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1.はじめに 

 

「ドイツと日本は似ている」という言葉を聞くことがある。日本人特有の観点なのかと思って

いたが、ドイツの研究者からもそのようなことを聞いたので、ある程度相互の印象なのだろうと

考えている。確かに近代史を見てみると、少々似たような境遇を経験して今に至っているのかも

しれないとも思えるし、「時間に正確」「几帳面」と言った身近な事柄を想起する人もいると思う。

今回１年間の国際協力員研修を経て、筆者は上記のような漠然とした感想を改めることとなった。 
最も違いを感じたのは、行政のトップから発せられるメッセージである。学術に関する声明や

政策に進展がある際の発表等で度々聞かれる「学問の自由」という言葉は日本においてあまり行

政や政治家から発せられない思想であるように思う。また教育に関しても、ドイツ連邦教育研究

省の Anja Karliczek 大臣は、連邦奨学金法（Bundesausbildungsförderungsgesetz：BAföG）の

月額支給額を増額することを発表したプレスリリースで、「ドイツはチャンスの国である。教育へ

のアクセスは、筆者たちの社会の最優先事項である。筆者たちは両親の財政状況に関係なく、誰

もが可能な限り最高の道を追求できるようになってほしいと考えている。（以下略）」と発言して

いる 1。確かに見かけは似ていることが多いかもしれず、個人レベルで見れば似た考え方を持つ国

民が多いかもしれない。しかし国全体の動向や政策を見ると、ドイツと日本は根幹の哲学が全く

異なっていると感じる。 
 本レポートにおいては、教育研究、特に研究開発関連の基本的な事項に話題を絞り、ドイツの

学術に関わる基本的事項、政策の現状、国家規模で推し進められている事業、研究者個人の支援

体制の違い、最近の学術動向等をまとめ、最終的にドイツから何を学べるか、この 1 年で受けた

印象とともに述べる。 
 

 

2．日独の研究支援体制 

 
 ドイツと日本の研究支援体制そのものには、そこまで大きな違いはないように見える。近年ド

イツで実施されている、大学の研究力、国際競争力強化のための事業であるエクセレンス・イニ

シアティブに基づいた特定の機関への資金措置は、日本の指定国立大学法人制度や WPI 事業に似

ている。そのほか、母国語が英語以外であり、SDGs 重視の政策、研究支援策が設けられているこ

と、未来社会へ向けて大きなコンセプト 2を打ち出し、国全体の政策に落とし込むことなど、一見

すると似通った要素が見受けられる。しかし、ドイツの高等教育支援の現在の体制の成り立ちや、

                                                   
1 14.10.2019, Pressemitteilung: 119/2019, BMBF, „Mehr BAföG für mehr Studierende“, https://www.bmbf.de/de/mehr-
bafoeg-fuer-mehr-studierende-9891.html 
2 日本においては「Society 5.0」として打ち出されており、「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度

に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）」を目指すというコンセ

プトのもと、様々な事業が実施されている。対してドイツのものは「Industrie 4.0」と呼称され、「サイバーフィジカルシステ

ムを導入したスマートファクトリーの実現」がそのコンセプト概要である。 
 



日々、連邦教育研究省(BMBF)、ドイツ研究振興協会（DFG）などのプレスリリースなどを見てい

ると、主に以下の点において、ドイツの高等教育支援体制は日本のものと根本的な部分で大きく

異なる印象がある。 
 ドイツに来て間もなく知ることとなった教育・研究関係の日本との違いは、学校体系である。

ドイツの学校体系は図 1 の通り、図 2 の日本のものとはかなり異なる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ドイツでは 10 歳の時点で、大学進学者向けの「ギムナジウム」に進学するか、16 歳になった

ら事務職などで企業へ就職する人向けの「レアルシューレ（実科学校）」に進むか、15 歳から職人

として就業する人向けの「ハウプトシューレ」に入るかを決める。この選択は後々の成績次第で

変更することができ、例えば「レアルシューレ」から開始した生徒が「ギムナジウム」のカリキ

ュラムに変更することや、「ギムナジウム」の生徒が「ハウプトシューレ」へ転向することなども

可能である。 
将来的に大学に進学する場合に入る「ギムナジウム」は現在 8 年制（それゆえ G8、ゲー・アハ

トと呼称される）の課程であり、日本でいうところの中高一貫教育に相当する。教育方針は学校

によって異なり、ギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語などの古典語を学べるものや、理数系の強

化に重点をおいたものなどさまざまである。日本の大学入試のような制度はなく、高校卒業試験

「アビトゥーア Abitur」で良い成績を修め、そのスコアに応じた範囲内の大学を自由に選択して

進学することができる。 

出典： ドイツ 教育制度まとめ | ギムナジウム・レアルシューレ・ハウプトシューレ 
http://www.educedia.org/entry/2018/03/24/113021より引用、筆者加工 

 

図 1 ドイツの学校体系 

http://www.educedia.org/entry/2018/03/24/113021


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ギムナジウム期間に、学生たちは母国語のドイツ語のほか、第一外国語と第二外国語 3、歴史、

政治、地理、物理、化学、生物、音楽、美術、体育、宗教（もしくは倫理）などの多岐にわたる必

修科目に取り組む。第一外国語は一般的には英語が選ばれ、第二外国語ではフランス語、スペイ

ン語が選択されることが多いとのことである。日本でも 2020 年度から小学校中学年から英語教

育を取り入れ、高学年の 5・6 年生から英語の授業が必修化されるようなので、同じような年齢か

ら子供たちが外国語に触れることができるようになると思われるが、ドイツで多言語教育が徹底

されているのは地理的要因が大きいだろう。 
その他、ドイツ経済の屋台骨ともいえる製造業等を支える人材を輩出するのが、職人を育てる

職業学校等である。10 歳の時点で将来自分が進む道を考える、というとても重大な決定事項があ

るのは驚くべきことだが、職業学校やレアルシューレを修了後、職業訓練、アウスビルドゥング

Ausbildung を経て、専門職人材として社会に出る。この職業訓練は外国人にも開かれており、移

民としてドイツに来た人たちも職業訓練を受けてドイツ社会で働くことができるようになってい

るほか、近年ドイツはこの職業教育のノウハウを、国外に輸出する政策を大々的に推し進めてい

る。今年プレスリリースで見かけたのは、BMBF が中心となってインドやエジプトへ職業教育と

                                                   
3 一般的には第 7 グレード（実年齢では 12～13 歳）から開始される。 

図２ 日本の学校体系 
出典：日本のリハビリテーション No.6 
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/z00013/z0001306.htmlより引用、筆者加工 



職業訓練のノウハウを輸出し、その国の関係各省と連携してそれぞれの国に適合するスタイルを

模索し、実装の手助けを行うというものである。ドイツ独自のシステムによって堅固な経済社会

を実現させたうえで、そのノウハウをカスタマイズして他国に輸出できるほど、確立された教育

システムが社会全体を下支えしている。 
さらに日本と異なる点として、これからの未来社会を支える若手人材全般の育成に非常に重き

をおいている印象を受けることである。日本では近年生涯教育、生涯現役、という言葉を良く耳

にするほか、政策にも「一億総活躍社会」という言葉を用いて全年齢層が活躍できるような社会

を目指す、という目標が掲げられているが、BMBF や DFG をはじめとするドイツの教育研究振

興に携わる省庁、各関係機関からのプレスリリースでは、より若手世代に対する政策、提言や言

及が多いように思う。ドイツでも日本のように少子高齢化が徐々に進む中で、連邦政府は未来を

担う世代として若者たちの活躍に投資するための政策を多く打ち出し、支援する姿勢をはっきり

示している。 
 また、連邦政府やファンディング・エージェンシーのトップが良く表明するのが、「学問の自由 
Akademische Freiheit」や「誰でも分け隔てなく 4教育を受ける権利を有する」という言葉であ

る。日本においては事業概要等で構想の基本理念が示されるが、プレスリリース等の形式で大臣

クラスの口を借りて広く社会に表明されていないように思う。そのうえ、日本では日本国籍以外

の若手を支援することが事業目的となるものは、多くの場合フェローシップや日本に留学生、研

修生を受け入れて行うものが多く、ドイツのように海外の優秀な人材を自国に引き入れて国力に

することを念頭に置いた政策はあまり見受けられないように思われる。 
次に、現在ドイツでは目下 AI（ドイツ語では Künstliche Intelligenz：KI）分野の研究事業に

多大な資金が投入され、最も盛んな研究分野であると言っても過言ではないが、このような新た

な事業が開始される際のプレスリリース等には、必ずと言ってよいほど「学術と社会の対話」の

重要性が示唆される他、サイエンス・コミュニケーション分野のための顕彰事業 5も存在する。

ざっと目に入る学術記事を拾い読みするだけでも、ドイツにおいて基礎研究、応用研究の隔てな

く学術の本質に価値を見出し、その価値を社会に明確に伝えるという政府の方針を感じられる。 
このような印象のあるドイツ・日本両国の研究支援体制について、まず日本との資金面の状況

比較を行った。グラフ 1 の通り、ドイツの GDP は日本に比べると高くなく、むしろ少々低い。最

も、図 3 の通り、ヨーロッパ圏に限定して見てみると、ドイツは近年最上位層をキープしており、

2008 年の世界金融危機後、輸出を重視した政策によって景気後退を脱し、それによって生み出さ

れた好調景気が個人消費や投資等の内需に波及することで、自律的な景気回復を達成し、現在も

微増の傾向を維持している。これはドイツの製造業の高い国際競争力に支えられたものであり、

ドイツが国内外に誇る職業教育体制の浸透も国力増進の推進力になっていると考えられる。 

                                                   
4「誰でも分け隔てなく」というのは、ドイツ以外の国籍の人や若者も含む文脈で用いられることが多く、様々な理由でドイツ

へ入ってくる人々を「人材」として受け入れる姿勢は非常に合理的である。この考え方は若手に対してのみならず、政情不安

定な国から亡命してくる研究者を受け入れるための制度も存在する。 
5 DFG が所掌する Communicator-Preis では、1999 年の開始以来、ドイツのサイエンス・コミュニケーションの分野で最も

重要な栄誉と見なされている。特に革新的、多様かつ効果的な方法で研究活動の詳細や成果について、広く一般の人々が知

り、活用できるように、学術と社会間での密接なコミュニケーションに貢献した研究者に授与される。研究分野に制限はな

く、すべての分野の研究者が対象であり、賞金は€50,000 である。 
（詳細：https://www.dfg.de/gefoerderte_projekte/wissenschaftliche_preise/communicator-preis/index.jsp） 

https://www.dfg.de/gefoerderte_projekte/wissenschaftliche_preise/communicator-preis/index.jsp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この各国 GDP 比較に伴い、G20 各国の教育関連予算の GDP 比率も調べてみたが、グラフ 3 の

通り日本の公的教育費の低さが際立つ結果となった。対して、ドイツはアメリカと同様の比率を

維持しており、イギリスやフランスには劣るものの、低くはない比率を示している。 
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グラフ 1 G20諸国の GDP推移 

 

（単位：百万米ドル） 

※実質 GDPは 2009年第 1四半期と
2011年第 2四半期を比較した変化
率。政府財政収支 GDP比は 2010
年の数値。 

 
※ユーロ圏実質 GDPに占める割合が
１％以下であるエストニア、キプ
ロス、ルクセンブルク、マルタ、
スロベニア、スロバキアは除外。 

グラフ 2 EU諸国の実質 GDPと財政収支 

 出典：内閣府『経済財政白書、世界経済の潮流等』より引用、筆者加工 

出典：世界の名目 GDP 国別ランキング・推移（IMF） 
https://www.globalnote.jp/post-1409.htmlよりデータ参照、筆者作成 



 
 

 
教育研究分野への支援について、日本とドイツを概略的に比較・検討してみる。教育研究と一

言で言っても、様々な要素が絡み合って単純な比較が困難であるため、今回はドイツの連邦教育

研究省と日本の文部科学省の予算を見てみる 6。 
ドイツにおける科学技術・イノベーションに係る事業の主要所管省は BMBF であり、BMBF は

連邦政府の研究開発関連予算の約 60％を管理し、様々な研究開発戦略を立案している。BMBF が

策定する戦略やアクションプランには、連邦政府及び州政府の有識者がメンバーである合同科学

会議（GWK）や各種審議会が参画し、外部からの助言、評価を行う。 
近年活発化している AI などのイノベーション分野に関しては、BMBF のみならず連邦経済エ

ネルギー省（BMWi）、連邦交通・デジタル社会資本省（BMVI）なども関わっている。中でも BMWi
は、前述の連邦政府研究開発関連予算の 20％を管理している。なお、基礎研究分野への支援は

BMBF を所管省として、DFG をはじめとするプロジェクト・エージェンシー7が諸々の基礎研究

支援事業を実施している。ドイツにおける研究開発関連予算の配賦フローは図 3 の通り、日本と

                                                   
6 両国の省の予算について、活動内容がぴったり合致せず、合致するように調整することも不毛だったため、具体的な取り組

みに対して設定されている金額の高低については本稿では言及しない。 
7 連邦各省等から委託されて研究支援プログラムを運営する公的団体や民間組織の呼称。プログラムごとに担当官庁による公

募により、当該分野・プログラムに適した機関が選定される。現在約 15～20 のプロジェクト・エージェンシーが稼働してい

る。業務内容は、プログラムのコンセプト作成から、公募・審査・管理・評価などの一連の業務。この方法により、人員の制

限に縛られることなく、専門的知識を持った人員により、省庁を超えた知識の共有が可能となっている。近年、特定のプロジ

ェクト・エージェンシーに委託先が固定されてしまうことへの対策として、入札方式が採用された。 

アルゼンチン

イギリス

イタリア

インド

インドネシア

オーストラリア

ドイツ

日本

ブラジル

フランス

アメリカ

南アフリカ

メキシコ

ロシア

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

5.50%

6.00%

6.50%

2013 2014 2015 2016 2017

グラフ 3 公的教育費の対 GDP比、対象：G20 

 出典：世界の名目 GDP 国別ランキング・推移（IMF） 
https://www.globalnote.jp/post-1409.htmlよりデータ参照、筆者作成 



は異なる仕組みとなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まず、BMBF の予算額だが、グラフ 2 の通り 2019 年から 2020 年にかけて横ばい傾向である

ものの、それまで順調に伸び、2020 年の予算は 183 億ユーロである。対して、日本の文部科学

省各年度予算 8を比較してみると若干の減傾向にあり、2019 年度に一度大きく上昇している 9も

のの、2020 年度には例年ベースに戻っている。ドイツにおいては、グラフ 2 の通りメルケル首

相 3 期目に入ってからの 2014 年から 2017 年にかけての伸びが特に大きく、現在に至るまでで

約 40 億ユーロの増となっている。 
BMBF の 2017 年当時のプレスリリース 10によると、BMBF の予算額規模は首相就任開始の

2005 年当時から、約 2 倍の予算増となる。2017 年 6 月に 2018 年から 2021 年までの財政計画が

閣議決定された際も、教育研究政策重視を継続し、予算策定されている。その際、2018 年にハイ

テク戦略プログラムを本格的に始動するため、2013 年と比較して約 25％多い資金を調達してい

る。実際、2018 年にはハイテク戦略のために合計で約 25 億 5,000 ユーロの資金が投入されてお

り、重点項目としてデジタル化、マイクロ・エレクトロニクス、エネルギー分野、健康などに関

する分野が設定された。  
 

                                                   
8 文部科学省公表資料、各年度の「文部科学関係予算（案）主要事項」より、一般会計の金額を比較している。出典：

https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/index.htm 
9 2019 年度当初予算は前年度に比べて大幅に増額されているが、増要因のひとつであった「幼児教育・保育の無償化」に伴う

予算組み替えが行われた結果、5 兆 3,062 億円となった。今回は BMBF のデータにおいても当初予算を比較対象としたため、

調整後の金額ではなく当初予算を用いる。 
10 詳細は以下より。28,06,2017 Pressmitteilung: 073/2017 “Zukunftsinvestitionen in Bildung und Forschung” (URL: 
https://www.bmbf.de/de/zukunftsinvestitionen-in-bildung-und-forschung-4408.html) 

図 3 ドイツの教育研究資金 配賦フロー 

 ※黒矢印：運営予算、白抜き矢印：機関助成金、縞矢印：競争的資金 
出典：JST CRDS, 『主要国のファンディング・システム』より引用、筆者作成。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
また、この支援規模拡大の背景には 2005 年から開始した研究・イノベーション協約（”Pakt für 

Forschung und Innovation“）の貢献もあるようだ。この協約は以下の 5 つの目的を掲げている。 
 
1．研究システムのダイナミックな発展 
2．研究システムの効率的なネットワーク化 
3．新たな国際戦略の展開 
4．経済との持続的な協力関係の構築 
5．最高の人材の獲得 

 
この協約にのっとり、マックス・プランク協会、フラウンホーファー協会、ヘルムホルツ協会、

ライプニッツ教会、及び DFG に対する拠出額を、協約の第 1 期（2005 年～2010 年）に対し毎年
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グラフ 4 ドイツ連邦教育研究省 予算額推移 

 

グラフ 5 日本 文部科学省 予算額推移 

 

（単位：億ユーロ） 

出典：文部科学省公表資料、各年度の「文部科学関係予算（案）主要事項」よりデータ参照、筆者作成 

出典：“Der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung“ 
https://www.bmbf.de/de/der-haushalt-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-forschung-202.htmlより 
データ参照、筆者作成 



3％、第 2 期（2011 年～2015 年）は毎年 5％ずつ増額した。この資金負担は連邦と州が憲法第 91b
条に基づいて定められた割合で行っている。第 3 期（2016 年～2020 年）も 3％ずつの増額が保

証され、研究機関側では長期的な視点に立った研究計画を立案・実施しやすいようになっている。 
更に 2019 年 5 月には、今後更なる学術研究の質向上を目指し、連邦政府と州政府の共同学術

会議（Gemeinsame Wissenschaftskonferenz：GWK）が研究・イノベーション協約を含む 3 つ

の学術協約の議案を決議している。この協約は、以下 3 つの点において連邦政府と州政府の合意

のもと締結されている。 
 
1．「未来協約 学業と教育の強化」により、連邦と州は共同で永続的に勉学と教育の質を 

改善し、適切なコース及び選択肢を保障する。 
2．「高等教育におけるイノベーション」により高等教育の革新性と可視化、意義が強化 

され、初めて革新的な教育の支援が制度に基づき規定される。 
3．「研究・イノベーション協約」は明確な目標協議により、2021 年から 2025 年まで 
  続行される。 
 
この 3 つの協定により、今後 10 年間で合計約 1,600 億ユーロ以上の投資 11が予定されている。

これに関して連邦教育研究省の Anja Karliczek 大臣は「優れた大学と研究機関は経済力と豊かな

未来のための確たる基盤である」として、「教育と研究、イノベーションにさらに価値をおくべき

である」と強調している 12。 
ドイツでは最近まで、日本の科学技術基本計画のような国全体の科学技術・研究政策がなかっ

たようで、メルケル首相の政権になった後、2006 年に初めて包括的な政策文書である「ハイテ

ク戦略」が作成されたそうだ。この「ハイテク戦略」は、政府の施策を 17 分野に集約してい

る。これは現在 4 期目となり、「ハイテク戦略 2025」が 2018 年 9 月に公表されている。「ハイ

テク戦略 2025」では、以下のように目的を整理し、各目的に対する事業を設定することで対策

を講じている 13。 
最近世界中でホットな分野のひとつである人工知能（AI）研究についても、ドイツでは一大プ

ロジェクトとして様々な事業が展開されており、2019 年 5 月に連邦政府は AI 戦略のために 5
億ユーロを追加投入することを発表し、2025 年までにこの戦略の実施のため、合計 30 億ユーロ

を提供する予定であることを明らかにしている。その際に AI 国家戦略として、“ Strategie 
Künstliche Intelligenz“を策定し、目標とする項目を明らかにしている。この文書では“AI made 
in Germany“、つまり『メイド・イン・ドイツ AI』を作り上げることの重要性を述べており、

イノベーションの開発発展を主眼にドイツにおいて優れた研究拠点を確保し、ドイツ経済の競争

力を拡大し、顕著な社会的進歩と市民の利益を追求することを念頭に社会のあらゆる分野での

AI の多様な応用可能性を促進することが考えられている。また、方針としてすべての人と環境

                                                   
11 「未来協約 学業と教育の強化」と「高等教育におけるイノベーション」に対して、2021 年～2030 年にかけて総額約 415
億ユーロ、「研究・イノベーション協約」に対しては 2021 年～2030 年までで総額約 1,200 億ユーロが準備される予定。 
12 BMBF プレスリリース：03.05.2019 Pressemitteilung :044/2019 “ Qualitätsschub für Wissenschaft und 
Forschung“ (URL: https://www.bmbf.de/de/qualitaetsschub-fuer-wissenschaft-und-forschung-8537.html) 
13 詳細は以下より：https://www.hightech-strategie.de/index.html 



の利益に焦点を当て、学術と社会との交流・対話にも重きを置くことが書かれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、記載されている目標項目は以下の通りである。 
 
1. ドイツと欧州を先進的な AI 拠点にし、将来的なドイツの競争力を維持 
・既存の AI 研究開発センターの強化、最低 12 の研究開発センターの設立およびネットワーク 
 の拡張 
・AI 分野における若手研究者育成および教育のためのプログラム立ち上げ、100 以上の教授 

ポスト新設、大学機関における AI 分野の根付き 
・独仏研究・イノベーションネットワークの強化 
・飛躍的イノベーション庁の新設 
・欧州の AI イノベーションクラスターの立ち上げ 
・AI に特化した中堅企業へのサポート拡張 
・試験設備の立ち上げによる政府の企業支援 
・大学発スピンオフを支援するプログラム「EXIST」の予算増加 
・VC、ベンチャー向け融資の公的な支援プログラムの充実 
・起業に関する包括的なコンサルティングおよび支援の拡充 
・クラウドプラットフォームを基盤としたデータ等の解析インフラを構築 

図 4 ハイテク戦略 2025 ミッション概要 

 

≪和訳≫ 
Ⅰ. テクノロジーとモビリティ 
①安全でネットワーク化されたクリ
ーンなモビリティ 

②人工知能の実践 
③ドイツで電池製造を構築 
 
 
Ⅱ．持続可能性と環境 
④産業の温室効果ガス中立性 
⑤サイクルでの持続可能な管理 
⑥環境へのプラスチックの排出を大
幅に削減 

⑦生物多様性を守る 
 
 
Ⅲ．健康と変化 
⑧ネットワークによる研究とケアの
デジタル化-インテリジェントメ
ディスン向け 

⑨がんとの闘争 
⑩全国に住み、仕事をする 
⑪新しい知識の新しいソース 
⑫人のための技術 

出典：“Fortschrittsbericht zur Hightech-Strategie 2025“より引用 



2. 責任のある、公益のための AI 開発 
・人工知能を監視するための機関を設置し、同等の監視機関を欧州及びグローバルレベルに設置 

するよう働きかける 
・人間を中心に据えた、職場における AI 活用に関する欧州域内、欧米間での対話企画 
・国家継続教育戦略の一環とした、労働者の能力研鑽を後押しする幅広い支援プログラムの整備 
・AI などの新技術やデジタル化などを意識した専門家育成戦略の打ち出し 
・AI 導入および利活用にあたり被雇用者側の意思決定への参加や意見表明の機会提供の保障 
・職場における AI の実用化推進のための試験設備の導入支援 
・環境保全や地球温暖化防止のための AI 利活用の促進 
 
3. 幅広い対話を通じた倫理的、合法的、文化的、構造的な AI の社会導入推進 
・データ保護監督機関と経済団体とのラウンドテーブルを通じた、データ保護法に準拠した AI 

システムの開発と応用に関するガイドラインの策定 
・市民のプライバシーを保護と、市民の社会参加を後押しする技術の開発支援 
・「労働および社会におけるデジタル化」を啓蒙し、社会のためになる多分野にまたがる技術 
活用方法を支援 

・学習型システムおよび人工知能分野の秀でた人材を産官学および市民団体から集め、交流の 
機会を提供する 

 
2019 年 5 月時点で、Anja Karliczek 連邦教育研究大臣は、「私たちは『メイド・イン・ドイツ

の AI』で引き続き世界のトップレベルでありたい。AI 研究拠点の拡充により、ドイツの卓越した

AI 研究を国際的にさらに競争力を高め、そしてそれを産業や経済と結びつける計画だ。国内外の

優れた頭脳を投入するために、フンボルト財団（Alexander von Humboldt-Stiftung ：AvH）と

共に国際的に著名な研究者たちをドイツに呼び込む予定である。私たちは研究結果が迅速にドイ

ツの人々の役に立つことを願っているので、自動運転や生命科学のような重要な応用研究領域に

的を絞って投資する。」と述べているほか、Peter Altmaier 連邦経済エネルギー大臣や Hubertus 
Heil 連邦労働社会大臣も声明をプレスリリースにおいて公表し、省庁間の連携もアピールしてい

る 14。 
 また、中小企業の AI 活用、起業家、スタートアップ企業に対する支援も重視されており、革新

的技術開発の推進と同時にドイツの強みである製造業分野も巻き込んで基盤を強化する意図が感

じられる。この研究分野については、ドイツはアメリカ、中国、カナダに後れをとっているので

はないかという見方もあるようで 15、先端技術研究分野の活性化、世界とのネットワーク強化を

狙って海外から学生や若手研究者を誘致し、積極的な知識交換を図ると同時に、ドイツで研究を

続けることや働くことの魅力をアピールする機会として活用しているようである。 

                                                   
14 BMBF プレスリリース：23.05.2019, Pressemitteilung: 057/2019, „Bundesregierung stärkt die Förderung Künstlicher 
Intelligenz mit zusätzlich 500 Millionen Euro“, (URL: https://www.bmbf.de/de/bundesregierung-staerkt-die-foerderung-
kuenstlicher-intelligenz-mit-zusaetzlich-500-8726.html) 
15 DAAD プレスリリース：14.08.2019, „Ist Deutschland „künstlich intelligent" genug?“, (URL: https://www2.daad.de/der-
daad/daad-aktuell/de/73025-ist-deutschland-kuenstlich-intelligent-genug/) 



ドイツ国外の動向についても様々な調査が行われている。2019 年 7 月初頭にボン大学で行わ

れた”Digitalisierung und Künstliche Intelligenz — Einblicke aus China und Japan”と題され

たパネル・ディスカッションを傍聴した際には、中国と日本の DAAD 支部長がそれぞれ招か

れ、それぞれの国の AI 研究の現状やドイツの AI 研究の現状等に関して議論があったが、ドイ

ツ側から見た中国の AI 研究の特色としては AI を活用した個人識別、日本の特色としてはロボ

ティクス技術の発展が取り上げられていた。日本にいるとロボティクス分野は一般から見ても身

近に感じる研究分野のひとつであると思われるが、ドイツにおいてはあまり一般的ではないらし

い。また、中国における個人識別技術の発達に関しては、学校教育の現場にも AI 技術を活用し

た顔認証システムが取り入れられ、授業中の児童の表情などをデータ化している様子が紹介され

た。こちらもドイツの人々にとってみれば、とても興味深い考え方であるようだった。 
 
 

3．エクセレンス・イニシアティブ 

 
大学強化政策に関してはシュレーダー政権の頃から構想が始まっていたとのことである。ドイ

ツにおいては教育に関する主権は州が有するものであり、大学に関しても同様である。そのため、

日本でよく話題に上る「大学ランキング」や他の国の大学・研究機関とのベンチマーク考察など

は、あまり重視されてこなかったようだ。その証拠に、世界的にレベルの高いドイツの大学の名

前は、Times Higher Education のランキング等を見てもあまり見かけることがない。Times 
Higher Education 2020 を見ても、ドイツの大学で最も高いランクなのは 32 位のルートヴィヒ・

マクシミリアン大学ミュンヘン Ludwig Maximilian University of Munich で、上位 50 位までに

ランクインしているのはミュンヘン工科大学とハイデルベルグ大学、上記の LMUMunich 含め 3
校である 16。なお、この 3 校とも 2019 年 7 月に発表されたエクセレンス大学として選定された

大学である。というのも、ドイツにおいてはどのような大学に行くのか、ということよりもどの

ような専門に従事するかを考えるのが大切であり、この点が日本の状況と比較して非常に異なる

部分ではないかと思われる。当初は事業構想に「エリート」という言葉を入れていたらしいが、

反対意見を受けてこの言葉の使用を取りやめたとのことである。そして 2005 年 6 月、シュレー

ダー政権の末期に、「エクセレンス・イニシアティブ」プログラムの実施方針が策定された。 
エクセレンス・イニシアティブは、以下３つの主軸となる目的を掲げている。 
 
①若い科学者を支援するための大学院教育の強化 
②トップレベルの研究を推進するための卓越したクラスターの構築 
③大学における先端的研究をプロジェクトベースで構築するための大学全体としての 
未来構想への支援 
 

                                                   
16詳細は以下より参照：https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 



2005 年から 2012 年にかけて第 1 期の予算は 19 億ユーロ（約 2,500 億円、年平均約 500 億円）

で、39 大学、37 クラスター、9 の未来構想が支援を受けた。2012 年から 2017 年の第 2 期は、

総計 24 億ユーロ（約 3,100 億円、年平均 620 億円）で、45 大学院（継続が 33 機関、新規が 12
機関）、43 クラスター（継続が 31、新規が 12）、11 未来構想（継続 6 事業、新規 5 事業）が支援

を受けた。 
この事業の支援を受けたエクセレンス大学に求められていることは、奨学金の拡大や外国から

の優秀な学生への支援、若手研究者の無期雇用、見込まれる研究の将来性を考慮した資金援助の

実施などである。クラスターには、特定の先端領域を定めた上で他の高等教育機関や地域企業な

どと協力して研究開発を行う、産学連携の試みが要求されている。また、支援対象となった未来

構想は、特定の研究分野に制限せず、全学的視野で優秀な学生への支援、若手研究者の無期雇

用、研究への資金援助などを目標としているものが多い。こうして見ると、日本における指定国

立大学法人制度＋世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）＋リーディング大学院プログラ

ムのような印象を受ける。 
 そして第 3 期となる 2019 年から 2025 年にかけての期間で、以下の大学及びコンソーシアムが

選定された。これにより、ボンが属するノルトライン・ヴェストファーレン州はボン大学、アー

ヘン工科大学の２つのエクセレンス大学と、14 のエクセレンス・クラスターを有することとなり、

ドイツの中でもトップクラスの実績を得ている。特に今回初めてエクセレンス大学として認定さ

れたボン大学は、6 つのエクセレンス・クラスターの助成認定も受けている。図 5 で見てもわか

る通り、ボン大学は他の大学と比べてもかなりの資金を得ていると思われる。なお、ボン大学の

HP にはエクセレンス・クラスター採択発表時に、教員がホールに集う中 Hoch 学長が採択の発表

を読み上げ、喜び合う動画も上がっている 17。なお、この動画等で配信する試みは大学等のみな

らず DFG も行っており、2019 年 9 月にエクセレンス大学の発表を行った際は、ライブストリー

ミング形式で結果発表 18を行うなど、非常に明朗である。 
ただ、日本とドイツの大きな違いは、前述の通り高等教育は州の権限、州の予算の範疇であり、

高等教育と研究開発はそれぞれ並行して発展してきた歴史があるため、エクセレンス・イニシア

ティブのような統合的な取り組みに対し、高等教育と研究開発の両部門をいかに上手に統合する

かが課題であったようである。結果的に州法の改正といった非常に困難で複雑な過程を経て大学

と研究機関が合併したり、組織全体ではなく一部の合併にしたり、従来にない形態の組織体を作

るなどして審査に臨んだようである。 
これにより、認定を受けた大学やクラスターは世界のトップ機関と伍する活動と実績を築くべ

く、エクセレンス・ストラテジー19の事業資金を活用し、取り組みを実施している。エクセレンス

大学への恒久的な資金配分は 2019 年 11 月から始まり、最初の 7 年間で各大学に配賦される金額

は最大 1 億 500 万ユーロ、単純計算で毎年最大約 1,500 万ユーロ（日本円で最大約 18 億円）と

いう莫大な機関補助金が保証されているため、大学では海外から教授クラスの優秀な人材を招致

することも含めて、長期的な試みが推し進められているようである。 

                                                   
17 以下より参照：https://www.uni-bonn.de/forschung/exzellenzcluster 
18 以下より参照：https://www.youtube.com/watch?v=Q_BA2xs17vg 
19 第 3 期より「エクセレンス・イニシアティブ」から「エクセレンス・ストラテジー」へ呼称変更。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、最近ドイツに招聘される日本人研究者も、この事業の資金で雇用されるケースがあるよ

うだ。エクセレンス大学プログラムでは国際的なプレゼンスの向上が大きな目的の１つでもあり、

図 5 エクセレンス大学及びエクセレンス・クラスター （2019現在） 

 出典：” Our partner institute University of Bonn is named “University of Excellence”!” 
https://www.imprs-brain-behavior.org/uni-bonn-university-of-excellence/より引用、筆者加工 



国外から優秀な研究者を招聘して自機関で雇用している。 
ただし、エクセレンス大学として 7 年間の継続的な資金措置を受けるためには、機関として少

なくとも 2 つ以上のエクセレンス・クラスターの継続採択、機関間のコンソーシアムが母体の場

合は少なくとも 3 つのクラスターの継続採択が必須条件となっており、定期的に行われる外部評

価において成果を示す必要がある。 
ただ、今のところ評価は 7 年ごとに行われるとのことで、日本でよくある機関補助金のように

毎年外部評価が行われるようではないことや、採択期間中に徐々に予算が減らされるといったこ

とが無いことが、日本における大型機関補助金の取扱いとの大きな違いであろう。措置金額が非

常に高額であるため執行・管理にかかる労力が増えそうであるが、長期的な視点をもって機関全

体に係る構想を練り実行できるというのは、日本ではあまり聞いたことがなかったため、とても

魅力的に感じる。教育・研究活動のみならず機関全体を向上させる取り組みも、長期的に動かし

てみないと成果らしい成果が出ない、という暗黙の了解があるようにも感じられる。このような

点でも、ドイツは学術に関し、寛容で長期的な視点を有していることが見て取れる。 
 
 

4．ドイツのフェローシップ事業 

 
ドイツのフンボルト財団は世界規模のフェローシップ事業を所管する研究者支援機関として有

名だが、今回この財団が定期的に開催しているネットワーキングミーティングに筆者が参加した

際、その徹底した支援体制にとても感動した。筆者が参加したのは 2019 年 11 月 6 日から 8 日に

かけて開催されたイベントのうち、初日の 6 日のみだったが、この日の参加者は総勢 245 名とい

うとても大規模なものだった。会場となったハンブルク大学の大きな講堂に集められたフェロー

達は、開会の挨拶、基調講演、大規模なコーヒーブレイクに続き、各々の出身地域によって分け

られたリージョナル・グループ毎にディスカッションを行い、その後レセプションに参加する運

びとなった 20。 
 筆者が参加したリージョナル・グループはインド、日本、大韓民国、パキスタン、フィリピン、

ウズベキスタンからのフェローのグループであり、インドからのフェローが最も人数が多く、発

言もほとんど彼らのもので占められた。各グループにはその地域を担当する職員が割り振られ、

このアジア地域のグループには３名のフンボルト財団の職員がついて質疑応答に対応した。この

グループディスカッションの時間は、フェローそれぞれの自己紹介を経て、フェローシップ中に

体験したトラブル、彼らの生活基盤となる手当等に関することなどで最後まで色々なフェローが

発言した。中でもインドからの参加者達は資金に係る質問を多く寄せ、中にはガイドラインに明

                                                   
20 この時参加したフェローの出身国は、アルバニア、アルゼンチン、エチオピア、オーストラリア、ベルギー、ベナン共和

国、ボスニア~ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルンジ、チリ、中国、ドイツ、フランス、ギリシャ、インド、イラン、イスラエ

ル、イタリア、日本、カメルーン、カナダ、ケニア、コロンビア、レバノン、モロッコ、メキシコ、モルダウ、オランダ、ナ

イジェリア、オーストリア、パキスタン、フィリピン、ポーランド、大韓民国、ロシア、スウェーデン、スイス、セルビア、

ジンバブエ、スロベニア、スペイン、南アフリカ共和国、台湾、チェコ共和国。トルコ、ハンガリー、アメリカ、ウズベキス

タン、イギリス、ベラルーシである。詳細は以下より： 
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/text_id_65312931/F-1206609903/NeT_Hamburg_Statistik_Herkunftsla 



記されていることも含まれていたが、財団の職員が１つ１つに丁寧に対応する姿は非常に真摯

だった。インドのフェロー達にとって、家族連れで滞在先の国に行くことが一般的らしく、手当

増額を求める声やもっと病院を利用する際の補助をつけてほしい、といったことも彼らの要求と

して何度も発言があった。 
ちなみに、フンボルト財団のフェローシップで受けられる家族手当の計算は、専用のページか

ら試算することができる。どの国でフェローシップを行うか、配偶者の有無、18 歳以下の子供

の有無、同行する子供の人数などの詳細情報を入力すると、だいたいどのくらいの手当を受ける

ことができるか算出できる。なお、各条件の差によってもらえる手当金額が変動する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、筆者はネットワーキングミーティングで、JSPS の海外特別研究員制度を辞退してフンボ

ルトのフェローシップを選択した研究者に会った。待遇やネットワーキングの機会等を鑑みて転

向したのだという。また、JSPS 外国人特別研究員制度とフンボルト・フェローの両方の経験を

持つ研究者に話を聞くと、実際に研究活動を行う日本の機関に対して全く不満はなかった、とす

る一方、渡日後のフェロー同士のネットワーキングイベントがほとんどなく、同時期に同じ機関 
に滞在していたとしてもお互いわからず、後々ドイツで行われる当センターのシンポジウム等の

イベント等で知り合った際にその事実が発覚することすらあるという。また、フンボルト財団の

表 1：フンボルト財団フェローシップと JSPS外国人特別研究員（欧米短期・一般）における各種手当比較 
 
※フンボルト財団の各金額は、以下のWebページにて試しに対象国を日本にして、配偶者（収入無し）あり、18歳以下の子供を２人同伴す
ることにして試算したもの。JSPSの手当金額は固定、募集要項より参照 
参考：https://www.humboldt-foundation.de/web/pub_stipcalc.main 
※両機関とも、ネットワーキングミーティングへ参加するフェロー達への旅費等の支給制度あり 

フンボルト財団フェローシップ

各種手当（月額＋＠）

•基本的な奨学金 €1,750
•外国赴任追加手当 €2,289
•渡航に係る物品のための一時金 €250
•配偶者手当 €205
•子供手当 €500
（一人目に€400、追加の子供ごとに€100）

•児童扶養補償費 €408
•配偶者に対する外国赴任手当 €635
•子供のための外国赴任手当 €590
•往復国際航空券 実費

JSPS 外国人特別研究員

（欧米短期・一般）

各種手当（月額＋＠）

•滞在費 392,000円
※外国人特別研究員（欧米短期）で博士課程
取得前の場合、滞在費月額は200,000円）

•渡日一時金 200,000円
※フェローが本国から持ち込む荷物等の輸送等に係
る費用

•海外旅行保険 JSPSでまとめて加入
•往復国際航空券 実費



場合、ネットワークの規模も大きく世界中に広がっているほか、同窓会のケアが手厚く、日本に

おいても「日本フンボルト協会」の Web ページで国内の OB、OG を検索できるようになってい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 フンボルト財団のフェローシップ後、同窓生が活動している地域（2019年 12月発表時点）

 

 

出典：” Humboldt-Geographie des Wissens“ 
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-geographie-des-wissens.htmlより引用 



また、2020 年 6 月時点のフンボルトの審査セッション時点から実装されることとなるが、フン

ボルト財団のフェオドア・リューネンフェローシップ Feodor Lynen Research Fellowship21にお

いて日本を行き先にすることができるようになった。今後は JSPS の外国人特別研究員制度の他

にも、こちらのフェローシップを活用して日本での研究滞在を考えるドイツの研究者が増えると

思われる。 
 フンボルト財団では定期的に、ドイツへ来るフェローの動向を調査・記録している 22。累計 140
か国、29,000 人以上の卒業生のデータのうち、2019 年 12 月にこれに関するプレスリリースが出

されていたが、それによると過去 5 年間のフンボルト・フェローのほとんどは、米国（673 人）、

中国（498 人）、インド（231 人）、英国（226 人）から来ており、出身大学や機関別に見た場合で

は、70 人のフンボルト奨学生を擁する中国科学アカデミーがトップ、オックスフォード大学（45
人）とケンブリッジ大学（41 人)がそれに続いている。 
そしてとても興味深いことに、図 6 の通り、財団の同窓生がフェローシップ後に働いている国

のトップ 3 は米国（5,091 人）、日本（1,725 人）、中国（1,650 人）であり、日本はドイツの研

究者にとって有用な拠点に成り得ているようであるが、同記事では今後中国の重要性が増すこと

を言及している。 
 
 

5．DFG 

 
 前章でドイツにおけるトップダウン事業の一例としてエクセレンス・イニシアティブに係る事

業について取り上げたが、ドイツにおける研究事業の運営を幅広く取り扱うのがドイツ研究振興

協会（Deutsche Forschungsgemeinschaft：DFG）である。日本でいうところの JSPS に似た

機関であり、科研費に類似した個人補助金の事業から、エクセレンス・イニシアティブ関連の事

業の所管も DFG である。第 1 章のドイツにおける研究開発資金の流れを示した図 3 でも触れて

いるが、DFG は主に連邦政府、州政府から予算を受けており、表 2 の通り前者が 69.3％、後者

が 29.7％である。 
 そして受けた予算を、表 3 のように事業種別ごとに割り振っている。なお、DFG での事業運

営について職員にインタビューを行った際、DFG では年に一度の予算策定の際、先 3 年間の予

算計画を議論・策定するらしく、それぞれの事業に決まった予算金額を割り当てることはしない

とのことだった。それだと各年度の決算が非常に困難を極めそうだが、予算・経理担当によって

毎年問題なく処理されるとのことだった。そのため、研究資金運営業務において遭遇する「もう

                                                   
21 あらゆる分野のあらゆるキャリアステージのドイツ出身の研究者に向けたフェローシッププログラム。申請者は海外のフン

ボルト・ネットワークに加わっている約 15,000 人の研究者の中からホストとなる研究者を選択し、申請することができる。 
ポスドク研究者（博士号取得から最大 4 年以内）の場合は 6～24 か月、それ以上のキャリアの研究者（博士号取得から最大 12
年以内）の場合は 6～18 か月（3 年間以内であれば最大 3 回へ訪問期間を分割できる）の滞在が可能。 
フェローへ支給される金額は対象国や個人の活動状況によって異なる。 
（例：米国に行く場合、月額 3,305 ユーロの基本支給経費。配偶者と子供二人が同伴する場合は最高 5,320 ユーロまで受け取

れる。さらに旅費等の必要経費も支給される。） 
22 詳細は以下より：https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-geographie-des-wissens.html 



予算がつかなくなったからこの事業は来年度から中止、もしくは各機関の自助努力で継続」と

いった事態にはならないようだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2 DFG予算配賦元一覧 FY2018 
出典：DFG Statistics, Finances 
https://www.dfg.de/en/dfg_profile/facts_figures/statistics/finances/index.html#anker57867058より引用 

表 3 DFG予算配布先事業一覧 FY2018 
出典：DFG Statistics, Finances 
https://www.dfg.de/en/dfg_profile/facts_figures/statistics/finances/index.html#anker57867058より引用 

 

https://www.dfg.de/en/dfg_profile/facts_figures/statistics/finances/index.html#anker57867058
https://www.dfg.de/en/dfg_profile/facts_figures/statistics/finances/index.html#anker57867058


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そのためインタビューの際、日本では大抵の場合、各研究事業の実施のために使用できる予算

が毎年度見直されて定められるうえ、財務省からの予算措置が減額されると機械的に予算減とな

ることを話したところ、なぜそのようなやりにくい方法をとるのか、といった反応をいただい

た。まったくもってその通りだと感じる。 
研究事業運営の方法は JSPS において実施されているものと類似している。組織自体も、約 850

名の DFG で雇用している職員 23のほかに、研究事業の審査員を外部から募って公募事業等を運

営している。事業運営の際には、JSPS の学術システム研究センターと類似した立場である

Department Ⅱに属する研究者たちの知見を借りる。そのため、どの研究分野に対して公募を行

うかについての考察や決定は DFG のプロパー職員が下すことはないとのことである。 
 DFG のファンディングを事業ごとに大きく分けると、以下のようになる。 
 
・Individual Grants Programme： 

日本の科学研究費補助金のような制度で、原則として博士号を取得した研究者個人の 
研究活動のために措置される。 
 

・Research Unit： 
研究グループに対して通常 8 年間助成される補助金。どちらかというと新規性のある 

                                                   
23 図 6 のように、エグゼクティブ・ボードの下に 5 つの部門があり、850 名という職員数は海外オフィスの人員やプログラ

ム・オフィサーにあたる類の研究者等も含まれている。JSPS のプロパー職員という意味合いのスタッフ数は約 200 名とのこ

とだった。 

図 7 DFG組織図 
出典：” DFG Head Office” 
https://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/index.jspより引用 



もの、先端的なもの、若手研究グループ等を支援する傾向がある。 
 

・Priority Programmes： 
  参画する研究者が全国規模のもので、DFG のエグゼクティブ・ボードがこのファンデ 

ィングによって特定の科学的利益が生み出されることが公約できる場合、原則 6 年間 
助成される。 
 

・Collaborative Research Centres： 
  最大 12 年間にわたり、学際的な共同研究センターを設置し、活動するものに助成され 

る。革新的、挑戦的、複雑且つ長期的な研究分野のためのプログラムで、大学以外の研 
究機関との協力が奨励されている。 
 

・Research Training Groups： 
  大学において初期キャリアの若手研究者を支援するためのプログラムで、最大 9 年間 

DFG から資金提供を受けることができる。博士課程の研究者が科学と学術の現場に対 
応することを補助し、初期の学術的独立を促す目的で運用されている。 
 

・DFG Research Centres： 
  国際的プレゼンスを有し、競争力のある研究センターをドイツの大学に設立すること 

を目的としている。DFG は教授クラスと独立した若手研究グループに初期費用と学際 
的なネットワークのフレームワークを提供している。（※エクセレンス・クラスターと 
異なり、このプログラムでは DFG が発信するテーマに沿って設置される） 
 

・Excellence Initiative Grants： 
  エクセレンス・イニシアティブ関連事業のための補助金。 
 
・Scientific Infrastructure Funding： 
  学術図書館サービスや情報システム、中央研究施設などの学術インフラストラクチャ 

―の構築及び改善のための資金提供プログラム。 
 

・Scientific Prizes and Other： 
  顕彰事業等。 

 
そして、それらの研究事業種目別の資金措置割合を見ると、2018 年の実績はグラフ 6 の通りで

ある。個人補助金の他、規模の大きな国際共同研究拠点を設立して長期に事業継続する

Collaborative Research Centres、近年推し進められているエクセレンス・イニシアティブ関連の

事業に係る資金などが比較的大きな割合を占める。 
 個人補助金に係る費用が大きいことや、大学・研究機関間コンソーシアムへの補助事業を多く



取り扱うのは JSPS も似たものがある。それは個人補助金の審査方法についても同様のことが言

える。ただ、DFG と JSPS の個人補助事業の運営方針には大きな違いが 2 つある。まずひとつ

目は、DFG の個人補助事業への申請は特に提出締め切り等が設けられておらず、決まった時期

に開かれる審査会にある時点までに提出された申請が順次審査にかけられ、審査されるという仕

組みである。審査会の開催頻度は原則 2 か月ごとという短いスパンで行われるので、一度不採択

の通知を受けた後で審査員の所見を参考に書き直し、次の審査会の時期に再度申請書を提出す

る、という方法をとることができる。日本の科研費の場合、同じ種目には 1 年で 1 回の申請とな

るので、研究活動計画を立てるうえで DFG の個人補助金事業運営方針はとても理にかなってい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
もうひとつの JSPS との大きな違いは、所謂書面審査を行う審査員に謝金等が支払われないこ

とである。これは DFG だけでなく、UKRI や SNSF も同様なのでドイツの特色というわけでは

ない。DFG 職員へのインタビューの際に、なぜボランティアのように協力してもらえるのか聞い

たところ、事業運営に参画することで得られる情報や、参画することによってその研究者の研究

分野の影響力向上に貢献することなどが原動力なのではないか、との答えが返ってきた。特に、

グラフ６ DFG 事業種目別資金措置割合 CY2018 

 出典：DFGの “Facts and Figures2018“ より引用、筆者加工 



最近ではニューロサイエンス等の先端研究分野の研究者たちが積極的に事業運営側への参画を

行っているとのことだ。新しい研究分野、学際的な分野であればあるほど、その研究分野のプレ

ゼンス向上のために努力を惜しまない研究者が多いという。 
また、在独の日本人研究者から話を聞くと、ドイツには個人の研究者にとって研究しやすい環

境が整っているという印象を受ける。ドイツにおいてはドイツ語が第一言語なので、アメリカや

イギリスで研究を行う場合に比べて言語的困難があるものの、今年度ボンセンターが関与したイ

ベントでお会いした在独日本人研究者からは、「日本で研究をするよりドイツにいたい」という

声を聞いた。興味深かったのは、「研究者にとって、研究する時間以外に研究しない時間も確保

することが重要である」という意見である。これはお話を伺った研究者が 10 年以上ドイツで研

究活動を続けて痛感されたことだそうで、日本において大学等の機関に勤められている研究者の

方々が置かれている状況とかなり異なる。文部科学省等の資料で以下のような研究時間が減少し

ている現状を経過観察している資料が定期的に公開されるが、ドイツにおいては以下の職務的な

活動のほかに頭を自由に使ったり、研究と全く関係のない興味のある事柄に時間を割いたりして

リフレッシュするゆとりが、機関によってはあるようだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、DFG では各種統計データがとても充実している。グラフ 8 のように各大学・機関への

資金措置を研究分野別に示したものや、図 9 のようなファンディング全体の研究分野ごとの分布

図など、綿密で膨大な IR データが公開されていてとても興味深かったので、次ページより一部

紹介させていただく。日本において、ここまで詳細な研究分野ごとの研究資金配分データや、大

学ごとにどのくらいの補助をどの分野にしているか、といった公開資料を見たことがなかったの

で、DFG の公開資料を閲覧していた際非常に驚いた。また、公開データ掲載ページにはそのデ

ータを作成した人の名前、連絡先が明記されているものもあり、誰でも質問を寄せることができ

るようになっている。 
 

 
 
 

グラフ 7 大学等教員の職務活動時間割合の推移 

出典：文部科学省「2018年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査報告書」より引用 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラフ 8 DFG 2014年から 2016までの大学及び主題分野ごとの DFG予算措置データ 
出典：DFG Drittmittelerfolge deutscher Hochschulen   

https://www.dfg.de/sites/foerderatlas2018/themen/ranking.htmlより引用 

https://www.dfg.de/sites/foerderatlas2018/themen/ranking.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6．学術研究を取り巻く環境：Projekt Deal 

 
Projekt Deal は、ドイツ学術機関連盟（Allianz der Wissenschaftsorganisationen）により設

立された、ドイツの主要な科学機関、研究機関の大半を代表するコンソーシアムである。総合大

学、専門大学、研究機関、州立図書館、地域図書館などの、主に公的資金で運営される学術機関

700 以上が参画している。主な目的は以下の通りである。 
 

・ドイツの学術機関における研究者等が執筆した、新たな研究論文の即時オープンアクセス公開 
・出版社のジャーナル・ポートフォリオへの永続的なフルテキストアクセス 
・発行された記事数に基づいたシンプルかつ未来志向の形式で明確化されたサービスの公正かつ 
合理的な価格設定 

図 9 DFG 2014年から 2016までの研究分野毎のファンディング規模 

※各分野の大きさは資金配分規模に比例、単位：百万ユーロ 
出典：DFG Hochschul- und Regionenprofile im Überblick 

https://www.dfg.de/sites/foerderatlas2018/themen/profile.htmlより引用 

https://www.dfg.de/sites/foerderatlas2018/themen/profile.html


2019 年 8 月末、Projekt Deal とシュプリンガー・ネイチャーは、ベルリンで以下に示す内容

の MoU に署名した。これにより、シュプリンガー・ネイチャーはドイツの研究者や科学者の論

文を年間 1 万 3,000 本以上、オープンアクセスで出版する見込みである。オープンアクセスで出

版された論文は即時に世界に公開され、無料で閲覧することができるようになる。また、

Projekt Deal 参画機関に所属するすべての研究者と学生は、研究分野を問わずシュプリンガー・

ネイチャーが出版するジャーナルの大半でオープンアクセス出版が可能になるほか、1997 年以

降のバックファイルを含め、オープンアクセスに対応するジャーナルの全コンテンツを読むこと

ができるようになる。この取り組みは合意に至るまで 3 年を要したようで、ドイツの研究者がオ

ープンアクセスで迅速に研究成果を出版する機会を大幅に増やし、世界の研究者がより簡便にア

クセスできるようにする環境を整備することが可能になり、学術情報流通の全体のコストを抑制

するという Projekt Deal の一大プロジェクトの目標への大きな一歩となった。 
 
MoU のポイント 
・最終契約は、2020 年から 2022 年まで有効で、2023 年まで延長可能 
・2020 年の Publish and Read（PAR）部分は、OA 出版の論文 9500 本以上をベースとし、参

加機関は Springer、Palgrave、Adis、および Macmillan が出版するジャーナル 1900 タイト

ルをいつでも購読できるものとする。PAR での購読料および OA 出版料は、論文単位の PAR
料金（2,750 ユーロ）に反映される。 

・シュプリンガー・ネイチャーは、全機関に対し、BMC および Springer Open のジャーナルで 
の OA 出版費用を定価から 20％割り引く。また、APC (article processing charge）の値上げ

は、1 年間に 1 タイトル当たり 3.5％以下（2020 年の定価を基準に算出）とする。 
・PAR の要素には、Nature および Nature ブランドの購読ジャーナルや純粋な専門誌ならび 
に、Scientific American、Spektrum der Wissenschaft などの雑誌は含まない。 

・参加機関は契約期間中、対象ジャーナルの 1997 年以降のバックファイルに無料でアクセス 
 できる。 
・シュプリンガー・ネイチャーと Projekt DEAL は、本合意に含まれるシュプリンガー・ 
ネイチャー発行の全ジャーナルについて、アーカイブへのアクセスギャップの解消も目指す。 

 
研究論文へのアクセスに関しては、ドイツにおいて過去にも大きな動きがあった。例えばマッ

クス・プランク研究所が、2018 年 12 月末で満了を迎えたエルゼビア社との購読契約を更新しな

いことを発表した。エルゼビア社のジャーナル購読料は高額であり、状況改善に係る交渉を

Projekt Deal に参画するドイツの機関が前線に立って進めていた。エルゼビア社側はエルゼビア

誌の論文へのアクセス無料化には合意できないとしており、交渉は平行線をたどっていたとい

う。 
そして 2020 年 1 月、Projekt Deal はシュプリンガー・ネイチャーと世界最大規模の変革的オ

ープンアクセスについて最終契約を締結した。昨年 8 月に発効された合意内容がいよいよ本格的

に実施されるようになり、世界的に見ても大規模なオープンアクセス事例となる。なお、オープ

ンアクセス化するには論文投稿料を高額に設定する必要があるため、想定される投稿料は上述の



通り 1 論文につき 2,750 ユーロとなるようである。高額な論文購読料に関しては世界的な問題に

なっており、Projekt Deal のみならず、2018 年 5 月にはスウェーデンの Bibsam コンソーシア

ムがエルゼビア社とのエルゼビア誌コンテンツ購読契約を更新しないことを発表している他、

2019 年 2 月にはカリフォルニア大学がエルゼビア社の出版社との契約交渉が決裂し、購読契約

を停止することを発表している。単純にアクセスできないだけでは研究者にとって不便になるた

め、このような措置をとった機関はその後の経過を調査している。調査結果を見ると、契約キャ

ンセルによってマイナス影響を受けたと回答している研究者も少なくないことから、大型ジャー

ナルの購読を停止することの良い代替手段を用意するのは現時点ではまだ困難であるようであ

る。 
 
 

7．おわりに 

 
教育・研究開発に係る様々な政策、目標、課題、展望等は、様々な要素が複雑に絡み合った結

果、各国で異なる様相を呈していると思うが、調べてみればみるほどドイツと日本の違いが際立

つ結果となった。それは冒頭で触れた思想、政策の軸となる「どのように向上させるか」という

方法論、人々が感じる社会不安の度合い、近隣国との関係性など、多種多様である。もちろん、

ドイツの教育も問題を抱えていないわけではなく、近年増加する移民の流入により、地域の学校

に受け入れられた移民児童のドイツ語の履修度合いによってはカリキュラム全体のレベルを下げ

て対応しなければならない問題、英語教育の必要性と母国語教育の重要性の兼ね合いなどをニュ

ース等で度々目にする。しかしそれでも、ドイツ国民のみならず、ドイツへ入ってくる移民のた

めにどのような支援ができるか、彼らの力を国力に反映させるにはどうするか、という前向きな

考え方が行政側からきちんと示されている印象を受けた。 
ドイツの持つ安定した体制は、合理的・論理的且つ寛容な考え方を人々ができるからこそ実現

しているのではないか。日本において、国際研究促進や人材の流動性、現状をより向上させるこ

とを目的にたくさんの事業が実施されているが、最も必要なのは思想の転換であるように思う。 
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