研究評価の概念と実際、研究倫
理、知的財産権、科学技術コミュニケーション、アウトリーチ等）、研究活動の運営に関する一般的知識やプロジェクト・マネ
ジメントに関する基本的知識などが含まれるであろう。
つまり、ノンアカデミック・キャリアの職務全般に関する基本的知識が、やはり必要なのである。海外のノンアカデミックな
職務に携わる者が、ほとんど例外なく、科学技術システム運営に関わる問題について議論ができた事実や、国内ワークショ
ップの参加者が、各自の携わる業務が多様であるにもかかわらず、どの問題に関しても、同様に関心をもって議論に参加
できたという事実からも、ノンアカデミック・キャリアの職務全般に関する基本的知識、換言すれば科学技術システム運営に
関する基本的知識は必須だと思われる。少なくとも、そのような知識を積極的に獲得しようとする意欲が必要である。また、
このことと関連して、国際性が必須となる。国際的な視野を持つことは、科学技術システムについて、相対的に理解すること
を助けることになり、現実のシステムの意味をより深く理解し、問題点を認識するために役立つからである。また、複雑な科
学技術システムを統合的に理解し、現実の業務に生かしていく上では、システム思考も必要であろう。
一般的資質としては、インタビューの中で、コミュニケーション能力を指摘する者が少なくなかった。とくに、"Speak
English!"という表現は印象的であった。これは、ノンアカデミックな人材のみならず、科学技術に関わるすべての者につい
て言われることであるが、要するに「誰にでも分かる普通の言葉で話す」ということである。これは、一般の人との会話の場合
だけでなく、専門の違う研究者同士、研究者とその活動を支えるさまざまな人との間などにもあてはまる。とくにノンアカデミ
ック・キャリアの場合には、さまざまな職務に携わる人の間において調整役、媒介役として振る舞う機会が多くなるので、「誰
にでも分かる普通の言葉で話す」ことは大切である。同時に、多様な人々と交流できる柔軟性も必要になろう。
この他には、変化に対する柔軟性、幅広い社会的関心なども重要な特性であろうと思われる。ただし、この種の特性は、
職業社会においてよく取り上げられるものであり、ノンアカデミック・キャリアに特別なものではない。もっとも、そのような特性
を明晰に定義することは困難で、ある種の暗黙知なのかもしれない。また、職業によってその内実は異なっている可能性も
ある。もしそれが暗黙知であるとするならば、そのような特性は、学生時代、ポスドク時代からの柔軟な態度や幅広い社会的
関心を喚起するトレーニングや、日々の業務、同様の業務に携わる人々との交流の中で培われるものだろう。

10.2.2. 人材育成方法
それでは、このようなノンアカデミック・キャリアパスのための知識やスキルを習得するにはどのような方法があるだろうか。
重要度と実現可能性の高いものから 5 つの方法をあげておく。
（1）ワークショップなどを通じた創発的学習
もっとも重要な方法は、ワークショップなどを通じた創発的学習である。新興職業の場合や職務内容の変化の激しい職業の
場合には、知識の体系化は容易ではない。そのような場合には、問題を共有する者が集まり、場（時間と空間）を共有しながら、
対話を重ねることを通じて、互いに問題点を認識し、問題解決を探るような創発的な学習方式が有効である。参加者がお互い
に意思疎通をすることができる限りは、できるだけバラエティに富んでいるほど、その効果は大きい。したがって、組織内にとど
まらず、組織を超えて関係者が参集するべきである。海外の専門家団体でも、当初はワークショップなどを通じた創発的学習が
中心であったし、現在でも重要な活動として位置づけられていることは、このような方法の有効性を物語っている。
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このような機会を設けることは、関係者が意欲を持ちさえすれば実現は容易である。ただし、もともと分散的に存在してい
る関係者が集まるためには、誰かが声をかけなければならない。それを誘導するためには、公的支援などにより、最初のき
っかけを与えるなどの工夫が必要である。また、ノンアカデミック・キャリアのためのインターンシップやフェローシップなどの
プログラムを実施する場合には、その経験者の集団は、中核的な役割を演じることができる。そのような活動の中から専門
家団体が形成されていくことが期待される。

（2）大学、大学院等での共通教育
ノンアカデミックな活動に携わる者が持つべき知識やスキルは、実は、研究者になる者にとっても必要な知識であること
が多い。業務に関する知識のうち、研究運営に関する知識はともかく、科学技術に関する知識・研究経験、科学技術シス
テム全般に関する知識、さらにコミュニケーション能力、柔軟性などは、研究者のみならず、知的な職業においてはある程
度役に立つ基本的素養である。このような知識や経験を積むためには、大学教育でできるだけ幅広い教育をすることが必
要である。また、学部段階であっても、プロジェクト型の教育、問題解決型の実習などを経験するほか、先端的な研究活動
への参加なども検討されるべきである。インターンシップは視野を広げるためには有効であろう。
科学技術システム全般に関する知識は、将来研究者になる者も是非学ぶべき知識である。したがって、大学院段階では、
共通的科目としてこれらの教育を導入する必要がある。また、「誰にも分かる普通の言葉で話す」コミュニケーション能力の
育成は、専門的教育と並行して進められるべきである。
このようなトレーニングは、知識社会の教養教育とも言えるもので、大学が積極的に取組んでいくべきである。大学が方
針さえ決めれば、これらのトレーニングの実施は比較的容易であろう。

（3）OJT と自己啓発
OJT や自己啓発は、もっとも容易な方法だと考えられるかもしれないが、そのような考え方は非常に危険である。必要となる
知識がある程度明確になっていれば、またある程度のテキストが存在していれば、確かに OJT や自己啓発は成立する。しか
し、現段階のように、ノンアカデミック・キャリアが確立しておらず、必要となる知識やスキルも明確でない場合には、OJT や自
己啓発は、結局、独りよがりなものになりがちである。独立行政法人化後の研究機関の研究企画関連業務の進め方を観察し
ていると、局所的、部分的な知識のみで満足してしまい、知ったかぶりと誤解によって仕事を進めている例も見受けられる。そ
のような仕事の成果は、その段階では優れたもののように映るかもしれないが、総合的にみると、わが国の科学技術システム
の発展にとっては有害ですらある。初期段階では、むしろ悩みながら仕事を進める方が問題をよりよく認識できる面もある。
OJT や自己啓発を行うにあたっても、問題をより広い視野から捉え、より適切なアプローチのために外部や多様な経験と
のつながりを持ち、上記のワークショップなどの活動と並行して進めていくべきである。また、科学技術システム全般に関す
る基礎的な知識は広く押さえておく必要がある。

（4）大学院レベルの専門的教育
わが国でも、MOT（技術マネジメント）や知的財産権管理などの分野の大学院教育は、最近急速に整備されてきた。また、
科学技術政策全般については、小規模な大学院プログラムが存在するほか、公共政策大学院などで扱われるようになってき
ている。先行するアメリカでは、科学技術政策分野の大学院プログラムも少なからず存在し、人材を輩出している。このような
状況を踏まえれば、ノンアカデミック・キャリアのための大学院プログラムは、比較的早い段階で本格的に創設されるかもしれ
ない。科学技術ジャーナリズムに関しては、アメリカではすでに存在しているが、日本では構想段階にとどまっている。
しかし、ノンアカデミック・キャリアは広がりがあり、また業務が変化していく可能性も高いので、個々の職種の人材の量は
それほど大きくならない可能性がある。そのような場合には、MOT 分野の場合のように急拡大する必要性はない。むしろ、
小規模な大学院プログラムが存在すれば十分であると思われる。小規模なプログラムは一般的には存在しにくいが、前述
の大学、大学院等での共通教育を担う組織が大学院教育も担えば、このことは比較的容易かつ柔軟に実現できる。また、
日本全体としての多様性が確保できるので、業務内容の変化や需要の変化に柔軟に対応してくこともできるであろう。アメリ
カでもこれらの分野の多くは、マイナーとして学習する者は多いが、メジャーとして学ぶ者は少ないのが通例である。しかし、
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小規模でもメジャーとして存在していることが重要である。

（5）専門家団体などによる体系的トレーニング、資格認定
最終段階にあるのが、専門家団体などによる体系的トレーニング・プログラムや資格認定であろう。欧米の場合でも、これ
は研究管理業務においてのみ実現している。この方法に限界があるのは、ある程度の専門家の集積が必要だからである。
研究管理業務は、大学や研究機関に広く存在しているので、ある程度のマスが確保できると思われるが、日本において十
分なマス（クリティカル・マス）を確保できるかどうかは不明である。そのような場合には、すでに存在している団体の一部とし
て活動を展開するなどの方途を模索するべきかもしれない。

コラム 10-2 専門職団体における能力開発

海外ではノンアカデミック･キャリアのための専門職団体が多数設立され、資格認定や継続教育、ネットワーク作りの
機会提供などを通じて、ノンアカデミック･キャリアの能力開発やアイデンティティ形成に大きく貢献している。以下に主だ
った団体の活動内容を記す。EARMA、EIRMA についてはコラム 9-6、SRA についてはコラム 9-1 を、これらの団体によ
る知識の体系化についてはコラム 10-3 を、それぞれ参照されたい。
表：専門職団体の活動内容
団体名*

対象専門職種

国
シンポジウム・年会
ワークショップ
トレーニング・コース
サーティフィケート
オンライン・トレーニング
雑誌刊行
公募情報
知識体系の公開

AUA
大学アドミ
ニストレー
タ
英国
○
○
○
○

AUTM

MOT 人材

米国中心
○

EARMA

EIRMA

研究マネ
ージャー、
研究アドミ
ニストレー
タ
欧州
○

研究マネ
ージャー、
研究アドミ
ニストレー
タ
欧州
○

○

NCURA

RACC

SRA

大学・研究
の ア ドミ ニ
ストレータ

研究アドミ
ニストレー
タ

研究アドミ
ニストレー
タ

米国
○
○

米国中心

米国中心
○

○
○
○

○
○
○**

○
○

○

○***

○

○

*正式名称と URL は以下の通り
AUA: Association of University Administrators（http://www.aua.ac.uk/）
AUTM: Association of University Technology Managers（http://www.autm.net/）
EARMA: European Association of Research Managers and Administrators（http://www.earma.org/）
EIRMA: European Industrial Research Management Association（http://www.eirma.asso.fr/）
NCURA: National Council of University Research Administrators（http://www.ncura.edu/）
RACC: Research Administrators Certification Council（http://www.cra-cert.org/）
SRA: Society of Research Administrators International（http://www.srainternational.org/）
**Online Education Programs, Online Tutorial および Video Workshop（生中継視聴または映像購入）
***項目のみ

（齋藤芳子）
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コラム 10-3 専門職団体による知識の体系化
ノンアカデミック･キャリアのための専門職団体には、RACC（Research Administrators Certification Council、米国）や
SRA International（Society of Research Administrators International、米国、コラム 9-1 参照）のようにそれらを体系化し
て示しているところもある[1、2]。
[1] ‘Body of knowledge’, in: “Research administrators certification council”, Available from world wide web:
<http://www.cra-cert.org/body.htm>.
[2] ‘ SRA International Topical Outline’, Available from world wide web:
<http://www.srainternational.org/newweb/Publications/topicaloutline/>.
表 1 RACC による’Body of Knowledge’（5 階層のうち上位 2 階層のみ掲載）
I. プロジェクトの企画と運営

III. 財政マネジメント

A.情報収集と普及

A.予算、会計

B.プロジェクト提案関連

B.費用

C.審査の運営

C.スポンサーへの財政報告

D.倫理と専門家気質

D.監査

E.知的財産

IV. 一般的マネジメント

II. 法的要求およびスポンサーとの調整

A.施設・設備等

A.規制と制定法

B.契約と購入

B.コンプライアンス

C.記録類

C.政府/スポンサーへのアピールの仕方

D.人材

表 2 SRA International による‘Topical Outline'（3 階層のうち上位 2 階層のみ掲載）
I. 研究運営

－専門性－

IV. プロジェクト運営

A.研究運営

A.審査プロセス

B.研究運営担当者

B.基本契約

－審査後－

C.研究の使命

C.プロジェクト実施

D.中核となる価値

D.プロジェクト支援システム

E.研究者との交流

E.部局運営

F.研究運営とその他の業務

F.事業廃止

G.一般的マネジメント

G.プロジェクト後の仕事

H.研究運営のための制度・組織

V. 社会に対する責任

II. インフラストラクチャ

－社会の信頼を得るために－

－研究運営の枠組み－

A.コンプライアンスと保証

A.研究と研究運営の組織

B.プロジェクトの倫理・規範

B.条件環境

C.社会からの信頼の維持

C.法的枠組み

D.産官共同研究のダイナミクス

D.組織内能力開発

E.知的財産

E.研究における組織内投資

F.技術移転

III. プロジェクト開発

－審査前－

A.戦略形成
B.ファンド情報の収集と普及
C.スポンサーの構造、ルール、慣行
D.提案の種類
E.提案作成と提出
F.共同プロジェクトの作成
G.市場研究
H.審査前のスポンサーの役割
I.提出後のコミュニケーション

(齋藤芳子）
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■ 10.3. キャリアパスの多様化に向けて
ノンアカデミック・キャリアの発展のためには、その必要性が認識され、その職務内容や必要となる知識・スキルが明確に
なるだけでは十分ではない。キャリア・チェンジや流動化のための仕組みが存在する必要がある。これはノンアカデミック・
キャリアパスのための労働市場と言い換えてもよい。もっとも、労働市場は一般に、生鮮食料品の市場のように具体的な市
場として存在するわけではなく、人材の流動化を促すための仕組みの総体として存在するものである。ノンアカデミック・キ
ャリアの場合にも、そのような多様な仕組みを整備していくことが必要である。
第 9 章では、多様なキャリアパスが選択可能となって、その中にノンアカデミック･キャリアパスが浸透していくための、海
外の事例を紹介した。ここでは、日本で出現しつつある事例を紹介しながら、ノンアカデミック・キャリアの流動化促進のた
めの仕組みについて考える。

10.3.1. キャリア・チェンジ
キャリアパスの多様化においては、キャリアの様々な段階で様々な選択をするためのキャリア・チェンジの仕組みが鍵を
握る。以下に幾つかの可能な仕掛けを紹介する。

ジョブ・マッチング
科学技術振興機構（JST）が行っている研究者人材データベース JREC-IN や、雑誌『日経バイオテク』などをはじめとする
学会雑誌等の公募情報欄は、情報提供機能を果たしている。ただし研究職、教育職の募集が大半を占める。また、職種が
多様化するなかでは、一歩進んで、マッチング、斡旋のような機能が必要であろう。

キャリア・ガイダンス
研究者のキャリア・デベロップメントは個人の問題とみなされ、正面きって政策課題となることはこれまでにはなかった。せ
いぜい研究グループの長がプロジェクト人員を集めた責任上、プロジェクト終了時には面倒を見るべきであるという認識が
あれば良いほうだと思われている。研究機関等として、構成員のキャリア・デベロップメントへの対応は行われていない。し
かし、科学技術関連人材という広い枠組で人材の活用を考えるならば、キャリア・ガイダンスは不可欠であろう。我々のイン
タビューによると、研究機関によっては、キャリア・チェンジのためのガイダンスの重要性を認識し方策を模索し始めている。

アウトプレイスメント
第 8 章でも述べたように、科学技術関連人材という広い枠組で人材の活用を考えるならば、アウトプレイスメントも重要な
機能である。各研究機関にとっては、いまだ認識外であったり法的な煩雑さが問題であったりで、実施までの道のりは遠い。
機関を超えた連携が実現できるかどうかが今後の鍵となりそうである。国に頼らず、研究コミュニティの自助努力が発揮され
るべき事項であろう。また、アウトプレイスメントの準備を促進する活動は、各機関の責任として取り組んでいく必要がある。

出向
出向は日本独特のシステムと言われる。このシステムは日本の社会保障システムに適合しており、出向者に不利益が生
じないような仕組みになっているためか、頻繁に行われている。その中には公的研究機関や企業から総合科学技術会議
や文部科学省への出向など科学技術政策の現場を体験できるものや、企業から NEDO（新エネルギー・産業技術開発機
構）へ出向してファンディングの仕組みを知ることができるもの、省庁や公的研究機関から逆に企業に出向するものなどが
あり、出向がのちのキャリア・チェンジにつながる例もある。
従来は、国立研究機関、国立大学相互間の異動は、国家公務員の枠内での異動であり、比較的容易であった。しかし、
独立行政法人化、国立大学法人化の結果、これらの機関間の異動は、転職となるか、機関間の合意に基づいて出向とす
るかのいずれかになる。前者の場合は、個人的に経済的不利益を被ることになりがちであり、人材の流動化を妨げる障害と
なる。そこで、機関間で協力して、出向を容易にする方法などを模索する必要が生じてきている。
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コラム 10-4 Ｊリーグのアウトプレイスメント事業

Ｊリーグは、2002 年 4 月にキャリアサポートセンター（以下、ＣＳＣ）を設立した。選手協会がおこなった意識調査によ
り、多くの選手が引退後の生活に対して不安をもっていることが明らかになったことから始められた、引退後のキャリ
アをサポートするアウトプレイスメント事業（再就職支援、転職支援の意）である[1][2][3]。
Ｊリーグでは、多くの選手が引退後もサッカーに関わる仕事への就職を希望するが、それがかなうのは 3 割程度と
いうことである[4]。選手は、現役で活躍できる期間が短いにもかかわらず、また、引退後の生活に不安を持ちながら
も、企業等で働くための能力開発を行うこともなく引退の時期を迎える。
ＣＳＣでは、このような状況にある選手・ＯＢの引退後のキャリアをサポートする事業を行っている。現役選手を対象
にした、引退後のキャリアを歩んでいるＯＢとの交流会や、独立開業のためのセミナー、シーズンオフを利用したインタ
ーンシップ、引退選手に対しての出張相談会などを実施している。また、ホームページやビデオレターによる広報活動
を行うとともに、ＯＢの体験談や引退後の活動紹介、求人情報、サッカーコーチ求人、入学優待条件等付き学校情報
などを掲載したガイドブックの発行や、就学援助金の提供なども行っている。一方では、新しくＪリーグに加入した選手
に対する、「プロ選手としてのキャリアプランニング」のプログラムを実施し、エントリー時点からのキャリア意識の醸成
を図っている。

[1] 社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）キャリアサポートセンターのホームページ
http://www.j-league.or.jp/csc/index.html
[2] Ｊリーグ選手協会のホームページ
http://j-leaguers.net/
[3] 「元Ｊリーガーが、リクルートスーツに身を包む日」『Works』52 号、pp. 38-45、2002 年.
[4] 「同上」『Works』p. 41、川淵三郎氏、当時チェアマン談
（佐々木達也）

10.3.2. 能力開発
キャリア・チェンジをするということは、それまでの職務とは異なる新たな知識・スキルが要求されることでもある。それらを
効率的、体系的に身に付けられるような能力開発の機会が必要である。
ノンアカデミック・キャリアのための知識やスキルとその修得の方法については前述の通りであるが、ここでは、日本で萌
芽的に取り組まれている能力開発の事例を紹介する。

インターンシップ、フェローシップ
ノンアカデミック・キャリアの育成機会としては、NEDO フェロー（コラム 10-5）のようなフェローシップが既に実施されてい
る。科学技術振興調整費新興分野人材育成の一部にもノンアカデミック・キャリアに関連するものがある。
インターンシップやフェローシップは、業務を通じてノンアカデミック・キャリアを知ることができる有効な方策である。

トレーニング･コース、ワークショップ
NPO 法人サイエンス・コミュニケーションによる「サイエンス・ライティング講座」（コラム 10-6）、前述の JST による「PO／PD
研修」などのトレーニング・コースやワークショップが実施されている。
前述のようにワークショップのような創発的な相互学習の方式は、有効性が高いと思われる。
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コラム 10-5 NEDO 産業技術フェローシップ事業（実用化支援分野）

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による、若手の産学連携人材を育成するための産業
技術フェローシップ事業（実用化支援分野）は、国内で唯一のノンアカデミックなキャリアパスへのキャリアチェンジを促
すためのフェローシップである。このフェローシップの目的は、20 代から 30 代の大学院修了者や企業での研究開発・
事業経験者を、技術移転機関（TLO）や大学等の産学官連携部門において雇用し、OJT などを通じて育成することであ
る[1]。契約期間は 1 年であるが、3 年まで更新可能である。
本フェローシップの第一の特徴は、養成カリキュラムの審査が行われる点である。フェローシップによる養成事業を
受けるには、養成技術者（NEDO フェロー）と受入機関の指導担当者が協議し養成カリキュラムを作成して応募する必
要がある。NEDO 側は養成カリキュラムに基づいて審査を行い、養成技術者と受入機関を決定する。受入機関は
NEDO と委託契約を結び、フェローを雇用し、カリキュラムに沿って養成を行う（図）。

図 NEDO 産業技術フェローシップのスキーム[2]

第二の特徴は、NEDO 側（研究開発推進部）の様々な支援体制である。NEDO の担当者による年 1 回の機関訪問に
加え、継続審査時に必要に応じてフェローと受入機関の指導担当者との面談を行っている。この他に、ヘルプデスクを
設置してフェローからの相談に乗り、問題が生じた場合には NEDO の担当者がフェローと指導担当者との仲介を行うと
いうケアも行っている。また、フェローに対してニューズレター（「フェロー通信」）を発行し、情報の共有にも務めている。
フェローの半数は女性であり、その出身や終了後のキャリアパスも多岐にわたっている[3]。2002 年 12 月にはより一
層の知識の共有を図るために、フェロー経験者が中心となって全国若手コーディネータの会[4]が設立されている。

[1] このほかに大学・公的研究機関における産業技術研究を行う研究開発分野もある。平成 16 年度の養成技術者 90
名のうち、実用化支援分野が約 2 割（14 名）、研究開発分野が約 8 割（76 名）である。
[2] NEDO、『産業技術フェローシップ事業 事業概要』
URL (http://www.nedo.go.jp/itd/fellow/gaiyou.html)
[3] 日刊工業新聞（2004）「NEDO 若手人材育成軌道に 連携コーディネータ 女性が半数占める」日刊工業新聞、
平成 16（2004）年 6 月 7 日
[4] 全国若手コーディネータの会、『全国若手コーディネータの会』
URL（http://fiship.org/wakate_top.htm）
（小山田和仁）
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コラム 10-6 生化若手の会

生化学若い研究者の会（通称：生化若手の会）[1]は、日本生化学会の後援をうけて生化学・分子生物学・バイオテ
クノロジーなどの生命科学の分野に興味を持つ大学院生を中心に構成され、全国各地でシンポジウムやセミナーな
どを開催し、若い研究者のネットワークづくりを進めている。このようなシンポジウムやセミナーは各地の支部が中心
になって運営されている。このほか毎年 8 月頃には全国規模の『夏の学校』を開催しており、ワークショップ、研究交
流会、サブゼミ、ポスターセッションなどを 3 日間ほどの日程で行っている。とくに最近は「科学ライティング講座」、「科
学コミュニケーションの今」（以上 2004 年度）、「大学院生が研究者になるためのノウハウ」、「理系院生・ポスドクのた
めの新しいキャリアパス」、「実践！科学ライティング入門」（以上 2003 年度）、「科学ジャーナリズム論実践分科会」
（2002 年度）といったワークショップが盛んに開かれている。参加者は 100 人弱で学部生から社会人、助教授クラスま
で幅広い参加を得ているが、中心は修士･博士課程の大学院生である。ちなみに「ご自身が若いと思っておられる方
なら、どなたでも」というのが年齢に関する参加条件である。
若手が集まって自主的に始めたこれらの活動は、ネットワーク作りにとどまらず、新たな分野の開拓や外部への情
報発信の場として機能している。生化若手の会が中心となって 1998 年に発足した『研究問題メーリングリスト
(Research ML)』は、1000 人を超えるメンバーによってポスドク問題やアカデミックハラスメントなど種々の議論がなさ
れ、アドボカシー機能を果たしてきた。さらにはこのメーリングリストを契機として NPO 法人サイエンス・コミュニケーシ
ョン[2]が 2003 年に設立認可され、サイエンス･ライター講座開設や大学院ガイド本の作成などの活動を始めている。

[1] 生化学若い研究者の会 URL（http://www.seikawakate.com/）
[2] NPO 法人サイエンス・コミュニケーション URL（http://www.scicom.jp/）
（齋藤 芳子）

10.3.3. その他の取り組み
インターネットを利用した活動
「博士の生き方」という WEB サイトは、当初は博士号取得者の民間企業への就職という個人の体験を掲載したものだった
が、種々の相談などを受けキャリア・ガイダンス的な要素が強まり、ついには人材紹介会社と組んでジョブ・マッチング事業
を開始した。「研究問題メーリングリスト(Research ML)」や「研究する人生」（2004 年 2 月現在休止中）などの WEB 掲示板で
は、アカデミックハラスメントやポスドク問題などが、幅広く語られ、時にアドボカシーの機能を果たしている。

コミュニティの形成
同じような職種の、とくに若い世代が集まって緩やかな団体を形成する動きも出てきている。「若手コーディネータの会」
や「生化若手の会」が代表例であろう。産学官コーディネータ・科学技術コーディネータなどの官主導で配置されグループ
化された人材が、そのグループをもとに「コーディネータネットワーク会議」を立ち上げたという例もある。
既存の研究コミュニティにおける新しい動きとしては、男女共同参画関連のミーティングやコミュニティを横断して活動す
るための男女共同参画学協会連絡会の設立などがある。この連絡会では、文部科学省の委託事業として各学協会構成員
に対する大規模アンケート調査を実施、科学技術者に関する実態をレポート[男女共同参画学協会連絡会、2004]にまと
めている。とくに応用物理学会では、多様な科学技術者がより活躍できる環境作りを目指して、各種シンポジウム、ミーティ
ングを開き、積極的にアドボカシー活動を行っている[応用物理学会男女共同参画委員会、2004]。
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■ 10.4. まとめ
本章では、科学技術関連人材のキャリアの多様化について、とくにノンアカデミック・キャリアパスの観点から論じた。
まず、ノンアカデミック・キャリアの類型化を試み、つぎにそこで必要となる知識やスキルについて検討した。ノンアカデミ
ック・キャリアに必要な知識やスキルを示すことは容易ではないが、ここでは、

（1）業務の遂行に関する知識
（2）科学技術に関する知識・研究経験
（3）科学技術システム全般に関する知識
（4）研究活動の運営に関する知識
（5）一般的資質

を示した。これらの多くは、研究者となる者にとっても有益な知識である。また、人材の育成方法としては、

（1）ワークショップなどを通じた創発的学習
（2）大学、大学院等での共通教育
（3）OJT と自己啓発
（4）大学院レベルの専門的教育
（5）専門家団体などによる体系的トレーニング、資格認定

を取り上げた。ただし、「（3）OJT と自己啓発」については、注意深い姿勢が求められる。
最後に、キャリアパスの多様化のための仕組みについて整理した。このような「ノンアカデミック・キャリア」の育成に関する
議論は、知識社会で活躍するさまざまな専門的職業とも重なる部分があると思われる。

■ 参考文献
1.

応用物理学会男女共同参画委員会（2004）『応用物理学会男女共同参画委員会 3 年間のあゆみ』

2.

科学技術・学術審議会 人材委員会（2004）『科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して -科学技術・
学術審議会人材委員会 第三次提言-』（冊子およびオンライン閲覧可）、
URL（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/04072901.htm）

3.

総合科学技術会議（2004）『科学技術関係人材の育成と活用について』（冊子およびオンライン閲覧可）、URL
（http://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken040723_1.pdf）

4.

男女共同参画学協会連絡会（2004）『21 世紀の多様化する科学技術研究者の理想像―男女共同参画の推進のた
めに―』（冊子およびオンライン閲覧可）、
URL（http://annex.jsap.or.jp/renrakukai/2003enquete/PDF/2004ReportWeb.pdf）

■ 関連ＷＥＢソース
1.

『コーディネータネットワーク会議』URL（http://cd-network.jp/）

2.

科学技術振興機構『研究者人材データベース JREC-IN』URL（http://jrecin.jst.go.jp/）

3.

『研究問題メーリングリスト』URL（http://www.scicom.jp/research/）

4.

『博士の生き方』URL（http://hakasenoikikata.com/）

5.

『若手コーディネータの会』URL（http://fiship.org/wakate_top.htm）
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11. 新しい時代への対応

産業技術総合研究所 技術情報部門
小林 信一

■ 11.1. 政策提言についての考え方
本章では、科学技術人材の育成やその新しいキャリアパスの展開を促進するための提言を行う。すでに各章で問題の
提示や一部については解決すべき課題、解決の方向やその参考になる事例等について論じてきた。ここではそれらを改
めて政策提言の観点から整理し、まだ解決方法について述べていないものについても解決の方向性を示せるものについ
ては提示する。
まず、提言についての考え方を整理しておく。本調査研究では政策提言のタイプを以下のように考える。

（ａ）問題提起（政策課題の提示）
政策課題として取り上げるべき問題
問題の設定、フレーミング
（ｂ）一般的提言（必ずしも行政等への提言ではないもの）
研究者や関係者自身に対する提言
大学や研究機関など人材を雇用する組織に対する提言
人材養成機関としての大学に対する提言
学協会などの研究者、専門家の自律的組織やその他の組織に対する提言
（ｃ）制度上の問題点
改善すべき制度的問題と解決の方向性
既存の政策、プログラムの改善すべき点
（ｄ）新規プログラムの提案（狭義の政策提言）
問題解決に資する新奇性のある政策プログラムの提案

なお、新規プログラムの提案においては、独立行政法人化、国立大学法人化が進む中で、国が自ら責任をもって事業
等を実施するのではなく、各法人が問題を認識し、自律的、自発的に問題解決に取組むべき状況にあることを踏まえ、制
度や政府が自ら実施する事業の提案はできるだけ行わないこととする。たとえば、新規の組織の設置や統一的な基準・規
制の設定などは考えない。ただし、政府はそのための誘導を行うものとする。
そのように考えた場合、基本的な政策手段は、プロジェクトに対するファンディングと個人に対するフェローシップにつき
る。ただし、いずれの場合も従来のような狭い意味での研究に限定することは好ましくない。ファンディングにはトレーニング
のためのものやシステム改革を進めるためのものなども含めるべきである。また、フェローシップにはそのバリエーションとし
てインターンシップやトレーニーシップを含むべきである。
また、解決策としてはさまざまなものが考えられるが、将来の不確実性、変化の速さなどに配慮し、可能な限り、創造的で
あること（クリエイティビティ）、柔軟であること（フレキシビリティ）、状況変化などに迅速に対応できること（スピード）、多様性
を維持すること（ダイバーシティ）を政策プログラムの要件とする。したがって、プログラム自体が柔軟性や多様性を内包する
ものであることが望ましい。
当然ながら、上記の各種の提言は、既存の制度の枠内だけで考えられるものではない。従来なかったような概念の拡張
や柔軟な捉え方をする必要がある。既存の制度の枠内でできること、既存の制度の拡張や改変も視野に入れて提案するこ
ととしたい。
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以下では、提言のタイプに沿って個別の提言をまとめる。

■ 11.2. 問題提起−政策課題の提示
11.2.1. 科学技術人材問題の再発見
本プロジェクトの提案の最大の狙いは、科学技術人材問題を従来の捉え方から離れ、より広く捉え直すことにあった。代
表者自身、20年にわたって研究者や大学院修了者の需給予測やポスドク問題などの研究者養成問題に関わってきた。そ
こでは研究者を中心に、せいぜいが技術者の育成を中心に考え、研究者の範囲の中での流動性を考えてきた。しかし、そ
のような伝統的な問題の捉え方は、少なくとも1990年代の半ばには破たんしていた。その第1の要因はポスドクや流動的な
研究組織が無視しえない規模に拡大し、研究者市場が見えにくくなってきたことにある。従来のマンパワー需要アプローチ
や労働需給予測の枠組みは限界を迎えていた。また、パイプライン・モデルは、子どもの段階から人材問題を捉える点で
画期的なものであったが、やはり研究者中心であり、知識社会を前提とするとき、問題の捉え方は非常に狭いものであった。
現実の政策も、明確に意識されていたか否かは別にして、基本的にはマンパワー需要アプローチや労働需給予測の枠
組み、パイプライン・モデルに沿ったものであった。そこでは明らかに、研究キャリアを中心として考え、他の職業とのあいだ
の移動が少ない、専門性の高い職業として研究職を捉えていた。せいぜいが、研究者から他の職業への一方向的な移動
のみを想定していた。
しかし、現実はそうではなかった。大学から民間企業の研究者、技術者へと転職する者は多くなかったが、その逆は拡大
してきた。さらに、専門職大学院制度の創設により実務家教員というカテゴリーが登場し、ますます逆の流れを促進すること
になった。これらは例外的なものと考えられ、後者の場合は特別な枠を設けたが、以前から同様の人材の動きは存在して
おり、決して例外ではない。つまり、現実は、研究者の市場はかなり開かれたものとなりつつあったのである。
それにもかかわらず、大学院の人材養成は、研究者養成を第1に考える風潮が支配的であり、それはまた、政府の研究
開発資金の増大やそれにともなう大型の研究活動が広まる風潮と符合した。ポスドクの増加も研究活動上のニーズと合致
した結果である。しかし、労働市場はより膨張し、研究者だけを考えていればよいという状況ではなくなってきたのである。
このような混乱した状況の中では、先入観に捕われることなく、現実を冷静に見据えていくことが重要である。そこで、
我々は「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」という一見したところ矛盾に満ちたコンセプトを持ち出し、問題の捉え方を、
従来の延長上ではなく、別のものにしていくことを狙った。幸いにも、我々の研究提案は採択され、我々の意図した問題認
識の転換は、プロジェクトの進行を待つことなく、はやくも各種審議会や総合科学技術会議でも取り上げられることになり、
一定の成果をあげることができた。
ここで、基本的な考え方を整理しておこう。まず、対象とする問題を大きく3種に分けて考える。すでに本報告で示してき
たとおり、科学技術人材をめぐる問題には、

（ａ）狭義の研究人材、とくに若手研究人材の育成やキャリア開発
（ｂ）科学技術システムの運営を支える人材
（ｃ）多様な専門的な仕事に従事する新しいタイプのキャリア

といった広がりがある。わが国の研究活動を今後とも活力あるものとし、また社会が発展していくためには、狭義の研究人材
（ａ）のみならず、それを支えるさまざまな人材（ｂ）に対する配慮も必要である。さらには、科学技術と社会との有機的な連携
を進め、社会そのものがより知的になり、またそのような状況の中で発展していくためには、科学技術に関する高度な知識
や経験を持つ者（ｃ）が社会の中に浸透していく必要がある。それぞれは固有の側面があると同時に、結局は労働市場によ
って結び付けられているのであり、とくに人材養成の問題としてみる場合には、それらを総合的に捉える必要がある。また、
人材の流動も狭い範囲で考えるべきではなく、これら全体を視野に入れる必要がある。さまざまな政策は、ａのみならず、ｂ、
ｃにも波及するものであり、ａ、ｂ、ｃのうちのいずれかの人材の育成のために他の者の育成にマイナスの効果を与えるべきで
はなく、すべてにとって効果的なものであるべきである。
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このような考え方に基づいて調査研究を進めることにより、伝統的な研究者キャリア（ａ）ではなく、現実にはｂやｃのような
キャリアを指向するトレンドが現実に存在していることが明らかになった。研究者養成の観点からだけ問題を分析していると
このような指向を持つ若者の存在は、データ上でも誤差、分類不能として捉えられてしまうが、問題の枠組みを変えれば、
それらは新しいトレンドとして浮き上がってくる。そのようなキャリアの存在、そのような指向を持つ若者の存在が、明示化さ
れることによって、その傾向がいっそう拡大する可能性があるだけでなく、関係者の認識が変わっていくことを期待したい。
政策的問題としては、これらを総合的に扱うべきである。なお、本来であれば、大人だけでなく、そこにいたる子ども時代
の問題も視野に入れるべきである。本調査研究ではこれらの問題については直接的には扱わなかった。ただし、アウトリー
チ活動、科学技術ジャーナリズム、サイエンス・コミュニケーションなど、ｂの一部は、この問題と関連する。

11.2.2. 科学技術システム運営に関わる職務の確立
前項でｂとして示した人材が担う「科学技術システム運営に関わる職務」（ノンアカデミック・キャリア）を独立のキャリアとして
明確に位置づけるべきである。これが本調査研究の第2のねらいである。本調査研究で「ノンアカデミック・キャリア」と呼んだ
研究企画、研究管理、研究評価、研究広報、研究倫理、産学連携コーディネータ、さらにはプログラム・オフィサー、プログラ
ム・ディレクター、科学技術政策立案やその他の科学技術システム運営を支える職務は、相互に関連性を持った一群の職務
として着実に成長している。これらの職務は科学技術の発展にとって、研究活動とともに両輪をなすものであり、固有の専門
性を必要とする知的な職務である。科学技術政策上、また各研究機関では、これらの職務を独立のキャリアとして社会的に認
知されるように位置づけるべきである。この職務のイメージについては10章で述べたが要点を再度示しておきたい。
「ノンアカデミック・キャリア」の職務・職域は多岐にわたる。しかし、いずれも科学技術活動を支える活動であり、研究開発
活動に従属する職務ではなく、独立の職務である。したがって、「ノンアカデミック・キャリア」は、研究者や技術者と協力・連
携しつつ、科学技術の発展やその社会的貢献のために活動する。「ノンアカデミック・キャリア」は長期間の研究経験を積ん
だ者がキャリアを転換して参入するケースも考えられるが、それに限定されるべきではない。ポスドク経験者、博士課程修了
者、修士課程修了者等の多様なルートからの参入が望まれる。また、企業内の職務経験を有する者など、より広範な経験
を有する者が参入して活躍することも期待される。つまり、多様な経験を生かして科学技術の発展や科学技術と社会の共
進化のために活躍してもらうことが望まれる。
しかし、「ノンアカデミック・キャリア」には固有の専門性があり、過去の経験にのみ頼らずに固有の能力やスキルの開発に
努めなければならない。（1）業務の遂行に関する知識、（2）科学技術に関する知識・研究経験、（3）科学技術システム全般
に関する知識、（4）研究活動の運営に関する知識、（5）その他の一般的資質（コミュニケーション能力、変化に対する柔軟
性、幅広い関心）、といった知識･スキルが、「ノンアカデミック・キャリア」にとって必要だと考えられる。これを多様な方法で
学習していかなければならない。そのための機会や手段を研究機関や各種機関は提供するように努めるべきである（関係
機関の役割については、以下で個別に述べる）。
このような人材の育成における大学の学部教育、大学院教育の役割は大きい。もっとも、「ノンアカデミック・キャリア」の養
成にのみ特化する教育プログラムを設定することは必須ではない。むしろ、（1）業務の遂行に関する知識、（2）科学技術に
関する知識・研究経験、（3）科学技術システム全般に関する知識、（4）研究活動の運営に関する知識、（5）その他の一般
的資質（コミュニケーション能力、変化に対する柔軟性、幅広い関心）、といった「ノンアカデミック・キャリア」の育成に必要な
教育内容やそれを実現するための教育上の工夫は、研究者・技術者の育成にとっても意味があり、さらには知識社会を担
う多様な専門家の育成にもつながっていくものと思われる。その意味では、大学における人材育成そのものを知識社会に
ふさわしいものへと転換していくことが望まれるのである。
この事項に関する個別的提言は、以下の関連するところで述べる。

11.2.3. ポスドク問題の変質
本プロジェクトの第3のねらいは、ポスドク問題が変質していることを社会的に認識してもらうことにあった。
従来はポストドクター等1万人支援計画の社会的インパクトが大きかったために、ポスドクといえば伝統的なフェローシッ
プ型ポスドクを中心に考える傾向があった。しかし、現実はプロジェクト雇用型ポスドク、機関雇用型ポスドクが急増している。
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しかし、それらは多様であり、制度的に一元化されているわけではない。各機関の中に散在し、機関内の構成員としての固
有の扱いがなかったため、機関雇用型ポスドクはマスとして認識されにくかった。
世の中で生じる変化にはいくつかのタイプがある。第1に、あらゆるところで大きい変化が同時に起きる場合には、社会的
に問題が認識されやすい。第2に、一部で生じても、それが特異性を持っているためにその場で強く認識される場合には、
シンボリックな変化の発生として認識されやすい。とくに、発生する場が社会的に注目されるものであれば、問題は顕在化
しやすい。人材問題では1980年代末の「理工系学生の製造業離れ」はその種の変化であった。一方、社会全体としてみ
れば大きい変化であっても、それが分散的に生じている場合には、それぞれの場で例外的な問題と捉えられ、社会的な問
題として認識されにくいという第3のケースがある。社会的な変化は、当初は第2もしくは第3のパタンをとるので、政策的議
論は、そのような変化に敏感であることが必要である。このとき、第2の変化は察知しやすいが、第3の変化は変化が大きく
なるまで見過ごされがちである。
昨今のポスドクの拡大は、当初は第3のパタンであった。さまざまな機関で、ポスドク採用が広がったが、どこの機関でも
最初は例外的存在でしかなかったし、機関雇用型ポスドクは基本的に各機関の問題であったため、社会的問題としては認
識されにくかったのである。そのため、ポスドク問題と言えば、ポストドクター等1万人支援計画に関する議論しかなかった。
本プロジェクトの狙いの一つは、そのような社会的認識に変更を求めることにある。
幸い、この点についても、少なくとも政策レベルでは問題に対する認識が進んできた。しかし、大学の人材養成の現場に
いる教員の中には、いまだに局所的な認識、例えば、学生の就職が改善されている、博士に対するニーズが拡大している、
といった断片的な認識しかない場合も少なくない。また、国立大学法人化にともなって、機関雇用型ポスドクの制度的整備
を進めている大学もある一方で、雇用形態や処遇の整理に着手していない大学もあるなど、社会全体で問題が共有されて
いるとはいえない状況にある。

■ 11.3. 一般的提言
11.3.1. 研究者や関係者自身に対する提言
1）学生やポスドクに対する提言
学生やポスドクは、研究者にとどまらないキャリア・デベロップメントを自ら行う必要がある。自分たちの活躍の場は、狭い
意味の研究に限らない。専門的な知識を生かして、研究活動を支援する仕事や科学技術の発展を支える活動に従事する
機会もある。社会のために自らの能力を生かしたいのであれば、産業界で活躍することもできるし、研究開発活動と社会を
結ぶ活動領域もある。そのようなキャリアを自ら開拓していく意気込みが必要である。そのためにも、狭い範囲の研究活動
だけでなく、幅広い学習や社会経験を積んでおくことが望ましい。
また、自らの研究環境やキャリアについて一人で考えるのでなく、仲間と情報を共有し、一緒に考え、必要があれば社会
に向けて問題提起をするべきである。また、自分たちの努力で解決できることは、自分たちで解決することも必要である。
2）研究者に対する提言
研究者は、自分自身のキャリアに対する責任を持つべきである。研究活動に対する社会の期待を知るためにも、できるだ
け研究以外の職務の経験を積むことも望まれる。また、研究活動の社会的波及や研究活動の長期的な発展のために、子ど
もたちを含む一般の人々に対するアウトリーチ活動などにも注意を払い、できるだけ積極的に関与していくことが望まれる。
また、自らがポスドクを雇ったり、学生を指導したりする立場にある場合には、彼らとの対話を十分に行うことが必要である。その
ような対話によって、お互いの役割や期待を理解し、オーサシップなどをめぐる争いや、アカデミック・ハラスメントに陥る危険を回
避できる。そのためにも、研究倫理を含むアカデミック・インテグリティ（学問的誠実さ）に対する理解を進めるべきである。
また、ポスドクや学生の育成に責任を持つ必要がある。彼らは、就職機会に恵まれない可哀想な存在でもなく、また単な
る研究のための労働力でもない。彼らは、将来の研究活動や科学技術に関わるさまざまな活動を担うためのトレーニング途
上にある。将来の科学技術を支える子どもたちや学生、ポスドクの育成に対して無責任な研究者は真の研究者ではないと
認識するべきである。
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3）科学技術システム運営に関わる職務に携わる者に対する提言
研究企画、研究管理、研究評価、研究広報、さらにはPO／PDやその他の科学技術システム運営に関わる職務は、研究
活動に比べて劣った職務ではない。固有の専門的能力が求められる職務であり、その活動を通じて、科学技術や社会の
発展に貢献できる仕事である。そのためには、自発的に能力開発を進めるべきである。また、専門家団体や専門家ネットワ
ークの相互学習を通じて、知識や経験を共有するとともに、職業アイデンティティを確立していくべきである。
さらには、彼らが中心となって、科学技術政策を支えるコミュニティを形成していくべきである。彼らは、ある意味では、科
学技術政策にもっとも身近に触れている存在である。その経験や専門性を国の科学技術政策に生かしていくべきである。
このような科学技術政策コミュニティが形成され、必要な情報を収集するチャネルを持つことは科学技術政策にとっても重
要である。

11.3.2. 大学や研究機関など人材を雇用する組織に対する提言
1）研究人材に関わる事項
各機関は、ポスドクを含む研究人材全体の人事、労務等に関する人事ポリシーを策定するべきである。そこでは、財務
計画とリンクした長期的な採用方針や育成方針を明らかにし、透明性のある人事を展開してくべきである。
また、その中には、これまで参入の程度が不当に低い人材群の参画のための方策についても明記し、体制整備を進め
る必要がある。ポスドクの雇用や育成についても、人事ポリシーにしたがって、明確化、体系化するべきである。
なお、とくにポスドク雇用のあり方を体系的に整理していく上では、いくつかの機関が先導して雇用契約のモデルの開発
などに取組み、機関によって極端にポスドクの処遇や位置づけが異なることがないようにすべきである。
2）研究関連人材に関わる事項
ある程度の規模の大学、研究機関では研究企画、研究管理等の活動に関わる人材を明確に位置づけ、その育成に責
任を持つべきである。現段階では、研究者からの一時的異動で対処している場合にも、その適性を判断し、なるべく専門
的人材として育成していくことで、その専門職としての位置づけを明確にしていくべきである。また、外部から採用している
場合にも、現段階ではその専門性が確立していないために、自己流に陥りがちである。それを避けるためにも、外部の同
種の専門的活動をする人材との交流を進めるなど、その専門性の向上に努めるよう促すべきである。規模が小さい機関で、
この種の専門的人材を置けない、または置ける場合でも少数の場合には、外部との協力で、専門性の育成に努めるべきで
ある。また、これら活動の外部化やコンサルティング機能の利用も検討されるべきである。
また、今後は、外部研究資金の処理に対する責任が増してくると思われる。単に経理的側面のみならず、対外的報告等
も含めて、組織として責任ある処理を進める必要がある。担当する職員の専門性を高める必要がある。
今後は、大型のプロジェクトが登場する可能性がある。海外の動向をみても、研究センターや研究プロジェクトに、研究面
のリーダのほかに、研究活動の企画や調整、外部との調整を担うプロジェクト・マネージャーやコーディネータが置かれる傾
向がみられる（コラム11-1参照）。同様の人材の配置は国内でも一部みられ始めている。研究活動をより効率的に進めるため
にも、また研究成果の社会的活用を効果的に進めるためにも、できるだけ、このような専門的人材を配置することが望ましい。
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コラム11-1 融合的研究プログラムにおける人材育成の例2：CSBi

CSBi（Computational and Systems Biology Initiative）[1]は、マサチューセッツ工科大学（MIT）における生命科学と
工学、情報科学の融合的研究イニシアティブである。CSBiには、School of Science、School of Engineering、Sloan
School of Management、Whitehead Institute for Biomedical Researchといった複数のスクール・研究所から90名以上
のFacultyが参加し、複雑な生命現象の体系的な分析を目的として、教育研究を行っている。
融合的研究イニシアティブであるCSBiには以下の特色がある。

（1）融合的研究人材の教育・育成
CSBiは独自の博士号プログラム（CSB Ph.D. Program）を持っており、新しい融合的研究人材の育成に力を入れて
いる。学生はシステムズ・バイオロジーなどのコア・クラスを受けるほかに、3つ以上の専門領域のクラスを取る必要が
ある。また、学生が様々な専門分野の研究内容や研究文化に触れることを目的として、3つの研究グループにそれぞ
れ1ヶ月間参加して研究を行うことが要求されている。また研究倫理に関する講義も必須科目である[2]。CSBiは、この
ような教育プログラムによって、融合的研究に必要な、視野が広く、様々な研究分野とコミュニケーションを行うことが
できる人材を育成することに取り組んでいる。

（2）研究マネジメントの専門職の存在
CSBiでは、ポスドクとしての研究と企業の戦略部門における実務の両方の経験を有する人材が、Executive
Directorとして研究マネジメント業務に就いている。CSBiでは、多様な専門領域の研究者が参加し、かつ、国内外の企
業やシンガポール政府などからも資金を得ているため、それに関連する業務を行うマネジメント専門職が必要とされて
いるからである。

（3）研究の発展におけるファンディングの役割
新しい融合的研究の試みであるCSBiの発展は、ファンディング機関の支援によるところが大きい。CSBiは、ハイリス
ク研究に対する支援を行っているDARPAのBio-Info-Micro (BIM) プログラムのプロジェクトとして始まり、その後、融
合的研究を促進することを目的としたNIHロードマップによる複数のファンド（Center for Cell Decision ProcessやT90な
ど）を受けて、現在の形になっている。このように、研究の発展のそれぞれの段階に対応した形のファンディングによる
支援があることが、このような新しい研究の発展につながっている。

[1] CSBi, CSBi: Computational and Systems Biology at MIT [on-line], Available from world wide web:
< http://csbi.mit.edu/>.
[2] CSBi (2003) “The CSBi Annual Report”, in: CSBi [on-line], Available from world wide web:
< http://csbi.mit.edu/whatis/csbiannualreports/2002-2003/annualreport_all>, pp.12-13.
[3] DARPA, Bio: Info: Micro Program [on-line], Available from world wide web:
< http://www.darpa.mil/dso/thrust/biosci/bim/index.html>.
（小山田和仁）

一部では、実質的にはポスドクだが、形式的に研究支援者、実験補助者等として採用している例もみられる。このような
処遇は、一時的にはやむをえない面があるとしても、健全な方法ではない。このような事態を避けるためにも、研究支援者
キャリアを明確にし、研究支援者は固有のキャリアとして位置づける必要がある。あるいは、これを人材派遣により対応する
など、明確化する必要がある。
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3）ノンアカデミック・キャリアに関わる事項
研究者自身が職場を一定期間離れて起業に専念するなどの起業休暇制度は、研究公務員特例法においては一定の
ルールが存在したが、非公務員型の法人に移行した機関においては、新たに制度を整備する必要がある。このような制度
は、国際的にみて標準的なものにしていく必要がある。また、研究者がアウトリーチ活動に携わることを推奨するべきである。
これらの活動を通じて、研究者が他の職種に転換することを促進していくべきである。
これ以外の制度も含め、機関はアウトプレイスメントについて責任を持つべきである。中高年の職員、退職予定者のアウ
トプレイスメントのみならず、任期付き採用のスタッフのアウトプレイスメントに関しても、ある程度の責任を持つ必要がある。
現行制度では、研究者はその専門性ゆえに、任期終了後の扱いについてはあまり配慮する必要がないが、社会全体とし
てみた場合、優秀な人材の確保のためにも、ある程度の対応が必要である。これは、一般職員のアウトプレイスメント活動
の一環として対処していくことが適当であろう。
国立大学や国立研究機関は、法人化したことにより、研究者やその他の職員の相互異動は容易ではなくなってきた。従
来は国家公務員として、退職金なども通算でき、異動が容易であった。しかし、法人化したことで、機関間の異動は容易で
はなくなってきている。現在は、機関間の協定等により、従来よりも狭い範囲での異動は不利益ではないものの、その範囲
を超えると異動のためには退職しなければならない、また併任ができない、等の問題が生じている。人材の流動化のために
は、退職金制度を廃止するか退職金の引当金制度を確立する、また年金制度を根本的に改革する等が必要であるが、当
面は、より広い範囲での人材の異動を実現することが現実的である。
この際、2機関のあいだで個別に対処したり、包括的な協定を結ぶなどの対応が図られているが、できれば私立大学や
民間企業も含む形での総合的な協定を結び、専門の調整機関を置くような形が模索されるべきである。このような機関や仕
組みは、大学や研究機関の自発的な提案によって実現する必要がある。この調整機関は、人材流動化のためのプラットフ
ォームとして機能することになり、場合によってはポスドクや流動的人材の一時的雇用機関として、人材派遣機関として機
能する方向も検討されることが望ましい。また、人材流動に関する情報流通機関としても位置づけられるべきである。あるい
はこの種の機関を営利企業、非営利団体として設立し、各機関がそこと協定を結ぶという方法もありうる。

11.3.3. 人材養成機関としての大学に対する提言
1）メジャー・マイナー制度
メジャー・マイナー（主専攻・副専攻）制度は、日本の大学ではあまり一般的ではないが、学生の知識の幅を広げるため
にも積極的に導入を進めるべきである。これまでの国立大学の教育および組織は制度的に、メジャーのみによって構成さ
れてきたという面がある。マイナーとしては需要が大きいながらメジャーの学生が少ない分野は存在しにくく、その結果とし
て教育内容に柔軟性が欠けるきらいがあった。幸い、法人化したことで、そのような制度的制約はなくなったので、マイナー
としての役割を中心とする教育組織等の存在を積極的に認めていく必要がある。
2）科学技術政策、科学技術システム、科学技術コミュニケーションに関する教育
マイナーというほどでなくとも、大学院レベルでは科学技術政策や科学技術システムに関する教育、科学技術コミュニケ
ーションに関する教育等、共通科目化するべきものもある。これらは、研究者になろとする者にとっても、科学技術システム
の運営や研究企画、研究管理等の仕事に進もうとする者にとっても有益である。大阪大学は、平成17年度からの全学的導
入を予定しているが、同種の試みは波及していくことが期待される。
なお、科学技術政策、研究開発管理、科学技術コミュニケーション、科学ジャーナリズムなどの専門人材の育成プログラ
ムを独自のものとして設置することは現段階では現実的でない。当面は、この種の共通的教育活動の一部に、それをメジャ
ーとする教育プログラムを併設していくことが望ましい。つまり、この種の教育に携わる組織にも小規模なメジャーを設置す
べきであり、そこで専門的な人材育成を進めることがのぞましい。その際には、従来型の入学定員制度にとらわれることなく、
小規模なプログラムとして活動し、必要に応じて規模を拡大していけばよい。
そのようなものの中から、科学技術政策、研究管理の専門的プログラムとして特色のあるものが登場することは、歓迎す
べきである。アメリカでは、ジョージ・ワシントン大学、ジョージア工科大学などにすぐれたプログラムが存在している。ELSI
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（Ethical, Legal, and Social Issues）人材の教育にはコーネル大学が乗り出すなど、個性的な取り組みもみられる。日本でも
そのような特色あるプログラムが登場することを期待するが、最初から大規模に展開することは現実的ではないだろう。唯一、
MOT（技術マネジメント）については、わが国でもすでに取組み始めているが、専門的プログラムとしてよりも、共通科目とし
ての位置づけが普及することが望まれる。
3）教育方法の工夫
大学は多様な人材の育成に取組むべきである。このためにも、教育方法の改善に努めるべきである。とくに、融合的研
究を通じた人材育成（コラム9-11、9-12、11-1参照）への取り組みは今後の日本の大学における重要課題である。融合的
研究を通じた人材育成は、学生が将来産業界で働く上でも有益だとの見解もある。
また、アメリカのレンセラー工科大学では、多分野の参画による問題解決型教育の試みも行われている。通常のPBL
（Project Based Leaning）は工学の範囲の中で実施されるが、レンセラー工科大学では芸術や人文社会科学も含むような
多分野の協力で実施されている。この種の教育方法の工夫にも挑戦していく必要がある。
4）インターンシップ等
大学院段階でも、企業等におけるインターンシップを実施することが望ましい。インターンシップは、将来研究者となる者
にとっても、社会の中での科学技術の活用や科学技術に対する期待を理解する上で貴重な体験となる。さらに、大学院に
おいても、キャリアガイダンスを充実していく必要がある。

11.3.4. 学協会などの研究者、専門家の自律的組織やその他の組織に対する提言
1）学協会に対する提言
学協会も、人材問題に対する関心を持ち、自発的な取り組みをするべきである。学術大会やシンポジウム等の活動の中で、
当該分野の研究活動を取り上げるだけでなく、科学技術政策、科学技術システム、産官学連携、アウトリーチ等の話題も取り上
げ、そのような話題に若手研究者が参加する機会を増やしていくべきである。また、ノンアカデミックな活動のモデル・ケースの
紹介や若手研究者に対するキャリアガイダンスの機会なども提供していくべきである。アカデミック・ポストに関しては、公募情報
を流通させる工夫をしている例もあるが、ノンアカデミックな活動についても採用情報を流通させるように努力すべきである。
2）民間企業に対する提言
大学院段階のインターンシップを実施する際には、その受け入れをするべきである。ただし、研究開発関連業務のみな
らず、多様な職場での受け入れをすることを検討すべきである。
また、企業内での博士課程修了者等の位置づけを明確にし、その活用を図るべきである。研究開発にとどまらず、多様
な職場での活躍を期待したい。
3）専門家団体等に対する提言
科学技術システム運営、研究企画、研究管理、アウトリーチ等の専門家の団体をぜひ設立し、ワークショップやシンポジ
ウム等を通じた交流活動、相互学習活動を実施し、専門性の確立、体系化を進めるべきである。また、組織化することによ
り、この種の専門家の立場から、科学技術政策等に対するアドボカシー機能を果たしていくべきである。
また、この種の団体に限らず、ＮＰＯ等の形態でもよいので、この種の人材のジョブマッチング、転職支援のための活動
を実施することが期待される。
4）政策、システム運営関係機関に対する提言
研究者や、研究管理、研究企画関係者について、人事交流、研修・出向の受け入れ等を拡大したり、トレーニング・コー
スを実施したりすることを期待する。また、インターンシップや関連する業務のフェローシップ制度が創設される場合には、
積極的に受け入れるべきである。
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また、法人化の結果、政府が大学や研究機関を直接統制する方式はとれなくなりつつあるので、シンポジウム等の開催
を通じて制度や政策についての情報を恒常的に普及させる必要がある。これもまた、関連する専門家の情報入手や学習
機会となる。ただし、必ずしも政府機関やファンディング機関等の科学技術システム運営関係機関が主催する必要はない。
AAASが同趣の会議をAAAS Forum on Science and Technology Policy（かつてはAAAS Colloquiumと呼ばれた）として実施
しているように、専門家団体などが主催してもよい。

■ 11.4. 制度上の問題点
11.4.1. 独立行政法人、国立大学法人の制度に関する提言
現段階では、独立行政法人制度には解決すべき問題が少なからず存在している。
とくに、財務制度と会計制度、さらには人事制度とのあいだで矛盾する面があり、調和させる努力が必要である。例えば、
外部資金に職員の人件費をどのように含めていくかという問題がある。民間からの受託研究の場合には、適正な人件費相
当額を請求することが望ましいが、そうだとすると運営費交付金には人件費が含まれているので、改めて人件費を請求する
と二重取りの可能性が高い。人件費を請求しないと、特定企業に対して不公正にメリットを供与していることになる。一つの
解決方法は、人件費相当分を国庫に返上するということになる。一方、公的資金の場合には、人件費を請求すると、運営
費交付金には人件費が含まれているので、やはり二重取りの可能性が高い。したがって、人件費は含めない方が望ましい。
しかし、現実には、このような方法はとられず、あらかじめ民間等からの人件費相当額は運営費交付金から削減してあり、公
的外部資金の研究活動のための人件費はあらかじめ運営費交付金に含めてあると解釈するようである。そうだとすると、民
間からの受託研究は増やすとメリットがあるが、公的研究資金を獲得すると人件費部分は損をすることになり、人件費の観
点からは公的資金は獲得しない方がいいということになる。
このことは、ポスドク問題にも影響を及ぼす。公的研究資金を獲得した場合の一つの解決方法は、専任スタッフの時間を
あまり使わないことである。そのためには、ポスドクをその資金で雇用して研究を進めることが必要になる。このようにして、
プロジェクト雇用型のポスドクが増えていくことになる。一方で、ポスドクにもさまざまな制約がかかってくることになる。例え
ば、すでに述べたように、プロジェクトの費用で雇用されたポスドクは、プロジェクトに関係しない学会のセッションに参加で
きない場合も生じる。また、社会保障に関わる雇用者負担金、自己負担金は月単位で徴集されるので、月の途中で別の資
金によるポスドクに移行する場合には、間接費や運営費交付金なども含めて適切な処理をすることが必要になるが、法人
内の制度づくりが煩雑になり、標準的な処理方法が確立していないという問題もある。さらに、ポスドクは自らが代表となっ
て外部研究資金を獲得することができる場合もあれば、できない場合もあり、一貫性に欠ける。これらの事態は、ポスドクだ
けではなく、特任教授の場合にもかなりの程度あてはまることになる。しかし、すでに述べたように、これらの原則にはグレー
ゾーンが多く、明確になっていない面が多々ある。
また、人件費相当額としては退職金相当額も含まれるべきであるが、国立大学法人、独立行政法人会計には退職金引
当の考え方が存在しないため、もし民間企業等からの受託研究において退職金引当相当額を請求しても、その適正な処
理ができないことになる。また、ポスドクや任期付研究員の処遇の透明化、流動化の促進のためには、退職金制度を廃止
し、年俸制に移行するなどの措置も必要になる。しかし、退職金引当金がないため、既存の職員については、年俸制へ移
行することは実質的に不可能であり、結局はポスドクや任期付き研究員の処遇の透明化には限界がある。国の財政事情を
考慮すれば、退職金引当を明確化することには限界があると思われるので、過渡的であっても、なんらかの対処をする必
要がある。
なお、外部資金の間接費を活用することで、これらの問題を回避することもできると思われるが、公的資金については、
間接費の処理についても制約が大きく、研究活動には適していない面がある。
これらの問題の詳細にわたる解釈については、かならずしもすべての法人において共有されていないと思われる。研究
活動の観点から、問題点を洗い出し、ルールを明確にする必要がある。
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11.4.2. 労働法規・慣行等
労働法規、労働慣行についても、研究活動に適していない面がある。とくに、ポスドク等の若手研究者が自らの努力をし
ようとする際には、労働時間の制約等により、努力にも限界がある。この問題は、研究者に限らず、専門家が雇用関係を持
ちながら、組織内で活動する場合に問題となる。すべての専門的職業が組織から独立している場合には問題はないが、知
識社会では、一般の労働者と独立した専門家の中間的職業が増えていくと思われる。彼らはワーカーとしては独立性が高
いので、独立労働者（Independent Worker）であり、請負契約ではなく雇用契約により業務を遂行する専門家であるという
特質を有する者である。
このような職業について、労働基準法の規制を緩和していく必要があることは認識されており、規制改革会議などでもホ
ワイトカラー・エグゼンプションの問題として検討されている。単に、研究者問題にとどまらず、知識社会の働き方の問題とし
て、見直していくことが必要である。
年金、退職金問題にかかわる制度や社会的慣行はかなり変わってきた。しかし、依然として移動しやすい制度にはなっ
ていない。労働者の保護と流動のバランスに配慮しつつ、変えていく必要がある。

11.4.3. 公的ファンディング制度（外部資金）に関する提言
1）公的ファンディングの多元化、多様化
公的ファンディング制度については、すでに述べたように、研究評価の多元化を進め、人材育成を重視していくとともに、
アウトリーチなども重視するべきである。研究活動に研究以外の目的を持ち込むべきではないという考え方もあるが、わが
国の科学技術活動の持続的な発展に貢献しうるか否かを評価基準に含めていくことは当然のことである。
また、このような立場からは、研究費の概念を拡張していく必要がある。（研究者のみならず子どもたちを含めて）人材育
成のための資金や周辺的活動へのファンディングも研究費として捉えていく必要がある。人材育成のためのファンディング
やキャリア転換を促進するためのフェローシップなどを充実していくべきである。
テクノロジー・アセスメント、ELSI研究、アウトリーチなども、アメリカでは研究費の数パーセントを充てる方式がほぼ確立し
ている。バイオテクノロジーに関しては、NIHが毎年十数億円相当を費やしている。ナノテク研究では、法律にも明記され、
これらの活動が推進されている。これらの活動を研究活動の一環として進めることは、国際的にみれば一般的である。わが
国でも、これらを研究活動の一環として位置づけ、研究資金を充当していくべきである。そのことを通じて、科学技術システ
ムの運営や研究企画・管理等のノンアカデミックな活動の充実を図り、科学技術を総合的に推進していくべきである。
2）公的ファンディングのルールの明確化
すでに述べたとおり、研究代表者、研究分担者の資格について整理する必要がある。これは、財政・会計制度とも関連
する問題なので、容易ではないかもしれないが、透明性のある制度を構築する必要がある。
各機関においては、外部資金の機関経理化を進め、研究代表者のみならず管理責任者を明確にし、研究管理を充実し
ていく必要がある。公的資金は研究活動の実態にそぐわない面もある。それが原因となって、研究費の不正な利用、不適
切な雇用等が発生しやすくなっている。これらの問題の責任は研究者自身にあることは確かであるが、個人的な責任追及
だけでは根本的には解決しない面もある。アメリカなどのように、研究管理の体制を整備し、事務処理等については管理責
任者を明確化し、研究代表者と共同責任を負う形にしていくことが望ましい。また、このことによって、研究管理業務の専門
性も確立していくことが期待される。
一方、これらの管理責任者を雇用するための資源は間接費などに求めることになると思われるが、そのためには、間接費
の柔軟な扱いを可能にしていく必要がある。現在の間接費の制度では、繰り越しや使途制限があり、現実的には困難が多い。
3）公的ファンディングを支援する業務
研究資金配分機関では、競争的資金の事前評価、運営等を進めるためにプログラム・オフィサー（PO）等を置くことにな
っている。ＰＯ等を拡充していくことは、わが国の研究開発を効果的に進めていく上で、必要なことである。しかし、現在の
PO制度をみると、いくつかの問題がある。第1は、競争的資金のあり方を狭く定めたため、本来はマルチ・ファンディング・シ
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ステムであるべき競争的資金の多様性がなくなり、どのプログラムでも評価の視点や方法が似てきてしまっているという問題
である。つまり、マルチ・ファンディング・システムと競争的資金の健全なバランスの問題である。あまりにも似てくると、多様
なプログラムの設計というPOが本来果たすべき最重要な職務が後退し、単なる事務処理になってしまう可能性がある。
本調査研究の過程でも、日本の科学技術政策や研究開発をよく知る外国の専門家の中には、「そもそもプログラムらし
いプログラムが存在せず、プログラムの設計に自由度がない日本ではPOやPDは意味がないのではないか」と指摘する者
もいた。たしかに日本では科学技術に限らず伝統的に、形式的、手続的な公平性や透明性を強調し、特定の職務を担う者
の責任と裁量によってものごとを進めるという方式が避けられてきた傾向がある。結果的には、プログラムの事前評価を外
部有識者による外部評価に委ね、形式的、手続的透明性は確保しても、提案されるプログラムの中身については、誰がど
のように設計したか判然とせず、不透明感が残る状況になっている。
PO・PD制度を導入する意味は、プログラムの設計を専門的職務であるPO・PDの自発性と責任に委ね、その提案を外部
評価することで公平性や透明性を確保することにある。もちろん、PO・PDはプログラムの設計過程でも外部有識者の意見
を汲みあげる努力をするわけである。POには一定の裁量があり、自ら決定することができる創造的な職務であることを再認
識しなければならない。PO、PD制度を育てていくためにも、彼らの現実的な役割、職務を見直す必要がある。
また従来は、採択された課題のフォローが十分に行われない傾向があった。しかし、今日のファンディングの多くは、直
接的活動のみならず、波及効果に対する期待も大きい。波及効果は、中間評価、事後評価まで放っておいてよいものでは
なく、常に積極的に努力をする必要がある。そのためには、ファンディング・プログラムの運営という考え方が必要である。
POはそこに注力し、さまざまな活動を展開していくべきである。また、活動の内容によっては、それを外部委託したり、そうし
た全体の調整や情報交換自体を一つのプロジェクトとして実施したりするなどの方法も採用されるべきである。そのような活
動に学生やポスドクが参加することは、人材育成の効果も大きい。

11.4.4. 関連政策に対する提言
すでに本章の冒頭で論じたとおり、科学技術政策では、人材政策を重視し、その総合的検討を進める必要がある。とく
に、狭義の科学技術人材だけでなく、知識社会の人材問題を総合的に扱う必要がある。その中で、研究者等のキャリアイメ
ージを再検討し、ポスドクの位置づけを明確化する必要がある。
関連する問題として、大学院制度を明確にしていく必要があるだろう。現在の公的な研究資金制度では、研究費によっ
て雇用された者は、そのプロジェクトに専従する義務がある。このため、ポスドクや大学院生が、学会発表の際に自分が発
表するセッション以外への参加が禁止される可能性があることはすでに述べた。しかし、問題は若手研究者にとどまらず、
特任教授のようなシニアな研究者についても生じる。とくに、人材の流動化に貢献しながら、特任教授になると外部資金に
自ら応募できない場合もあるという矛盾が生じているだけでなく、特任教授が大学院の講義や学生の指導ができるのかとい
う疑問も生じる。現在のところ、表立っては問題化していないが、本質的には解決しなければならない問題である。
つまり、もし特任教授が雇用されている外部資金プロジェクトが明示的に大学院教育を目的として記してない場合には、
特任教授は大学院教育に携わることはできない。なぜならば、彼／彼女の時間は特定の目的のプロジェクトのために買わ
れているのであり、目的外の事柄のために時間を使うことはできないからである。もし、それが研究代表者の指示によって
行われるならば、公的資金の目的外の活動への流用ということになる。
日本以外の国では、大学院は研究活動として位置づけられているケースが多い。したがって、研究費で雇用されている
研究教授も、大学院教育だけは担当できる形になっている。しかし、わが国の大学院課程は教育課程として位置づけられ
ており、研究活動ではない。そのため、研究資金によって雇用される特任教授が自動的に大学院教育に携われることには
ならない。この問題は同時に、大学院生はあくまでも、教育サービスを受ける「消費者」であるということになり、研究室の中
で生じた発明であっても、学生の発明だということで、発明の機関帰属の原則の適用を免れるという抜け穴も生んでいる。
今日のように研究活動が拡大し、大学院を巻き込んで推進される段階に至ると、大学院を教育だと定義したままでは、さ
まざまな困難が生じる。しかし、だからといって、大学院は教育でなく研究だと定義を変更しても、今度はすでに構築されて
いるさまざまな制度と矛盾が大きくなる。何らかの形で、大学院は教育活動と同時に研究活動を担っていると定義しなけれ
ばならないだろう。これは、形式的な不正行為を回避したり、制度の抜け穴を塞いだりするためだけでなく、研究活動と人材
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育成の緊密化、総合的な人材育成を図る上でも必要な措置である。
そのような定義がなされる場合には、公的資金の財務・会計制度もまた見直されなければならない。大学院の活動が部
分的にせよ研究費によって賄われるとすれば、各種の資金をプールして利用することが可能かという問題にも直面すること
になろう。この他にさまざまな問題が生じるだろうが、現在の形が望ましい形であるかと言うとそうではない。大学院と研究活
動との関係を法制度的に検討し直す必要がある。

■ 11.5. 新規プログラムの提案
以下では、これまでに述べてきたような改善を誘導、支援するための政策プログラムを提案する。研究人材問題、ノンア
カデミック・キャリアパスの開拓などに対して、一次的な責任を負うのは、個人や機関であり、国ではない。しかし、国は、社
会全体として改革が進むように、注意深く誘導していく必要がある。そのための手段は、基本的にはフェローシップとプロジ
ェクトに対するファンディングの基本的ツールである。重要なことは、基本的ツールをいかに組み立て、全体的な仕組みを
設計するかである。

A．科学技術システム強化のためのフェローシップ
科学技術システム強化のためのさまざまな活動に従事する者に対するフェローシップ・プログラムを創設する。科学技術
システムの強化に資するあらゆるノンアカデミックな活動を対象とする（科学技術教育、理解増進、アウトリーチ、コーディネ
ータ、政策立案、研究企画、研究管理、評価、知財、PO、レギュラトリ・サイエンス、科学技術ジャーナリズム、等）。若手の
みならずシニアも、研究経験のある者のみならずキャリア・チェンジを考える者も対象とする。
このプログラムの実施により、研究者、ポスドクにノンアカデミックな職を経験させると同時にその職の人材育成を図ること、
新たなノンアカデミックな職の開拓に資すること、これらを通じて、各機関の科学技術システム運営に関わる能力の改善を
図ること、全体として科学技術システムを強化すること等の効果を期待する。このために、育成機能、関連情報クリアリング
ハウス機能を整備することも必要である。
プログラムは10年程度継続し、その間に研究機関のノンアカデミック・キャリアの活動が充実し、内部養成も可能になるこ
とを期待する。その後は、小規模研究機関等の独自に人材募集が困難、育成が困難な機関などに限定して継続することも
考えられる。その場合は派遣事業的になると思われる。ただし、後述のA2は小規模であっても継続する方がよい。
なお、ノンアカデミックな活動に関しても、通常のポスドクと同様にポスドクと位置づけ、同程度の処遇とするべきである。
また、このポスドクの経験者が研究活動に戻る、または研究職に就くことも奨励するべきである。
このフェローシップには以下の2タイプが想定できる。

A1 メニュー型
若手またはシニアを対象とし、若手は2ないし3年、シニアは1年ないし2年程度のフェローシップを支給する。募集・運営
機関は一元化するが、受け入れ機関がフェローシップを支給してもよい。科学技術政策、国全体に関わる職務については、
一元的に実施することが妥当である。期間終了後に受け入れ機関にそのまま採用されるケースがあってもよい。
このタイプでは、配属先機関と職務内容を募集段階で決めておく。とくに地方自治体、地方公設試、小規模研究機関な
ど、研究企画機能が未成熟な機関、科学技術政策、研究助成等に関わる機関を想定する。ただし、目的に適合する限り、
受け入れ機関が一定の資金を委託して実施することもできることとし、その場合には、募集・運営業務を、募集・運営機関
により代行することも可能とする。
募集・運営機関は、募集を一元的に実施することで、制度とポスドクのプレゼンスを高める。同時に、教育訓練機能、関
連活動に関わる助言機能、関連情報クリアリングハウス機能を担うことで、ノンアカデミックな活動の中心機関として成長す
ることを期待する。
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A2 DIY（Do It Yourself）型
主として若手を対象とし、2年ないし3年のフェローシップを支給する。シニアの場合は現役の研究者とし、1年程度その活
動に専念することを条件とする。
Ａ1と異なり、受け入れ機関、配属機関、職務内容については定めない。受け入れ機関と配属機関は同一でもよい。職務
内容としては、科学技術システム強化に関わるものとするが、応募者にさまざまなアイディアを提出してもらい、新しい活動
領域の開拓を試みる（インキュベータ的役割を期待）。配属機関としては主として大学（研究機関）を想定する。配属機関は
ポスドクの活動を保証し、支援することとする。このため、配属機関にも一定の資金（間接費）を支給する。このことを通じて、
配属機関の関連活動に対する理解や波及効果を期待する。
非定型的な活動や新しいタイプの活動の開拓、科学技術システム強化に資する活動の支援を行うこと、それらのキャリア
へ若手を誘導すること、および大学や研究機関が科学技術システム強化に関わるノンアカデミックな活動に対する認識を
深めることをねらいとする。
若手が、さまざまな活動ニーズを汲み取り、独自に提案することを期待する。活動そのものはローカルなものであってもよ
いが、ベストプラクティス、新しい活動として波及効果を期待する。当然ながら、博士課程で獲得した専門的能力や研究経
験を生かす計画を前提とする。シニアの場合には、子どもや社会人向けの科学技術教育、アウトリーチ、研究成果の社会
的問題への適用などもあってよい。科学技術システムの強化（社会とのインターフェイスの強化などを含む）につながる活
動であれば許容するが、通常の研究活動そのものは対象としない。
募集・運営機関は、ポスドクの活動を支援・フォローすることを通じて、グッドプラクティスの収集、情報クリアリングハウス
などの機能を果たすことを期待する。

B．科学技術システム運営に関わるインターンシップ
博士課程学生が、社会における研究活動の実態を知るとともに科学技術システムの運営に関わる活動を理解するために、
インターンシップを創設する。期間は3か月ないし1年程度とし、募集・運営機関が受入先機関をあらかじめ決めて募集する。
受入先機関としては、公的機関・行政機関（科学館、学協会、小中学校・高校を含む）、民間企業を含む研究実施機関
の研究管理部門または研究実施部門の3タイプを想定する。とくに、前2者については、インターンを通じて、科学技術政策
の前提となる基本情報（現場の課題）を収集することも意図する。つまり、学生が科学技術システム運営に関わる多様な活
動を理解するとともに、科学技術政策のための情報収集にも役立てる。研究実施機関におけるインターンシップは主として
将来ノンアカデミックな活動に従事することを希望する学生を対象として実施し、研究現場の実態を知る機会を提供するこ
とで、将来の活動に役立てる。
募集・運営機関は、教育・訓練、情報の集積・分析についても担当する。本インターンシップでは、トレーニングを重視し、
インターンシップの最初と最後にはオフサイトの集合的トレーニング（科学技術システム運営に関する理解、キャリアガイダ
ンス等）を実施する。
大学院生のキャリア開発、将来の研究者の確保、科学技術システム運営のためのノンアカデミック人材の確保のために、
継続して長期的に実施する。

C．科学技術システム強化のためのファンディング
研究機関内の研究管理関連部門、科学技術政策関連機関、科学技術コミュニケーション機関等が科学技術システムの
運営のための活動（ノンアカデミックな活動）の開発・改善、導入、試行等をすることに対する支援プログラム。科学技術振
興調整費スーパーＣＯＥもシステム改革を念頭に置いている点で共通性がある。
対象機関が自ら新しい活動に取組む場合（DIY型）と、特定の活動を指定して先導的にモデル事業、パイロット事業を実
施し、他への波及を期待する場合（メニュー型）の2種類を用意する。
テーマとしては、ポスドク処遇の改善（契約方法、処遇、トレーニング方法の開発、評価システム整備等）、研究者のアウ
トプレイスメント・プログラムの開発・試行、アウトリーチ活動の開発、ELSIプログラムの開発など、科学技術システム強化のた
めの新しい活動領域の開拓が含まれる。
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モデル事業、パイロット事業として実施することで各機関の取組みを誘導するとともに、グッドプラクティスの波及を期待す
る。このため、募集・運営機関は情報クリアリングハウス機能を担う。また、研究者が参加することを条件とすることで、研究
者の意識改革、多様なキャリアへの誘導効果もねらう。
10年間程度、実施する。その後は各機関の経験の蓄積が期待できるので縮小してよい。ただし、DIY型（申請機関がアイ
ディアを提案し、新しい活動領域の開拓を目指すもの）については、小規模で構わないので、長期間継続することが望ましい。

D．融合型研究強化のための助成
わが国は、学際分野、融合的分野の研究活動の振興を目的とした一般的な助成制度が弱体である。また、この種の研
究活動では運営・管理のための活動の重要性が高いので、融合型研究強化のための助成は、ノンアカデミックなキャリア
への需要を高める効果が期待できる。
そこで、ファンディングのみならずトレーニング・グラントなども含めて、融合型研究強化のための助成を行う。支援対象に
はアウトリーチ活動などの社会的波及効果を期待する活動やプロジェクト・マネージャー、コーディネータの育成、若手人
材育成プログラムを含むものとする。
本格的な研究資金を含む場合と、シードマネー、グルーグラント（多数のプロジェクトの連携を促進するための活動に対
する助成）などのように、主としてシステム運営の強化のための資金を中心に助成する場合の両方が考えられる。後者の場
合には、他の個別的研究助成を受けている機関に限定し、募集することが適当である。

E．セットアサイド型研究助成プログラム
小規模研究機関、地方公設試などの研究基盤の拡充のために、一定の条件の機関のみを対象とするファンディング・プ
ログラムを創設する。アメリカの研究助成では、申請可能者を限定した公募型の競争的資金や特定の範囲にのみ応募を呼
びかける招待（invite）型の競争的資金など、多様な競争的資金がある。そのうち、研究基盤が十分でない州を指定して、
そこからの応募のみを受け付ける助成プログラムがある。これをセットアサイド（Set-Aside）、EPSCoR（Experimental Program
to Stimulate Competitive Research）などと呼ばれている。この助成プログラムでは、研究活動の活性化のみならず、将来に
おいて研究助成の獲得などを目指した基盤整備、システム改革を目的としている。
なお、SBIR（Small Business Innovation Research）は日本でも中小企業技術革新制度（日本版SBIR）として導入されてい
るが、SBIRが中小企業とくにベンチャー企業を対象とすることを想定しているのに対して、セットアサイドは地域の大学や研
究機関を中心とする研究基盤そのものの構築を対象としている点で異なっている。
わが国でも、地方公設試の法人化等が検討されているが、地方公設試などでも、いずれは外部資金獲得などの必要性
が高まる。国全体としても地域のニーズに根ざした研究活動、社会のための研究活動の強化が必要である。また、これらの
研究機関の研究管理、企画機能の充実は、大規模研究機関に所属する研究者のキャリア・チェンジ先の候補としても重要
である。そこでわが国でもセットアサイド型の研究助成プログラムの導入を図る必要がある。これを通じて、小規模機関の研
究管理、研究企画能力の充実を図り、国全体としての研究ポテンシャルを高め、科学技術システムの多様な発展、拡充に
資する。また、研究者需要、ノンアカデミック・キャリアの拡大を狙う。また、若手研究者の活動場所の拡大にも資する。
募集・運営機関は、受託候補機関（助成対象機関、潜在的助成対象機関）のシステム運営の充実、改革に対する助言
や支援も行うものとする（コラム11-2参照）。Ａのプログラムと連携して実施することも必要である。

共通する留意事項
D、Eは研究活動や科学技術システムの充実、改革に資するものであるが、いずれの場合にも単に研究活動の活性化だ
けでなくシステム運営改善の側面が強い。ノンアカデミックな活動の充実、ノンアカデミック人材の需要サイドへの助成であ
り、多様なキャリアパスの開拓にも資する。
また、上記の「募集・運営機関」は同一機関でもよいし、募集と運営を別の機関が担ってもよい。後者の場合、運営機関
（プロジェクト・エージェンシー）はそれぞれ事業の目的に応じて設置することが望ましい。ただし、国の機関として設置する
必要はなく、既存の財団法人等を活用、育成することが望ましい。そのための費用もCによって充当し、適時に活動内容の
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評価を行い、更新していくことが望ましい。このような組織を整備することによっても、科学技術政策、科学技術システム運
営の機能が充実すると同時に、多様なキャリアパスの開拓が期待できる。

コラム11-2 EPSCoR Foundation

連邦レベルの競争的な研究助成を受けられる大学を抱える州は、カリフォルニア州やマサチューセッツ州などいく
つかの州に限られており、地域的に大きな格差がある。そのような科学技術の地域格差を解消し、アメリカ全体の科
学技術力を底上げするために、「州レベルで大学を中心に行う研究基盤（ソフトおよびハード、教育など）の改革に対
する助成」として、EPSCoR（Experimental Program to Stimulate Competitive Research）が、NSF、NIH、DOD、DOA、
NASA、DOE、EPA によって行われている。
しかし、EPSCoRが対象とするような、広範囲にわたるシステムの改革の場合、金銭的な助成だけでは、なかなかう
まくいかない。専門家による支援や、同じ問題を抱える同業者と経験や知識を共有しながら解決していくことが必要に
なる。また、自分たちが抱えている課題（つまり、EPSCoRが解決しようとしている課題）を政府・官庁・国民に広く知らし
めて、より良い支援が受けられるように活動していく必要がある。EPSCoRおよびIDeA（NIH版のEPSCoR）の助成を受
けている州（以下、EPSCoR州と略す）の連合体 <EPSCoR Coalition> は、そのような問題意識にたち、EPSCoR
Foundation（非営利組織）を設立した。そのミッションは、(1)EPSCoRの規模拡大を関係機関に働きかけること、
(2)EPSCoRを受けている州の国レベルの科学技術プログラムへの参加を拡大すること、(3)EPSCoR州が科学技術基
盤を強化して、成果をあげられるよう支援すること、である。
これらのミッションを遂行するために、EPSCoR Foundationは、EPSCoR州に対する“コンサルティング”と、議会に対
する“ロビー活動”をおこなっている。また、これらの活動を通じて、EPSCoRの認知度を高めるのである。実際の活動
は、専門のコンサルティング会社（The Implementation Group, Inc.）とロビー活動専門の会社（Van Scoyoc Associates,
Inc.）を通じておこなわれている。それらの会社では、NSFでプログラム・ディレクターをしていた者や研究のバックグラ
ンドを持つ者と、政策や経営を専門とする者がともにコンサルタントとして活躍している。
1990年のEPSCoR Foundation設立以降に、急激にプログラムの総額が増加し、その後も増加し続けていることから
も、これらの組織は、同様なプログラムの実施を円滑かつ効果的におこなっていくために有効であろう。

[参考資料]
[1] EPSCoR Foundation のホームページ < http://www.epscorfoundation.org/ >
[2] The Implementation Group, Inc.のホームページ < http://www.tigdc.com/ >
[3] Van Scoyoc Associates, Inc.のホームページ < http://www.vsadc.com/index.html >
[4] 関係者へのインタビュー（2004 年 11 月実施）
（佐々木達也）
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12. おわりに

本調査研究は、科学技術の教育を受けた人材や、現に研究者としての経験を積んでいる者が、適性に応じて研究開発の
企画・管理等のマネジメント、研究開発評価等の科学技術システム運営業務に携わることができるような多様なキャリアパスの
開拓、ならびに科学技術システム運営の専門家育成の遅れを是正するための方策を提言することを目的として実施された。
このために、海外調査、国際ワークショップ等、実践的な活動を通じて、(1) 諸外国における科学技術関連人材のキャリ
アパスの実態および育成の方法を調査し、(2) 一般の行政官、企業のマネジャー等とは異なる、科学技術システム運営の
専門家の専門性やロールモデルを明らかにすると同時に、(3) 諸機関におけるニーズの把握、また (4) 必要とされる専門
家の質および量を検討することとした。また、これらの問題を検討する上では人材養成の問題を避けることができないため、
とくに若手人材の育成に関しては、科学技術システム運営の専門家の育成にとどまらず、全体的に分析することとした。

我々はこの問題にアプローチするために、「研究者のノンアカデミック・キャリアパス」という概念を導入した。これにより、
科学技術関連人材問題を、研究者の養成確保の問題にとどまらず、科学技術の知識を科学技術システムの運営のために
役立てるキャリア、さらには科学技術の知識を社会のために役立てるキャリアなどを含むものとして俯瞰的にとらえることとし
た。このことは、科学技術関連人材問題をツリー・モデルに依拠しながら、分析することに相当する。
また我々は、このような科学技術人材問題の背後では、分野融合的研究活動の拡大という研究活動の重要な変化が生じ
ていることにも着目した。分野融合的研究活動の拡大は、研究管理をはじめとして、科学技術システム運営に多大な影響を
及ぼしており、それがさまざまな問題となって現れており、ノンアカデミック・キャリアパスのあり方にも影響を及ぼしている。

このような視点から、問題を分析した結果は、各章で紹介したとおりである。初期の目的のうち、国内外の多様なキャリア
パスの把握やその育成方法の検討については、ほぼ達成できたと考えている。また、科学技術システム運営に関わるノン
アカデミックな人材の専門性（知識やスキル）に関しては、おおよその目安を提示した。科学技術システムの持続的発展の
ためにも、ノンアカデミックな人材の重要性は高まり、その需要も拡大していくと思われる。
しかしながら、現段階では、ポスドクなどの若手研究者の流動状況やノンアカデミック・キャリアパスの現状を統計的に把
握することは困難である。我々も小規模な質問紙調査、インタビュー調査などを実施したが、第３章で述べたように、文部科
学省が統計的調査を開始することになったので、我々は重複を避けることとした。まだまだ、定量的把握には困難があるが、
今後の展開を期待したい。

さまざまな調査活動を通じて実感したことは、日本でも科学技術システムの運営に関わるノンアカデミックなキャリアパス
に優秀で志の高い人材が集まりつつあるという事実である。従来、ノンアカデミックなキャリアは研究者の影に隠れて目立た
ないことが多かったが、科学技術の発展のためには研究者だけでは十分ではない。多様な活動によって、科学技術システ
ムを運営していく必要がある。そこには、多くの創造的な活動が存在している。そこに魅力と使命を感じて参画する者が現
れはじめているのである。
しかし、さらなるキャリアパスの拡大、多様化のためには、個人的な努力だけでは限界がある。科学技術政策をはじめ、
関係機関、団体等の努力が必要である。本調査研究では、微細にわたる問題点の指摘と改善の方向について述べてきた。
それらが活用されることを期待したい。

科学技術人材問題の範囲は広く包括的なものである。我々の分析はその入り口に立ったにすぎない。とくに、将来の科
学技術システムの健全な発展のためには、子供たちをはじめとする一般社会と科学技術の関係は重要であるし、今後ます
ます重要性は増すだろう。この点も興味深いテーマであるが、今回はそこまで検討の範囲を広げることはしなかった。本プ
ロジェクトのチームも、このプロジェクトが終了した段階で、ひとまずは解散することになる。これらの残された課題に挑戦す
る人々が現れることを期待したい。
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13. 用語解説（50 音順）

（あ）

アウトプレイスメント outplacement
再就職支援事業などと訳される。もともとは、企業の雇用調整（リストラ）の対象となった人に対して、カウ
ンセリング、再就職の紹介や開拓、再教育支援などを通じて、新しい職に就くのを支援する活動を指す。この活
動によって、不要なトラブルを回避するとともに、対象となる人にとってもよりよい職場を提供しようとするも
のである。なお、リストラのみならず出向の支援なども含まれる。
一方、プロスポーツ選手などの専門的職業の場合には、雇用調整が現実化した時だけではなく、キャリアデベ
ロップメントの一環として就職直後から将来の再就職を見越して、そのための準備教育や支援事業を実施する例
もある。いずれにしても、雇用者の社会的責任としても重要である。
研究者の場合には、単なるリストラや出向、転職というだけでなく、ノンアカデミック・キャリアへのキャリア
転換やノンアカデミック・キャリアを含むキャリア・デベロップメントなどの幅広い活動として捉える必要がある。

アウトリーチ outreach
研究開発活動を実施する研究者や組織、機関が、研究活動や研究成果を一般社会に向けて発信し、交流する活
動をさす。とくに、社会の側からのアプローチを待つのではなく、潜在的に知る欲求、体験したい欲求を持つ人、
持つべき人に対して、研究推進側から積極的に働きかける点に意味がある。科学技術教育、科学技術リテラシー
が既存の知識体系を伝達することに重点を置くのに対して、研究活動という最新知識の創出の成果を伝達しよう
とする点が特色である。
国民の税金によって賄われている研究活動の社会的還元として、また科学技術者という社会的に認められた職
業に従事する者の責任として位置づけられる。

オーバードクター overdoctor / unemployed doctor
博士号取得者及び博士課程単位取得退学者、海外の大学で PhD キャンディデートと認定された後に国内に帰国
し活動をしている者などのうち、研究活動や大学の職などによる定収がない者。なお、オーバードクターは和製
語。（コラム 6-1 参照）
（か）

科学技術関係人材 personnel relevant to science and technology
科学技術基本計画では、研究者と技術者を含めた概念として科学技術関係人材という表現を用いている。
「研究者」
、「技術者」は、人材の活動内容（職務）に注目した表現であるが、それを「科学技術」という知識
や資質を意味する語で表現することは奇異である。しかし、従来の科学技術政策では、科学技術の知識を有する
者のうち「研究者」、「技術者」のみを検討の対象としてきたことから、その検討の中では、資質と活動は一致し
ており、矛盾はなかった。しかし、
「研究者」、
「技術者」以外の多様な活動を視野に入れる場合には混乱が生じる
ので、本報告書ではあまり用いない。（「科学技術関連人材」「科学技術人材」参照）
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科学技術関連人材 personnel relevant to science and technology system
科学技術基本計画における「科学技術関係人材」と区別して、本調査では、「科学技術システムに関わる人材」
の意味で「科学技術関連人材」という表現を用いる。これには、科学技術関係人材（すなわち、研究者または技
術者）のほか、研究補助者等の研究活動に携わる者、科学技術システム運営の専門家が含まれる。（「科学技術関
係人材」「科学技術人材」参照）

科学技術システム science and technology system
第二期科学技術基本計画では、科学技術システムとは「社会の理解と合意を前提に資源を投入し、人材養成及
び基盤整備がなされ、研究開発活動が行われ、その成果が還元される仕組み」をいう。すなわち、科学技術シス
テムは、研究開発システム、科学技術関係人材の養成及び科学技術振興に関する基盤の整備からなり、産業や社
会とのインターフェースを含む。本調査研究ではこの定義にしたがう。（「研究開発システム」参照）

科学技術システム運営 conduct of science and technology system
科学技術システムの運営に関わる活動。ただし、研究開発活動に直接的に関わる部分はのぞく。具体的には、
研究開発の企画・管理等のマネジメント、研究開発評価等の業務のほか、科学技術政策、アウトリーチ、科学技
術コミュニケーション、人材養成・教育等を含む。
（「研究開発システム運営」参照）

科学技術システム運営の専門家 professional for science and technology system conduct
科学技術システム運営業務に携わる専門家。本調査研究における（狭義の）ノンアカデミック・キャリアに相
当する。（「ノンアカデミック・キャリア」参照）

科学技術システム改革 science and technology system reform
科学技術活動を高度化し、その成果の社会への還元を一層促進するために実施される科学技術システムの改革。
具体的には、
「人材や基盤の充実がなされ、質の高い研究開発が行われ、世界最高水準の研究成果が創出されるよ
うにするとともに、研究成果の産業や社会への円滑な技術移転や社会への積極的な説明が行われるようにする」
ための一連の改革を指す。（第二期科学技術基本計画）

科学技術人材 science and engineering personnel
本調査では、とくに人材の資質とその養成の観点から、科学技術の教育訓練を受け、科学技術知識を有する者
の意味で「科学技術人材」を用いる。この場合の科学技術の教育訓練には、自然科学のみならず人文・社会科学
の中で科学的アプローチを採用している分野も含む。したがって、学部卒業以上の学歴を有する者のほとんどが
含まれる可能性がある。
なお、ＯＥＣＤの定義による HRST（Human Resources devoted to Science and Technology）の訳語として「科
学技術人材」を用いることも多い。この場合には、学部卒業以上の学歴を有する者または学部卒以上の学歴を有
しない場合でも科学技術に関連する職に就いている者を指している（コラム 6-2 参照）。ここでは、資質と活動の
両面の条件の論理和（ＯＲ）として定義されている。後者の「学部卒以上の学歴を有しない場合でも科学技術に
関連する職に就いている者」の条件が加わる大きい理由は、欧州などで大学と並列する高等教育機関が存在して
いることにあり、日本の教育制度を考慮すれば「科学技術の教育訓練を受け、科学技術知識を有する者」とほぼ
同じである。
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機関雇用型ボスドク（「ボスドク」参照）

研究開発システム research and development system
科学技術基本計画では、研究開発システムとは、科学技術システムのうち、研究開発活動の実施に直接関わる
部分をさしているものと推察される。
本調査研究でも同様に考える。ただし、科学技術基本計画では、競争的資金の評価を含む研究開発評価も研究
開発システムの一部に位置づけているが、本調査研究では評価に関しては、研究者が研究活動の一環として実施
する自己評価などを除き、基本的には研究開発システムには含めない。（「科学技術システム」参照）

研究開発システム運営 conduct of research and development system
科学技術システム運営のうち、研究開発システムの運営に関わる部分。研究開発活動に直接的に関わる部分は
のぞく。（「科学技術システム運営」参照）

研究管理関連業務 business relevant to research management
研究機関においで実施される研究企画や調査、研究評価、産学官連携、知的財産管理、グラント獲得支援、広
報等の活動。研究開発システム運営の一部であり、研究機関を離れて実施される技術移転機関の業務などは除く。

研究支援者 research assistant
科学技術基本計画では、実験補助者や大学院生のリサーチ・アシスタントなどを含む概念として用いられている。
ポススドクターは研究支援者とは別のカテゴリーの者として扱われているが、科学技術基本計画が想定していたポ
スドクは伝統的ポスドク、とくにフェローシップ型ポスドクだと思われるので、研究支援者にはプロジェクト雇用
型ポスドクや機関雇用型ポスドクも含まれているものと推察される。
本調査研究では、多様なポスドクの出現の結果、従来の研究支援者に含まれるポスドクと伝統的ポスドクとの違
いが曖昧になっている現実に配慮し、研究支援を専門の職務とする人材を研究支援の専門職（professional job for
research assistance）
、研究支援者キャリアをポスドク等とは別の固有のキャリアとして位置づけるべきだと考えた。
研究者 researcher
本調査研究では、科学技術研究調査報告（総務省統計局）における「研究者」の定義に準じる。すなわち、研
究者とは「大学（短期大学を除く）の課程を修了した者（又はこれと同等以上の専門的知識を有する者）で，特
定の研究テーマをもって研究を行っている者」である（コラム 6-2 参照）
。
ただし、これにポスドクが含まれるか否かの判断は難しい。研究者とポスドクを並記される場合も多いので、
その場合は研究者にポスドクは含まれないと考えていることになる。ポスドクは「研究労働力」、「育成途上の研
究者」といった性格を有するだけではなく、時には就職待ちの「待機研究者」としての性格も有するため、明確
に研究者から区別することは困難である。そこで本調査では、研究者にポスドクを含めることとした。

（さ）

セットアサイド set-aside
アメリカの研究助成では、申請可能者を限定した公募型の競争的資金や特定の範囲にのみ応募を呼びかける招待
（invite）型の競争的資金など、多様な競争的資金がある。そのうち、研究基盤が十分でない州を指定して、そこか
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らの応募のみを受け付ける助成プログラムがある。これをセットアサイド（Set-Aside）、EPSCoR（Experimental
Program to Stimulate Competitive Research）などと呼ばれている。この助成プログラムでは、研究活動の活性化の
みならず、将来において研究助成の獲得などを目指した基盤整備、システム改革を目的としている。
なお、SBIR（Small Business Innovation Research）は日本でも中小企業技術革新制度（日本版 SBIR）として
導入されているが、SBIR が中小企業とくにベンチャー企業を対象とすることを想定しているのに対して、セット
アサイドは地域の大学や研究機関を中心とする研究基盤そのものの構築を対象としている点で異なっている。

（た）

ツリー・モデル tree model
単に科学技術者の養成、研究者の確保のみに関心を集中するのではなく、科学技術の専門的トレーニングを受
けた人材の社会における育成からキャリアまでの全体を木の姿になぞらえようという考え方。
木の根は、社会、学校に科学技術が根付くことに関わり、社会における科学技術、科学技術の公衆理解、科学
技術教育、科学技術ジャーナリズム、子供たちが感じる科学技術者の魅力などといった問題を象徴する。幹は、
大学や大学院、ポスドク段階での科学技術者のトレーニングに対応し、枝は科学技術の専門性にもとづくキャリ
アや研究キャリアの多様性を表現する。生長する先端部分は、研究活動や科学技術知識に基づく活動の発展を象
徴する。ツリー・モデルはこのように、科学技術人材の育成から社会における位置づけ、キャリアの全体を包括
的に捉えて、政策的に取り組んでいこうという姿勢を表現している。
（コラム 5-1、9-8 参照）
伝統的ボスドク（「ボスドク」参照）

（な）

ノンアカデミック・キャリア non-academic career
狭義の研究開発活動にとどまらず、さまざまな科学技術システムの運営に関わる専門的職業で、研究開発活動
に直接的に関わる部分はのぞくもの。具体的には、研究開発の企画・管理等のマネジメント、研究開発評価等の
幅広い業務等の幅広い業務、科学技術政策、アウトリーチのほか、科学技術の専門的知識を生かして活動する、
人材養成・教育その他の多様な専門的業務が含まれる。科学技術知識を生かす活動、研究開発に関わる人材は、
以下の３種に分類できる。
（ａ）研究職（研究者や研究補助者など研究開発に関わる人材）
（ｂ）科学技術システムの運営を支える職務
（ｃ）科学技術知識を背景として多様な専門的な仕事に従事する職務
本報告書ではこのうちｂに相当する職務を（狭義の）ノンアカデミック・キャリアと呼ぶが、知識社会において
はｂとｃの違いは相対的なものとなり、ノンアカデミック・キャリアｃにも広がっていくと想定される。なお、
アカデミックという語には、
「大学」もしくは「大学等の学術的研究機関」という意味があり、その点からは企業
等の研究職、技術職も、ノンアカデミック・キャリアに含まれる。これらを含めた全体を広義のノンアカデミッ
ク・キャリアと呼ぶ。
逆にアカデミック・キャリア（academic career）とは、「大学」もしくは「大学等の学術的研究機関」におけ
る研究職を意味する。
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ノンアカデミック・キャリアパス non-academic career-path
ノンアカデミック・キャリアの中でのキャリアの異動や、ノンアカデミック・キャリアとアカデミック・キャ
リアの相互間のキャリアの異動を指す。個別の異動というよりは、それらの異動の連続体、個人にとっては職業
生活の変遷、として捉える。

（は）

非伝統的ポスドク （「ボスドク」参照）

フェローシップ型ボスドク （「ボスドク」参照）

プロジェクト雇用型ボスドク （「ボスドク」参照）

プログラム・オフィサー（ＰＯ）、プログラム・ディレクター（ＰＤ） program officer、program director
研究助成機関（ファンディング機関）において、ファンディング・プログラムの計画、設計、運営、評価およびこれ
らの業務に必要となる調査、広報等の活動を担う人材をプログラム・オフィサー（ＰＯ）という。プログラムの運営に
は、募集活動、助成対象プロジェクトの選定（事前評価）
、中間・事後評価、フォローアップなどが含まれる。プログ
ラム・ディレクター（ＰＤ）は複数のプログラム・オフィサー（ＰＯ）を統括する役割。単にプログラムの運営だけで
なく、プログラム自体の計画、設計、評価などを担当する者もＰＯと呼ぶことに留意する必要がある。
日本では、科学技術システム改革の一環として競争的研究資金制度改革が議論され、その一環でＰＯ、ＰＤ制度
が取り上げられたため、プログラムの運営に関心が集中したという経緯がある。アメリカなどでは、行政評価、プ
ログラム評価の進展や社会的アカウンタビリティに対する注目から、むしろその周辺の活動のウェイトが高まって
いる面もある。
ＰＯ、ＰＤに求められる資質として、一定期間の研究経験が必要であるとの議論も展開されているが、アメリカ
の場合でも、科学技術のトレーニングを受けていても定職での研究経験のない者もいれば、研究経験はあってもＰ
Ｏとしての経歴の方が圧倒的に長い者もいる。また、プログラム運営の周辺の多様な活動の場合には、多様な専門
性を有する人材が配置されている。肝要な点は、職務に応じた資質や意欲、使命感を持つことであり、一律の条件
を形式的に当てはめることではない。
なお、プログラム・マネージャ（ＰＭ）という表現も用いられることがあるが、ＰＭという表現は研究実施組織
側の研究活動の管理者という意味でも用いられるので注意が必要である。

ポスドク postdoc / post-doctorate / post-doctoral fellow
１）大学院修了後から初めて定職に就職するまでの期間にある研究者。この意味では、オーバードクター、ポス
トドクトラル・フェロー、若手任期付雇用の研究者が含まれる。オーバードクターは無給、ポストドクトラル・
フェローは有給という違いはあるが、有給の場合でも給与が少ないケースもあり、その違いは絶対的ではない。
２）ポストドクトラル・フェローの簡略な表現。何らかの形態で、研究活動等に従事する対価としての給与が支
給されているポスドク、もしくはそのための採用枠。これには、雇用形態の違いにより、フェローシップ型ボス
ドク、プロジェクト雇用型ボスドク、機関雇用型ボスドクがある。
（コラム 6-1 参照）
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機関雇用型− postdoc employed by research institute
研究機関の一般的財源（目的や使途が明確な外部資金を除く財源）によって雇用され、当該研究機関で研究活
動に参画する者。プロジェクト雇用型ボスドクも研究実施機関によって雇用されるが、プロジェクト雇用型ボス
ドクの場合には、ポスドクの活動範囲や雇用条件が当該プロジェクトの目的や外部資金の提供元機関のルールに
よってある程度制限されるのに対して、機関雇用型ボスドクの場合には、採用機関が独自の判断でポスドクの活
動範囲や雇用条件を決定できるという違いがある。

伝統的− traditional postdoc
主としてフェローシップ型ポスドクを指すが、一部のプロジェクト雇用型ボスドク、機関雇用型ボスドクを含
む。日本の場合には、1995 年のポストドクター等１万人支援計画以前から存在していたポスドク制度を指すと考
えればよい。概して雇用条件がよく、制度としては統制されており、多様性は小さい。

非伝統的− non-traditional postdoc
プロジェクト雇用型ボスドク、機関雇用型ボスドクのほとんどが相当する。ポストドクター等１万人支援計画
以降に創始されたもので、ポストドクター等１万人支援計画が本来は想定していなかったものが多数含まれる。
雇用形態や活動範囲は多様であり、概して雇用条件はよくない。

フェローシップ型− fellowship-awarded postdoc
ポスドクのうち、ポストドクトラル・フェローシップ・プログラムにより雇用される者。ポストドクトラル・
フェローシップ・プログラムは、特定のファンディング機関が用意する（主として若手の）研究者個人向けの助
成プログラムであり、採用された研究者が研究機関で研究に従事するために、給与もしくは給与相当の研究奨励
金を研究者個人に提供するもの。所属する研究機関は限定されない。通常は、フェローシップを提供する機関と
研究実施機関は別の機関である。

プロジェクト雇用型− postdoc employed for project
ポスドクのうち、研究プロジェクトの資金（多くの場合は外部資金）によって雇用され、研究活動に参画する
者。研究プロジェクトには、特定の目的があることから、活動の範囲はその中に限定されることが多い。フェロ
ーシップを提供する機関（雇用契約を結ぶ機関）と研究実施機関は同一である場合が多いが、場合によっては、
雇用する機関と研究実施機関が異なる場合もある。

ポストドクター post-doctor
ポストドクター等１万人支援計画によって一般に流布した表現で、本調査研究におけるポスドクに相当する。
海外ではあまり用いられない表現である。（コラム 6-1 参照）
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