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1. はじめに
日本では近年、大学院、特に博士課程への進学者数が減少している。それに伴い博士号取得者が減
り、日本の科学技術を支える研究人材が減り始めている。しかし欧米諸国では依然として博士号取得
者が増加している。特にスウェーデンをはじめとする北欧諸国では、安定して高い取得率を維持して
いる。それを裏付けるかのように、筆者がストックホルム研究連絡センターに着任して以来、現地の
大学の国際部門担当者や学術助成機関担当者等、研究者以外のスタッフにも博士号取得者が多いこと
に、非常に驚いた。科学技術・学術政策研究所の発表によると、日本の研究開発費は主要国（日米独
仏英中韓の 7 カ国）中第 3 位の規模であるが、人口 100 万人当たりの博士号取得者は主要国中 6 位
まで下がる。なぜ日本の博士号取得者は少ないのか。なぜ日本人学生は大学院、とりわけ博士課程へ
進学しなくなっているのか。なぜ欧米諸国における博士号取得者は高い水準を維持しているのか。こ
の疑問を解決するべく、各国における博士号を取り巻く環境に違いがあるのではないかと仮説を立て
た。国の高等教育プロセス、背景となる社会制度、博士号取得者の雇用状況の違い等が、博士号取得
を目指すモチベーションに影響を与えているところが大きいのではないだろうか。これらを正しく把
握するため、日本とスウェーデン双方の高等教育及び博士号について調査・分析し、考察を行うこと
とする。執筆にあたり、日本及びスウェーデンの統計データに加え、筆者がスウェーデンでの 1 年間
の研修を通して、各対応機関の担当者から提供いただいた情報及び JSPS フェローシップ事業経験者
等との対話を通して得た情報を盛り込んでいる。
第二章以降では、日本とスウェーデンにおける高等教育の仕組み、博士号取得者数及び高等教育進
学者の構成比、高等教育卒業者の雇用状況、国の支援体制、の 4 項目を調査分析し、日本の高等教育
の課題を考察する。

2. 高等教育プロセスの比較
2-1. 日本の高等教育の仕組み
日本における義務教育修了者の後期中等教育（高等学校など）への進学率は、全日制・定時制・通
信制を含め約 98％と非常に高い水準を保っている。高等学校等卒業後は進学又は就職を選ぶことに
なるが、文科省の平成 29 年度学校基本調査によると、日本の高等学校卒業者の進学率は 80％となっ
ており、多くの学生が進学を選択していることがわかる。進学先には高等教育機関とそれ以外の教育
機関があり、ここでいう高等教育機関とは、学位や学術称号等が授与される課程を指し、短期大学、
大学、大学院がこれにあたる。専修学校の専門課程は高等教育に含まれるが、専門学校、予備校、職
業訓練学校等は高等教育には含まれない。なお、大学学部の年齢別入学状況は、約 80％が 18 歳、約
16％が 19 歳となっており、日本の大学進学者の大半が、高等学校卒業後すぐに進学していることが
わかる。
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日本の高等教育の標準修業年限は、学士課程が 4 年（医学・歯学・薬学・獣医学については 6
年）、修士課程が 2 年、博士課程は 3 年（医学・歯学・薬学・獣医学については 4 年）となってい
る。通常、博士課程修了及び博士論文の審査及び試験の合格をもって、博士号を取得することができ
る。この他に、日本特有の制度として課程によらず論文の提出のみで博士号を取得する「論文博士」
制度があるが、文部科学省が公表している「博士・修士・専門職学位の学位授与状況」をみると、近
年その数は減少傾向にある。博士課程に入学するためには、原則として修士の学位や専門職学位、ま
たはそれらに相当する学位を授与されている必要があるため、博士号を取得するためには学士課程、
修士課程、博士課程を順に修了することがスタンダードなプロセスといえる。1
なお、博士課程については、5 年間の一貫制、前期 2 年・後期 3 年の区分制、後期 3 年のみの 3 パ
ターンがある。
【図１】日本の高等教育プロセス：筆者作成
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博士課程（後期）に入学するための要件として、修士の学位を持たなくても、大学等を卒業し、大学、研究所等において 2 年以上研

究に従事した者で、大学院において修士の学位を有する者と同等の学力があると認められた者にも入学資格が与えられる。
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2-2. スウェーデンの高等教育の仕組み
スウェーデンにおける義務教育は 7 歳からの 9 年間であり、独立行政法人労働政策研究・研修機構
の調査によると、義務教育を終えた後の後期中等教育課程（高校など）への進学率は、日本と同様に
98％近い高水準となっている。後期中等教育では、その後の高等教育への進学を目指す高等教育準備
プログラム、就職を目指す職業プログラムが用意されており、義務教育修了者の半数以上が高等教育
準備プログラムに進学している。後期中等教育修了後は、高等教育又は高等職業教育が主な進学先と
なるが、Statistics Sweden の統計によると、スウェーデンでは高校卒業後すぐに進学する者の割合は
少なく、全体の半数ほどは一度労働市場に参入する。卒業後１年以内に高等教育へ進学する者の割合
は 20％、3 年以内が 40％、5 年以内で 50％超となっている。
ボローニャ・プロセスにより提唱された枠組みでは、欧州の高等教育で取得できる資格は 3 サイク
ル制となっており、通常、第一サイクルでは学士号を授与され、第二サイクルでは修士号、第三サイ
クルでは博士号又は上級修士が授与される。一方、専門資格・職業課程においては、学士・修士の別
がなく、専門職学位が授与される。公式には、スウェーデンの最短学位取得年限は、第一サイクルが
3 年、第二サイクルが 1 年、第三サイクルが 3 年となっているが、実際は 4 年間の博士課程へ入学す
るために 2 年間の修士を修了していることが必要条件とされていることが多く、標準修業年限は 3
年、2 年、4 年である。スウェーデンの大学は universitet (university)と hogskola （university
college）の 2 つに分類され、universitet (university)では、学士課程、修士課程、博士課程を学ぶこと
ができる。hogskola （university college）では学士課程と修士課程のみの提供となっており、一部の
例外を除き博士号を取得することはできない。
－主な学位の種類
＜Doctoral Degree（博士号）＞
いわゆる博士号といわれる Ph.D.（Doctor of Philosophy）に相当する学位である。2 年間のフルタイ
ムの学習で研究方法や応用可能なスキルを身に付け、その後 2 年間論文研究を行う。学位取得には、
最低 4 年間で 240ECTS2 単位を取得する必要がある。
＜Licentiate Degree（上級修士）＞
日本にはない学位で、修士号と博士号の中間学位である。世界ではヨーロッパ及び南米を中心に約
30 の国で導入されている。スウェーデンで Licentiate Degree を取得するには、修士号を取得後に 2
年間フルタイムで研究を行い、120ECTS 単位を取得する必要がある。
＜Professional Degrees（専門職学位）＞
高度の専門性が求められる職業に直結する学位である。スウェーデンには日本のような国家試験を通
した資格取得制度がないため、特定の専門職に就きたい者は、基本的に、後期中等教育、高等職業教
育等にて所定の課程を終えることが必要とされる。
2

ECTS (European Credit Transfer System)：欧州単位互換制度
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【図２】スウェーデンの高等教育プロセス：筆者作成
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3．博士号取得者数及び高等教育進学者の構成比
3-1. 博士号取得者数の比較
前述 2 のプロセスを経て、博士号を取得した者はどれくらいの数になるのだろうか。日本とスウェ
ーデンの博士号取得者数を比較するにあたり、人口差を考慮し、ここでは人口 100 万人当たりの博士
号取得者数を用いて比較する。
直近の人口 100 万人当たりの博士号取得者数を比較すると、スウェーデンは 298 人（2016 年
度）、日本は 121 人（2013 年度）である。3

アメリカ 266 人（2013 年度）、ドイツ 344 人（2013

年度）、イギリス 331 人（2013 年度）を見ても、日本の博士号取得者数が少ないことがわかる。
スウェーデンにおける 2016 年度博士号取得者の男女比率は男性 54％、女性 46％となっており男
女間で大きな差はないが、日本における 2016 年度の博士号保持者数 4 は、科学技術・学術政策研究
所が公表している科学技術指標 2017 によると、男性約 14 万 6 千人、女性約 2 万 8 千人となってお
り、男性 84％、女性 16％と男女間で非常に大きな差があることがわかる。
なお、スウェーデンの博士課程で取得できる上級修士に関しては、半数以上が工学分野と科学技術
分野にあたるためか、男性 63％、女性 37％と男性の比率が高くなっている。
3

スウェーデンの数値は 2016 年度スウェーデン PhD degree 授与数（2,985）を 2016 年末スウェーデン人口（9,995,153）で割って算出し
た。日本、アメリカ、ドイツ、イギリスの数値は科学技術指標 2017 より入手した。
4

大学・企業・研究所等に属し、研究に従事する研究者の内、博士号を保持している者の数。
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3-2. 高等教育進学者の構成比の比較
スウェーデンにおける高等教育進学率は男女間の差が大きく、女性の進学率の方が高い傾向にあ
る。40 年以上前は男性の進学率が女性の進学率を上回っていたが、1977 年の高等教育改革を機に、
女性の高等教育進学者が男性を上回り、以降継続して増加し続けている。大学学部及び修士課程入学
者に占める割合は、2000 年以降は平均して男性 38～40％、女性 60～62％となっている。
日本の高等教育進学者における男女比については、スウェーデン同様、以前は男性の比率が圧倒的
に高かった。しかし 1980 年代以降女性の社会進出が増えたことに伴い、女性の高等教育への進学率
も上昇した。2000 年以降は、学士課程・修士課程・博士課程いずれも男性の入学者が減少している
中で、女性の入学者は年々増加を続けており、2011 年度時点で全体の入学者の内女性比率は 39％、
2017 年度には 43％となっている。現在は男性の進学率が女性の進学率を上回っているが、近い将来
スウェーデンのように男女比が逆転する可能性は高い。
なお、大学院博士課程全体の入学者数は、2003 年度をピークに減少傾向にある一方で、社会人博
士課程入学者数は継続して増加している。社会人博士課程入学者数が全体に占める割合は、2003 年
度で 22％であったが、2016 年度では 41％と約 2 倍となった。大学院博士課程を目指す社会人の割合
が増えていることがわかる。

4．高等教育卒業者の就職状況
4-1. 日本の高等教育卒業者の就職状況
日本における 2017 年の高等教育卒業者の状況を下記のとおりまとめた。
【表１】文部科学省「学校基本調査 29 年度」を基に筆者作成
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53.3 ％

14.4 ％

6.0 ％

18.8 ％

1.1 ％

6.9 ％

大学学部卒業者、修士課程卒業者においては正規・非正規を含めた就職者が 8 割近くに昇る。また
10％前後が進学を選択しており、就職も進学もしていない者は 10％未満となっている。しかし、博
士課程卒業者の進路をみると、就職者は正規・非正規を含めて約 68％、一時的な仕事に就いた者は
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6％、就職も進学もしていない者は約 19％に昇る。博士課程を修了し、高度な専門的知識を身に着け
たものの、活かす場の無い者が 2 割近いという現実がみえる。博士課程修了者の知識・能力を活かせ
る就職先として大学や研究所等の研究職に希望が集中しており、大学教員や研究者として大学等に残
りキャリアを積んでいくことを望む者は多い。しかし現実には、大学や研究機関に全ての希望者を受
け入れられる数のポストは存在しない。近年は、大学による人件費削減を目的とした教員ポストの削
減等もみられ、今後大学・研究機関のポストが増える見込みはほとんどないだろう。民間企業の研究
職に目を向けてみても、企業側が求める人材として、高い専門性のみならず幅広い視野とコミュニケ
ーション能力を備えた即戦力を求められることが多い。社会経験を積まないまま 30 歳前後となる博
士と企業の間には需要と供給のミスマッチが生じており、博士課程卒業者の就職難は深刻である。

【図３】文部科学省「学校基本調査 29 年度」を基に筆者作成
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4-2. スウェーデンの高等教育機関への就職状況
Arbetsförmedlingen（The Swedish Employment Agency）によると、近年スウェーデンの労働市場
は堅調な成長を続けており、今後もこの好調は続くと予想されている。2015 年のスウェーデンにお
ける高等教育を受けた労働年齢（25 歳～64 歳）の雇用率は 89％と高い水準である。
高等教育卒業者、特に第三サイクル（博士課程相当）卒業者の主な受入先となる高等教育機関の雇
用数をみてみると、1986 年から 2016 年の直近 30 年間で、主に研究・指導を行う教職員ポスト（教
授、准教授、講師等）の数が 13,200FTE から 29,400FTE へと 2 倍以上の伸びを見せている。教職員
ポストの内訳は、教授 17％、上級講師（准教授相当）30％、キャリア形成ポスト（ポスドク研究
員、助教等）11％、講師 17％、その他の研究・指導スタッフ（博士号保有者）14％、その他の研
究・指導スタッフ（博士号非保有者）11％となっている。
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なお、講師ポストは主に第一サイクル（大学学部相当）及び第二サイクル（修士課程相当）で指導
を行うため、博士号取得は必須要件とされていないが、2016 年の調査において、講師のうち 16％が
博士号あるいは上級修士等の第三サイクルで取得する学位を保有していた。これは、高等教育機関が
研究ノウハウを第一サイクル、第二サイクルにも拡充させるために、博士号を持つ教員の積極的な雇
用を進めた結果であるとみられる。
またスウェーデンでは、有期雇用ポストの規制により、2008 年から 2016 年の間で、博士号保持者
の有期雇用率は 70％から 28％まで減少し、任期の定めの無いポストでの雇用数が増加した。一方、
博士号を持たない研究・指導スタッフの有期雇用率に関しては、減少してはいるが依然として 50％
近くを占めている。博士号の保有により、雇用条件が良くなるまたは有利に働くことがわかる。

FTEs 数
【図４】高等教育機関の教職員数
Higher Education in Sweden – 2017 Status report より抜粋
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【図５】有期雇用率の推移
Higher Education in Sweden – 2017 Status report より抜粋
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5．国の支援体制
5-1. 学費・奨学金・給与
スウェーデンにおける「学費無償」は、教育に対する国の支援として最たるものではないだろ
うか。スウェーデンでは小学校・中学校・高校・大学の学費が全て無料であり、ヨーロッパでは
珍しく、長い間、留学生も含めたすべての学生に対して学費を無償としてきた。しかし 2011 年に、
EU/EEA およびスイス以外からの留学生に対し、第一サイクル（大学学部相当）および第二サイクル
（修士課程相当）の授業料徴収が導入され、2011 年以降の EU 外からの留学生数は激減している。
なお第三サイクル（博士課程相当）では引き続き全ての学生に対し学費無償となっている。また、ス
ウェーデンにおいて博士課程学生は「学生」というより「労働者」として扱われるため、研究者から
雇用される形で給与を支給されるのが一般的である。
日本の義務教育は学費無償となっており、2010 年度から実施されている高校授業料無償化制度に
より公立高校の授業料も無料である。大学の学費については、数年前から大学授業料無償化が検討さ
れているが、現状学費は自己負担となっている。大学では、経済的理由及び学業成績を鑑みて授業料
の免除・減免措置等を行っているほか、財団等が公募する助成金や奨励金の積極的な活用を推奨して
いる。また多くの学生は奨学金を利用しており、日本学生支援機構の貸与型奨学金が中心となってい
る。この他、優秀な博士課程学生はティーチングアシスタント及びリサーチアシスタントとして雇用
され、教育補助業務や研究補助業務を行って給与を得ることもある。

5-2. 高等教育の質の向上への取り組み
スウェーデンでは、高等教育の質の向上を目的とした取り組みの一つとして、博士課程学生の受け
入れ体制の整備及び高い能力を持つ指導者の育成に力を入れている。例えば、カロリンスカ研究所で
は、2008 年に博士課程指導訓練プログラムを導入した。これは博士課程学生の採用を希望する全て
の者に受講を義務付けているもので、指導者が博士課程教育を管理する上での規則やルールについて
深く理解していることを保証するために導入された。2018 年度には、高等教育の質の保証をより強
化するために、また新たな制度（グリーンライト）が導入された。質の高い博士課程教育を行うため
の前提条件である、指導するための十分な時間と専門知識そして十分な資金があるかどうかを査定
し、指導者側の受け入れ体制が整っていることを事前に確認する制度である。グリーンライトを導入
することで、前提条件の欠如等があった場合、問題を早期に発見・対処し、より良い博士課程教育の
提供を可能にすることを目的としている。
日本においても、国の指導の下、各大学がそれぞれ高等教育の充実に向けた取り組みを積極的に進
めている。文科省が調査した「大学における教育内容等の改革状況について（平成 27 年度）」によ
ると、学部段階においてシラバスで準備学修に関する具体的な指示を記載している大学数が 24 年度
の 410 大学から 27 年度の 585 大学、学部段階において GPA 制度を導入している大学数が 23 年度の
453 大学から 27 年度の 634 大学にそれぞれ増加している。また公的な質保証として、大学の設置基
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準、設置認可審査、認証評価の 3 つが存在する。まず国が定めた設置基準を満たすことにより一定水
準以上の大学であることが保証される。設置認可審査においては、大学の基本的な枠組みや条件整備
等に関して設置基準に適合しているか審査するだけでなく、設置計画が設置基準に定める内容を実現
し得る内容のものとなっているかという確認を行っている。これらの審査を経て大学の運営が開始し
た後も、教育・研究・組織・運営・施設・設備の総合的な状況について、大学は定期的に認証評価を
受けることになっており、これら公的な質保証を通して大学の質を保証している。

6. まとめ
本書の執筆を始めるまでは、日本の博士号取得者が国際的にかなり少ないという事実から、その数
をいかに増やすかが課題だと思っていた。しかし調査を進め両国の実情が見えてくるにつれ、単純に
博士号取得者を増やすだけが解決策ではないと気付いた。これまでの調査・分析を通して、高等教育
を取り巻く日本とスウェーデンの一番大きな違いは、高等教育卒業後の社会環境にあると結論付け
た。スウェーデンでは、高等教育卒業者、とりわけ博士号取得者は雇用状況が比較的良く、博士号を
保有していることは就職時プラスに働く傾向がある。スウェーデンの高等教育機関の教職員数は増加
を続けており、高等教育卒業後のキャリア展望は明るいといえる。一方、日本では博士課程卒業者の
就職難は今も深刻な状況である。高等教育機関の教職員ポストが減少していること、博士号を保有し
ていることが就職時に必ずしもプラスに働かないことが、博士の道を志す者の減少要因の一つだろ
う。そこで、近年増加している社会人博士課程に目を向けたい。社会人としての経験を積み、経済基
盤ができた上で博士課程に進学する場合、課程修了後の就職不安が無くなるだけでなく、より社会に
順応しやすく、企業にとっても即戦力になり得るのではないだろうか。社会人博士課程のコースの充
実や財政支援等を強化することで、研究人材増加の一助になるのではないかと考える。また、博士課
程卒業者の就職難の原因は、国や企業だけでなく、研究職にこだわる博士課程卒業者の側にもあるの
かもしれない。研究経験を生かす道は研究職だけと進路を狭めず、幅広い職業に目を向けて自身のキ
ャリアを考える事も今後必要になってくるだろう。最後に、スウェーデンでは一般的である、進学前
の労働市場参入という選択肢が、日本でももっと増えてもいいのではないかと思う。進路が明確な場
合を除き、卒業後すぐに進学する必要はないと感じる。進学前に一度労働市場に参入し、自身には何
が必要で、何を学びたいか目的が明確になった時点で進学するという流れが主流になれば、学生にと
っても大学にとっても高等教育がより有意義なものとなるだろう。
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