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1.はじめに 

 

 ドイツの高等教育制度と聞いて、何を連想するであろうか？ 

 日本は、明治時代に大学制度を導入するにあたって、ドイツのモデルを採択し、1886 年に帝国

大学と各種高等専門学校を設置した。一方、私立大学については、禁止策を取らず大きな発展を

遂げた。 

 そして戦後は一転して、主にアメリカの高等教育制度を取り入れることとなった 1。こういっ

た歴史的な経緯からか、現在の日本とドイツの高等教育制度にはかなりの相違があるのにも関わ

らず、根幹となる価値観、エートスを共有している部分が多々あり、また、共通の課題を抱えて

いるように思われる。 

 本報告書では、日本とドイツの高等教育制度の相違点及び類似点に着目して、大学の研究環境、

特に若手研究者の研究環境及び処遇について調べていきたい。 

 私が若手研究者に着目するのは、昨今、ポスドクなどの若手研究者の処遇、就職難が社会問題

化しているからである。一方、大学の研究環境の整備の問題は、若手特有のものと若手に限らな

いものが複雑に入り組んでいるため、若手研究者の問題を常に念頭に置きながら、もう少し広い

視点で話を進めたい。 

 本報告書では、まず、第 2 章でドイツの高等教育制度の概観について説明し、第 3 章で日独の

若手研究者を取り巻く環境について説明することとしたい。第 4 章では、私がドイツの機関で行っ

たインタビュー結果を取り上げ、前章までの内容について、実地を通した厚みを加えることがで

きればと思う。 

 第 2 章に話を進める前に、私の問題意識についてもう少し述べておきたい。 

 

（1）グローバル化 

  日本もドイツも大学はグローバル化の波にさらされている。日本では昨年、文部科学省がスー

パーグローバル大学等事業の公募を行い、「世界大学ランキングトップ 100 を目指す力のある、

世界レベルの教育研究を行うトップ大学」と「これまでの実績を基に更に先導的試行に挑戦し、

我が国の社会のグローバル化を牽引する大学」の選定を行ったことは記憶に新しい 2。 

 背景にあるのは、グローバル化に伴い世界中の大学が同じ土俵で「評価」と「競争」を行うと

いう世界的な潮流である。  

 ヨーロッパにおいては、諸国間でそれぞれ大きく異なる高等教育制度を統合し、「ヨーロッパ高

等教育圏（European Higher Education Area）」を構築するというボローニャプロセス 3が進展

したことにより、伝統的な大学像は様変わりした。 

 このような流れの背景としては、グローバル化や新たな知識経済（Knowledge-driven economy）
の急激な浸透に一丸となって対応し、国際競争力を強化していかなければならないという強い危

                                                   
1 天野郁夫著、｢大学改革の社会学｣、玉川大学出版、2006 年、P36-39 
2「平成 26 年度スーパーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」公募要領」

http://www.jsps.go.jp/j-sgu/data/download/01_sgu_kouboyouryou.pdf  
3 次のウェブサイトも参考にした。http://www.bmbf.de/en/15553.php 

http://www.jsps.go.jp/j-sgu/data/download/01_sgu_kouboyouryou.pdf
http://www.bmbf.de/en/15553.php
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機感をヨーロッパ各国が共有していることがあげられる 4。 

 高等教育制度の統合によって人材の流動性が高まったことに呼応して、そもそも大学間に格差

がないという前提であったドイツの伝統的な大学像も徐々に変容し、これまでは希薄であった「評

価」や「競争」という概念にドイツの大学も向き合う必要性が生じてきた 5。 

 評価に基づいて大学に重点的に研究費を配分する試みとして、2005 年に連邦政府と各州政府が

合意してスタートしたエクセレンス・イニシアティブ事業がある。本イニシアティブについては、

折に触れて紹介することとしたい。ここでは、本報告書全体を見渡すトーンとして筆者がグロー

バル化を常に念頭に入れているということを述べるに留めたい。 

 

（2）日本の大学の研究環境の劣化、特に若手研究者へのしわ寄せ 

 財務省主計局が平成 26 年 10 月 27 日に公表した「文教・科学技術関係資料」6は多くの国立大

学関係者にとってショックな資料であったと思われる。曰く、「グローバル化や少子高齢化による

18 歳人口の減少など、社会が急激に変化している現代において、国立大学法人には様々な社会的

役割を担うことが期待されている。一方で、大学はその役割を充分に担うことができておらず、

一層の機能強化が求められているのではないか。」、「科学技術関係予算の伸びに伴い、我が国の総

論文数は伸びたものの、被引用度で世界トップ 10％に入る質の高い論文数は低水準にとどまる」

と手厳しい。 

 少子高齢化に伴う社会保障費や、それを支えるための国債発行額の増大という経済的・構造的

な問題から、国立大学の運営費交付金は図 1 のとおり削減の一途をたどっている。 

 
（平成 26 年 11 月 5 日第 3 期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に関する検討会（第 1 回） 配付資料 7

をもとに作成） 

  

                                                   
4 一例として、2000 年 3 月の欧州理事会で策定された「リスボン戦略」では、EU は、「次の 10 年間でよりよい職にあふれ、

社会的一体性を保持した中で、持続可能な経済成長を可能とする世界でもっとも競争力のある、ダイナミックな知識経済空間

を構築」と宣言している。http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm  
5 ヨーロッパにおける高等教育制度の統合のみが、ドイツの大学が「評価」や「競争」という考え方を導入した理由ではない。

原因の一例としては木戸裕著、「ドイツ統一・EU 統合とグローバリズム」、東信堂、2012 年、P207-208 が参考となる。 
6https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia261027/
03.pdf 
7 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/062/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/11/10/1353375_3_2.pdf 

【図 1】 

http://www.consilium.europa.eu/en/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia261027/03.pdf
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia261027/03.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/062/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/11/10/1353375_3_2.pdf
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 一方、我が国の科学技術関係予算は、1990 年代から増加しており、苦しい財政状態の中にある

近年においても増加、ないし横ばい傾向であり 8、恵まれているとの指摘がある。 

 そのことについて、大学関係者からは、運営費交付金の減少を競争的資金等の獲得により補っ

ているが、時限的なプロジェクト経費の増大は、大学のインフラ整備にはあまり寄与しないこと、

研究以外の膨大な事務作業が発生すること、長期的な展望にたった若手研究者の育成にはつなが

らないことなどの反論が出ている。 

 特に研究環境劣化のしわ寄せは、雇用が不安定な若手研究者に来ているとの指摘が多い。最近

では、ポスドクの就職難は、世間でも認知され始め、大学院博士課程への進学者の急激な減少を

招いている。これらの問題については各章で具体的に触れることとして、話を先に進める。 

 

 

2．ドイツの高等教育制度について 

  
 これからドイツの高等教育制度について俯瞰することとしたい。 
 
（1）大学の所管 
 日本と異なり、大学を含むドイツの教育制度は、16 あるそれぞれの州の管轄となっている。そ

れぞれの州に文部省に相当する省が置かれ、各州がそれぞれ特色のある制度を有している。  
 そういった事情で、ドイツの大学事情をひと括り語るのは困難である。インタビューをしてい

ても「それは州によって異なる」という答えを度々聞く。本報告書において、ドイツの高等教育

制度を説明する際、各州の細かな制度の違いを無視して単純化せざるを得ない点があることをご

了承願いたい。 
 連邦政府と州政府の関係ということを念頭に置いて考えると、ドイツの高等教育制度というも

のがよく分かる。 
 ドイツ基本法（憲法に相当）の重要な原則の一つに「文化高権（Kulturhoheit）」というもの

がある。これを要約すると、教育・文化の領域に関しては基本法が特段の定めを設けない限り州

が権限を有するという原則である。 
 連邦政府が教育に関して行うことがでることはかなり限定されており、特に 2006 年には教育

分野を含む広範な連邦制度改革（Föderalismusreform）が行われ、結果、基本法の改正がなされ、

州の文化高権はさらに強化され、連邦政府の権限に属するのは「大学の認可と閉鎖」、「職業教育

への助成」、「学術研究の振興」などを残すのみとなった 9。 
 ドイツは歴史的な経緯から権力が連邦政府に集中することに対する警戒心がかなり強く、その

ことで各州がそれぞれ特色のある教育制度を保持している。各州の教育制度の違いは、ボローニ

ャプロセスの進展の阻害要因ともなりうる。州の文化高権を重要視する立場からは、ボローニャ

プロセスによる教育制度の統合は、各州の持っている教育に関する権限を侵すことになりかねな

                                                   
8 前掲「文教・科学技術関係資料」P38 
9 前掲「ドイツ統一・EU 統合とグローバリズム」P29 
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いとの懸念が示されている。 
 このことに関連して、最近、基本法 91b 条の改正法案が連邦参議院（Bundesrat）で合意に至っ

たことが報じられた。基本法 91b は連邦政府と州政府の協力関係について規定しており、現行で

は、連邦政府は大学に対して時限的なプロジェクトという形式でしか支援できなかったのが、今

回の改定で長期的に支援できるようになる。例えば、エクセレンス・イニシアティブ事業も時限

的なプロジェクトであり、連邦政府が 75％、州政府が 25％の予算を負担して共同で行っている。 

 この法案についても賛否両論であるが、賛成派の意見としては、①州財政の違いによる教育予

算の格差の是正、②連邦政府が長期的に大学にコミットすることで、大学の環境整備や長期的な

視点に立った若手研究者支援が可能となる、などというものである 10。 

 ドイツにおいては、このように連邦政府と州政府の権限の問題は常に緊張関係に立っている。 

 
（2）教育制度 

 
（Bode Christian 著、｢Kommentierte Grafiken zum deutschen Hochschul- und Forschungssystem｣、DAAD 発行、2014 年、

2 図を単純化して作成） 

 ドイツの教育制度は、複線型と呼ばれている。初等、中等教育は本報告書の対象ではないので、

図 2 を掲載することに留める。高等教育段階については、大きく総合大学（Universitäten）と専

門大学（Fachhochschulen）に分かれる。 
                                                   
10 例えばドイツ大学長会議（HRK）は、今回の基本法改正について以下のとおり支持している。

http://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/hrk-president-comments-on-the-relaxation-of-the-ban-on-co
operation-a-triumph-of-sensible-thinking-3/ 
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【図 2】 

http://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/hrk-president-comments-on-the-relaxation-of-the-ban-on-cooperation-a-triumph-of-sensible-thinking-3/
http://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/hrk-president-comments-on-the-relaxation-of-the-ban-on-cooperation-a-triumph-of-sensible-thinking-3/
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 総合大学と専門大学の最も大きな違いは、博士号授与資格が総合大学にしかないことである。

ただ、最近では、専門大学と総合大学が協力して、専門大学で修士号を取得した学生が総合大学

の博士課程に進む資格を得るというキャリアパスを用意しているケースも増えてきている。 
 その他の総合大学と専門大学の主要な違いは図 3 にまとめた。 

 

（前掲「（Kommentierte Grafiken zum deutschen Hochschul- und Forschungssystem」5 図を基に作成） 

 
 日本と異なりドイツでは、私立大学の数は少なく、多くが州立大学である。また、大学の授業

料は原則無料である 11。 
 かつては日本の大学の授業料も現在ほど高くはなかった。図 4 と図 5 を見て頂ければ明白であ

るが、授業料は消費者物価指数よりはるかに高い伸びをみせている。 
 
図 4 授業料の推移            図 5 大学授業料と消費者物価指数の推移 

 
（平成 21 年度文部科学白書 第 1 章 家計負担の現状と教育投資の水準 12） 

  
 図 6 に示すとおり、日本は OECD 諸国の中でも高等教育における家計負担がかなり重い国で

                                                   
11 1990 代後半より国の財政面から無償制の見直しが行われた州もあるが、反発は大きく現在は授業料を徴収するといっても長

期在学者に限っている州がほとんどである。前掲「ドイツ統一・EU 統合とグローバリズム」P383 が参考となる。 
12 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/detail/1296707.htm 

【図 3】 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/detail/1296707.htm
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あり、ドイツとは対照的である。 
 税や財政構造が大きく異なっており、また、日本の大学教育は、私立大学が大きな比重を占め

ているので、ドイツの仕組みは単純には導入できない。論点が本旨とずれてしまうので、この辺

に留めておくが、筆者は、「大きな政府」にもならず、私立大学と国立大学に国が公平に財政支援

する仕組みとして、教育バウチャー制度を利用するのがいいのではないかと思っている 13。 

 

 話をドイツの大学に戻す。伝統的には、ドイツの大学には、そもそも学士、修士、博士という

教育課程の区分すら存在しなかった。近年になって、ボローニャプロセスの進展もあり、ようや

く多くの州で課程の区分が設けられた 14。 
 また、ドイツの学生は、通常の課程年数を超えて長く大学に留まる。よく指摘される原因は、

①授業料が無料、もしくは長期在学者であっても非常に低廉であること、②ドイツは資格社会で

あり、資格の受験資格が 2 回までと限られているため 15、一度しか失敗が許されず、自分が間違

いなく合格できる自信がつくまでは試験に臨まないこと、などが挙げられる。  
 ただ、在学年数が長期化するのはどうやら上記のような実利的な理由だけではないらしい。あ

るドイツの研究振興機関の担当者と話をした際、「それはフンボルト以来のドイツの伝統だよ」と

いう言葉が漏れた。ここで言うフンボルト以来の伝統というのは、ベルリン大学の創設者ヴィル

ヘルム・フォン・フンボルトの思想を指し、要約すると、大学おいては「研究と教授」が統合し

てなされ、大学における真理の探究は「孤独と自由」な空間においてのみ体現される、という理

想主義的大学像を言う。前述の機関の担当者の言によると、ドイツの学生は、「そもそも早く卒業

するインセンティブがなく」、「自分が納得するまで学問に打ち込む」のだという。 
 この辺の日独の意識の違いはなかなか面白い。日本では、若者のモラトリアムという批判が強

いであろう。一方、ドイツ国内においても、長期在学者は財政的な見地からも社会問題として捉

える向きもある。筆者の感想をいうと、常に理想と現実には大きな落差があり、真理の探究のた

めに学問に打ち込んでいる学生もいれば、それを口実に学生生活を満喫している学生がいるとい

                                                   
13 文部科学省においても「教育バウチャーに関する研究会」において検討がなされたことがあったが、ひとことで教育バウチ

ャーといっても各国での導入方法は多岐にわたっていることには留意しなければならない。 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/010/houkoku/07031331.htm 
14 「Statistische Daten zu Studienangeboten an Hochschulen in Deutschland – Wintersemester 2014/2015」によると

2014/2015 冬学期で約 88%の大学が学士と修士の別を設けている。

http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_Statistik_Studienangebote_WiSe_2014_2015_01.pdf  
15 このことへの批判も大きく、現在では、一定の期間内であれば 2 回以上受験することもできるようになった。前掲「ドイツ

統一・EU 統合とグローバリズム」P398 

【図 6】 

OECD (2015), Spending on 

tertiary education (indicator). 

doi: 10.1787/a3523185-en 

(Accessed on 07 February 

2015) をもとに作成 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/010/houkoku/07031331.htm
http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_Statistik_Studienangebote_WiSe_2014_2015_01.pdf
http://www.hrk.de/uploads/media/HRK_Statistik_Studienangebote_WiSe_2014_2015_01.pdf
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うのが現状ではないか、というあたりに落ち着く。 
 長くなったが、このようにボローニャプロセスにより徐々に変容してきているとはいえ、ドイ

ツの伝統的な高等教育制度は、良く言えば鷹揚、悪く言えば、放任とも言える。あえて「放任」

という言葉を使用したが、裏返していうと、個人主義的、自律的なドイツ人の「自由」の一面と

言えるかもしれない。日本では、新卒一括採用の企業慣行が人と異なったキャリアパスの選択を

難しくしている面があると思われるので、卒業時の年齢や学びの過程での「寄り道」に寛容なド

イツ人のメンタリティは示唆的である。 
 
（3）分散型で層の厚いドイツの大学 
 上述のとおり、ドイツは、州が大学を管轄しているため、世界的に評価の高い大学が一極に集

中するということはなく、各地に分散している。例えば図 7 の世界的な大学ランキングは、ドイ

ツの大学が分散型であることをよく示している。 
 

 

（各ランキング及びエクセレンス・イニシアティブ採択結果を元に作成 16） 

                                                   
 
16 Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking 
QS Top Universities in the World 2014/15 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+fac
ulty=+stars=false+search=  
上海交通大学世界大学学術ランキング http://www.shanghairanking.com/ja/ARWU2014.html 
エクセレンス・イニシアティブについては、下記ドイツ研究振興協会（DFG）の第 2 期採択課題のプレスリリースをもとに作

成 http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/exin/funding_decisions_exin_en_120615.pdf 

 Times Higher Education World University Rankings 2014-2015
日本 ドイツ

東京大学（23位） ミュンヘン大学（29位） ③
京都大学（59位） ゲッチンゲン大学（67位） ①＋②
東京工業大学（141位） ハイデルベルク大学（70位） ③
大阪大学（157位） フンボルト大学ベルリン（80位） ③
東北大学（165位） ベルリン自由大学（81位） ③

ミュンヘン工科大学（98位） ③
テュービンゲン大学（113位） ③
ドレスデン工科大学（135位） ③ ①優れた研究大学院に対する支援

アーヘン工科大学（156位） ③ ②優れたクラスターに対する支援

フライブルク大学（163位） ①＋② ③優れた将来構想に対する支援

カールスルーエ工科大学（165位） ①
ボン大学（195位） ①＋②

QS Top Universities in the World 2014/15
日本 ドイツ

東京大学　（31位） ハイデルベルク大学（49位） ③
京都大学　（36位） ミュンヘン大学（52位） ③
大阪大学　（55位） ミュンヘン工科大学（54位） ③
東京工業大学（68位） フライブルク大学（121位） ①＋②
東北大学（71位） カールスルーエ工科大学（127位） ①
名古屋大学（103位） フンボルト大学ベルリン（134位） ③
九州大学（126位） テュービンゲン大学（141位） ③
北海道大学（135位） ゲッチンゲン大学（146位） ①＋②
慶應義塾大学（197位） アーヘン工科大学（147位） ③
筑波大学（198位） ベルリン自由大学（150位） ③

ボン大学（177位） ①＋②
ベルリン工科大学（192位） ①＋②
ハンブルク大学（192位） ②

上海交通大学世界大学学術ランキング
日本 ドイツ

東京大学（21位） ハイデルベルク大学（49位） ③
京都大学（26位） ミュンヘン大学（49位） ③
大阪大学（78位） ミュンヘン工科大学（53位） ③
北海道大学（101～150位） ボン大学（94位） ①＋②
名古屋大学（101～150位） フランクフルト大学（101～150位） ②
東北大学（101～150位） フライブルク大学（101～150位） ①＋②
九州大学（151～200位） ゲッチンゲン大学（101～150位） ①＋②
東京工業大学（151～200位） ハンブルク大学（151～200位） ②

キール大学（151～200位） ①＋②
ケルン大学（151～200位） ③
ミュンスター大学（151～200位） ②
テュービンゲン大学（151～200位） ③
ヴュルツブルク大学（151～200位） ①

エクセレンス・イニシアティブ

の３つのプログラム

なお、③に採択されている大学につい

ては、①と②の採択状況について省略

。

【図 7】 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search
http://www.shanghairanking.com/ja/ARWU2014.html
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/exin/funding_decisions_exin_en_120615.pdf
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 ドイツでは、ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学、ミュンヘン工科大学の 3 校を除いて、比

較的ランキングが分散している。また、上位にランクインしている大学が必ずしもエクセレンス・

イニシアティブ事業で言われるところのいわゆる「エリート大学」（図 7 の③優れた将来構想に

対する支援大学）によって独占されていない点も特徴といえるだろう。 
 エクセレンス・イニシアティブ事業は、ドイツの大学を世界トップレベルの研究環境にするた

めに、連邦政府と州政府が共同して財政支援をするプログラムで、第 1 期（2006 年～2011 年）

と第 2 期（2012 年～2017 年）合わせて 46 億ユーロの予算が投入される予定である。 
 本イニシアティブは、①優れた研究大学院に対する支援、②優れたクラスターに対する支援、

③優れた将来構想に対する支援の３事業からなる 17。特に③は特定の部署や大学院ではなく、大

学全体に対して財政支援が行われることが「エリート大学」と呼ばれる由縁である。 
 なお、本イニシアティブについては、特に③について、大学の教育の質ではなく、研究業績の

みで評価しているという批判が一部で出ている 18。 
 繰り返しになるが、ドイツの大学には伝統的には格差という考えがない。図 7 はそのようなド

イツの大学の傾向をよく示しているといえるだろう。 

 一方、日本の大学の世界ランキングはある程度順位がはっきりしており、東京大学と京都大学

の上位 2 大学が群を抜いている。ドイツは、上位 200 位までで見ると日本より層が厚い。 

 最近、上記傾向を詳細に裏付ける論文「研究論文に着目した日本とドイツの大学システムの定

量的比較分析 -組織レベルおよび研究者レベルからのアプローチ-」19が発表された。 

 当論文は、日独で発表された研究論文の量的、質的な調査を行ったものであり、大学レベルの

比較では、①論文数の分布をみると、日本は、上位層の大学でドイツを上回っているが、中間層

においてドイツの大学の論文数の方が日本より多く、さらにトップ 10%補正論文数でみると、ド

イツの大学の中間層の厚さはより顕著になる、②日本の代表的な外部資金である科学研究費助成

事業と、ドイツ研究振興協会（DFG）の研究開発費について、それぞれ日本とドイツの大学で獲

得した資金額順に並べると、両国ともに、論文数やトップ 10%補正論文数の分布と非常に似通っ

た分布になる、③研究分野毎の大学の顔ぶれを比較したところ、日本の場合は大学の全分野の順

位と各分野の順位がほぼ同じであるのに対して、ドイツの大学では全分野の順位が低くても、あ

る分野においては上位に入るなど大学間で順位変動がみられる、などの傾向がある点を明示して

いる。 
 日本の国レベルの論文数は伸び悩む一方、ドイツでは、増加傾向にある 20。外部資金の配分は、

競争的な環境を醸成し、日本全体の競争力を高めるものでなければならない。日本の場合、もと

もとの大学の規模によるものなのか、「選択と集中」の結果なのか、大学間の競争が叫ばれている

割には、結果をみると大学の順位が固定化する傾向が顕著である。 

 ドイツの大学の中間層の厚さが大学間の競争環境を醸成し、論文数の増加など競争力の原動力

になっている点は、見習うべきところがあるのではないかと思われる。 

                                                   
17 http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/excellence_initiative/index.html 
18 前掲「Kommentierte Grafiken zum deutschen Hochschul- und Forschungssystem」24.参照。 
19  科学技術・学術政策研究所、2014 年 12 月、阪彩香、桑原輝隆、イリス ヴィーツォレック著、   

   http://hdl.handle.net/11035/2995 

20  「科学研究のベンチマーキング 2012 ―論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況―」、科学技術・学術政策研究所、

http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/excellence_initiative/index.html
http://hdl.handle.net/11035/2995
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 最後に別の角度からドイツの大学を眺める。アレクサンダー・フォン・フンボルト財団（AvH）

は、過去 5 年間にドイツに滞在した外国人研究者数及受け入れ機関を「フンボルトランキング」

として公表している 21。これはどの大学が外国人から見て魅力的かを示すよい指標といえそうだ

が、このランキングも世界ランキングとはそれほど順位が一致しておらず、ドイツの大学が分散

型であることをよく示しているといえるだろう。 

 

 

3．若手研究者をとりまく環境 

  
 これまで、ドイツの高等教育制度について俯瞰してきたが、これより、本題の若手研究者の研

究環境について論じたいと思う。 

（1）若手研究者のキャリアパス 

 ドイツの若手研究者のアカデミックなキャリアパスは日本人には非常に複雑である。例えば、

アカデミックキャリアのスタート地点である学士や修士の別は最近になって多くの州で導入され

たものであり、従来からあるディプロム（Diplom）、マギスターアーチウム（Magister Artium）

と並存している。また、医者や弁護士は、国家試験への合格が重要なキャリアパスとなるので、

制度を異にする。 

 博士号を取得するためには、特定の指導教授（Doktorvater）のもとで、研究指導を受け、博

士論文を執筆するのが通常のルートである。図 8 をご覧頂きたい。博士号取得後は、従来は図の

左側のルート、すなわち、「第 2 の博士号」ともいうべき、大学教授資格（Habilitation）を得て

最終的には常勤の教授になるというのがオーソドックスなキャリアパスであった。しかしながら

近年、図の右側のルート、すなわち、博士号取得後、ポスドクを経たりした後に最長 6 年のジュ

ニアプロフェッサーという任期付の職を経て、教授の職を得るというルートが確立した。 

 従来型の大学教授資格については、取得にあまりに時間がかかりすぎること、教授の影響力が

強すぎることなどから、若手の自立を阻むとの意見や、女性が教授職を得ることの障害になって

いるとの指摘が多くあった。 

 私がドイツのいろいろな研究者の方に聞いたところでは、従来型の指導教授の元で大学教授資

格を獲得するというルートというのは、日本のかつての講座制をさらに強めたものという印象で

あった 22。良い部分というのもあるのだろうが、30 代後半まで不安定な雇用のもと続く徒弟制の

負の部分が大きいという意見が大勢であった。 

 一方、ジュニアプロフェッサー制度については、まだ、ポジションが少なく、もっと多くすべ

きだとの批判も寄せられている。この点については、次章のインタビューにおいても大きく取り

扱っているので参照頂きたい。 

 

                                                                                                                                                               
2013 年 3 月、阪彩香、桑原輝隆著 http://hdl.handle.net/11035/1196   
21 http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-rankings-2014.html  
22 日本の講座制の廃止については、中央教育審議会｢大学の教員組織の在り方について<審議のまとめ>｣参照 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/attach/1342431.htm 

http://hdl.handle.net/11035/1196
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-rankings-2014.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/attach/1342431.htm
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   （Bericht der Expertenkommission „Reform des Hochschuldienstrechts“23 P21 日本語は筆者が記載） 

  

 ドイツの学生の修学年数の長さや任期付きの研究期間の長さについては、何度か紹介したが、

図 9 はそれを端的に示すものである。 

 

 
（前掲「Kommentierte Grafiken zum deutschen Hochschul- und Forschungssystem」） 

  
 この図は、かなり単純化されているが、学士、修士段階と博士号取得までの年齢はかなり遅い

ことが見て取れるだろう 24。大学教授資格は、あくまで資格であって、教授のポストを約束する

ものではない。教授にもW2、W3 といった俸給表に応じたランクがある。ちなみにジュニアプロ

                                                   
23 http://www.bmbf.de/pub/bericht_expertenkommission_reform_hochschuldienstrecht.pdf 
24 ドイツでは、2011 年に兵役が廃止されたが、それまでは兵役の影響も平均年齢を押し上げる要因になった。 

ジュニアプロフェッサー 最長 6 年 

教授 

博士課程 最長 3 年～4 年 

卒業 

大学教授資格 

（ポスドク期間） 

【図 8】 

卒業 

補完的なキャリアパス 

任期付の教授 

新しいキャリアパス 

【図 9】 

博士課程 

博士課程 

従来のキャリアパス 総合大学の標準的なキャリアパス 

教授 

ポスドク期間最大 3 年 

学術 

協力者 

年齢 

http://www.bmbf.de/pub/bericht_expertenkommission_reform_hochschuldienstrecht.pdf
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フェッサーはW1 に該当する。W2、W3 は教授であるが、W2 には、大学講師（Hochschuldozent）
とも呼ばれる教授を含む。 
 日本においてはどうであろうか。図 10 はポスドクの年齢階構成、及び女性比率（5 歳階級別）

を示したものである。 

 
（「ポストドクターの正規職への移行に関する研究」25 、文部科学省 科学技術・学術政策研究所、2014 年 5 月、第 1 調査研究

グループ 小林 淑恵、渡辺 その子著） 

 
 制度が大きく異なるため、比較は難しいが、日本では、ポスドクは 30－34 歳が最も多い。そ

の後本務教員（平成 26 年版科学技術白書 26の定義に従えば、「当該学校に籍のある教員（教授、

准教授、講師、助教、助手）であり、任期の有無を問わない」）へ移行するというのがモデルケー

スと言えるだろう。正規職の定義は難しい。職名だけを見ても雇用条件は分からないし、今では

助教からポスドクへ戻るというケースもそれほど珍しいことではない。国立大学の法人化の頃は、

「特任教授」という職名をよく見聞きしたが、今ではそれに加えて「特任准教授」や「特任助教」

という肩書きもよく目にするようになった。これらは、大学によって意味合いや雇用条件も異な

る。ただ、「ポストドクターの正規職への移行に関する研究」によると、博士課程修了後、正規職

へ移行した者のみのデータではあるが、平均 4.80 年で正規職へ移行しており（P17）、正規職へ

の平均就職年齢は、日本の方が早いのではないかというのは有力な仮定であると思われる。 

 

（2）若手研究者のアカデミック以外へのキャリアパス 

 若手研究者のアカデミック以外へのキャリアパス、主に企業への就職状況はどうなっているで

あろうか。 

 平成 26 年版科学技術白書によれば、日本の博士課程修了者はアカデミック志向が強く、民間

企業も人材育成の自前主義意識が強く、結果として、博士号取得者の企業への就職率が低いこと

                                                   
25 http://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-DP106Fullj.pdf P14 
26 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201401/detail/1349009.htm 

【図 10】 

http://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-DP106Fullj.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201401/detail/1349009.htm
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が示されている。 

 ドイツの状況については、平成 25 年度日本学術振興会国際学術交流研修海外実務研修報告書

「ドイツ語圏における博士号取得者の社会的受容」27（高橋祐子著）で詳細に論じられている。   

 結論を述べれば、「日本の博士課程修了後の就職者のうち、4 分の 3 弱が研究者、教員、各種医

師・薬剤師。一方ドイツの博士号取得者の職種はより多岐にわたり、医師の約 34%を筆頭に、企

業の管理職、研究者、教員が各 10%程度でその他各種技術職が数%ずつ。加えて研究開発職ではな

い職への就職率が研究開発職よりも高い。」（同著 P88）という傾向を持つ。  

 ドイツは、資格の国であり、博士号についても重要な資格として認識されている。図 11 は人

口 100 万人当たりの博士号取得者数であるが、日本を大きく引き離している。 

 
    （平成 26 年版科学技術白書） 

  

 このように、他国と比較すると日本の博士号取得者の人数は多くはない。しかしながら、図 12
のとおり、自然科学系における修士課程修了者の博士課程進学者数は、平成 16 年をピークに減

少して平成 25 年 3 月修了者では 4,669 人と、ピーク時の 75%程度まで落ち込んでいる。 

 

          （平成 26 年版科学技術白書） 

  

 また、同白書によれば、博士課程に進学しなかった理由について、博士課程への進学を考えた

                                                   
27  https://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/data/kenshu/h25_report.pdf  

【図 11】 

【図 12】 
修士課程修了者（自然科学系）の博士

課程への進学者数及び進学率の推移 

https://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/data/kenshu/h25_report.pdf
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が進学しなかった者の中では、「将来への不安」を挙げる者が一番多かった。 

 同白書によれば、民間企業が博士課程修了者を研究開発者として採用しない理由は図 13 のと

おりであり、企業の自前主義が色濃くでている。 

 

 

           （平成 26 年版科学技術白書） 

 

 筆者は、産学連携部門で業務をしていたことがあるが、そのころ企業側から講演などの資料で

度々登場する博士人材への不満は、もっと直接的なもので、専門性以外の知識不足、コミュニケ

ーション能力の不足などを挙げるものが多かった 28。 

 これは、幾分、ステレオタイプ化した学者像が投影しているように思われるが、企業が求める

人材像との間にミスマッチがあるのは明らかで、文部科学省も 2006 年度に「科学技術関係人材

のキャリアパス多様化促進事業」の公募を行うなど、大学が博士人材の企業等への就職をサポー

トできる体制整備の取り組みがなされている。東北大学の例を挙げると、博士人材支援組織であ

る「高度イノベーション博士人財育成ユニット」29では、①大学院教育で培った高度専門知識・

技術に加えて、それらを実務に展開する「実務応用力」と「人間力」を養成する「高度技術経営

塾」の実施、②中長期の企業等へのインターンシップの実施、③専門スタッフによる個別面談等

による、個を重視したキャリアパス支援の実施、など取り組みは多岐にわたる。 

 ドイツにおける取組については、網羅的・統計的なデータを得ることができなかったが、もと

もとドイツは専門大学を中心として、大学と産業界の交流は非常に密であり、企業へのインター

ンシップも盛んである。そもそも専門大学で教授になるためには、企業等における実務経験が 5
年以上なければならないため、教員も企業出身者であり、専門大学と企業の敷居は高くない。次

章のインタビューにおいても専門大学と企業の交流について話題に挙がっているので、併せて参

照頂きたい。 

 

（3）若手研究者を支援する外部資金 

 ここでは、若手研究者を支援するフェローシップ、外部資金制度のうち、筆者が日本にもあれ

ばいいなと思えるものを紹介したい。 

                                                   
28 一例として、日本経団連「大学院博士課程の現状と課題（中間報告） ―次代を担う博士の育成と活用に向けて―」

https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/020/chukan-hokoku.pdf  
29 https://www.ilp.tohoku.ac.jp/center/content_2/  

【図 13】 

https://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/020/chukan-hokoku.pdf
https://www.ilp.tohoku.ac.jp/center/content_2/


15 

 現実的には、日本の財政構造上の制約から簡単には導入できないものが多いであろう。政策的

インプリケーションとしては、追加の予算がほとんど必要ないものが導入しやすいであろうが、

ここではその点を無視して、論点の抽出に専念することにしたい。 

 本項目を書くに当たっては、総合科学技術・イノベーション会議「科学技術政策担当大臣等政

務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合」（平成 26 年 8 月 7 日）にて日

本学術会議若手アカデミー委員会（有志）の提案資料 30の影響を強く受けた。日々、ボン研究連

絡センターを訪問する大学関係者との意見交換においても、似たような意見を述べる方が多いの

で、上記資料のいくつかは大学関係者の共有認識になっていると考えている。 

 

1.研究者個人への支援の拡充（研究プロジェクトではなく） 

 AvHは、ドイツと海外の優れた研究者にフェローシップを通じた支援を行っている。AvHにつ

いてご存知の方は、「プロジェクトではなく、人を支援する。（We support people, not projects. 31）」

というフレーズを一度は聞いたことがあるであろう。 

 AvHのプログラムの特徴の一つは、フェローシップ採択者の家族への配慮が行き届いていると

ころである。具体的には、①ドイツへ同伴する配偶者や 18 歳以下の子供への手当があること、

②申請時において子供の養育について考慮がなされること、③フェローシップ期間中に子供が生

まれた場合には期間の延長または一時中断が認められることなどである 32。 

 日本には民間にも多くのフェローシップがあり、残念ながら家族手当の状況については把握で

きなかったが、AvH の家族に優しく（Family-friendly）研究者個人に焦点を当てた支援は参考

にすべき点も多いと思われる。 

 表題につけた、「研究者個人への支援の拡充（研究プロジェクトではなく）」についてであるが、

これは大学関係者からよく聞かれる話である。 

 第 1 章でも述べたが、あまりにプロジェクトベース、トップダウンの外部資金が増えてしまっ

たため、自由な着想に基づいた研究が減少していると言われている。特に若手研究者は、大型の

プロジェクト研究の外部資金で雇用されている場合、それぞれのプロジェクトのルールによって

自由な研究が制約されることは多々あるし、外部資金への申請対象者から外れてしまう場合もあ

る。研究者個人への支援の拡充と、プロジェクトベースの外部資金においても若手の研究者の自

由な研究をなるべく制約しないルール作りが急務と思われる。 

 

2.帰国後のポストを確保するプログラム 

 ドイツ学術交流会（DAAD）は、ポスドク研究者向けの国際流動プログラム（P.R.I.M.E.）33と

いう試みを開始した。本プログラムは、研究者にまず、ドイツの大学のポストが与えられ、1 年

間海外に研究滞在した後、ドイツへ戻り研究を続行することを可能とするものである。 

                                                   
30 「若手研究者支援・研究支援人材活用を通じた日本の科学技術を高めていく方法論の提案」

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20140807/siryo2-3.pdf 
31 http://www.humboldt-foundation.de/web/about-us.html 
32 http://www.humboldt-foundation.de/web/equal-opportunities.html 
33 
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international-mobility-experi
ence/  

http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20140807/siryo2-3.pdf
http://www.humboldt-foundation.de/web/about-us.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/equal-opportunities.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
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 このプログラムも非常に魅力的である。海外の大学で研究する場合、多く聞かれる不安は、日

本の大学との関係が切れてしまい、戻れなくなってしまうというものである。片道切符を往復切

符に変える制度があれば、日本の若手研究者の国際的な流動化に寄与するであろう。 

 
3.研究開始時の初期費用を確保するプログラム 

 欧州研究会議（ERC）は、2007 年に欧州連合（EU）が設立したフロンティア研究の助成を実

施するために設立された機関であり、欧州の国々が正規メンバー又は準正規メンバーとして参加

しており、ドイツでは、DFG が窓口となっている。個人に与えられる研究費としてはかなり大型

のグラントであり、最優秀の研究者が採択されるものだと思われる。 
 プログラムは、若手向けの「Starting Grants」、中堅研究者向けの「Consolidator Grants」、
シニア研究者向けの「Advanced Grants」、その他、一度グラントを獲得したことがある研究者

のフォローアッププログラムとして、「Proof of Concept」がある。 
 このプログラムの魅力は、前 3 プログラムにおいて、研究開始時の初期費用が通常の研究費に

上乗せされる形で用意されているところである 34。 
 若手研究者、特に実験系の分野においては、独立・異動時の研究環境整備に多額の資金がかか

ると言われており、このような手厚い措置は、若手研究者の独立、流動化に寄与するであろう 35。 
 
 

4．インタビュー 

  

 ここからは、ドイツの学術関係機関と行ったインタビューについて紹介したい。 

 なお、インタビュー時の意見交換の内容については、これまで述べてきた文章の中にほとんど

反映されており、また、インタビュー時に頂いた資料やどこを調べればよいかといった情報も十

分に活用させて頂いた。 

 

（1） 
訪問機関： 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
訪問日時：2015 年 1 月 29 日 
対応者：Dr.Patrick A.Neuhaus (Grundsatzangelegenheiten,Neue Steuerung) 
        Ms.Margarete Beye (Deputy Head of Strategy Unit European and International  
        Co-operation, International Profile of Universities) 
        Ms.Eva Lück (Director European and International Cooperation) 
 
                                                   
34 http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes  
35 2014 年の Starting Grants において物理・工学分野で日本人研究者も受賞している。 
http://www.dwih-tokyo.jp/de/start/nachrichten/artikel/article/2015/01/29/der-japanische-chemiker-shigeyoshi-inoue-erhael
t-erc-grant-ueber-15-millionen-euro/ 

http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes
http://www.dwih-tokyo.jp/de/start/nachrichten/artikel/article/2015/01/29/der-japanische-chemiker-shigeyoshi-inoue-erhaelt-erc-grant-ueber-15-millionen-euro/
http://www.dwih-tokyo.jp/de/start/nachrichten/artikel/article/2015/01/29/der-japanische-chemiker-shigeyoshi-inoue-erhaelt-erc-grant-ueber-15-millionen-euro/
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 訪問先の Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen は日本語に訳すとノルトライン‐ヴェストファーレン州イノベーション、学

術、研究省といったところであろうか。これまでも何度か述べてきたように、大学は州の管轄事

項である。ノルトライン‐ヴェストファーレン州の州都デュッセルドルフにある事務室でお話を

伺った。 

 

（左から、Dr.Patrick A.Neuhaus, Ms.Margarete Beye,筆者,Ms.Eva Lück） 

 
○インタビュー概要 
【日本とドイツの大学の最も大きな違い】 
 まず、Ms.Lück から議論を始めるにあたってドイツの大学の概略について説明があった。 
 特に、ドイツでは、州政府が日本の県よりずっと大きな権限を有しており、日本は、国立大学

の管轄は、中央政府（文部科学省）であるが、ドイツでは州政府にあること、ドイツでは、大学

といっても総合大学と専門大学で大きく異なることについて強調して述べられた。 
 
【大学内で、研究者を支援する仕組みについて】 
 筆者から、日本では、知識経済社会の浸透や、国際競争力の向上、コンプライアンス意識の高

まりなどの要因により、従来型のジェネラリストとしての事務部門だけでは解決が難しい問題が

増えており、専門人材と共同して研究者を支援する動きが進んでいること、その中で、研究マネ

ジメント、知財、広報、コンプライアンス、国際交流などの分野で、リサーチ・アドミニストレ

ーター（URA）と言われる人材とどのように教員を支援するかについて、大学でいろいろな試み

がなされていることを説明し、ドイツの大学では、どのような支援体制になっているのかという

ことを質問した。 
●ドイツでも研究支援は大学の事務部門として重要な職務になりつつある。Dr.Neuhaus は、専門

大学に勤めていた経験があるが、最近では、事務部門も昔ながらの部門名ではなく、部門名に「サ
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ービス」という表現をつける部門が増えてきており、意識の変化が伺える。 
●事務部門の中でも、リーガル部門、知財部門、国際交流部門は、専門家の比率が高いと思われ

る。 
●事務部門と研究者の人材の交流や、業務上の垣根については、研究科、大学、業務の性質によっ

て大きく異なると思われるので一般化することは難しい。しかしながら部門別に見ると、例えば、

知財や技術移転の部門では、フェアの開催など、事務部門と研究者の連携が強いであろうし、 
国際交流やマーケッティング部門においては、業務の特殊性からも研究者と事務部門が密接に協

力する必要があり、人材の交流も多いと思われる。 
●ドイツでは、昔は大学の教職員は、州によって雇用されていたが、現在は各大学が直接雇用す

るシステムになっており、人材の雇用方法や所掌業務について、以前より柔軟になってきている

と思われる。 
 
【博士号取得者のアカデミック以外への就職状況について】 
 筆者から、日本では、博士号取得者が大学外で就職する比率はあまり高くないこと、日本の新

卒一括採用慣行なども博士号取得者が企業へ就職することの妨げになっているのではないかとい

うことを述べ、ドイツにおいては、博士号取得者の大学外への就職状況はどうなっているかとい

うことを質問した。 
●ドイツでは、博士号取得者が大学以外に職を見るけることは、ごくごく一般的なことである。 
●分野にもよるが、極端な例としては、化学関連の会社であれば、ほとんどの職員が博士号を取

得しているし、医療関連の会社であっても博士号取得者の割合は非常に高い。他の分野において

も、博士号取得は、就職にあたって利点が大きいと思われる。 
 
【特定の外部資金で雇用されている若手研究者の研究の自由】 
 筆者から、日本では、特定の外部資金で雇用されている若手研究者が、そのプログラムによっ

ては研究専念義務やエフォート管理の厳格な運用のため、若手研究者自身の自由な研究を制約す

る場合があるが、ドイツではそのような問題は生じているかという質問をした。 
●このエフォート管理という考え方は、なかなか理解できない。申請書上の業務割り振りのパー

センテージというのは単に書類上の話なのではないか？ 
●別の話だが、ドイツでは、教授の若手研究者への監督権限が強すぎることが問題となっている。

そのことでトラブルにつながることもよくある。若手研究者は、教授から与えられた研究資金に

依存しなくて済むように自分で外部資金を獲得するなど、自分の自由な研究を進めるための方策

を確保する必要がある。 
●大学ではなくマックス・プランク研究所の話であるが、マックス・プランク研究所では、Harnack 
Principle という原則に従い、卓越した教授のもと、大型の研究プロジェクトが行われている。大

学と異なり教育も行う必要がなく、教授が研究に打ち込むには理想的な環境であるが、花形の教

授が引退する際に研究室ごと閉鎖となる場合があり、若手研究者の処遇が問題になることもある。 
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【研究者のモビリティーの確保】 
 筆者から、AvH や DAAD のフェローシップは、家族手当がついているなど手当が充実してい

る点について話題にし、意見交換を行った。 
●これは、ドイツの哲学（Philosophy）である。ドイツは、外国からのフェローシップについて、

歓迎する文化（Welcome Culture）を強く持っている。フェローシップは、研究業績（Scientific 
Excellence）のみによって採択され、採択した研究者には是非ドイツの大学に来てほしいため、

そのための労は惜しまない。大学も、優秀な若手研究者を招く際に配偶者がいることが分かれば、

例えば、学内や外部で働き先がないかなどの世話を行う場合もある。 
 
【総合大学と専門大学】 
 筆者から、総合大学と専門大学の違いをいろいろと調べていることを述べ、意見交換を行った。 
●一番の大きな違いは、専門大学が博士号を授与できないことである。現在では、ほとんどの総

合大学、専門大学で学士、修士の別が設けられ、総合大学と専門大学で同等の扱いとなっている

ので、博士課程を目指す専門大学の学生が、総合大学の博士課程に進みやすくする制度を現在、

充実させているところである。 
●専門大学は、実践教育に力を入れている。企業へのインターンシップ等も充実しており、専門

大学の学生は労働市場において強みを持っている。 
●専門大学の教授は、企業等における 5 年以上の実務経験が必要な点でも総合大学の教授と大き

く異なる。 
 
【大学の国際評価について】 
 筆者から、ドイツの大学も日本の大学と同様に国際的な評価にさらされていると思われるが、

どのように考えているかと質問した。 
●ドイツでも国際的な評価を得るための努力を推進しており、エクセレンス・イニシアティブ事

業がその代表的なものである。 
●ただ、米国、英国ほど、国際ランキングの影響力は強くない。国際ランキングに批判的な人は、

問題点として、国際ランキングは、論文の被引用率に指標が偏っているが、ドイツではドイツ語

で公表される論文が多いことをあげる。 
●ドイツでは、大学間には基本的に格差はない。もちろん全く同じというわけではなく、大学同

士はそれぞれ異なる強みを持っている。エクセレンス・イニシアティブ事業では、「優れた将来構

想に対する支援大学」に採択された大学のことを「エリート大学」と呼ぶことがあるが、ドイツ

では、フランスや英国と異なり、エリートという言葉をネガティブに受け取る人も多い。 
●我々は、どこに住んでいても大学においてよい教育を受けられるようにしなければならないと

考えている。研究において非常に有名な大学であっても、大型化されすぎて、学生と教員の距離

が遠く、教育に力が入っていないところもあることがしばしば批判の対象となっている。 
 
【連邦政府と州政府の関係、その他】 
●基本法 91b 条の改正（第 2 章（1）を参照。）については大変期待している。これまで連邦政府
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は、非常に限定された形でしか大学を直接支援できなかったが、今後は、長期的かつ柔軟に支援

することが可能となる。現在のところ、連邦政府の支援が時限的なものであるため、若手研究者

の雇用期間が短く、立場も不安定である。 
●ドイツの大学はこれまでに述べてきたように、中央集権化していないところが大きな利点であ

る。ただしモビリティーに欠けるという点がある。各州の大学の制度が異なるため、特に学生が

州を越えて移動する際にいろいろと問題が生じる。外国とのモビリティーは高いのに、ドイツ国

内のモビリティーが低いのは皮肉なところであり、制度設計の改善が必要なところもある。 
 
（2） 
訪問機関：ドイツ大学長会議（Hochschulrektorenkonferenz、略して HRK） 
訪問日時：2014 年 12 月 18 日、2015 年 2 月 2 日 
対応者：Ms. Marijke Wahlers (Head of International Department) 
 
 HRKは、ドイツの州立及び州の承認を得た大学の自主的な連合組織である。現在 268 の大学が

加盟しており、これらの大学にドイツの学生の 94%以上が在籍している 36。 
 HRK は、大学に関係するあらゆる課題について情報を発信し、政策提言を行っている。日本

で言えば、一般社団法人国立大学協会などに当たる組織であろうか。ボン研究連絡センターとは

目と鼻の先にある。 
 Ms. Marijke Wahlers には、一度目のインタビューの際、時間が足りず議論が煮詰まらなかっ

たため、ご多忙のところ 2 度もインタビューを受けて頂いた。 
 
○インタビュー概要 
【研究環境の整備】 
 筆者から、日本では従来型の事務部門だけではなく、URA の活動に対して期待が強まってい

るが、ドイツではどうかと質問した。 
●ドイツにおいては、以前から、連邦政府の予算獲得のための職種はあったが、近年、ヨーロッ

パ全体で行っている研究費申請の重要性が高まるにつれ、従事しているスタッフの数も増えてき

ていると思われる。外部資金の獲得、運営には、行政的な知識の他、各種報告や研究のモニタリ

ングなどのために様々な専門スタッフが必要とされる。 
●もちろん通常の事務部門も関わっているが、日本の大学の事務部門との比較はしたことがない

ので分からない。大学によっても違うので、各大学の組織図を研究されるといいと思う。 
●プロジェクトベースのものは時限的な雇用が多いと思う。外部資金獲得の際の間接経費を使用

して様々な活動を展開している。例えばドレスデン工科大学は、間接経費を有効に活用して、産

業界への技術移転活動を行っており、インキュベーション施設やそのためのスタッフも確保して

いる。 
 
                                                   
36 http://www.hrk.de/hrk-at-a-glance/ 

http://www.hrk.de/hrk-at-a-glance/
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【若手研究者のキャリアパス】 
 筆者から、若手研究者のアカデミック内外のキャリアパスについて意見を伺った。 
●ドイツでは、博士号の数に比してアカデミックポストがかなり少なく、教授ポストの競争率も

非常に激しい。かといって、教授職の高い質を保持するためには、平等に博士号を獲得した研究

者を教授へ昇任できるようにするわけにはいかない。若手研究者支援のため、大学内の教授への

昇進以外のキャリアパスについても紹介している。また、産業界や大学外の研究機関、例えばフ

ラウンホーファー協会やマックス・プランク研究所へ就職するためにはどうやって自己の付加価

値やポテンシャルを高めるかといったことについて、大学内でコンサルティングなどが行われて

いる。 
●ポストの少なさから、米国や他の国にテニュアポスト（終身ポスト）を求めて移動する研究者

も多い。 
●エクセレンス・イニシアティブ事業によってポスドクの時限的な採用枠は増加したが、今後ど

のようにすべきか大きな課題である。 
●ジュニアプロフェッサー制度の普及度は、かなり分野によってまちまちである。熱心にジュニ

アプロフェッサーの公募をしている分野もあれば、従来型の大学教授資格ばかりの分野もある。 
 ジュニアプロフェッサー制度は、従来の教授への昇進方法の代替案として普及してきた。従来

型の大学教授資格は、第 2 の博士号ともいわれているが、期間が長すぎ、基準が不明確なため、

若手研究者が不安定な立場に陥る。ジュニアプロフェッサー制度は、影響力の強すぎる教授の指

導から若手研究者を解放して、若手研究者がチームを作って自立して自由に研究を進めることを

柔軟に支援する制度である。 
●産業界への就職については、分野にも大きくよると思われるが、ドイツにおいても労働市場が

それほどオープンではない部分は多々ある。また、産業界では、日本でいうところの終身雇用に

近いポジションというのは非常に少ないと思われる。専門大学と産業界は、非常に強く結びつい

ており、専門大学の教授になるためには、産業界における 5 年以上の実務経験が必要であるから、

産業界から専門大学に移る人材も多い。給料面では大学教員の待遇は落ちるだろうが、テニュア

ポストの安定性に魅力を感じる人も多い。 
 
【連邦政府と州政府の関係、基本法の改正と若手研究者の支援への影響】 
 筆者より、基本法 91b の改正と、連邦政府と州政府の関係の背景について、若手研究者支援へ

の影響について質問した。 
●現行の基本法は、先の大戦後に制定されたが、連邦政府に過度に権力が集中しないようにとい

う考えが色濃く反映されている。 
●2006 年に高等教育大綱法の改正など、大規模な連邦改革が行われた。改革は、高等教育に限ら

ず様々な分野で行われた。連邦と州の取り決めが複雑になりすぎており、明確化する必要が生じ

ていたという背景がある。連邦政府、州政府双方とも、自分が現時点で保有している権限を失う

ことを恐れ、様々な利害関係者が、高等教育とそれ以外を含めて「取引」を行うこととなった。

州政府は、連邦政府が大学に口を出さないようにということに強く固執した。HRK は、連邦政

府が大学へ直接支援することは必要だと考え、連邦政府の関与を認めるように望んだが、結局州
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政府の強い主張のため、かえって連邦政府が大学に関与できる部分は以前より少なくなった。 
 州という地域を越えた（Superregional）時限的なプログラムであるエクセレンス・イニシア

ティブ事業などを通じて大学へは支援しているが、マックス・プランク研究所やヘルムホルツ協

会などの予算が2006年以降コンスタントに増加している一方、大学予算はあまり増えていない。

この時点でよい解決策ではないと思っていたが、当時は仕方のないことであった。 
●連邦制度の弱点は、16 の州と交渉することにより、コンセンサスを得るのに時間がかかること

だが、良い面もある。州政府は、州内にある大学に非常に誇りを持っており、大学の環境を良く

しようという動機付けが強い。ドイツの大学間の格差が非常に少ないのはそのためである。16 あ

る州がよりよい大学を作ろうということで、良い競争環境が醸成されている。誇張して言うが、

もし中央集権化し過ぎると、政府は、トップ 10 の大学だけを応援し、その他の大学への支援を

あまり熱心に行わないのではないだろうか。 
●エクセレンス・イニシアティブ事業については、第 3 の事業（優れた将来構想に対する支援）

にだけ注目するのではなく、第 1、第 2 の事業（優れた研究大学院に対する支援、優れたクラス

ターに対する支援）についても等しく着目すべきである。 
●基本法の改正で、長期的な若手研究者への支援が可能になるとの期待が強いが、まだ、若手研

究者への具体的支援方策は決定していない。 
 
【専門大学に博士号の授与権がないことについて】 
 筆者より、専門大学には、博士号の授与権がないがそのことについてどのように考えているか

という質問を行った。 
●これは、大きな議論を呼ぶ問題である。専門大学の修士課程にいる学生が、博士課程への進学

を希望する場合には、その学生にチャンスを与えるべきだというのが、HRK のスタンスである。 
しかしながら、それは専門大学に博士号授与権を与えることによって達成すべきではなく、専門

大学と総合大学が協力して達成すべきことである。 
 専門大学の研究設備は、総合大学と比べて十分なわけではなく、専門大学は、実践的な教育と

研究で成功しているが、博士号を獲得するための研究に予算が投じられているわけではない。よっ

て、専門大学自体が博士号授与資格をもつべきだということには賛成できない。大学制度は総合

的に見るべきであり、総合大学と専門大学という多様な特色を考慮するべきである。 
●問題なのは、一部の総合大学、学部で専門大学の修士課程学生の博士課程への受け入れについ

て熱心ではないことである。彼らは、拒否はしないがあまり歓迎もしていない。HRK は、総合

大学と専門大学の協力をより密にするオープンな制度の構築を促している。 
●ただ、専門大学と総合大学では、学生のプロファイルが大きく異なり、専門大学の学生の多く

は、博士課程への進学について興味を持っておらず、産業界への就職に強い関心を持っている。

これはどちらが上とかそういうことではなく、学生のプロファイルが大きく異なり、単に違う制

度であるということを理解する必要がある。 
 
【その他、日本の国際交流部門について】 
●日本のジェネラリスト的な働き方には良い面もある。一人の人材がいろいろな部署を経験でき
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るのはよいことである。問題は、ジェネラリストとスペシャリストのバランスだと思う。国際交

流部門について言うと、日本と交流する際、頻繁に担当者が変わるのは、大学のグローバル化を

進めるうえでよくないと思う。国際交流は人同士のつながりによるところが大きく、長い時間を

かけて、ネットワークを構築するのが重要である。 
 
 

5.終わりに 

  

 これまで、ドイツの高等教育全般から大学の研究環境、特に若手研究者に焦点を当てて検討を

行ってきた。基本的な制度や背景の説明に多くのページを費やしたこと、多くの話題を網羅的に

扱ったことによりやや総花的な内容になってしまったことが反省点である。  

 大きな課題を扱っているため、ここでは結論めいたことを言うのは差し控えたいが、筆者が本

報告書の冒頭で述べた問題意識に照らし合わせて考えると、ドイツの大学は、グローバル化の文

脈のなかで、国際競争力を維持するために徐々に変容してきているが、一方、ドイツ固有の価値

観は広く社会に根を下ろしており、政策決定において、それらの価値観が大きな指標として機能

していることが大きな特徴だと考えられる。 

 若手研究者の環境についていうと、ドイツでは、アカデミック内の昇進に大きな制度的課題を

抱えている一方、産業界への就職については、キャリアパスが多様であることは、同じようにア

カデミック内のポストが限られている日本においても示唆的である。 

 また、第 2 章（3）や第 4 章のインタビューでも紹介したとおり、ドイツの大学は中間層が厚

く、各州が誇りをもって自州内の大学を魅力的な環境にしようとしていることが国全体の競争力

の強化に寄与していると点も、どのような競争が日本全体の大学の競争力の向上に寄与するのか

を考えるうえで、参考になるのではないかと思われる。 
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