
「イギリスを通して見る日本の研究環境について」 

はじめに――ロンドン大学(University College London：ＵＣＬ)について― ―――  

ＵＣＬは、1826年にケンブリッジ大学やオックスフォード大学の次にできたイギリス で3番目の大学
です。一般にロンドン大学(University of London：ＵＬ)は、ＵＣＬ やキングズ・カレッジとかインペリ
アル・カレッジ等の数多くのカレッジから構成さ れる大学群のようなものです。キングズ・カレッジと
かインペリアル・カレッジ等は 後からできたもので、ＵＣＬすなわちユニバーシティ・カレッジが、
oldest and bestだと言われているそうです。私の住むフラットの前にある公園には、広島原爆の犠
牲者を追悼するためこの町に贈 られた八重桜があり、私が着いた頃には満開でした。この公園
のど真ん中には、ガン ジーの像があり、彼はＵＣＬに留学していたとの事です。そのため、この地
は、ベジ タリアン発祥の地でもあるそうです。またこの公園の片隅にはイギリスで最初の女医 さ
んの像もあり、その女性がＵＣＬに最初に入学を許された女性だそうで、ウーマン ・リブ発祥の地
でもあるとのことでした。しかもＵＣＬは、最初に女子学生を受け入 れた大学との事でした。オック
スブリッジ（オックスフォード大学やケンブリッジ大 学）は女子学生を近年まで受け入れていなかっ
たそうです。但し、近年といっても日 本の感覚よりも昔のことで第二次大戦前には、既に女子学生
も受け入れていたようで す。（この国では、100年単位で物事を考えるようです。大学の歴史自
体、日本の旧 帝大等と比べてもずっと長いのですから。）オックスブリッジというのは、元々、人 種
差別などが厳しく、良家の子供しか受け入れていなかったのに対し、ＵＣＬは創立 当初からリベラ
ルな大学だったようです。これはある意味で、当時の政府にとっても 、脅威だったとのことです。ま
た、ＵＣＬに漱石が最初の政府交換留学生として留学していたことがわかりました 。しかもこのＵＣ
ＬがあるGower Streetに、最初の下宿を構えていたそうです。更に 、ＵＣＬには、伊藤博文や井上
馨などの長州のグループや、五代友厚（大阪の有名な 財界人で商工会議所を設立）、森有礼（昔
の文部大臣）のような薩摩のグループがそ の昔訪問したことがあるらしく、その記念碑がありま
す。かなり日本の歴史とも深い 関係がある大学です。  

 また、私が今研究している研究室のある建物はダーウィン・ビルディングと呼ばれ ていて、｢種の
起源｣のダーウィンがかつて住んでいたそうです。また、「ＤＮＡの二 重らせん」で有名なフランシ
ス・クリックも、うちの学部ではありませんが、ＵＣＬ の卒業生だそうです。さらにＵＣＬに隣接してい
るバークベック・カレッジでは、ワ トソンの「二重らせん」に「ロージィ」として登場するロサリンド・フ
ランクリンも 研究していたそうです。「ロザリンド・フランクリンと二重らせん」というKlug 教授 （この
先生は、電子顕微鏡を用いて生物学的な研究をして、ノーベル賞を取られたそ うです）のトークも
聞きました。そのバークベック・カレッジでは、ロザリンド・フ ランクリンとKlug教授も研究していた時
期があったとか。生物学、分子生物学の歴史 に関しても面白い所ですね。この地で研究をできる
ことは、本当に喜ばしいことだと 思っています。更に、エーザイの研究所もＵＣＬの中に作られてい
るようです。イギリスの大学では 、企業が研究所を作ってお金を落としていることが多いようで、日
本企業は特にその 点に関しては多いに貢献しているようです。  

イギリス及び日本における女性科学者、ワーキングウーマンの環境について――――  

まず、私が女性であることと生化学若手は女性の会員が多いという点から、女性問題 について述
べます。上記のように女子学生を最初に受け入れた大学だけあって、女性 研究者が多いのに非
常に驚かされてしまいました。私の上司であるジャネットもその 一人です。イギリスでは教授という
のは非常に少なくて日本で言えば大学の学部長に 匹敵する地位だという事でしたが、彼女はＵＣ
Ｌだけでなくバークベック・カレッジ という隣接するロンドン大学のカレッジとEuropean 
Bioinformatics Institute（Ｅ ＢＩ）（ドイツのハイデルベルグにあるEuropean Molecular Biology 
Laboratory（ ＥＭＢＬ）の下部組織で、最近ハイデルベルグからケンブリッジに移ってきた組織） に
も兼任でポストがあり、とても影響力があるようです。彼女が抱えている学生やポ スドクの数の多
いこと。また、生化学、分子生物学の分野でしかも上司が女性となれ ば、女性が集まるのも無理
はないのでしょうが、それにしても多くて、２人に１人は 女性というのは、日本では考えられない状
況です。東大薬学部でもこんなには女性が いなかったのにと思っています。しかも女性の方がバ
リバリ仕事をしているようで、 我々の分野で個室を持って独立しているのは、ジャネットを含め３人
とも女性で、あ とは皆、大部屋で雑居状態です。グループ全体で独立しているのは、２人の教授
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を含 め７名ですが、そのうち４人が女性で、２人の教授も１人が女性であるジャネットで 、半分以
上が女性なのです。ＵＣＬでは、女性教授の数も他の大学より多いと聞かさ れました。また、私が
一緒に仕事をしている研究者も女性で、ゲイルという方ですが、彼女は小 さいお子さんが２人い
てフル・タイムでは働けないので、月曜日から水曜日だけ研究 室に来ていて、その３日間はベビ
ーシッターにお子さんを預けているようです。旦那 さんも彼女が働くのを認めてくれているそうで
す。ゲイルによれば、子育てもしたい し、かといって仕事も続けたいととのことでした。こうしたこと
が可能なのはイギリ スならではなのかなと思いましたが、パリのキューリー研究所でポスドクをさ
れてい る生化学若手のＯＢの話では、キューリー研究所でも同様に女性が多いそうです。中 に
は殆ど女性だけのグループがあるそうです。女性研究者の数と質では、日本の研究 所が欧米な
どの先進国に後れを取っていることは明らかです。  

イギリスは働く女性には本当に良い環境のようです。さすがサッチャーの国といった ところでしょう
か。研究室だけでなく、ＵＣＬの事務局も女性が多くて私が日本でコ ンタクトを取ったのは皆女性
でしたし、私の家主であるジュリアもＵＣＬの事務官で プロ意識が高くてバリバリ仕事しているよう
です。一番、驚いたのは、先日フラット にジュリアの御主人のポールがいらして、「今週は彼女が
あまりに忙しすぎて面倒を 見ることができないから、代わりに来た」とおっしゃって、私を銀行に連
れて行って 下さいました。彼自身は、やはり近くのクリニックでソーシャル・ドクターをしてい るそう
で、患者が少ない時にいらして下さったようです。英国の男性は女性がバリバ リ働くことに理解が
あるだけでなくてとても協力的なんだなと思って嬉しくなってし まいました。英国では女性も結婚・
出産があっても仕事をやめないとは話に聞いてい ましたが、ここまで違うとは思わなかったので
本当にいい意味で驚いてます。研究者 、学生、秘書さんや事務等、ここにいる女性たちを見てい
る限り、何かとっても逞し くてのびのび仕事をしているので、見ていて微笑ましくなってしまいま
す。日本もこ ういう風になればいいのにと思いつつ、まだまだワーキング・ウーマンには発展途上 
国なんだなとつくづく実感してしまいました。  

実際に、ボスのジャネットや同じくパーマネント・ポストについているクリスチンの 話では、イギリス
ではもはや女性問題は問題でなくなっているそうです。クリスチン によれば、この国では10年ほど
前に、マスコミなどで女性問題に関する論議が起こっ たそうです。その時以来、家庭における夫
は変わって来たとのことでした。ただ、子 供を育てることは確かに大変で、それが女性のキャリア
ーに影響する事はある程度仕 方がないことだそうです。それでも夫も妻をある程度手伝うことが
当たり前になって いるようです。特に、夫婦共に専門的な職業について、それなりに高いサラリー
を受 けている場合、大きな家に住んで、メアリー・ポピンズのような住み込みのベビーシ ッターを
雇うのが当たり前のことのようです。  

 日本人女性が大人しいと思われてしまうのも、納得がいくような気がします。去年 の夏に、国際
学会で私が最初にジャネットにお会いした時に、「日本人の女性がロン ドンで一人で暮らすのは
大変よ。とても自由だから。」と言われた訳が今になって分 かったような気がします。この「自由だ
から大変」という言葉はとても奥が深いなと 思います。恐らく、「自由」に必然的に付随する自立や
自律の大変さを彼女は言わん としたのでしょう。どれだけ今の日本女性に自立や自律の大変さを
乗り越えられる人 がいるのでしょうか。これも子供の頃からの周囲の教育環境によって変わりうる
もの だと思います。ただ色々な方の話を聞いた限りでは、イギリスのこうした背景には、家庭にお
いて男 性だけの収入では、暮らしていけないという現実もあるようです。特に子供がいる場 合、
教育費等にお金がかかるようで奥さんでも働かないとやっていけないようです。 日本でも高度成
長期の頃のように、定年までに初任給の何倍にも給与が倍増する時代 は終わっているので、必
然的に女性も外で働かなければいけなくなる時代があと数年 で来るのではないかと私は最近考
えています。  

さて、以上はイギリスにおけるワーキングウーマンの現状について書きましたが、実 際に日本に
おける現状はどうでしょうか。  

最近、気がついたのですが、私の女性科学者を目指していた友人達は、何故だか皆、 上司との
人間関係が合わなくて、挫折感を味わっていました。結構、科学に憧れて、 科学者を志していた
人ほどそういう傾向が強く、単に上司と合わないがために、科学 に幻滅を覚えて研究を辞めてし
まう人たちが多かったことに気づきました。研究者に 限らず、事務系の女性でも上司と合わず、仕
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事が面白くないので辞めていく傾向もあ るようでした。女性会員の方で思い当たる方はいらっしゃ
いませんか？私もかつて、 上司と合わなくて辛い思いをしたこともあり、一時は研究そのものを辞
めようかとも 思ったこともありました。ただ、そういう場合、往々にして研究室を変えるなど環境 が
変わると状況が改善されることもあるようです。私の場合、「生化若手」等の友人 も含め人間関係
に恵まれていたため、何とかここまでやってこれました。まだ日本の研究室、職場では女子学生、
女性を受け入れる土壌が出来ていないのでし ょう。事実、私が学部生だった頃、研究室配属で一
つの研究室に女性が２人以上来る ことを教授陣は嫌がった記憶があります。指導教官の方にも
女子学生を指導しても、 結婚、出産で辞めていくから教育に力を入れても仕方がないという意識
があるのでし ょう。両者の意識が合わないがため、悪循環を生んでいるのではないでしょうか。ま 
た女性の指導教官、スタッフが少ないことも女子学生が受け入れられ難い環境となっ ているのか
もしれません。東大、京大等の旧帝大系の国立大学や早・慶などの有名私 大で、女性の教官が
少ないというのは、女性が高等教育を受けることに関しては、ま だまだ日本が後進国だということ
を示しているのではないでしょうか。私が所属して いた東大・薬学部でも最近、客員教授だった女
性の先生が、教授会で1票差で教授に なれないと決まったようです。きっと欧米の大学だったら、
何の問題もなく教授にな れるだけの業績のある先生でしたが。  

女性が大学院で学位を取得することに関して、家族の理解もなかなか得られないとい うケースも
多いと聞きます。私の場合、幸い父が研究者だったので、むしろ大学院に 進むことに協力的でし
た。実際に、私が東大に入学した際にクラスにいた女子学生６ 名のうち４名の父親が東大出身者
でした。また、東大の女性の友人の親の職業は、会 社の社長、重役、大学教授、裁判官、医者な
ど、富裕であるかインテリである傾向が 強いようでした。また、入学時に聞いた話ですが、東大の
女子学生の親の平均収入は 1000万円を超えて、男子学生の親の収入より多いということでした。
こうした恵まれ た家庭環境でもない限り、確かに女性が高等教育を受けるのは、今の日本ではか
なり 厳しいのでしょう。  

更に、パートナーとなる周りの男性の意識にもまだまだ問題があるようですね。この ことは、男性
会員の皆さんにも意識して頂かなければならない問題だと思います。私 の知人で、別の分野です
が、やはり大学院の博士課程に所属していた女性は、かつて 付き合っていた男性に「そんなに頑
張らないで」と言われて、それが重荷になって別 れてしまったようです。他にも、旦那さんだった人
が結婚前と結婚後で言っているこ とが変わってしまって、離婚してしまった友人もいます。  

このように女性を取り巻く環境が悪いということは、会社などに入っても同じことが いえるようで
す。最近、こちらで読んだ日本語の新聞によれば今年、男女雇用機会均 等法等が改正案が可決
されたということでしたが、どこまで会社での女性の地位があ がるのでしょうか。今回の改正案で
は、募集、採用、配置・昇進の男女差別を努力義 務から禁止規定に格上げされ、差別是正勧告
に従わない企業名の公表制度を導入する とその新聞には出ていました。私の同期の女性によれ
ば、修士を卒業したにも関わら ず、会社に入っても男性のサポートのような仕事だけで責任のあ
る仕事をさせてもら えないという話でした。私は、こうしたことが逆に家庭環境、大学での教育環
境にも フィードバックされて悪循環を生んでいると考えています。  

イギリス及び日本における教育制度について：奨学金、授業料etc.――― ― 

まず、イギリスにおける高等教育の制度についてですが、日本とかなり違います。大 学は４年制
でなく３年制です。しかも日本では、最初の２年程度は教養課程がありま すが、そういうったもの
がなくいきなり専門課程に入るようです。さらに大学院生の ことをPh.D. Studentと呼んでいます
が、３年間で博士課程を修了させるようです。 

日本で言う修士課程というものは、１年間で修了できるようですが、更に２年間研究 すれば博士
課程を修了させられるので、大抵は修士を取らずに博士課程を取ってしま うようです。従って、順
調に行けば24､5歳で博士になれてしまうのです。これは、日 本で博士課程に所属している会員の
皆さんには羨ましい話ではありませんか？ 24､5歳で博士になった後は、数年ポスドクとして研究
を続け、３０歳前後で大学でし たらレクチャラーというようなパーマネントの職を得るようです。や
はり同じ研究を するなら、お給料をもらいながら研究を続けられる方が良いですよね。但し、研究
も 経験を要するものなので、日本で博士課程修了後1年目の研究者と英国での博士課程 修了後
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1年目の研究者を比較した際に、実力はやはり日本の研究者の方が上のように 見えます。しかし
ながら、同じ３０歳前後になった時の実力を比較した際に、お給料 をもらいながらプロ意識をもっ
て数年間働いてきた英国のポスドクの実力は、決して 劣っているようには見えないのです。皆さん
はどちらのシステムが良いと思いますか ？  

さて、問題の授業料に関してですが､１９８５年頃からサッチャー政権により、大学 等の教育機関
の授業料は年々上がってきたようです。現在、ＵＫ出身者の大学院の授 業料がＵＣＬでは日本円
にして５０万円位のようです。大学の方も、コースによって 違うようですが、平均６０万円と、国立
にしては、日本と比べて若干高額ですね。し かもアジア諸国、日本からの留学生の場合、その３
倍の授業料を支払はなければなら ないようです。これは、日本の一般的な私立大学よりも高いで
すね。余談ですが、１年程度のビジティング・アカデミックの場合も年間５０万円程度の料 金、カレ
ッジ・フィーを支払わなければならないようです。私の場合、ポスドクにも 関わらず年間５０万円程
度の料金、カレッジ・フィーを支払わなければならないと聞 かされ納得がいかなかったので、日本
を出る前にボスのジャネットにメイルを何回か 送って、「そんなに高いカレッジ・フィーは支払えな
い。」と交渉したら、彼女には 「努力してみるが、どうなるか分からない。」と言われました。しかし
ながら、こち らに来てみると、ＵＣＬでHonorary Research Assistantという肩書きを頂くことに なっ
ていて、カレッジ・フィーを支払わなくても済むようになっていました。こちら では、教授が動けば大
抵のことは何とかなるようで、交渉した甲斐があったようです 。どうも、イギリスでは主張すべきこ
とを主張せず、イエスとしか言えない日本人は 、「鴨ねぎ」にされてしまうのです（笑）大学の学部
の授業料は、ＵＫ出身者の場合、親の年収によって授業料を支払わなくて もよいようです。ただ
し、日本の大学と違って、イギリスの大学は卒業することが難 しく、入学時と卒業時の学生数はか
なり違っていると聞きました。かなりシビアな状 況のようで、ドロップアウトしてしまう学生が多いの
です。それだけ学生が勉強に専 念しないといけないようです。また奨学金を得た場合に、成績が
下がると打ち切られ てしまうので、アルバイトも基本的に禁止されているとも聞きました。上記のよ
うに大学院の場合、かなり高額の授業料なので、大抵の場合、奨学金、グラ ントを取れないと通う
ことができないようです。このグラントの出所ですが、１９８ ５年頃までは、大学そのものに政府か
らの支援があって、大学からグラントが取れた ようですが､サッチャー政権によって打ち切られた
ようです。現在は一般企業（製薬 会社など）、Welcome Trust、The Royal Societyのような財団法
人やBritish Council、Medical Research Council(MRC)、Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council(BBSRC)のような政府機関などのファンドから Ph.D. Studentはグラントを得てい
るようで、私の研究室にいるPh.D. Student達はそれぞれ 別の機関からグラントを得ているようで
す。このグラントの内訳ですが、単に住居費 を含む生活費だけでなく、大学の授業料も含まれて
いるのです。しかも、学位取得後 に返還する必要はないようです。生活費についてですが、うちの
Ph.D. Student の一 人の話では、１月に７００ポンド、日本円にして１４万円程度ですが、住居、家
やフ ラットなどを同じような学生達とシェアしたりして、贅沢をしなければ充分に暮らせ る程度で
す。先日、掲示板に出ていたあるグラントの給与にあたる生活費を見たとこ ろ、この１０月からレ
ートが上がるそうで、ロンドンでのPh.D. Studentの給与は、 １年目が９千ポンド、３年目が１万ポン
ドと年々少しずつ上がるようです。但し、や はり成績が落ちると打ち切られるので、夏休みなどを
除いてアルバイトはやはり禁止 されているそうです。  

但し、このグラントを得るにはかなり高倍率の競争に勝ち残らないと得られないよう で、実際にう
ちの研究室にいる学生さん達を見ているとそれぞれ優秀なようです。で なければ、よほど親にお
金がないと高等教育は受けられないのが現状のようです。あ るいは、ＵＣＬにはそういう制度はな
いようですが、インペリアル・カレッジなど他 のカレッジには働きながら学位を取るコースもあり、そ
の場合、学位を取れるまでの 期間は３年間ではなく、もっと長くなるようです。  

この国では、優秀でやる気のある学生達に門戸が開かれているのは確かです。このよ うに、現
在、景気が好いといっても、日本に比べて予算が充分でないとされているイ ギリスでも、優秀な学
生にはこうしたグラントがあるのです。サッチャー政権で、研 究､教育に対する予算が削られても、
大学院生の奨学金などの観点からするとイギリ スの方が良い政策を取っているように見えるよう
です。現在、労働党のトニー・ブレ ア首相の最大の関心事は、教育のようです。今のところ、初等､
中等教育が彼の最大 課題のようですが、いずれ高等教育にも目を向けるようになれば、現状も
改善され更 に良くなることでしょう。  
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次に日本での現状ですが、数年前に私がまだ博士課程の学生だった頃、国立大学の理 科系学
部の授業料を文科系よりも高くするという話が持ち上がったことがありました 。結局、立ち消えに
なったようですが、我々、大学院生の間では問題になった記憶が あります。ただでさえ高い授業
料を更に、文系より高くするなんてもっての外。これ だから、理系に進みたいという学生の数が減
ってしまうのだと、当時怒りを覚えた記 憶があります。日本でも年々、国立大学の授業料が値上
がりして、私立大学との格差 は小さくなっているようです。しかも授業料免除の資格が得られるの
は、本当に親の 年収が少ない極一部の学生だけでした。  

また奨学金等の問題ですが、学振、ティーチング・アシスタント等が拡充されたとは いえ、全ての
大学院生が恩恵を受けている訳ではないですよね。育英会の場合、確かに生活費を支えてはくれ
ますが、現在のように高い授業料をも払 えるほどの額ではないようですね。しかも、就職する機
関、組織によって返還しない といけないのは、かなり問題だと思います。私の友人にも、学位取得
後、育英会に返 還するのに苦労している人もいます。利子が安いとはいえ、学位を取得するため
に多 額の借金を作っているようなものですよね。これでは、文系のビジネスマンの生涯賃 金との
格差が大きくなってしまうのは当たり前で、既に２０代の時点で大きな差が開 いているのは明白で
す。私個人の意見かもしれませんが、科学者も科学者である前に 一人の人間として生きるため
の、基本的な権利を持っているのです。科学者にとって 科学を研究することが、経済活動なので
す。確かに、ここ数年間、日本での科学技術 振興費は年々増えています。ポスドクの就職先は増
えていますが、そのポスドクの卵 となる大学院生の生活状態は依然と芳しくないと思います。皆さ
んはどのようにお考えでしょうか？このシンポジウムを通して、考えて頂ければ 幸いです。  

イギリス及び日本における大学の研究室について：アカデミック・ポジションと学生 の指導体制等
―― 

イギリスでは、上記でも述べましたが、大学における教授の数はとても少なく、日本 で言えば学部
長並みのようです。しかし、その下にいるパーマネント・ポジションの リーダー、レクチャラーの数
はかなり多いようです。これらのポストにいる研究者の 財源は大学でなく、上記のMRC、BBSRC
など、大学外の組織からであることが多いよう です。 

我々のグループでは、６０数人のメンバーがいて、６つの小さいグループに分かれて います。これ
らのメンバーのうち７人がこうしたパーマネント・ポジションについて 、そのうちの６名がこの小グル
ープを率いているのです。残りのメンバーがポスドク 、ビジティング・アカデミック、Ph.D. Studentと
なっています。ポスドクの数も全 体の６割と多いことから、教授やリーダー、レクチャラー等が手取
り足取り指導しな ければいけないPh.D. Studentの数は、ここでは、１７人程度と全体の３割以下と
非 常に少ないのです。即ちパーマネント・ポジションにいる指導者一人当たりの学生の 数は、平
均２、３人と少なく充実した指導体制が取れるようです。しかもPh.D. Studentには大抵一緒に仕事
をするポスドクがついているので、かなり面倒見のよい システムではないかと思われます。  

私のボスである、ジャネットは非常に忙しい方ですが、研究室におられる時は絶えず 誰かしらと打
ち合わせをしたり、ポスドク、学生の指導をしているようです。私の場 合も、彼女が研究室におら
れる時は週に１回はディスカッションの時間を設けて頂い てます。隣のグループを見ても、教授が
研究室にしょっちゅう現れて、ポスドクなど と議論している様子が見られます。彼らの研究に対す
る情熱は見習わなければならな いと思っています。  

 現在、日本の若手研究者は奴隷のように働かされていると思っています。こちらで は、夕方5時
6時を過ぎると途端に人の数が減ります。だからといって、彼らが遊んで いる訳でもないのです。
語学力の差もあって論文の読み書きの速さも違うのか、彼ら の方が効率よく仕事をしている気が
します。また、日本のとある学会発表で、有名な 先生の研究室の発表でのことです。学生さん達
が次から次へと発表していましたが、 質問の際に答えられないと、そこの先生が立って援護して
いました。本当に教育する 気持ちがあったら、少々大変でも学生さん自身に答えさせるのではな
いでしょうか。 どうも学生さん達は、実験するために歯車のように働いている印象がありました。そ 
の際に、教授陣は実験はさせるけれど、学生が考える能力をつけるためのディスカッ ションが、研
究室内でちゃんと行われているのか疑問でした。また、私がＵＣＬに来て、良かったなと思っている
ことの一つは、何といっても雑用 が減りました。使っている研究費が少ないということもあるのでし
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ょうが。ポスドク などの若手の研究員が数多い報告書、出席しなくてはいけない委員会等で、研
究する 時間を削る雑事は少ないようです。日本に居た際の研究プロジェクトでは、通産省の 大き
な予算がつくプロジェクトということもあって、非常に雑用が多かった記憶があ ります。今の日本で
は科学技術基本法のように科学を発展させるための法律なども整 のって、国家予算における科
学技術研究費も増大しつつありますが、まだ若くて優秀 な研究者を育てる環境が整っていないの
ではというのが私の個人的な意見です。例え ば、有名な先生や偉い先生のところにいるスタッフ・
大学院生ほど、雑用が多くてな かなか研究に専念できないというケースを見てきました。これで
は、いくら大きな予 算がついても、それを使う側の体制が整のっていないのではないかと感じてい
ます。 つまり、研究に使用する機器などハード的な環境が改善されても、それを使う若手研 究者
を取り巻くソフト的な環境が劣悪なのです。これからは、このソフト的な環境を 変えていかないと駄
目だというのが私の個人的見解です。欧米に比べると日本におい ては科学者が研究をするため
の体制が今一つ整のっていません。さて、日本における大学のアカデミック・ポジションについては
どうでしょうか。丸 山工作先生の原稿にもありますように、助手のポストの数は減っていますし、任
期制 も取り入れられる可能性もあるとのこと。教授、助教授の数は増えているようですが 、果たし
てその質は向上しているのでしょうか？今のままでは、大学院生が指導を充 分に受けられなくな
ってしまいます。以下は、大学の教職員の任期制に関する私の個人的意見です。任期制を取り入
れるに あたって、全ての助手の職を任期制にしてはいけないと思うのです。画一的なポスト を用
意するより､状況によってある程度選べるようにした方が良いと思うのです。事 務的な処理は難し
くなるかもしれませんが、それは文部省の問題でしょう。１） 任期制の助手職：サラリー等の待遇を
パーマネントの職よりも良いものにする 。また科研費申請などの事務的手続きを軽減するなどの
メリットを与える。２） パーマネントの助手職：長期的なテーマの研究を行う研究者が就く。 現在、
日本のポスドクは、一般的にかなり待遇が良く、比較的雑用が少ないので研 究をするのに恵まれ
た環境にあるようです。但し、最大３年などのように任期があり ます。上記の１）の場合、それより
も長い任期（５年程度）で待遇はポスドクとパー マネントの中間くらいにするというのは如何でしょ
うか？このような措置を取れば、 任期制の助手になりたいという研究者も増え、研究者の流動性
も増すのではないでし ょうか？そうかといって、長期的な研究をも行えるように、２）というオプショ
ンも 必要になってくると思っています。  

皆さんはどのように思われますか？  

おわりに―――――― 

今回のテーマのような、大学における研究者を取り巻く環境は、分野を問わず科学者 一般の問
題で、社会問題と言っても過言ではないと思います。私は学生時代から、あ る程度こうしたことに
関心があり、問題意識として持っていたので、この３ヶ月の間 に、イギリスと日本では科学研究に
おける環境が大きく異なることに、気がついたの だと思います。 

この違いの背景にはイギリス人と日本人の意識、生活様式などの違いがあると思われ ます。勿
論、イギリスにも多くの問題があります。北アイルランド等の民族問題、高 い失業率と高いインフ
レ率、街を歩けば物乞いもかなりの数います。日本と比べて、 決して物質的に豊かとは言えない
国かもしれません。でも日本の場合、高度成長期以 降、物質的な豊かさを追求するあまり、精神
的な豊かさを大事にしてこなかったので はないでしょうか。海外にいると良く分かるのです。そうし
た物質的な豊かさばかり を追求した結果、人間性を歪め、最近神戸で起こったという連続殺人事
件、某大手銀 行の頭取の汚職・自殺などを引き起こしたのではないでしょうか。私腹を肥やし、大 
局観に欠ける政治家、官僚、政治に無関心な若者達、援助交際なるものに走り高価な ブランド品
を身につけたがるコギャル達、虚脱感が蔓延し夢を失っている人々。日本 には言葉で表現するこ
との難しい問題が多くあるようですね。偉い人達が考える科学 政策における研究費の使い方にも
同じことが言えるような気がします。高価な機器を 買えば良い研究ができ、ブレークスルーも見つ
かると思っているのでしょうか。何か もっと大切なことを忘れているような気がします。  

私が気がついたもう一つの大きな違いは、イギリスは個人主義の国、日本は集団主義 の国だと
いうことです。言い換えれば、イギリスは集団の中にあっても個人、個性の 生きる国、日本は没個
人、個性の国ということです。身近なことでは、日本の研究室 ではよくお昼とか一緒に連れ立って
食べに行きますが、そういう習慣がこちらにはあ まりないようです。皆好きな時に食べているよう
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なのです。また、イギリスでは、小 学校の生徒は親が送り迎えして、小学生だけで集団登下校す
ることがないとか。日本 ほど安全な国ではないにせよ、集団で登下校させて、大人が１人か２人
当番で送ると いう合理的な方法もあると思うのですが、個人々々で送り迎えしているようです。初 
等教育から個人主義が浸透しているのかもしれません。例えば、日本の学校では、黒 板の前で
先生がマスプロ的、画一的な授業をするのが一般的ですが、イギリスでは１ 学級の児童数も日本
より少ないらしく、学校によっては、個別指導とまでいかないま でもグループ別指導ができる体制
もあるそうです。イギリスでは今、初等教育での児 童の算数のレベルが低いことが問題になって
いるそうですが、個性を育てるという面 では優れた教育なのかもしれません。 科学者に必要な
独創性も育つ土壌があるのか もしれません。また、個人主義の国だからといって、集団で行動す
る際にまとまらな い訳でもないのです。協調性もちゃんとあるようです。先日、生化若手のＯＧに
「ライフサイエンス研究開発基本計画」（案）の「ライフサ イエンス計画の意見募集」という件で意見
を求められたので、意見を送ったところ、 彼女が私の意見をライフサイエンス課の担当に渡した
ら、「いろいろ、団体関係から はコメントをもらっているが、個人からの意見は、第１号です。いった
いどなたでし ょうか。」と言われたそうです。（私自身は匿名にしていません。） 如何に日本で 
は、集団主義がまかり通っているかが分かります。皆で渡れば恐くないものなのでし ょう。団体、
企業などの裏付けがないと意見としての要件を満たしていないのでしょ うか？匿名での投書、抗
議を平気でやるのも日本くらいではないでしょうか。情けな いことですが、自分個人の意見を発表
する自信、勇気、根性がないのかもしれません ね。  

現在、生化若手ＯＢ（現在３０代位の研究者、上記の科技庁の役人等を中心としてま す）のメーリ
ングリストでも、「日本における科学研究費の使い方が悪い」というこ とに関する議論が白熱化し
ています。  

海外にいると、どうしても日本の研究環境の弊害に気づいてしまうのでしょうか、フ ランス在住の
ＯＢが、日本における研究費の使い方が悪くて、お金のある所には集中 しすぎて無駄になってい
るので、お金の使い方を考え直そうという意見が出たことか ら、議論が始まりました。このＯＢの
方の意見では、余った研究費を返す制度を作れ ないかということでした。研究の最大の推進力と
なる人材、意欲を活性化するために も、若い学生さんたちに奨学金を出すべく、お金の使い方を
考え直そうという意見で すが、全く同感です。ただ、研究費を政府に返すには、逆に煩雑な事務
処理やお金が かかってしまう現在の行政制度では、難しいのではないかと私は意見しました。ま
た 上記のＯＢの意見に対して、テキサス在住のやはり、生化若手のＯＢ、三品裕司博士 によれ
ば、次善の策は、日本での単年度会計をもっとフレキシブルにすることだとの ことでした。つまり
余った会計を、次年度に繰り越せるようにすれば、もっと柔軟に 予算を使えるようになるということ
です。また、三品博士の意見では、本来研究費と いうのは、研究者が時間と能力を使って勝ち取
ったものだから、研究遂行のために何 に使っても他人に構って欲しくないし、「いらない金は返す」
ことになったら、必要 なお金まで返さなければならなくなるとのことでした。そこで、上記のフランス
在住 のＯＢは、科学研究費も近年巨額になっているのに、その無駄が大きいから、この無 駄をや
めて必要なところに回せば、日本に散在する小さな研究室の研究者、大学院生 が何年も研究を
続けられるとおっしゃっていました。確かに、大学院生の奨学金など を扱う機関を作って、そいうと
ころに余った予算を還元すれば、多少煩雑な事務処理 も無駄なことではなくなると私も発言しまし
た。各研究者も余った予算で、何を買う か年度末に思案しなくても済みます。これに対して、また
三品博士のご意見では、余 ったお金といらないお金は本質的には違うもので、本来は余ったお金
で拡大再生産を すべきものなのに、それが出来ない。研究費でそれが出来ない理由は、研究費
に期限 と使途の制限がついているからで、この制限をなくすべきだとのことでした。更に、 余った
予算のことを議論する前に、予算の配分法の改善を考えるべきだとのことでし た。（これには、勿
論大学院生への給与も含みます。）我々の議論に対して、今度は 日本の理研の養王田博士（や
はり生化若手のＯＢ）が入ってきて、少なくとも日本で は「研究費は研究者が時間と能力を使って
勝ち取った」というのは部分的に誤りで、 「研究費の総額」は、役所、役人に対する評価だという意
見も出てきました。しかし 、役所が企画するプロジェクトというのは、本来、様々なアイデアを比較
検討して、 スクリーニングに残ったものをプロジェクト化しなければいけないのに、そのスクリ ーニ
ングを十分に行わずに立案されているとのことでした。.....まだまだ、この議 論は続いています。  

この議論についてもっと詳細を知りたい方は、下記のホームページをご覧ください。 但し、認証名
とパスワードが必要なので、ご連絡頂ければお教え致します。  
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http://bio- net.or.jp/aybc/oband/ml.html  

このようにメーリングリストを使えば、日本以外の国、アメリカ、イギリス、フラン スにいても、お互
いに科学技術政策について自由に意見を交換できるのです。私たち が、夏の学校やセンター事
務局を運営していた頃はまだメイルも普及しておらず、電 話、FAXや手紙だけで連絡を取り合って
いたので、会の運営だけで手一杯だった記憶 があります。従って、年１回の夏の学校でしか全国
の会員で集まって意見を交わす機 会もありませんでした。でも今は、メーリングリスト、ホームペー
ジもあるのですか ら、普段から互いの意見を交わすのはかなり自由に出来るはずですよね。たと
え間違 っていても良いから、自分の意見を公の場でも言えるようになって頂きたいと思いま す。
人によって、異なった意見を持っているのは、当たり前のことなのです。意見を 交わすことで、互
いの視野も広がることでしょう。  

私がこの会に入った頃は、もうこういった話を議論することはありませんでしたが、 昔はオーバー
ドクター問題や女性研究者問題を扱う小委員会もあったようです。上記 の、三品博士の時代に
は、センターの活動で、自衛隊の戦闘機を一機買うのを止める と日本全国の大学院生に給料を
支払えるという試算をしたことがあったそうです。私自身もイギリスでこのように学んだことを基に、
帰国したら研究だけでなく、日本 の研究環境における諸問題に取り組んでいきたいと思っていま
す。それから、会員の 皆さんには、科学技術立国日本の経済活動を根底で支えているのは、
我々科学者なん だという誇りも忘れずに、毎日の研究に励んで頂きたいと存じます。  

最後になりましたが、この原稿をＢＴＴに掲載するにあたりご協力頂いた、夏の学校 事務局長の東
京大学大学院理学系研究科、刀根佳子さん、同じく副事務局長の東京大 学大学院農学生命科
学研究科、小川哲弘さん、ＢＴＴ担当の富山県立大学生物工学研 究センター、元平佳作さんに深
く感謝致します。また、イギリス留学に際し、ご協力 頂きました内藤記念科学振興財団、サントリ
ー生物有機科学研究所中嶋暉躬所長、ア トムテクノロジー研究体の丸山瑛一先生、岡田孝夫先
生に深く感謝いたします。  

追伸： ご意見、ご感想がありましたら、  

E-mail n.nagano@biochem.ucl.ac.uk  

までご連絡頂ければ幸いです。  
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