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1. はじめに 

 

 ドイツの科学技術政策の歴史や発展について日本の視点から述べている永野博氏の「ドイツに

学ぶ科学技術政策」（2016）の中で、「科学者の自治 1」という言葉が印象に残っている。この言

葉は、ドイツの代表的な公的ファンディング機関であるドイツ研究振興協会（Deutsche 
Forschungsgemeinschaft：DFG）の組織の最大の特徴として述べられている。ドイツ研究振興

協会は、ボトムアップで研究者の基礎研究に対する支援を行う競争的資金の配分機関である。こ

れらの競争的資金の審査をはじめ、協会内の意思決定プロセスにおいては、「研究者の自治」が

徹底されており、自治を維持するための工夫が制度の中にみられるという。 
 日本においては、ドイツ研究振興協会と同様の性質を持つ支援事業として、文部科学省と独立

行政法人日本学術振興会が実施する「科学研究費助成事業」（以下、「科研費」という。）がある。

本事業は、日本最大規模の競争的資金といわれており、人文学・社会科学から自然科学までの全

ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる研究を助成する唯一の制度である。この助成対

象の選定には、研究者によるピアレビュー方式がとられ、厳正な審査を経て採択課題を決定し、

研究費が配分されている。この審査システムについては、政府が策定した第 5 期科学技術基本計

画（平成 28～令和 2 年度）に基づき、平成 30 年度助成分より抜本的な改革が行われた（科研費

審査システム改革 2018）。現在、新たな審査方式の定着に向けて検討や見直しが行われていると

ころである。 

 本稿では、ドイツにおける競争的資金制度のうち、審査・評価システムに着目して調査するこ

とで、日独両国のシステムの特色を比較・考察することが目的である。 
 

 

2. ドイツ研究振興協会とは 

 

 ドイツ研究振興協会（Deutsche Forschungsgemeinschaft：DFG）2は、1920 年に設立された

ドイツ科学非常事態協会（Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft）を前身とし、第二次

世界大戦後、1951 年に本部をボンに構え、現在の組織となった。私法に基づく自治組織で、全て

の自然科学、人文社会科学の分野において、大学や公的研究機関における研究活動への資金配分

を行っているほか、政府主導のエクセレンス・ストラテジー事業等を実施している。 
 ドイツにおける研究開発予算の財源は、連邦政府と州政府により措置され、2018 年度予算はお

よそ 310 億ユーロ 3である。そのうち、ドイツ研究振興協会の予算は全予算額の 1 割以上にのぼ

るおよそ 34 億ユーロで、69.3％が連邦政府、27.9％が州政府により拠出されている。永野（2016）
によれば、政府は 2016～2020 年にかけて毎年 3％予算を増額することを公約しているという。 
                                                   
1 永野博（2016）「ドイツに学ぶ科学技術政策」 近代科学社 148 頁 
2 2020 年で設立 100 周年を迎えた。頁内のイラストは 100 周年を記念したロゴマークである。https://dfg2020.de/en/ 
3 Bildung und Forschung in Zahlen 2019（Federal Ministry of Education and Research） 
 https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Bildung_und_Forschung_in_Zahlen_2019.pdf 



   表 1 ドイツ研究振興協会 2018 年度予算内訳 

 
   （出典）Origin of Funds 2018 （ドイツ研究振興協会 HP）4  

     

 参考として、日本学術振興会の 2019 年度予算内訳を以下の表 2 のとおり示す。全予算額 2,671
億円の 99.9％は国からの運営費交付金および補助金等により拠出されている。両機関を比較する

と、ドイツ政府は研究開発のための予算をより手厚く配分していることが分かる。 
 
   表 2 日本学術振興会 2019 年度予算内訳            （単位：億円） 

事 業 費 予 算 額 
運営費交付金事業費 
  研究者援助事業費 

学術国際交流事業費 
  学術の応用研究事業費等 

学術システム研究センター等事業費 
管理運営費等 

266 
186 

57 
8 
6 
9 

科学研究費補助事業費 1,399 
科学技術人材育成費補助事業費 21 
受託事業費等 9 
学術研究助成基金助成事業費 975 

合    計 2,671 
   （出典）令和元(2019)年度事業別予算額 （日本学術振興会 HP）5 
                                                   
4 https://www.dfg.de/en/dfg_profile/facts_figures/statistics/finances/index.html 
5 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index5.html 



 ドイツ研究振興協会の会員には 97 機関が登録されており、大学だけでなく、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、ライプニッツ協会等のドイツを代表する研

究機関やその他の科学アカデミーから構成されている。最高意思決定機関である会員総会の下に、

理事会、役員会、評議会が設けられており、これらの全ての委員会には連邦政府と州政府の代表

が参加している。ただし、委員会の投票規程により、研究者側主導の判断が優先されるよう、政

府側が他の学術機関側を上回らないよう投票権の数が調整されており、協会の自治を維持・保証

できるような工夫がとられている。 
 
   図 1 ドイツ研究振興協会の組織図 

 

   （出典）Organization of the DFG （ドイツ研究振興協会 HP）6 

  
 このように、ドイツ研究振興協会の運営においては、研究者による意思決定を尊重しているこ

とが分かる。本協会の主たる役割は、研究者が大学や研究機関において行う研究活動に対して、

適切な審査・評価を経て資金を提供することである。次章以降では、ドイツ研究振興協会の中核

的な事業である競争的資金制度を概観し、その審査・評価システムについて、科研費事業との比

較を交えながら考察していきたい。 
                                                   
6 https://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/index.jsp 



3. 日独における競争的資金制度の概要 

 

 ドイツ研究振興協会が実施する競争的資金制度には、科研費と同様の性質を持つ事業として、

研究者個人のプロジェクトを対象とした Individual Research Grants（個人グラント）がある。

日独それぞれの制度について、概略を以下の表 3 にまとめた。 
 
表 3 日独の競争的資金制度の概略 7 

                                                   
7 日本学術振興会科学研究費助成事業 HP、ドイツ学術振興協会 HP をもとに筆者作成 
8 Individual Research Grants のみの応募件数は公開されていなかったため、2018 年度新規採択件数と採択率より算出した。 

      配分機関名 
      （事業名） 

 
 
項目名 

文部科学省・日本学術振興会 
（科学研究費助成事業） 

 

ドイツ研究振興協会 
（Individual Research Grants） 

 

研究種目の体系 種目群： 
1. 若手研究 
（若手研究者の自立支援） 
2. 基盤研究 
（既存の学問分野の深化・ 
 発展を目指す研究） 
3. 学術変革研究 
（新領域の形成・斬新な発想に 

基づく研究） 

Funding Focus： 
1. Investigators 
（研究者のキャリアパス別） 
2. Themes 
（プロジェクトテーマ別） 
3. Forum 
（共同研究に向けたプラット 
 フォーム形成を支援） 
4. Infrastructure 
（研究基盤形成を支援） 

予算規模 2,372 億円 
（2019 年度予算額） 

約 11.8 億ユーロ 
（2018 年度配分実績額） 

応募件数 
（2018 年度） 

103,672 件 38,286 件（推定）8 

採択件数 
（2018 年度新規採択分） 

25,796 件 13,247 件 

採択率 
（2018 年度） 

24.9％ 34.6％ 

応募総額 
（1 課題あたり） 

研究種目により異なる 
10 万円単位～最大 15 億円 

個々の応募課題により異なる 

採択期間 研究種目により異なる 
単年度～最大 7 年間 

個々の応募課題により異なる 
最大 3 年間 



2 つの事業を比較すると、予算規模に対する応募件数の比率が大きく異なることが分かる。ま

た、Individual Research Grants の採択件数は科研費のおよそ半数であるものの、採択率はおお

むね 10％上回っており、研究費の配分ニーズにより応えられているといえる。 
応募総額や採択期間については、科研費は応募する研究種目に応じて支援額や期間が明示され

ており、分かりやすく体系化されている。それに対して Individual Research Grants は、採択期

間に上限は設けられているものの、研究者個々人が応募する課題に合わせた支援を提案し、応募

することができる仕組みとなっている。 
研究種目については、キャリアステージに沿うような段階的な支援体制を整えている科研費と、

研究を遂行する上でどの費目に対して重点的に資金を配分するかによって種目を分類している

Individual Research Grants でそれぞれの特色がみられる。 
 
 

4. 審査システム 

 
 本章では、前章で紹介したドイツ研究振興協会が実施する Individual Research Grants のプロ

グラムの審査システムについて、ホームページ等の公開資料およびドイツ研究振興協会の職員に

行ったインタビューの結果をもとに、「公募」、「審査方式」、「審査委員選考」の項目ごとにまとめ

る。 
 
4-1. 公募 
【応募方法】 
 応募者は、電子申請システム elan9を用いて、オンラインで所定の申請書類を提出する。 
  

The elan Portal 
 

 
 
 
 
 この elan のポータルサイトは、応募者向けの申請システムだけでなく、審査委員向けの審査シ

ステムも備わっており、応募から審査に至るまで一括した情報管理を行っている。応募者は自分

が申請した課題の審査状況や採否結果の確認ができ、審査委員は書面審査結果の提出やパネルレ

ビューの日程確認等ができる。科研費においても、研究者（応募者・審査委員）向け、研究機関の

科研費事務担当者向けの電子申請システム 10を構築しており、ほぼ同様の機能を持ったものであ

ることが分かる。 
                                                   
9 The elan Portal https://www.dfg.de/en/research_funding/principles_dfg_funding/elan/index.html 
10 科研費電子申請システム https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/ 



【公募スケジュール】 
 年間を通して公募期間は定められておらず、申請書類の提出期限はない。研究者は、自分が応

募したいタイミングでいつでも申請することができる。ドイツ研究振興協会職員へのインタビュ

ーによると、応募件数の状況に応じて、平均で 2 ヶ月に一度の頻度で審査委員会が開かれること

が分かった。また、プロジェクトの規模や分野によって異なるものの、応募してから採択決定、

資金助成を受けるまでの期間は、おおよそ 6 ヶ月とのことであった。 
  
 比較として、科研費の公募から内定までの流れ 11を以下の図 2 に示す。公募は、1 つの種目に

つき年に 1 回と決まっており、3 ヶ月以上の時間をかけて審査を実施、年度初めとなる 4 月に交

付内定、研究費の送金は早くとも 7 月 12となる。ドイツに比べると応募から交付までの期間が 10
ヶ月程度と長いものの、決まった時期に決まった額の援助が行えるよう、スケジュール管理が徹

底されていることが分かる。 
 
図 2 科研費の公募から内定までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （「科学研究費助成事業 2019」パンフレットをもとに筆者作成） 

 そのほか、ドイツ研究振興協会でのインタビューによると、Individual Research Grants の応

募書類は、研究内容に直接関わらない軽微な部分であれば最大 2 回まで書き直しが可能であると

いう。また、既に採択済みの課題を継続したい場合、助成された研究費を全額執行する少なくと

も 6 ヶ月前までに再度申請が可能で、研究者のニーズに応じた切れ目のない柔軟な支援を提供し

ていることが分かる。 
                                                   
11 最も一般的な研究種目である「基盤研究（A・B・C）（一般）」「若手研究」のスケジュールを示している。 
12 令和 2(2020)年科学研究費助成事業公募要領（特別推進研究、基盤研究（S・A・B・C）、挑戦的研究（開拓・萌芽）、若手

研究）14 頁 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/r02/r2koubo.pdf 



4-2. 審査方式 
 審査は、 (1) 書面審査（Written Review）、 (2) レビューボード（Review Board）によるパネ

ル審査の 2 段階に分けて行われ、最終的に協議会（Joint Committee）による決定が下される。 
 
(1) Written Review 

審査委員は書面審査によって採否を提案し、採択の場合は応募額の妥当性について所見を作

成する。ドイツ研究振興協会でのインタビューによると、応募課題 1 件につき 2～3 名の審査

委員が書面審査を担当することが分かった。その後、これらの書面審査結果をもとに、事務局

が採否案を作成する。 
 

(2) Review Board によるパネル審査 
書面審査での採否案をもとに、専門委員が審査を行う。2019 年 11 月時点で、研究分野ごとに

48 の委員会があり、606 人のメンバーで構成されている。 
専門委員は、書面審査の結果を精査するだけでなく、1 段階目の書面審査のレビューアーの選

考が適切かどうか評価を行う必要がある。理由があればレビューアーの変更を求めることも

可能となっている。委員は平均して毎年 1～2 件の審査プロセスに関与する。 
 

(3) Joint Committee 
研究者代表 39 名、連邦各省 16 名、各州代表 16 名、ドイツの学術振興のための寄付団体（Der 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft）の代表者 2 名により最終決定が行われる。 

 
  図 3  Individual Research Grants の審査の流れ 

 
    （出典）The DFG Review Process （ドイツ研究振興協会 HP）13 
                                                   
13 https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/begutachtung/dfg_begutachtungsverfahren_130715_en.pdf 



4-3. 審査委員選考 
 書面審査委員と Review Board の専門委員の選考プロセスは、それぞれ全く異なっている。 
 
【書面審査委員】 
プログラムディレクター（Programme Director）によって研究区分ごとに選定される。ドイツ

および海外の研究者、毎年およそ 10,000 人に審査依頼を行っている。 
 
※Programme Director14： 
書面審査の審査委員の選考や採否案の作成を担当する職員。人文学・社会科学、自然科学、生命

科学、工学系科学の 4 つの研究分野を更に細分化した 210 以上の研究区分ごとにそれぞれ主担当

と副担当の職員が配置されており、彼らの多くは博士号の学位を持った専門性の高い人材である。 
 
【Review Board の専門委員】 
 研究者によるオンラインの投票により、研究分野ごとに任期 4 年の専門委員が選定される。 
驚くべきことに、ドイツの公的研究機関で研究に従事している博士号を取得している全ての研

究者に投票権が与えられており、4 年ごとに研究者による直接選挙が行われる。ドイツ研究振興

協会でのインタビューによれば、2019 年の選挙で 5 回目を迎えたという。 
 

 

（出典）ドイツ研究振興協会のオンライン投票サイト 15 

 
2019 年 Review Board Election の結果は以下の表 4 に示すとおりである。 
なお、当選者は、Review Board の委員としてホームページ上で氏名や所属等が公開されている。 
 
表 4  Review Board Election 2019 の概要 

投票期間 2019 年 10 月 21 日～11 月 18 日 
有権者数 約 150,000 人 
候補者数 1,659 人 
当選者数 632 人（全 49 委員会） 

任期 2020 年～2023 年（4 年間） 
（「Review Board Election 2019」HP をもとに筆者作成） 
                                                   
14 Programme Contacts  https://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/structure/programme_contacts/index.jsp 
15 https://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/review_boards/rb-election2019/index.html 



 ドイツ研究振興協会でのインタビューにおいて、この投票システムの強みを伺ったところ、「民

主主義的であること」、「ボトムアップの風土」、「研究者たち自らによってシステムを形成・構築

していること」などという回答が得られ、研究者の自治意識の強さが感じられた。 
 
 一方、科研費においては、「科研費審査システム改革 2018」が行われ、平成 30 年度助成分より

審査システムが刷新された。改革後の制度の概略は以下の表 5 のとおりである。 
 
 表 5 科研費の審査システム概略 

審査の流れ 
応募する研究種目によって、主に以下の 2 つの審査方式に分けられる。 
(1) 総合審査方式 ＜研究分野を 11 の大区分または 65 の中区分に細分化＞ 
    書面審査 → 同一の審査委員による合議審査を行う 
(2) 二段階書面審査方式 ＜研究分野を 304 の小区分に細分化＞ 
    同一の審査委員が 2 段階にわたり書面審査を実施 
   （2 回目は他の審査委員の評価を踏まえ、1 回目の評価の再検討を行う） 

審査委員会の構成人数 
＜科学研究費委員会＞   約 6,000 人の審査委員（研究者）で構成 
(1) 総合審査方式     （1 課題あたり）6～8 名 
(2) 二段階書面審査方式  （1 課題あたり）4～6 名 

審査支援組織（学術システム研究センター） 
・大学等において第一線で活躍する研究者がセンター研究員として業務・運営に参画 
・人文学、社会科学から自然科学までの全ての分野を 9 つに区分し、専門調査班を構成 
・事業に対する提案や助言、評価、審査会への陪席等を行う 

審査委員の選考方法 
 審査委員候補者データベース（2018 年度登録者数：約 10 万 3 千名）に基づき、学術 
 システム研究センターの研究員が候補者案を作成し、案をもとに日本学術振興会が選考 
 （補欠者を含め、年間約 13,000 名を選考 / 委員の任期は原則として 3 年） 

                   （「科学研究費助成事業 2019」パンフレットをもとに筆者作成） 

 
 日独のシステムを比較すると、両事業とも 2 段階の審査が行われている点は同様であるものの、

科研費は 1 段階目と 2 段階目どちらも同一の審査委員で審査が行われている 16。また、書面審査

における 1 課題あたりの審査委員の数にも差がみられた（ドイツ：2～3 名、日本：4～8 名）。 
パネル（合議）審査においては、6～8 名で科研費委員会を構成しているのに対して、Review 

Board の委員会の平均人数は 13 人弱となっており、書面審査と人数構成が逆転している。 
 
                                                   
16 「科研費審査システム改革 2018」以前の審査システムにおいては、最大 400 余りの審査区分をもとに、書面審査と合議審

査を異なる審査委員が実施する 2 段審査方式がとられていた。しかし、応募件数が年々増加していくことによる審査負担等の

課題が生じてきたため、審査区分と審査方式を一体的に見直す改革案がとりまとめられた。 



 さらに、研究分野の審査区分について、科研費の総合審査と Individual Research Grants の比

較を表 6 に示す。 
 
表 6 審査区分の比較 

           事業名 
項目名 

科研費 
総合審査 

Individual Research Grants 

Written Review / Review Board 
1 段階目（書面審査） 

審査区分 
大区分（11）/ 中区分（65） 

※種目によって異なる 
210 以上の細目区分 

2 段階目（パネル審査） 
審査区分 

大区分（11）/ 中区分（65） 
※種目によって異なる 

48（委員会数） 

（「科学研究費助成事業 2019」パンフレット、ドイツ学術振興協会 HP をもとに筆者作成） 

 
 書面審査においては、科研費の審査区分は Individual Research Grants に比べて広い区分で分

類している。より多角的で幅広い視点から応募課題を見極めることに重きがおかれていることが

分かる。合議審査においては、書面審査の評点結果等を審査資料として提示し、同一の審査委員

で検討が行われる。これには 2 つの異なる形式の審査に一体性を持たせる狙いがあると考える。 
 一方、Individual Research Grants では、書面審査において細目化された区分で専門的な視点

から課題の精査を行う。その後、パネル審査において投票により選出された専門委員が特定の分

野にとどまらず、より幅広い視点を取り入れながら審査を進めていくという流れになっている。 
 
ドイツ研究振興協会における審査システムを調査する中で特色を感じたのは、全ての審査委員

が無償で審査を引き受けているという点である。ドイツの研究者は、一人の研究者として他の研

究者の研究を審査することに対して、単なる「業務」とは捉えていないのかもしれない。この点

からも、学術研究の発展のために自らが事業に参画するという意識の強さが潜在的にうかがえる。

しかし一方で、ドイツ研究振興協会職員へのインタビューによれば、応募時期や申請件数の状況

によっては審査委員の確保に苦労するという実情があるとのことで、Review Board の開催日程

が変動する等少なからず影響を及ぼしているということが分かった。 
 
 

5. 評価システム 

 
 本章では、ドイツ研究振興協会が実施する Individual Research Grants プログラムの評価シス

テムについて、「審査における評価基準」、「事後評価」に着目してまとめる。 
 
5-1. 審査における評価基準 
 ピアレビューアーによる書面審査、Review Board によるパネル審査のそれぞれの段階におい

て、図 4 のとおり評価基準が設けられている。 



  図 4  Individual Research Grants の審査における評価基準項目 17 

 
               （The DFG Review Process （ドイツ研究振興協会 HP）をもとに筆者作成） 
 
 
 Individual Research Grants の審査の評価基準でユニークな点は、2 段階目のパネル審査にお

いて書面審査委員の選考を評価する点である。1 段階目の審査の適切性、透明性を十分に検討し

た上で、応募課題の評価に進んでいることが分かる。 
 
 一方、科研費の評価基準は、以下の図 5 に示すとおりである。 
 
  図 5 科研費の審査における評定要素 18 

 
（科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程（令和元年 11 月 12 日改正）をもとに筆者作成） 

 
 科研費においては、審査方式によらず統一された評定要素が提示されている。これをもとに、

書面審査で「S・A・B・C」、「4・3・2・1」といった 4 段階の評点による絶対評価が行われ、合

議審査において採否が決定される。 
                                                   
17 https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/begutachtung/dfg_begutachtungsverfahren_130715_en.pdf 
18 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/data/r02/hyoukakitei191112.pdf 



5-2. 事後評価  
日本学術振興会学術システム研究センターの「海外における研究費政策とファンディング・シ

ステムの状況に関する調査報告書（平成 29 年 3 月 29 日）」19によると、ドイツ研究振興協会では

一般的に研究課題の支援終了後、フォローアップとして事後評価は行っていないことが分かった。 
 
一方、科研費においては種目の規模、進捗段階に応じた評価を実施している。評価方法は、書

面による自己評価、第三者による現地調査、ヒアリングなどいくつかの方法で行われている。評

価結果については、科研費ホームページ 20等において全て公表されている。 
 
 

6. 考察 

 
 本稿では、ドイツにおける競争的資金制度のうち、ドイツ研究振興協会の Individual Research 
Grants（個人グラント）の審査・評価システムに着目して調査を行った。この事業運営の特徴の

一つに、制度を研究者自らによって作り上げていくという姿勢を強く感じた。例えば、協会内の

委員会の構成も政府関係者よりも研究者主導となるように、投票権の規定まで整備されており、

ボトムアップで学術研究政策を動かしていくという考え方が浸透している。永野（2016）によれ

ば、この背景には戦前、ナチス政権が科学を政治目的で利用したことへの反省もあるという。 
 競争的資金のパネル審査を担当する Review Board の専門委員は、アカデミックコミュニティ

による投票が行われ、研究支援に対する研究者ひとりひとりの参画意識の強さを物語っている。

審査においては、2 段階のそれぞれ異なる方法（書面→パネル）、区分（210 以上の細目→48 の専

門委員会）、人員（書面審査委員→専門委員）を用いて、多角的に審査が行われていることが分かっ

た。 
 
 このような民主主義的な「科学者の自治」を実現するための支援も手厚い。政府による協会へ

の予算は毎年一定割合で増額されており、学術研究に係る政策の実施に非常に信頼をおいている

ことが分かる。また、運営のための人材配置も充実している。ドイツ研究振興協会の職員数は 850
人で、日本学術振興会の 180 人（2019 年度時点）を大きく上回っており、中には博士号を取得し

た専門的な見識を身につけた人材も多い。筆者があるドイツの学術振興機関の審査会を傍聴する

機会をいただいた際も、機関の職員と研究者の距離の近さを感じた。審査会は審査委員と事務職

員がほぼ同等の人数割合で構成されており、審査委員ではなく機関の専門職員（Sachbearbeiter）
が中心となって会を進行していることに驚いた。 

日本の大学の事務職員は、「ジェネラリスト」として総合的な実務能力を求められ、部署異動サ

イクルも短いことが往々にしてあるが、ドイツでは職員の専門性の高さによって業務運営におけ

る質が保たれているように見受けられる。 
                                                   
19 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/041/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/16/1385286_7.pdf 
20 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html 



 また、審査・評価のプロセスにおいては、柔軟性の高い支援を提供するために様々な工夫がみ

られた。研究者の応募はいつでも受け付けられる体制が整備され、審査に付されるまでも時間を

長く要さない。また、必要に応じて提出後に申請書類を見直すこともできる。公募、審査、交付

のそれぞれの段階で明確に期間が定められている計画的な科研費事業とは異なり、応募状況や審

査委員の確保に変動がみられるドイツのシステムには煩雑な面も存在するが、何よりも応募者に

寄り添った継続的な支援制度の構築に意義を見出していることが分かる。評価基準の比較では、

書面審査において、評定要素をもとに点数による絶対評価を行う科研費に対し、レビューアーが

一課題ずつ採否を提案する Individual Research Grants それぞれに特色がみられた。また、提案

課題の支援終了後の事後評価に対しては実質的には重点をおいていないことも分かった。 
 
 平成 16 年の国立大学の法人化以降、運営費交付金が毎年約 1％ずつ削減され、平成 27 年度以

降は横ばいの状態が続く日本においては、科研費のような競争的資金の獲得が研究者の死活問題

となっている。厳しい予算状況と少ないマンパワーの中で、いかに効率的に研究者のニーズに応

じた事業運営をしていくか日々検討がされている。日独両国の行政の仕組みや成り立ちは全く異

なるため、是非を議論することは難しいが、ドイツの研究振興の根底にある「研究者が主体となっ

て制度を作り上げていく姿勢」とそれを十分にサポートできる専門的な人材配置は、今後の日本

の学術研究の発展にも重要な要素になるのではないだろうか。研究者のサポートに携わる大学職

員としても、研究者の声を尊重し、耳を傾け、日々の業務や大学の研究環境に反映していく姿勢

を大切にしていきたい。 
 
 

謝辞 

 
 本稿の作成にあたり、インタビューにご協力いただいたドイツ研究振興協会の Raoul Wagner
氏、Franziska Langer 氏、ご指導、ご助言をいただいた林センター長、青山副センター長、出口

前副センター長をはじめとしたボン研究連絡センターの皆様、そしてボンでの海外研修生活を共

に過ごした宇美国際協力員に心より感謝申し上げます。 また、研修中にお世話になったドイツの

関係学術機関の皆様、日本学術振興会東京本部、特に研究助成企画課の皆様、広島大学の皆様に

も深く御礼申し上げます。   



参考文献および URL（アクセス日は全て 2020 年 2 月 2 日） 
 
[1] 永野博（2016）「ドイツに学ぶ科学技術政策」 近代科学社 
 
[2]「科研費審査システム改革 2018」パンフレット 文部科学省 HP よりダウンロード 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/04/22/1367694_02_1.pdf 
 
[3]「科学研究費助成事業の審査システム改革について（平成 29 年 1 月 17 日）」 文部科学省 HP よりダウンロード 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/01/19/1367698_01.pdf 
 
[3]「科学研究費助成事業 2019」パンフレット 日本学術振興会 HP よりダウンロード 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/24_pamph/data/kakenhi2019.pdf 
 
[4]「第 5 期科学技術基本計画」 内閣府 HP よりダウンロード 

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf 
 
[5]「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略（2018 年）」 

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センターHP よりダウンロード 
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2018/FR/CRDS-FY2018-FR-05/CRDS-FY2018-FR-05_07.pdf 

 
[6]「科学技術・イノベーション動向報告～ドイツ～」 

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センターHP よりダウンロード 
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/OR/CRDS-FY2014-OR-01.pdf 

 
[7]「米独英のファンディングエージェンシーの審査システム」 CGSI レポート 第 2 号 （平成 27 年 2 月 25 日発行） 

独立行政法人日本学術振興会グローバル学術情報センター 
https://www.jsps.go.jp/j-cgsi/data/h26/report_150225.pdf 

 
[8]「公募要領（特別推進研究、基盤研究（S・A・B・C）、挑戦的研究（開拓・萌芽）、若手研究）」 

日本学術振興会 HP よりダウンロード 
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/r02/r2koubo.pdf 

 
[9]「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程（令和元年 11 月 12 日改正）」 

日本学術振興会 HP よりダウンロード 
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/data/r02/hyoukakitei191112.pdf 

 
[10]「海外における研究費政策とファンディング・システムの状況に関する調査報告書（平成 29 年 3 月 29 日）」 

独立行政法人日本学術振興会 学術システム研究センター 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/041/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/05/16/1385286_7.pdf 

 
[11] Federal Report on Research and Innovation 2018, Federal Ministry of Education and Research 
    https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Bufi_2018_Datenband.pdf 
 
[12] Education and Research in Figures 2019, Federal Ministry of Education and Research 
    https://www.datenportal.bmbf.de/portal/en/B1.html 
 
[13] Annual Report 2018, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_jb2018.pdf 
 
[14] Guidelines Research Grants Programme, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/formulare/50_01/50_01_en.pdf 
 
[15] Proposal Preparation Instructions - Project Proposals, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/formulare/54_01/54_01_en.pdf  



[16] Guidelines for the Use of Funds - International Research Grants with Guidelines for Final Reports, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
https://www.dfg.de/formulare/2_012e/2_012e.pdf 

 
[17] Financial Status Report Research Grants, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/formulare/41_053/41_053_en.pdf 
 
[18] General Guidelines for the Written Review, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/formulare/10_20/10_20_en.pdf 
 
[19] Guidelines for the Review of Research Grants, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/formulare/10_206/10_206_en.pdf 
 
[20] The DFG Review Process, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/begutachtung/dfg_begutachtungsverfahren_130715_en.pd
f 

 
[21] Bildung und Forschung in Zahlen 2019, Federal Ministry of Education and Research 

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Bildung_und_Forschung_in_Zahlen_2019.pdf 
 
[22] Funding Atlas 2018 Key Indicators for Publicly Funded Research in Germany, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/sites/fundingatlas2018/download/dfg_fundingatlas_2018.pdf 
 
[23] DFG-Flyer: Facts and Figures 2018, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/flyer_zahlen_fakten_en.pdf 
 
[24] DFG-Flyer: DFG in Numbers 2018 - IN BRIEF, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_in_zahlen_kompakt_en.pdf 
 
[25] The elan Portal 

https://www.dfg.de/en/research_funding/principles_dfg_funding/elan/index.html 
 
[26] elan flyer for applicants, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/antragstellung/elan/flyer_eant_en.pdf 
 
[27] Programme Contacts, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/structure/programme_contacts/index.jsp 
 
[28] Review Board Election 2019, Deutsche Forschungsgemeinschaft 

https://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/review_boards/rb-election2019/index.html 
 
[29] Election Regulations for the Election of the Members of the Review Boards of the Deutsche Forschungsgemeinschaft, 

Deutsche Forschungsgemeinschaft  
https://www.dfg.de/formulare/70_01/70_01_en.pdf 

 
 
 
 
 


