宮本岳志衆議院議員が提出した「大学院博士課程修了者の就職確保と研究条件改
善に関する質問主意書」（2010 年 6 月 14 日）と政府答弁書（2010 年 6 月 22 日）
大学院博士課程を修了しても安定した研究職につけず、ポストドクター（ポスドク、短期雇用の博
士研究員）や大学の非常勤講師を繰り返すなど、
「博士の使い捨て」という事態が広がっている。研究
者としての夢をもてない現実に、大学院博士課程への進学者も減少している。これは、日本の学術と
社会の発展にかかわる重大問題である。菅首相は、六月十一日の所信表明演説で「若者が夢を抱いて
科学の道を選べるような環境整備」をいっていたが、それを可能にするためにもこの問題の解決は急
務である。
そこで、大学院博士課程修了者の就職確保と研究条件改善に関し、次の事項について質問する。

（質問項目とそれに対する答弁は、以下のとおりです。質問項目の順番は、政府答弁にあわせていま
す）

質問項目
一

政府答弁

日本学術会議は、今年四月に発表した『日本の

政府としても、若手研究者や博士課程修了

展望―学術からの提言 2010』で、「大学院で研究

者の雇用の確保は科学技術の振興を図る上

者として育った者が研究者として働く場を適切な

で重要な課題であると認識している。

形で十分に確保できないという点で、若手研究者
問題は深刻」
「博士課程に進学すると就職の間口が
狭まり、博士号を取ってもキャリアにおいてそれ
ほど有利にならないと信じられている」と指摘し、
「こうした状況を部分的にでも打開できないと、
『科学技術立国』としての日本の将来は暗い。放
置すれば欧米諸国のみならず新興諸国に対して
も、日本は学術の国際的な地位を喪失しかねない」
と警告している。政府は、こうした認識を共有す
るか。
二

政府は、昨年末に発表した「新成長戦略」で、
「理

御指摘の「若手研究者ポスト」の意味する

工系博士課程修了者の完全雇用」をかかげたが、

ところが必ずしも明らかではないが、理工系

未だに具体的な対策は見えてこない。どのような

の博士課程修了者が理工系の博士課程修了

対策をとろうとしているのか明らかにされたい。 者が社会の多様な場で活躍することは重要
「理工系博士課程修了者の完全雇用」を達成する

であると考えており、公務員について必要な

ためには、大学や独立法人研究機関の若手研究者

採用を行っているほか、文部科学省におい

ポストを増やすことが欠かせないと考えるがいか

て、研究者が任期付きの雇用形態で自立した

がか。

研究者としての経験を積み、厳格な審査を経
1

て准教授等のより安定的な職を得る仕組み
三

「新成長戦略」は、人文･社会学系の博士課程修

を導入する大学等を支援するとともに、国内

了者の就職問題について触れていないが、それは

外における産業界等の実社会の要請に適合

なぜか。人文･社会学系の博士課程修了者の就職難

した研究者の育成に取り組む大学等を支援

も深刻だ。博士課程修了後、大学非常勤講師など

するなどしているところである。今後とも、

不安定雇用と低賃金にあえいでいる研究者も数万

このような施策を推進してまいりたいと考

人にのぼる。人文･社会学系の博士課程修了者の就

えている。

職難の問題について、どのような対策をとろうと

月 30 日閣議決定）においては、理工系人材

しているか。
四

十

「新成長戦略（基本方針）」
（平成 21 年 12

博士課程を修了しても就職できない「博士の就

の重要性にかんがみ、「理工系博士課程修了

職難」は、大学院生倍加政策による院生の増加に

者の完全雇用」に言及したものである。文部

見合って、政府が、就職先を確保する施策をとっ

科学省としては、人文・社会科学分野の博士

てこなかったことによるものと考えるが、政府の

課程修了者についても、社会の多様な場で活

見解はどうか。とりわけ、大学や独立行政法人研

躍することは重要であると考えており、体系

究機関が、若手の新規採用を激減させたことが事

的な教育の実施等を通じて、知識と理論を実

態を深刻にしたと考えるがいかがか。

務にいかすことのできる能力を備えた人材

博士課程修了者の就職難を解決するには、大学

の育成を図る取組等を行っているところで

以外の公的部門の専門職にも、博士の採用を広げ

あるが、今後とも、このような施策を推進し

ることが必要と考えるがいかがか。国家公務員や

てまりりたいと考えている。

地方公務員の大学院卒採用枞を新設し、学校の教
師や科学に関わる行政職、司書や学芸員などに博
士を積極的に採用することが必要と考えるがいか
がか。
五

35 歳未満の大学教員の割合が 15 年前の 19％か

35 歳未満の大学教員の数の減少について

ら 13％に減少しているように、大学の若手研究者

は、様々な要因があると考えられるが、国立

ポストは減少している。これは、国立大学に国が

大学法人については、国立大学法人への運営

交付する運営費交付金が、自公政権下の 5 年間で

費交付金の削減や、簡素で効率的な政府を実

720 億円も削減され、また、行政改革推進法による

現するための行政改革の推進に関する法律

「2006 年度以降 5 年間で 5％以上の人件費削減」

（平成 18 年法律第 47 号。以下「行政改革推

が国立大学に義務付けられことによるものと考え

進法」という。）第 53 条第 1 項の規程に基づ

るが、どうか。

く人件費削減の対応による影響があるとの
指摘が、文部科学省において行っている国民
からの意見募集や各国立大学法人からの意
見聴取等においてなされていると承知して
いる。

六

独法研究機関の正規雇用の若手研究者ポストも
2

御指摘の「若手研究者ポスト」の意味する

減少している。独法研究機関として最大規模の産

ところが必ずしも明らかでなく、お尋ねにつ

業技術総合研究所（産総研）も人件費削減の義務

いてお答えすることは困難である。

付けによって正規雇用の研究者が一割減少し、
「ポ
スドク」など任期付きの研究者が倍増している。
独法研究機関の若手研究者ポストの減少も、運営
費交付金の削減と人件費削減の義務付けによるも
のと考えるがいかがか。
七

国立大学法人法案の国会審議において、政府は、

行政改革推進法第 53 条第一項は、国立大

平成 15 年 7 月 1 日の参議院文教科学委員会で、畑

学法人に対し、役員及び職員に係る人件費総

野君枝議員の「文部科学省が各法人に対して教職

額の削減について義務付けているが、その手

員を増やせとか減らせとか、こういう指示もなく

段は各国立大学法人の判断に委ねられてい

なるわけですね」との質問に対して「基本的には

るところである。

定員管理ということはしない」と答弁している。
行政改革推進法による人件費削減の義務付けは、
事実上、定員削減を強制するものであり、
「定員管
理はしない」という法人化の趣旨と矛盾するので
はないか。
八

博士課程修了者の雇用を拡大していくために

現在、国立大学法人及び独立行政法人は、

は、国立大学と独法研究機関への行革推進法の人

行政改革推進法第 53 条第１項の規程に基づ

件費削減の義務付けを撤廃すべきと考えるが、い

き、平成 22 年度末までに達成すべき目標を

かがか。

掲げ、人件費の削減に取り組んでいるところ
である。なお、平成 23 年度以降の取扱いに
ついては、国会における御議論などを踏ま
え、適切に対処してまいりたいと考えてい
る。

九

国立大学がこの間に削減した人件費総額の 758

教員及び研究者の採用については、各大学

億円を、新たに運営費交付金に上乗せすれば、若

の設置者及び独立行政法人の自主的な判断

手教員 1 万 5 千人の雇用を増やせる。私立大学の

に委ねられるものであるが、文部科学省とし

教員一人当たり学生数（19.9 人）が国立大学の 2.7

ては、国立大学法人及び独立行政法人への運

倍もある現状を 2 倍に下げるように国庫助成をす

営費交付金の交付並びに私学助成について、

れば、あらたに 3 万人の雇用を増やせる。独法研

業務効率化への取組を求めつつ、各大学及び

究機関が法人化後に削減した人件費を元にもどせ

研究機関における業務の実施に必要な経費

ば、多くの若手研究者ポストを増やせる。博士課

について適切に対応してまいりたいと考え

程修了者の就職難を解決するためにも、国立大学

ている。

と独法研究機関の運営費交付金を増額し、私立大
学への国庫助成を増やすことが必要と考えるがい
3

かがか。
十

博士課程修了者が民間企業で派遣労働者として

文部科学省としては、民間企業における博

一

劣悪な待遇で働かされている例を紹介したい。東

士課程修了者の雇用の実態については把握

京大学で博士号を取得したＡさんは、独法研究機

しておらず、御指摘のような調査を行う予定

関でポスドクとして 4 年間研究し、アメリカに２

はないが、博士の学位を授与された者又は博

年間留学した。帰国して多数の公募に応じたが、

士課程に標準修業年限以上に在学して所定

研究職に就けず、現在、
「専門業務」の派遣労働者

の単位を修得した上退学した者のうち、大学

だ。これまで製薬会社、大学、家電メーカー、試

又は公的研究機関において任期付きで研究

薬メーカー、独法研究所に派遣されてきた。派遣

業務に従事している者（教授、准教授、講師、

先の分野も遺伝子、電子工学、有機化学、無機固

助教、主任研究員等の職にある者を除く。）

体化学と専門分野と無関係に派遣されている。ど

についての調査を行っているところである。

こでも正社員の指示に従うだけで、研究の進め方

今後とも機会をとらえて、産業界に対し博士

を決める会議にも参加できず、Ａさんが研究につ

課程修了者の採用の促進を要請してまいり

いて自分の考えを述べる機会すらない。しかも、

たい。

派遣先が払う派遣料のうち、Ａさんに入るのは五
割強。同じように仕事をしている正社員と待遇を
比べるとかなりの格差がある。転職して正社員に
なりたいが、40 歳近いＡさんを雇ってくれるとこ
ろはないという。ある最大手の技術系派遣会社に
は、Ａさんのような博士号取得者が、５万人も登
録されているという。
政府は、民間企業において、博士課程修了者が
派遣や期間社員として劣悪な待遇で働かされてい
る実態を把握しているか。また、民間企業におい
て、博士課程修了者が派遣や期間社員として劣悪
な待遇で働かされる実態について、調査をすべき
と考えるがいかがか。
十

民間企業の研究開発職にしめる博士の割合は

二

3.8％にすぎない。これを 10％に引き上げるだけで
3 万人以上の博士の雇用が増える。博士を派遣や期
間社員で雇用する企業に対して正規職への採用を
促すとともに、大企業に対して博士の採用枞の設
定を求めるなど、社会的責任を果たさせるように、
政府が働きかけることが必要と考えるがいかが
か。

十

大学などがプロジェクト研究のような期限付き
4

教員及び研究者の雇用については、各大学

三

資金で研究者を雇用する場合、プロジェクトの終

の設置者及び独立行政法人の自主的な判断

了によって「使い捨て」になる事態はなくすべき

に委ねられるべきものであり、御指摘のよう

だと考えるが、どうか。

な制度を設けることは困難と考えるが、今後

大学や独法研究機関が、期限付きで研究者を雇
用する場合に、期限終了後の雇用先の確保を義務

とも、二から四まで及び十についてで述べた
施策を推進してまいりたいと考えている。

づける制度を確立するべきと考えるがいかがか。
十

我が国の大学院生は、諸外国と比べて学費が高

博士課程（後期）在学者を対象とする研究奨

四

いうえ、奨学金も貧困なために、学費を稼ぐため

励金の平成 21 年度予算における支給対象人

のアルバイトによって研究に集中できないことが

数は 4,600 人であり、博士課程（後期）在学

多い。全国大学院生協議会の調査によると、
「収入

者数に占める割合は 6.3％である。大学院在

の不足により研究に支障をきたしている」と答え

学者を対象とする御指摘のティーチング・ア

る大学院生が年々増加し、64％に達している。欧

シスタントによる平成 20 年度実績での支給

州の多くの国は、学部から学費は無償となってお

対象人数は 79,034 人であり、大学院在学者

り、米国も、大学院生の約 4 割が生活費相当分の

数に占める割合は 30.1％である。大学院在学

支援を受けている。

者を対象とする御指摘のリサーチ･アシスタ

十
五

日本学術会議は「大学院博士課程在籍者を研究

ントによる平成 20 年度実績での支援対象人

職業人と位置づけ、経済的自立を可能にする公的

数は 13,410 人であり、大学院在学者数に占

財政支援により、国際的な対等性を確保する必要

める割合は 5.1％である。独立行政法人日本

がある」（『日本の展望―学術からの提言 2010』
）

学生支援機構の大学院在学者を対象とする

と提言している。このように、経済的自立を可能

無利子貸与事業による平成 20 年度実績での

にする公的支援策を考えるべきだがどうか。

奨学金貸与者数は 63,029 人であり、大学院

大学院生を対象とするフェローシップ、ティー

在学者数に占める割合は 24.0％、同機構の特

チング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、 に優れた実績による大学院修了者を対象と
無利子奨学金と返還免除枞、国立大学の学費免除

する奨学金返還免除の平成 20 年度実績での

枞、私立大学の学費減免制度支援について、現在

対象者数は 9,579 人である。国立大学の大学

の対象となっている人数と在学者に占める割合、

院在籍者を対象とする授業料免除の平成 20

今後、それぞれについて、どれだけ充実させるの

年度実績での対象人数は 24,591 人であり、

か、明らかにされたい。

国立大学の大学院在学者数に占める割合は
17.5％である。私立大学等経常費補助金のう
ち授業料減免事業等支援経費による平成 21
年度実績での支援対象人数は私立大学の大
学院全体で 2,568 人であり、私立大学の大学
院在籍者数に占める割合は 2.7％である。
文部科学省としては、こうした経済的支援
の拡充に今後とも努めてまいりたいと考え
ている。
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十

研究費支援では、若手研究者に一定額の研究費

文部科学省としては、博士課程（後期）在学

六

を国が支給する特別研究員制度を大幅に拡充する

者への経済的支援については、「科学技術基

必要がある。とくに、博士課程院生には 6.4％しか

本計画」（平成 18 年 3 月 28 日閣議決定）を

適用されていない現状を改善し、20％まで採用を

踏まえ、研究奨励金の拡充、競争的資金を活

増やすべきだと考えるがいかがか。また、大学院

用した大学による博士課程（後期）在学者の

生に給付制奨学金を創設するべきと考えるがいか

研究補助者等としての雇用促進等により、そ

がか。

の拡充に努めてまいりたいと考えている。
いわゆる給付型の奨学金については、高等
教育を受ける者と受けない者との負担の公
平や財源の確保等に関する課題があり、諸外
国の例も参考にしつつ、検討してまいりた
い。

十

研究者を志す若者は、高等教育を受ける期間が

奨学金の返還を猶予する期限が 5 年とさ

七

長くなり、借りる奨学金も多額となる。多くの博

れていることが、博士課程進学者数の減少の

士課程修了者が、低収入で、返済したくとも返済

大きな原因となっているかは明らかでなく、

できない状況に追い込まれている。これが博士課

現時点において、奨学金の返還を猶予する期

程進学者数の減少の大きな原因となっている。こ

限を変更することは考えていない。

うした現状を抜本的に改善するために、奨学金の

なお、御指摘の制度については、奨学金の

返済猶予の期限が５年に限定されているのを改

返還者の所得を確実に把握する必要がある

め、返済は、年収が一定額（300 万円）に達してか

ことなどの課題もあると考えている。

ら行い、収入がこれを下回った場合には中止する
制度を創設すべきと考えるがいかがか。
十
八

本務校を持たない、いわゆる専業大学非常勤講

御指摘の「高学歴ワーキングプア」の意味

師は、首都圏大学非常勤講師組合の調査によると、 するところが必ずしも明らかでなく、お尋ね
約２万６千人と推測されている。同調査によると、 についてお答えすることは困難である。
78％が人文科学系を専門分野とし、平均年齢は
45.3 歳、平均年収は 306 万円で 44％が 250 万円未
満となっている。96％が職場の社会保険に未加入
で、75％が国民健康保険、15％が扶養家族として
家族の保険に入っている。老後は、国民年金（現
行月 6 万 8 千円前後）だけでは暮らしていけない
と不安を高めている。大半の専業非常勤講師は、
複数の大学で「細切れ掛け持ち」パート（平均 3.1
校）として勤務し、半分は雇い止めの経験がある。
こうした低賃金できわめて不安定な雇用のもとで
働く講師によって、大学教育が支えられているの
6

は、大学の兼務教員が全体の過半数をこえ、本務
教員が少ないことにある。私立大学では、授業の
六割近くを非常勤講師が担当している。いわゆる
「高学歴ワーキングプア」によって大学教育がさ
さえられている国は、欧米諸国にはなく、極めて
異常と考えるが、政府の見解はいかがか。
十

専業大学非常勤講師の実態をあきらかにするた

国公私立の大学、短期大学及び高等専門学

九

めに、国公私別における高等教育における非常勤

校における非常勤講師の総数は、平成 19 年

講師（本務校あるなしを区別して）への依存の実

10 月 1 日現在で延べ 203,893 人であり、全

態（人数、コマ数）
、賃金などの労働条件、研究・ 教員数に占める割合は 52.7％である。このう
教育条件（研究室、研究費、コピー費、学会出張

ち本務を持たないものは、延べ 84,913 人で

費、図書館利用など）
、専業非常勤講師の生活実態

あり、全教員数に占める割合は 21.9％であ

について、調査を行うべきと考えるがいかがか。

る。非常勤講師の賃金等の労働条件、研究・
教育条件、生活実態等に関する事項について
は、各大学等の設置者の責任において決定さ
れるべきものであり、文部科学省として一般
的な調査を行うことは考えていない。

二

専業の大学非常勤講師やポスドクに対して、常

大学の非常勤講師等の労働条件等につい

十

勤の教員・研究員との「同一労働同一賃金」の原

ては、各大学の設置者等が、当該非常勤講師

則にもとづく賃金の引き上げ、社会保険への加入

等の業務内容等を踏まえ、関係法令に従って

の拡大など、均等待遇の実現をはかるべきと考え

定めるべきものであると考えている。

るがいかがか。
二

若手研究者育成の危機をうみだした根本的な要因

文部科学省としては、経済協力開発機構の

十

は、大学関係予算が先進国で最低水準にとどまっ

加盟国における公財政支出の状況を参考の

一

ていることにある。学術、教育の発展は「国家百

一つとしつつ、必要な教育予算について財源

年の計」であり、将来をみすえた大学への投資こ

を措置し、特に高等教育については、教育研

そ、次代を担う若者を育み、21 世紀の社会発展に

究水準の維持向上や修学の機会の確保等を

貢献するものと考える。大学予算を欧米並みに、

図るため、教育投資を確保することとしてい

ＧＤＰ比で１％程度まで引き上げるべきと考える

るところである。

がいかがか。
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