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　21世紀は研究者にとってエキサイティングな時代です。科学的発見の
続く素晴らしい新境地は、一昔前には想像すらできなかったことでしょ
う。インターネットの登場で、研究者は膨大な情報に世界中から簡単かつ
すばやくアクセスできるようになり、オンラインツール、たとえばエルゼ
ビアのScienceDirect（サイエンスダイレクト）やScopus（スコーパ
ス）などを通じて科学上の新たな発見を重ねています。さらに地球規模の
コミュニケーション技術の発展により物理的・比喩的な障壁が無くなり、
リアルタイムのコラボレーションが実現し、研究仲間が同じ部屋にいよう
が地球の裏側にいようが関係なくなりました。  
　一方でオープンな環境が増え、発展途上国が躍進することで、研究を取
り巻く競争はかつてないほどに激しくなっています。助成金の申請者数の
増加は研究費獲得の機会減少を招き、しかも研究成果への期待がついてま
わります。つまり研究者は情報技術を高品質・網羅的・迅速に取得できる
環境にありながら、そのリソースを活用して研究のキャリアを追求・確立
するための資金獲得の機会に恵まれないという現実に直面しているので
す。
　新しいアイデアや視点が豊かな若手研究者は、研究プロセスに新しい力
をもたらすことでしょう。しかしベテラン研究者がスタッフやリソース不
足の中で何役もこなさなければならず、若手を指導したり研究チームを立
ち上げたりする時間が足りなくて、将来有望な人材の育成に支障をきたす
おそれがあります。若手研究者が必要な指導を受けられないと心配なの
が、論文発表ならびに所属機関の業績貢献に不可欠な助成金を確保できな
くなることで、これは研究キャリアの成否に大きく関わってきます。  
　科学の研究はグローバル経済の中核となるものです。研究におけるあら
ゆる活動 ―― 有能な若手研究者が科学コミュニティ内でネットワークを作
り、研究内容の発表や研究成果の検証を行い、他の研究者の研究を評価
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し、研究資金や共同研究者の候補を探し出す ―― エルゼビアは、さまざま
なツールの提供を通じて、世界の喫緊の課題を解決しうる科学研究プロセ
スの促進に貢献したいと考えています。
　英国の遺伝学者のJ・B・S・ホールデンは、｢私たちは未来を予言する
ことはできないが、発明することはできる｣という言葉を残しています。
ジョンソン教授のガイドは、次世代の有能な研究者を生み出すのに欠かせ

ない「礎石」を与えてくれるでしょう。

オリビエ・デュモン
エルゼビア　大学・政府機関リサーチマーケット担当
マネージングディレクター
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おめでとうございます！

　数年にわたる努力の結果、今あなたは博士課程（Ph.D.やD.Phil.、ドイ
ツ語圏ではDr.rer.nat.など）を修了、もしくはまもなく修了されようとし
ています。技術や専門知識もさることながら、何よりもまずあなたは、
研究キャリアをスタートさせることを国際的に認められたのです。
　ここ5年から10年の間に、脚光をあびるような研究職を得るための競争
は極めて厳しくなりました。その結果、優れた研究成果に代わるものはな
いにしても、研究キャリアをスタートしたばかりの研究者としてあなたは、
最善のキャリアを構築するために、研究成果を補う多くの重要な活動 
についても計画・実行する必要があるのです。計画が必要です。このガイ
ドは、あなたにとってベストなキャリアプランを構築する上で考慮すべき、
主なポイントの概略を説明しています。
　このガイドは若手研究者（Early Career Researcher: ECR）向けに作
成されたものですが、ベテランの研究者や研究管理職の皆さんにとっても、
最近のECRが求めている指導やサポートを認識することは非常に大切 
です。従って、ぜひそういった人たちにもこのガイドのコピーを渡し、 
またご自身で読み終わった後に回覧してみてください。
　研究分野の違い、国の違い、研究タイプの違い、所属する組織などを考
慮すると、国際的な研究指導に関するガイドは、広い範囲をカバーしなけ
ればなりません。例えば、博士課程のカリキュラムは国によって異なりま
すし、ECRという語の公式定義すら同じではありません。ここではそう
いったECRの公式定義についての記述はせず、国際的に認められた研究学位
を示す場合には、すべて「博士号（Ph.D.）」を使用します。このガイ
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ドは、博士号取得後どの程度の時間が経過しているかに関らず、今現在研
究キャリアの計画を立て、キャリア設計をする段階にある研究者のために
作成されています。
　もちろん研究分野によって、多くのそして大きな違いが存在してい
ます。人文科学の研究者は一人、または少人数の極めて特化したグループ
での研究を好む傾向があります。多くの場合、この分野の研究者は研究維
持資金などの物理的なリソースも、他の分野の研究者に比べてあまり多く
必要としません。これとは反対に、大規模な生化学の研究グループや物理
科学の研究センターは、非常に規模の大きい研究インフラの整備と購買 
の両方に巨額の研究資金を必要とするのが一般的でしょう。
　同様に、これらの分野内で行われている研究のタイプによっても、数々
の違いがあります。EUは「研究者」の定義に、「新たな知識・成果物・
工程・手法・システムの創案ないしは創造に携わったり、かかるプロジェ
クトの運営に携わる専門家」とするフラスカティ・マニュアルを採用して
います[1］。また「研究」は「研究開発（R&D）とは、人間・文化・社会
に関する知識を含む知識を蓄積するとともに、これらの知識の累積を新た
に応用するために利用することを目指して、体系的に行われる創造的 
活動」と定義しています［1］。
　簡単に言えば、研究は次の3つのタイプに大別されます。

1. 純粋な基礎研究 – 実験的かつ理論的研究で、しばしば基盤研究も
しくは「blue sky（非実用的）」研究や「知識のための知識」
などとも呼ばれている

2. 戦略的基礎研究 – 実験的かつ理論的研究であるが、多くの場合、
新たな知識を獲得し、有用な発見や実用的な問題解決につなげる
ために行われる

3. 応用研究 – 特定の目的の達成や新たな技術を開発するための新し
い方法を見つけようとする独創的な研究

　そして、本ガイドのように国際的な視点に立った、比較的小規模なガイ
ドとして直面する最後の大きな課題は、異なる研究分野における異なるタ
イプの研究が、多くの場合、異なるタイプの組織で行われているという事
実です。国公立または私立大学に加え、研究者は実に様々な大学以外の
研究機関で研究を行っています。これには政府の研究所、民間研
究所、NGO、医療研究所、民間の営利目的または産業研究企業などがあ
ります。
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　私はこれらの差異を理解し、異なる研究分野や異なる研究機関で、異な
るタイプの研究を異なる国々で行っている何万もの研究者すべてに、この
ガイドが役立つようにしたいと考えています。従って、あなたがドイツ企
業の物理学の研究者であっても、ブラジルの大学の法学研究者であっ
ても、または日本の公的研究機関の芸術研究者であっても、このガイドか
ら多くのメリットを得ていただけると、確信しています。そしてもち
ろん、研究は国際的な職業であり、今は国内の公的研究所の研究者であっ
ても、次の年には地球の裏側で大学の研究職に就いているかもしれま
せん。博士号やそれと同等の学位は国際的に広く認められている資格
です。グローバル環境で研究を行う計画を立てられる能力を持つことは、
すべてのECRにとって、理想的な目標です。



キャリア  
プランニング

1.
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　大学に勤務する人は、講義やコミュニティサービス、さらには学内の事
務といった業務も担っていることでしょう。研究機関や企業に勤務する研
究者の人も、研究に専念したいと願いながら、研究以外の様々な職務を負っ
ています。本来の研究に専念できる研究者はほんのわずかしかいま 
せん。キャリアの浅い研究者ならなおさらです。自分の研究以外で、時間
を割かなければならないことはたくさんあります。しかし、このガイドの
目的は、全体的な大学や研究機関または企業におけるキャリア設計ではあ
りません。もちろん、最も重視しなければならないのは研究キャリアで
すが、このガイドではその他の時間を割く必要のある業務について検討す
ることを目的としています。
　これらの業務にどれほどの時間や努力を費やすかを決めるのは、主とし
てあなた自身です。それどころか、研究キャリアを設計するにあたり、
これらの事柄を戦略的に組み込むことが、さらに重要になってくるでし
ょう。
　計画が必要です。計画において、達成できない段階や、急遽変更を余儀
なくされること、または問題が立ちはだかることもあるでしょう。当初
思ったより早く達成できることもあるかもしれません。しかし、それらすべ
ては対処可能であり、研究目標を達成するために計画を変更することがで
きます。たとえ時間が経つに従って計画を調整する必要があっても、計画
があることは、計画をまったく持たないことよりずっとよいことなの
です。
　何をする場合でも、十分に情報を得た上で決断し、進む道を選ばなくて
はなりません。博士号を取得し、今後の状況に従って研究キャリアを「成
り行きまかせ」にしておくことは、今や他の研究者に差をつけることには
なりません。自分の研究キャリアに対して受身になるのではなく、先を見
越した行動を取る必要があります。実際、講義やコミュニティサービス、
研究における商業的な成果をより重視しようと決断した人たちでも、それ
ぞれに応じた計画を持つべきなのです。
　おそらく研究キャリアの設計は、5年、10年、15年先の自分がどうあ
るべきかを自分自身に問うことから始まるのではないでしょうか。あなた
は今後も、現在のような組織に所属して今行っている研究分野を継続し、
その分野で研究活動を発展させたいのでしょうか？ それとも別の種類の大
学や企業に入りたいと考えていますか？ または、研究分野を変えたいと思
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っているのでしょうか？ いずれにしても大きな決断です。どれも自分の手
の中にある一方、決断できるのもまた自分自身です。
　研究計画や目標は、楽観的でやり応えのあるものでなければなりません
が、同時に現実的でなければなりません。研究環境における国際的な競争
は極めて厳しくなってきています。誰にでも成功する可能性があり、研究
キャリアの計画を立てることによって確実に目標や成功に近づくことがで
きる一方、達成できる目標を設定することが大切です。次の章で、このバ
ランスを取るための方法について説明します。
　このガイドは、一般的な人事的スキルや管理スキルのすべてを網羅する
ことを目的としているわけではありません。ここで強調すべきスキルの
ーつは、必要に応じて適切に「ノー」と言える能力です。将来へのマイナス
の影響を避けるために、「イエス」と言わざるを得ない場面もあるで
しょう。しかし、「イエス」があなたの「いつもの答え」である必要はな
いのです。すでに述べたように、その時の状況に従って判断すべき決断な
のです。確かに、大学などで活動する研究者は学内の委員会や役員会と
いった、学内でのキャリアを伸ばすことには有利でも、研究キャリアにおい
ては必ずしもそうとは限らない多くの業務を依頼されます。しかし、これ
らの役員会や委員会は、大学や研究機関または企業の活動を導くうえで重
要なものではありますが、そのような委員会に参加し、自分の能力を最大
限に発揮してその役目を果たすことが、たとえ研究における効率が妨げら
れるとしても自分のやりたいことなのかどうか、自分で判断しなくてはなり
ません。もし、研究キャリアに専念することを決めたのであれば、こうし
た役員会や委員会などへの任命は受けないと決断すべきでしょう。
　研究キャリアに役立つ役員会や委員会なども多くあります。学術雑誌の
編集委員や研究助成金の調査委員になれば、履歴書に記載した際にも目立
ちますし、箔もつきます。またこれらの委員になることで、他の研究者の
仕事をじっくりと評価する機会が得られ、その過程において、自分の研究
の組み立て方や、助成金の申請書や論文の書き方も向上するため、大変よ
い経験にもなります。
　もちろん研究キャリアは大切ですが、著名な研究者でも社会の一員と 
して生活しており、仕事とプライベートの適切なバランスを築くことは極
めて重要です。著名な研究者の多くが優れた教師であり、研究に加え、
プライベートや仕事でも忙しい生活を送っています。こうした事実は、
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さらに効率的な研究成果につながっています。また、この忙しい生活は、
研究キャリア全体を通じて使用し、磨いてきた個人的なスキルや管理能力
があってこそ実現できるものなのでしょう。
　もちろん、これはあなたの努力次第です。仕事とプライベートのバラン
スは重要ですが、研究キャリアの各部分にどれだけの時間を振り分けるか
は自分で決めることです。しかし、どのような研究分野に従事していようと、
また、どのような組織に所属していようと、焦点を合わせて上手に計 
画し、効率的に努力することに代わるものはありません。次の章で説明し
ますが、この頑張りや努力は、優れた研究の計画段階においてこそ発揮さ
れるべきものです。これにより、研究所での実験や、論文の分析、創造的
な仕事が始まった時に必要とされる労力を最小限に減らすことができます。
多分これは、「頑張る」というよりも、「スマートに」仕事をすると 
言ったほうがいいかもしれません。このガイドに記載されている情報は、
みなさんがスマートに仕事をするためにお役に立つことでしょう。
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研究分野を 
選択する

2.
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　優秀な成績で博士課程を修了するため、みなさんは3年またはもっと長
い間懸命に勉強され、その間は、週に6～7日、昼夜を問わず研究に励ん
でこられたことでしょう。しかし今やみなさんは、バビロニア言語学や日
本の浮世絵の経済史など、その分野における世界的な専門家です。みなさ
んの中には、天文学の分野で銀河誕生に関する新たな発見をした人や、
重症急性呼吸器症候群（SARS）ウィルスの遺伝子シークエンスを知る世
界でただ一人の研究者という人もいるかもしれません。博士論文に記され
たこういった研究の成果は、明らかに非常に重要なものですが、博士号の
本質ではありません。博士号とは、研究活動を習得するための学位であり、
特定の分野を理解・調査する中で体得した研究スキルや訓練、専門知 
識を、類似した分野の研究に活かしていくものです。
　博士号は焦点が極めて狭く絞られがちですが、理想的にはもっと国際的
な視点で研究が行われるべきです。たとえ非常に地域的な博士研究であっ
ても、少なくともその分野に特化したコミュニティにとって価値のあるも
のにし、自分や家族、担当教授や審査官以外の幅広いグループにまであな
たの研究をつなげるべきです。これはその後のキャリアで、より一層重要
になります。選択した研究分野におけるあなたの研究は、幅広い研究コミュ
ニティにとっても興味深いものにすべきであり、地域内の関連グループを
超えて影響を与えられるような、常に優れた研究であるべきです。優れた
研究が備えているべきものは次のとおりです:

• 綿密に計画され、定義された仮説／目的
• 包括的かつ正確な実験／データ収集
• 客観的なデータ分析および解釈
• 少なくとも特定分野の研究コミュニティに広く受け入れられる、

画期的な新しい発見

　博士号取得者の大半が、研究職に就いてからも博士課程の研究テーマや
分野を継続しますが、今こそ、それがあなたの本当にやりたいことなのか
を考えるべき時です。
　博士課程とまったく同じ研究テーマを研究職でも行えば、多くのメリッ
トがあります。例えば、すでに博士論文を出版している場合や、その分野
ですでに名前が知られている場合、または担当教授や学友、博士論文の審
査官などがすでに確立されている研究環境への扉を開くネットワークを提
供してくれる場合などがそうです。
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　博士課程のテーマを決める際には多くの要因に基づいて決めたことで
しょう。しかし、今ではそれが変わっていることもあるかもしれませんし、
将来的には必ずと言っていいほど変化があるでしょう。分野を問わず、
競争の激化や助成金の水準、社会における重要性、国内および国際的な流
行などにより、研究は急速に進化し変化しています。多くの国で、重視す
る研究分野を評価事業により決めています。イギリスでは研究評価
（research assessment exercise: rae）、新制度では研究評価フレー
ムワーク（research excellence Framework: reF）［2］、オースト 
ラリアではオーストラリア研究評価（excellence for research in 
australia: era）［3］、そしてドイツでは Exzellenzinitiative des 
Bundes［4］と呼ばれている評価活動です。それがこれらの評価事業の求
めている主な目的ではないにせよ、国内および国際的な評価プログラムは
現在の研究のあり方に影響を与え、また、今後も確実に与え続けることで
しょう。
　今と同じようなチャンスやリソースが、5年後、10年後にもその研究
分野あるいはあなたにはあるでしょうか？ あなたは現在の研究環境に満足
しているかもしれませんが、将来その分野で起こる可能性のある変化に 
よって、あなたの研究キャリアはどのような影響を受けるでしょうか？
　つい最近の金融危機は、大学の研究費調達に多大な影響もたらしま
した。特にイギリス、アメリカ、日本では、研究費の水準や、研究費に重
点が置かれる分野についても、しばらくの間は大きな影響があると思われ
ます。
　例えば、Universities UK［5］の最近のレポートは次のように述べてい 
ます。「それと同時に大学における研究は、実用性との関連や、経済およ
び社会的影響が、あらゆる分野におけるミッション志向の研究からどのよ
うに自然にもたらされるのかも明確に示すようになる。学術的または発見
のための研究と、営利または開発のための研究の間に、厳格な違いは存在
しないが、両者間のバランスやフィードバックを促進するため、概念上の
整理は必要である。協力関係は変化するだろう。」
　今すぐ劇的に研究テーマや分野を変更すべきだと言っているわけではあ
りませんが、このように極端な状況の例も存在しているのです。数学の博
士号取得後に物理学の博士号を取得した人を、私は個人的に何人か知って
います。私自身も、免疫・寄生虫学の分野で博士号を取得後、研究キャリ
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アにおける社会科学の側面を強化するため、技術・社会変動学の修士号
（優等） と、教育管理およびリーダーシップ学の修士号を取得しました。
　私が提案しているのは、少なくとも自分の研究分野における現在の環境
をよく検討し、今後数年の間にその分野で起こり得ることを分析してみる
ということです。多くのECRと同様、あなたも博士課程の研究を継続し、
発展させることを決意するかもしれませんが、違う選択になるかもしれま
せん。
　明らかに、その研究分野を劇的に変化させることは適切とは言えません。
これまで個別の分野として定義されていた分野が学際的に統合されて 
いる例もたくさんあります。最近の博士号取得者は、博士課程において広
範囲に渡る研究スキルを修得、完成させており、博士論文のテーマに縛ら
れることなく、研究キャリアを異なる関連した各分野へ広げることができ
るのです。
　何をする場合でも、十分に情報を得た上で、選択するのはあなた自身
です。10年後に「他の分野にすべきだった」と後悔しても、すでに時遅
しです。確かに、その分野の将来を「水晶玉」で正確に読み取ることは簡
単ではありません。しかし自分の国や、将来仕事をしたいと思っている国
々における今後の経済や政策に基づき、十分に情報を得た上で、妥当な決
断をすることは可能です。あなたの国で、研究費を拠出している主な機関
が力を入れている研究分野は何ですか？ 文部科学省はプレスリリースで何
を発表していますか？ あなたの国の大手企業は、研究予算をどこに投資し
ていますか？
　リソースや時間など、効率的で楽しく、見返りのある研究キャリアを選
択するために考慮すべき点も、研究分野によって多くの違いが存在してい
ます。一般の人に高い人気があったり、世間の注目を集めたことにより、
政府や企業が資金を投入する研究分野もあります。より細かく専門的な
ため、「話題」の分野として見られない分野もあります。しっかりした基礎
や高度な構造を持った、高い評価を受けている研究分野で、過去数百年に
渡って優れた成果を出していても、「時代遅れ」になってしまっている場
合もあります。
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Scopus（スコーパス）を利用すると、学術雑誌や著者の引用を分析
することができ、研究分野がおよぼしている影響や、著者や学術雑
誌が現在の研究の傾向に与えている影響力を測ることができま
す。Scopusは、査読済み論文やウェブソースの書誌・引用データベ
ースで、研究のトラッキングや分析、可視化用のツールも備えていま
す。http://www.scopus.com/

　研究傾向には浮き沈みがあります。そして国によって、より適切に焦点
があてられている場合もあるでしょう。研究者にとって、これはメリット
にもデメリットにもなり得ますが、研究分野によってリソースに大きな違
いがあることをはっきりと示しており、キャリアを計画する際にはこの点
をしっかりと認識しておく必要があります。
　天文学などいくつかの分野における実験には、莫大なインフラ用のリソー
スが必要になり、実施に数年かかる場合があります。生物学の分野
でさえも、時の経過によって大きな変化があるのです。実験室で研究を行い、
数ヶ月ときには数週間で成果が出る分子生物学に比べ、動物分野の規模の
大きな実験や大規模な生態学研究を必要とする獣医学は時間がかかり、
成果が出るまでに数年ということもあります。
　ほとんどの博士号取得者は、興味を持ち情熱を傾けられる分野で研究
キャリアをスタートします。こういった研究分野は主な分野であり続けま
すが、時間の経過に伴い、研究者の興味や情熱が博士課程の研究分野を超
えて発展することもあります。
　現在民間企業や政府の研究所で仕事をしている場合、従事しているプロ
ジェクトには、自分の個人的な興味や情熱とは関係なくそれを進める力が
存在していることは明らかです。こういう場合は、内部リソースを比較的
容易に手に入れ、それを増やすことも可能であり、安定的な職を得られる
ことで、バランスが取られていることが多いのです。大学研究者は、研究
分野をより自由に選択する学術的な自由を持っていますが、その一方では
すでに述べたように大学研究者には授業や管理事務という仕事があり
ます。いずれも、戦略的に研究キャリアを計画する際に考慮すべき、非常
に重要な事柄です。少なくとも、今後10年または20年間、博士課程と同
じ分野を研究キャリアでも継続する場合のメリットとデメリットを評価し
てみてください。というのも変更するならば5年または10年後よりも、
今の方がずっと簡単だからです。
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　研究キャリアにおける最後の重要なポイントは、大きなチームの中で仕
事をするのか、それとも独立して研究するのかを検討することでしょう。
どちらの方法にもメリットとデメリットがあります。またこれは、どこで
研究を行うのか、また何よりも誰が研究費を出してくれるのかにも左右さ
れます。しかし機会があれば、自分が仕事をするならどのような規模でどの
ようなタイプのチームが適しているのかを、真剣に検討すべきでしょう。
　詳細な調査結果によれば、自然科学の分野では、現在、チームや大規模
なグループでの研究がほとんど標準になっていますが、人文科学や社会科
学の分野でもこの形態がより一般的になってきています。
　天文学、物理学、化学、生物学における単一著者論文の割合は、ここ
40年の間に激減しています［6］。これは研究における複雑な課題に、多く
の専門分野にわたる専門家を必要とし、特定の課題を解決するのに適用す
るリソースが必要になったからです。
　例えば、世界の多くの大学が気候変動研究センターや、社会政策研
究所、がん研究センター、農業技術開発センターを抱えていますが、こう
いった大規模な研究課題には多くの異なる研究分野の研究者からの情報が
必要になることを大学が理解しているからです。
　これにより、研究グループの形成が促進され、科学の分野では大規模な
研究グループが一般的になり、広く受け入れられるようになりました。
しかしこの現象は数学や経済学、社会学の分野でも起きています。さらに
驚くべきことに、社会科学や人文科学におけるチーム規模の成長率は、
自然科学分野とほぼ同等です［7］。社会心理学、経済学から生態学、天文
学まで幅広い研究分野における大規模チームの形成は、最適な規模に達す
るまで、時間とともに進化するでしょう［8］。現在では、何のために、
なぜ、どのように研究チームが形成され進化するのかという国際的な研究
の主要分野も存在し［9、10］、学術ネットワークを分析するツールも開発
されています［11］。
　例えば、確かに研究とスケールに関する次のような一般的な見解もあり
ます。それは、「最初に知的環境が形成され、2番目に一人当たりの研究
管理費および研究補助要員、3番目に主な装置と設備費、4番目に相乗効
果と全体的な加速、5番目に支えとなる研究指導環境が作られる［12］。」
というものです。しかしUniversities UKの分析は次のように述べて 
います［13］。「サイズの違いだけでは業績を阻む障壁とはなり得ず、大き
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なグループと優れた研究を結びつける共通のパターンは我々のデータに存
在しない。平均すれば、大きなグループは小さいグループに比べ、優れた
研究を行うが、小グループの平均には、最も大きなグループと匹敵するレ
ベルの成果を出しているものもある。――大きなグループほど常に優れた
研究を行うという、広く支持されている仮説には、普遍的な証拠は
ない。」「最適なグループのサイズが研究チームのレベルで存在するであ
ろう。その場合5～8人が最適なチームの規模だろう。この最適なグルー
プ規模が、極めて幅の広い情報の処理システムを維持できると思わ
れる［14、15］。」
　研究チームの体系や組織の構築は、極めて挑戦的でやりがいのあること
ですが、それでもやはり、研究成果を生み出す構造内の人とプロセスに大
きく左右されます［16］。
　このガイドでは、研究チームの形成や機能を検討する社会学にページを
割くことはしません。ここで研究チームについて述べているのは、もし
チームに所属することを決めたならば、それが国際競争の激しいどの分野
でも、またそれがどこであっても、現代はそういったチームにおける自分
の役割と立場について熟慮する必要があるという事実を強調するためのも
のです。これは、研究キャリアを計画する際にしなければならない、もう
一つの重要な決断です。
　そしてもう一つ念頭におかなければならないのは、偉大な研究すべてが
大規模チームで行われているわけではないということです。社会的かつ経
済的に極めて生産性の高いウェブベースの「スピンオフ企業」は、ほんの
わずかの研究者により開発されました。研究者の中には、創設時まだ博士
課程を修了していない人さえいました。またこうも言われています。
「多くの革新的な活動において、規模は世間で言われているほど重要では
ない。国際的には、ノーベル賞のほとんどは、大家族ぐらいの規模の研究
所（6人から12人程度）の研究者が行った研究に贈られている。また、
たくさんの国際的な成功を収めている企業は、たいていほんの数人のスタッ
フからスタートしているのだ。幸運なことに、アイデアの創出におい 
ては、大きさより頭脳が重要なのである［17］。」
　どの政府機関、産業研究チーム、大学の研究センターや研究所にも、
所長や責任者と呼ばれる人がいます。その所長またはその所長の下で働 
くチームの主任や責任者の場合もありますが、いずれにせよあなたは自分



の研究を監督する上司を持つことになります。自分がどのチームに所
属し、この研究監督者が研究キャリアにどのような影響を与えるかについ
て十分考える必要があります。

　監督者のすべてが優れた人材というわけにはいきませんが、少なくとも
それぞれ、個人的な経験や専門分野に基づいて適切な「アドバイス」がで
きる上司であるべきでしょう。

18 • 研究分野を選択する
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監督者を選ぶ

3.
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　博士号は研究者養成課程を修了した学位であり、あなたは研究を実施す
るための技能を学び向上させる実習を、博士課程で一定程度経験してい
ます。しかし、あなたが最初の仕事として、ポスドク研究員や研究所の研
究者、もしくは講師／准教授に任命されたとしても、まだ実習生として見
られることが多いのです。これは、わずかな違いこそあれ、どの研究分野
に従事していても同じです。
　ここまで私は、研究分野の選択について、また大規模なチームに所属す
べきかそれとも独立して研究を行うべきかについて述べてきました。しか
し、研究キャリアを設計する上で検討すべき一番のポイントは、おそらく
研究監督者を選ぶことでしょう。
　博士課程の担当教授が上司になる場合もあるでしょう。あなたは、博士
課程の担当教授と何年も一緒に研究をしてきたはずです。博士課程を修 
了した、もしくはもうすぐ修了するということは、あなたが研究において
良好な関係を築けたことを示しています。共同で論文を発表したり、カン
ファレンス（研究会や学術会議）で発表を行い、相互に尊重する関係を築
いたことでしょう。博士課程の担当教授が、新しく研究者を採用する資金
を企業から獲得したり、研究助成機関から助成金を得たりした場合は、 
個人的にも研究能力の面からも、これらの職にすばやくかつ簡単に適応で
きる状態にすでになっているでしょう。この場合はもちろん、同じ教授が
指導をすることになるわけですから、これによってあなたが博士課程と同
じ研究分野または類似の分野でキャリアを続けることを決意することで
しょう。
　しかし多くの場合、博士課程の担当教授は、有名な教授である場合は特
に、給与を支払える研究職の数を超えた多くの生徒を抱えています。博士
課程担当教授の多くは、博士課程を修了した生徒たちが、研究機関に移っ
たり、脚光を浴びる組織や海外の大学でポスドクの職に就いて欲しいと
思っています。
　研究監督者について検討する際は、Robert Mertonが1968年に「マタ
イ効果」［18］で明らかにしたことを考慮すべきでしょう。これは、名声は
名声を呼び、引用される論文はより引用され、影響力のある著者はより影
響力を強めるという現象です。この現象は、論文の引用［19、20］や、発表
論文の質や数、研究費の獲得［21、22］など、多くの異なるパラメータを使
用して研究の成功度を測ることにより、多くの異なる分野で検証されてい
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ます。応用数学者や技術者は、このマタイ効果をプラスの効果としてとら
えるでしょう。そして、国際的に有名な研究者を上司に持てば、マタイ効
果が自分と研究キャリアによい結果をもたらすと考えるのではないでしょ
うか。優れた研究に代わるものはありませんが、こういった研究の社会学
的側面を理解することは、研究キャリアにとって大きなメリットになり得
ます。
　Tol［23］は次のように示唆しています。「無名からにわかに有名な経済
学者になる道のりが厳しいことは、結果を見れば明らかだ。高名な 
年長者は、注目を独り占めするものであり、その注目も優れているから集
まることは一部で、有名だから有名ということも多い。しかし、すべての行
程が上り坂というわけではないにせよ、ほとんどの道は上り坂だけで
ある。そして特定の時点で基準点を越え、名声へと押し上げられる。」
　オーストラリア研究評議会（Australian Research Council: ARC）の
理事として、そして最近ではResearch Management Services 
International社の代表取締役として、私は数々の国際的な研究助成機関
と仕事をし、多くの国際的に高名な研究者と協力してきました。高名な年
長者は注目を独り占めする、というTolの意見は、残念ながら一般に思わ
れているほど稀なケースではありません。従って自分の監督者になるかも
しれない研究者の性格や流儀は、必ずよく検討すべきです。
　若手研究者を強力に後押しする年長の研究者もおり、ECRのキャリアに
とても貢献します。また、多くの場合共生できる方法によって、ECRを自
分自身への注目を集めるために利用する上司もおり、残念なことに場合に
よっては、ECRのキャリアに不利益を与えることもあります。
　可能であれば、上司となる可能性のある研究者の指導経歴を調べる必要
があるでしょう。最も明確かつ分かりやすく確認するには、面接の際また
は本人達と話をしているときに、慎重かつ適切なやり方で確認すること
です。「私はあなたと仕事をすることで、質の高い研究キャリアを築きた
いと考えています。仕事で最良の関係を築くため、あなたの監督や人材管
理のスタイルを教えていただけますか。」適切なタイミングで適切に尋ね
ることができれば、分別のある上司なら喜んでその質問を聞き、分別 
のある回答をするでしょう。よい上司なら、あなたが自分のキャリアにつ
いて、広い視野で考えているという事実を高く評価し、これをあなたがよ
い仕事をしようとしているサインと受け取るはずです。
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　さらに、上司になるかもしれない研究者のカンファレンスや国際会議で
の活動を、直接同じ会議に参加して自分で確認したり、カンファレンスに
参加して発表を聞いた他の出席者の意見を聞いてもいいでしょう。
　博士課程の担当教授が、その上司候補を個人的にまたは間接的に知って
いるかもしれません。そういう場合は、将来のキャリアプランについてア
ドバイスをしてもらうことができます。またその上司候補の下ですでに研
究をしている他のECRに意見を聞くことも理論的には可能で、すでにその
上司の元を離れたり、他に移った人から話を聞くのはもっと効果的で
しょう。もちろんこれは、十分な注意を払って、慎重に適切な方法でやらな
ければなりません。また、脚光を浴びるような質の高い職が用意されてい
るような場合は、上司候補の個人的な流儀を探ろうと、慎みなくまたは不
適切に試みるのは、決してお勧めしません。しかし、もちろん一般的な情
報は収集すべきであり、少なくともよく検討すべきです。脚光を浴びるよ
うな職であっても、上司とぎくしゃくした関係にある場合は、いくら努力
して質の高い研究を行ったとしても、その職で卓越した成績を収めるの 
は難しいと思われます。
　そのような場合は、チームや組織、大学の学部などのように、人間関係
の問題や乗り越えなければならない障害があるところではなく、自分自身
の努力と質の高い研究により優れた成績を収められるところに所属した方
がいいでしょう。
　さらに、倫理的にも申し分のない監督者がほとんどですが、残念ながら
高名な研究をかたる不正行為も非常に多くあります［24、25、26、27］。あな
たがそこで研究キャリアを築こうとしている研究チームや、組織または大
学の学部などに対する調査は、やってみる価値のあるものです。
　私が言っているのは、応募しようとしている職に対するデューディリ
ジェンス（適正評価）であり、必ずしも最初の求人に飛びつく必要はないと
いうことです。職探しでは積極的かつ先を見越した行動を取る必要があり
ます。これはまた、学術的探求がより自由にできるように、自分の分野で
一人で研究した方がいいのか、それとも大きなチームに所属して指示に基
づく協力やチームの手順、方針といったものの支配を受ける方がいい
のか、という問題に戻ります。
　これについて最も理想的なアドバイスをしてくれるのは、メンター
（よき指導者）でしょう。
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メンターを選ぶ

4.
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　率直でオープンかつ厳しいアドバイスをしてくれるよいメンターは、
研究キャリアにおいて、計り知れないほど貴重な存在です。こういった存
在は貴重で、優れた研究者すべてが、メンターのおかげで高い業績を達成
できたわけではありません。しかし、もしあなたがメンターの支援や関与
を受けることができるならば、効率的な研究キャリアとなり、さらに高い
場所へとたどり着くことができるでしょう。
　国によっては、案件ごとに料金を支払うメンター支援提供組織もあり
ます。これも短期的なアドバイスには有効かもしれませんが、長期的な関
係には不向きです。
　研究における監督者がメンターになるというのも理論的には可能で
すが、あまり現実的ではありませんし、これがあまりいい方法とは言えな
い理由はたくさんあります。あなたの研究における生産性や成果に複雑に
関わることになる研究監督者は、あなた個人にとっては最善のアドバイ
スが、チームとしての成果にとって最適ではない可能性があるため、おそら
く公平なアドバイスをすることはできないでしょう。最適なメンターは、
同じ研究分野でさえない、または同じ部署や組織にいない人が望ましいと
言えます。メンターは同じ研究分野の経験を持った人である必要はありま
せん。一般的な個人キャリアに関するアドバイスができる人が必要なので
あって、広い意味での研究環境を一般的に理解していればいいのです。
　もちろん、メンターができるのはアドバイスと提案だけで、最終的に進
路を決定するのは自分自身です。しかし、あなたを知ってはいても、直接
あなたの研究に関わっていない人物は、仕事に近すぎて自分では気づかな
かったことを指摘することができます。
　メンターを見つける上で最も重要なポイントは、本質的で批判的な意見
を言える、そして言ってくれる人を探すことです。メンターがあなた自
身や、あなたの考え、重視していることが間違っていると指摘できるよ
うに、あなたとメンターは互いに尊敬の念を抱いている必要があります。
メンターは、他の仕事を探した方がいいと言うかもしれませんし、仕事と
プライベートのバランスが悪い、または研究監督者はもっとあなたに対し
て研究上の自由やサポートを与えるべきだと指摘するかもしれません。
　だからこそ、メンターを見つけるのは難しいのです。メンターに
とって、あなたのために時間や労力を割いたり、安定してはいてもとくに効
率的ではない仕事をやめた方がいいと、アドバイスをしなければならない
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明確な理由はないのです。メンターがそこから得られるものは何でしょ
うか。短期的に見れば、費やした時間や労力に報いるようなものをメンター
が得ることはありません。しかしそのキャリアにおいて、多くの場合メ 
ンターの助けを借りて大きな成果を上げた年長者は、数人のECRに対しメ
ンターとして喜んでアドバイスしたいと思っているはずです。
　メンターは不可欠というわけではありませんが、もし機会があれば、
時間を割いて適切なメンターを見つけてみることを強くお勧めします。
メンターの意見やその活用の仕方によっては、研究キャリアを強力にサポー
トしてくれるでしょう。



26



Career Planning • 27
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　ネットワークの構築に、共同研究は欠かせません。共同研究は非常に重
要なため、この章はその説明に割くことにし、その他のネットワーク構 
築については次の章で説明します。
　共同研究はほとんどの研究において、生産性を構成する主要な要素
です。しかし共同研究は、それをやりたいから、またメリットが潜在的な
デメリットに勝ることを確認したから実施するということが重要です。
その共同研究をなぜやりたいのか、自分自身に問う必要があります。
意図、プロセス、スケジュール、共通の目的について詳細に検討してくだ
さい。そこから十分なメリットが得られない場合、研究キャリアには、
もっと多くの有益な別の機会があるのですから、その共同研究を実施して
はいけません。価値があまりない、それどころかキャリアにマイナスの影
響があるような共同研究をたくさん行うよりは、有益な少数の共同研究に
参加する方がはるかによいのです。
　共同研究の実施を検討すべき理由はたくさんあります。新しいツールや
情報、スキルを得ることができるかもしれませんし、自分だけで研究してい
たら構築に数年もかかるような、国際的な展望をつかむことができるかも
しれません。

SciVal Experts（サイバル・エキスパート）を使用すると、共同
研究の相手を見つけたり、新しい協力関係を築くことができます。
またこのツールにより、著者が論文をどこで出版したのか、
獲 得 し た 研 究 助 成 金 の 情 報 な ど を 知 る こ と が で き ま す 。 
http://www.scival.com/experts/

　自分のスキルを補足する専門知識が必要となる場合があるでしょう。キュー
バ葉巻の経済史を研究するために、スペイン語のできる研究者が必要で 
あったり、治療法を研究している特定のがんにモノクローナル抗体が必要
になるかもしれません。また、マヤ文明の神殿における社会文化を研究す
るため、建築家の意見が必要になるかもしれません。
　また前の章でも述べたように、共同研究は、研究を他の分野に広げると
いう点でも役に立ちます。国際的にも有名な個人やグループと共同研究を
行えば、国内的および国際的にも、確実に評価を高めることができます。
共同研究は自分と共同研究者に相乗効果をもたらすため、研究成果物を飛
躍的に増やすことが可能になります。
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　共同研究がそれほど価値あるものならば、なぜ私は共同研究に関わるま
たは引き受ける前に慎重に検討すべきだと提案するのでしょうか？ もちろ
んこれは、共同研究の発案者が自分自身なのか、それともあなたの能力を
必要とする誰かから持ちかけられたのかによっても大きく異なります。
それはお互いにメリットがある共同研究でしょうか、それとも自分の仕事
が飲み込まれ、取られてしまう研究なのでしょうか？
　ECRであるあなたは、小規模なグループやチームで仕事をしたり、また
は自分と研究指導者の2人だけで研究をしているという場合もあるで
しょう。いずれにしても、あなたは2名による共著論文の第一著者か、また
はあなたの生徒が第一著者の場合は第二著者ではないでしょうか。
　こういった場合、著者の記載順を決定するのはそれほど複雑ではありま
せん［28］。しかし多くの分野において、論文における著者の記載順の重要
性は計り知れません。この著者の記載順の問題は学術界に限ったことでは
ありませんが［31］、特に自然科学分野では重大です［29、30］。誰が論文の
著者として、どういう順番で記載されるのかは、ときにトラブルの種にな
ります。研究者が認識していないこともしばしばあるのですが、著者の記
載順に関する国際的に認められた手順がすでに定められています。これら
はバンクーバー・プロトコルと呼ばれ［32］、著者（オーサーシップ）の 
記載は次の各要件に従うことが推奨されています。（1）研究の構想と設計、
データの取得またはデータの分析および解釈に実質的な貢献をしている。
（2）論文草稿の執筆、または重要な知的内容への批判的な改訂をし 
て い る 。 （ 3 ） 最 終 原 稿 に 同 意 し て い る 。 著 者 と し て 記 載 さ 
れるには、1～3の条件に該当している必要があり、このプロトコルに基
づいて開発されたツールであるAuthorderを使用すれば、誰でも簡単に著
者の記載順を決めることができます。Authorderは共著者による記載順の
決定をサポートするための、理性的かつ理解しやすい枠組みを提供して
おり、無料で利用することができます［33］。
　将来的にキャリアパスを成功に導けるかどうかは、最初に出版する 
5～6本の出版論文のオーサーシップに左右される、または少なくともこれ
が大きな影響を与えると言えます。もし、複数の研究者が関わる共同研究
を引き受ける場合、6人の共著論文で自分は4番目の著者となるかもしれ
ま せ ん 。 R E F や E R A 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 実 績 ベ ー ス 研 究 基 金
（Performance Based Research Fund）など、国内および国際的な評
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価においては、論文に貢献した研究者として記載されると、非常に有 
力な判断材料として考慮されます。また同様に、著者の記載順は単独で助
成金を申請する場合も非常に重視されます。名前が6人の著者の中ほどに
記載されている場合、実際には研究のほとんどを自分が行っていたとし
ても、論文の大部分が自分の研究であると正確かつ正当に主張するのは 
難しくなります。
　あなたはこれから、自分が納得できる決断を下さなければなりません。
それは、小規模なグループで目立った存在であり続けるか、あるいは規模
の大きい共同研究で小さめの役割を果たすかどうかということです。あな
たの能力および専門知識が認められて共同研究が持ちかけられた場合は、
大規模なグループによる論文に第一著者として記載される可能性が当然考
慮されるべきですし、それによりこの共同研究はあなたにとってさらに価
値のあるものになります。
　しかしながら、共同研究においては何をする場合でも、オーサーシップ 
や、知的所有権、カンファレンスでのプレゼンテーションなどについて、
実際に仕事を開始する「前」に定め、合意しておくことが不可欠です。
このように述べると差し出がましく聞こえるかもしれませんし、国際的に
有名な共同研究相手がそのような取り決めに気を悪くするのではないかと
心配するかもしれませんが、生産的な共同研究相手であれば、あなたがす
べての参加者にとってその共同研究の生産性が最善になるように努めてい
るという事実を、高く評価するでしょう。
　あなたがポスドクのECRとして、または民間企業でECRとして雇用さ
れている場合は、共同研究相手に話を持ちかける前に、もしくは持ちかけ
られた研究を行うと合意する前に、研究監督者や会社の研究主任から承認
やアドバイスを得る必要があるでしょう。監督者が共同研究で果たす役割
があるとすれば、それは何でしょうか。監督者や所属する組織は、あなた
が外部の人間に対して、学術的にも金銭的にも非常に貴重な情報を提供し
てもいいと思うでしょうか？ 所属する組織は共同研究を実施する前に、
物質移動合意書（MTA）や機密保持契約書など、どのような公式文書を要
求するでしょうか？
　それに加え、共同研究への参加を持ちかけられた場合は、前に述べた監
督者を選ぶ際の注意事項を共同研究相手についても適用してみるべき
です。相手の経歴は？ どう研究を進めているのか？ そして彼らと協力し
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て研究するのはメリットがあるか？それ以前に一緒に研究活動ができる 
のか？ などです。
　多くの共同研究は、参加者すべてにとって極めて生産性が高く、長期間
に渡って継続します。その他に、短期的でもっと性質のはっきりした共同
研究や、実験用試薬の提供あるいは一般文書の翻訳を含む共同研究なども
あるでしょう。共同研究は常に健康的かつ生産的なわけではありません。
従って、研究キャリアにおいて共同研究を行おうとするときは、キャリア
にとって総合的なメリットを戦略的に検討することが重要なのです。
　それに比べ、ネットワークの構築は、通常もっと長期的で、あまり具体
的ではありませんが、研究キャリアにとっては、これもまた不可欠です。
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　ECRにとって生産的で価値のあるネットワーク構築がどれほど重要で
あるかは、どれだけ強調してもし過ぎることはありません。博士課程の担
当教授、研究監督者、共同研究者そしてメンターと、ネットワークの主な
構成要素4つについてすでに説明しました。ネットワークの一部に取り込
むことで、メリットを得たり、与えたりできる人は他にもたくさんい
ます。
　しっかりした価値のあるネットワークを早めに構築することは、研究
キャリアを確実に後押しするために大切です。非常に大きなネットワークを
持つ必要はありません。脆いネットワーク群や、非常に大きな脆いネット
ワークより、しっかりした小さなネットワークの方がよほど価値があるか
らです。すでに述べた4つのカテゴリーの人々に加え、ネットワークの構
成メンバーには博士論文を書いているときに一緒に研究した博士課程の
学友、博士論文の審査官、一緒に研究している学会のメンバー、意気投合
したフェローカンファレンスの出席者、直接一緒に仕事をしている研究チー
ムの仲間、同じ組織の人、研究所の図書室や研究室のスタッフ、継続し 
て論文を投稿している学術雑誌の編集者などが考えられるでしょう。簡単
に言えば、あなたの研究に大きな関心を持ち、研究キャリアにメリットを
もたらしてくれる人なら誰でもいいのです。
　このガイドは戦略的なキャリアプランニングについて説明するもので
すが、多くの場合ネットワークは計画できるものではありません。しかし、
機会があるときに、誰にネットワークへ入って欲しいのかを検討してみて
ください。LinkedInやFacebook、Twitter、Myspace、Plaxo、YouTube 
など簡単にネットワークが構築できるツールはたくさんあります。通常は、
メンターや研究監督者、共同研究相手などがネットワークの一員になるよ
うな人を紹介してくれるため、ネットワークは時間とともに自然に発展し
ていきます。
　その人の地位によっては、ネットワークのメンバーが今の自分や将来の
キャリアにとって大きなメリットとなる場合もあります。たとえば、他の
職や奨学金に応募する際の紹介状や、具体的で直接的なサポートが必要な
場合、あなたやあなたの研究を他者に対して「褒め称える」ことで、ネッ
トワークは間接的に大きな値打ちを発揮する可能性があります。もちろん、
一流学術雑誌で論文を出版し、最高レベルのカンファレンスでプレゼ 
ンテーションを行って、質の高い国際的研究を確立することに代わるもの
はありません。しかし、こういったことを達成するのには時間がかかります。
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従って、あなたやあなたの研究のすばらしさを広めてくれる誰かがいるこ
との価値は、どれだけ強調してもし過ぎるということはありません。これ
は悪いことではなく、研究キャリアを間違いなく後押ししてくれます。
　私は、しっかりしたネットワークを築く目的が、キャリアに貢献するこ
とだけという印象を与えたくはありません。しかしそれが、しっかりした
ネットワークに参加したことによる、主な結果になるのは当然のこと
です。あなたには研究キャリアにおいて、ネットワークの他の人に貢献で
きる能力や専門知識があり、アドバイスもできます。そして、研究キャリ
アがさらに進歩し成長すれば、彼らにもっと情報を提供することができ
ます。ネットワークは公正なギブ・アンド・テイクの関係で利用されなけ
ればなりません。研究キャリアの初期段階では、与えるよりも受け取るこ
との方が多いでしょう。しかしこれはキャリアが上がるにつれて逆転し
ます。だから最終的には均衡が取れ、公正で妥当になります。
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　ネットワークの一員として、長期的に研究知識や技能のギブ・アンド・
テイクを行うことは、正しい研究倫理へ近づくための妥当な方法と見なさ
れます。研究倫理は研究キャリアに不可欠ですが、最高水準の研究倫理は
すでに定められていることから、ここでは深く掘り下げません。あなたが
行う研究は、正直で正確そして倫理的でなければなりません。
　特に、常に最高の倫理水準で研究を実施するための取り組みも、各国内
で数多く、また国際的にもいくつか行われてきました。現在多くの国が研
究倫理を確保するための国内法令や規程を持っており、最近では、 
2010年7月の21～24日に実施された第2回研究公正に関する世界
会議［34］の一環として「研究公正に関するシンガポール宣言」と呼ばれる
国際的なイニシアティブが採択されました。この宣言では4つの原則が記
載されています。

1. 研究のすべての側面における誠実性
2. 研究実施における説明責任
3. 他者との協働における専門家としての礼儀および公平性
4. 他者の代表としての研究の適切な管理

　またこの宣言には14におよぶ責任も記載されています。これは規定文
書ではなく、会議に出資または参加した各国・各組織の公的な方針を示す
ものでもありませんが、指針となる各原則はこのテーマの概要を見事に示
しています。
　私が研究倫理や公正性と呼んだものに加え、研究キャリアで考慮すべき
倫理的なポイントが他にもいくつかあります。これらは動物、ヒト、
生物／放射性物質に関する倫理と呼ぶことにしましょう。
　ここ数年、動物倫理では多大な進歩があり、「削減、代替、改善」とい
う方針が広く用いられ、促進されてきました。被験動物使用の必要性につ
いて意見を述べるのが、このガイドの役割ではありません。しかしあなた
や研究仲間が、動物の適正な使用が研究には欠かせないと考えるのな
らば、絶対に組織の規則や方針に従う必要があります。所属する組織の動
物倫理委員会に承認され、同意が得られるまで、決して研究を始めてはい
けません。こういった倫理承認を得るのには、しばしば非常に多くの事務
的手続きが必要になるという事実に関わらず、そうする必要があります。
動物への有害な影響を減らしたり、無くしたりするためだけではなく、 
そのような研究に対する法的要件の範囲内で活動するためにも、このよう
な手続きは不可欠です。



　動物倫理委員会は、よく膨大な文書を要求しますが、これはプロジェク
トを常に適切に実施するために必要な計画として見なされるべきです。 
動物倫理委員会は、研究を妨げるためではなく、動物とあなたにとって最
善を図るための、あなたと研究の仲介人のような役割を果たしているの
です。
　同様にヒト倫理委員会も、生物および医学研究だけでなく、多くの社会
科学研究の分野においても欠かせない存在になりました。どのような研究
でも、それに参加する人の権利とプライバシーを守るのが不可欠であり、
それを確実に遂行できるようにサポートするのが、あなたの所属する組織
のヒト倫理委員会です。電話アンケートのような害がないと思われる手順
でさえ、ヒトの倫理に多大な影響与える可能性があるため、承認が必要な
のです。
　倫理の話の最後に、私が生物／放射性物質の問題と呼んでいるものにつ
いてお話ししましょう。これに当てはまるのは非常に少数の研究者ではあ
りますが、極めて重要であり、最近では安全保障管理の面でも注目を集め
ています。従ってこういった分野では、組織内の担当委員会を巻き込
んで、政府の許可を取る必要がある場合もあり、繰り返しになりますが、
研究の開始を考えるよりも前に、当該委員会の承認を得ることが不可欠な
のです。
　これら3つの倫理へのアプローチは、国によって異なるでしょう。この
うち1つか2つが他の国より重視される場所では、その時点で組織に適用
される規制や法令を遵守する必要があります。
　研究、動物、ヒト、生物／放射性物質の各倫理について何らかの疑問が
生じた場合は、あなたの研究を承認した委員会が最善の相談相手となって
くれるでしょう。委員会の承認を得るかどうか、そしてその承認内容に準
拠するかどうかは、あなた次第です。
　多くの倫理的および社会的な理由により、遵守は「正しい」行為で
あり、そしてそれに則り研究を計画・実施するのは、非常に有意義なこと
です。

倫理と研究公正性 • 39 
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　いかなる研究も、特定の形式で出版することだけが目的であってはいけ
ませんが、研究結果を出版する形式を早いうちから、または、研究をスター
トする前から決めておくことには、多くのメリットがあります。
　どのような形式を選ぼうと、研究の論文出版は不可欠です。研究結果を
出版しなければ、誰もその存在に気がつきません。出版は簡単でもなけ
れば、研究活動そのものでもありません。しかし、今後の助成金、昇進、
新しい職探しは、履歴書に記載される多くの質の高い研究結果に左右され
るため、研究活動に出版は不可欠です。研究結果が研究仲間に認められて
いることを示す文書がない限り、あなたの研究がどれほど優れているか、
生産的な研究をしていたかを、助成金提供者や昇進委員会、応募した会社
に証明することはできません。
　主な研究分野には通常、それぞれ特徴的な出版形式があります。人文科
学や社会科学は、主に書籍やモノグラフで出版する傾向があり、自然科学
では学術雑誌がメインとなっています。コンピュータ科学や情報技術の研
究者は、電子出版やカンファレンスでのプレゼンテーションを研究発表 
の重要なフォーマットとして捉えています。音楽家、画家、彫刻家など、
表現が仕事の芸術家の場合、芸術作品が彼らの出版物にあたりますが、
それでも展覧会に出品する際や、作品の背景にある研究の影響を関係者に
知らせるために文書で残しておく場合など、一定の形式で成果を文書にす
る必要があります。
　学術雑誌で研究を出版する際に検討すべきことの詳細は別の章で述べま
すが、この章では、どのようなスタイルや形式で出版すべきかについて検
討する必要性について述べたいと思います。例えば、書籍、モノグラフ、
学術雑誌、電子出版、カンファレンスのプレゼンのいずれであるにせよ、
出版は英語と母国語のどちらにすべきでしょうか？ 英語は研究出版におけ 
る世界共通語として、極めてスムーズに受け入れられるようになってきており、
英語以外の言語で出版する場合のデメリットもよく知られています［35、36、37、38］。 

しかし、国内の研究者に自分の研究を認識してもらいたい事情があって、
母国語および国内の形式で出版する必要がある場合もあるでしょう。
　自国語で出版する場合と同じく、英語および国際的な形式で行う出 
版にはメリットもデメリットもあります。しかしながら、研究結果の出版
にどの形式および言語を選択しようと、それはしっかりと検討した結果で
なければなりません。状況に応じて国際的な英語形式で出版することも、
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自国語で出版することもあるでしょう。研究キャリアのスタート時に 
は自国語および国内形式で出版し、キャリアを伸ばしてから英語によ 
る国際的な出版へと広げることが多いのではないでしょうか。研究監督者
や一緒に研究をする仲間、もしくは多分メンターから情報を得て、自分自
身で決断します。
　国内もしくは国際どちらの形式で出版するかの決断と並行して検討 
すべきなのは、国際的な学術雑誌や書籍の出版社から出版するか、それと
も、多くの場合、そこまで有名ではない国内の出版社にするかという点で
す。多くの場合、こういった決断は、実施した研究の質や研究分野に基づ 
いて行われます。しかしながら、研究結果の出版に関する主な問題は、量
が少なく、影響も少ない研究をより早く出版するのか（国際的な査読付き
学術雑誌が許容する最低限のデータ量のみ含む論文の出版、最小出版
可能単位（Least Publishable Unit: LPU））、それともその他の研究も
行って、規模が大きく、より大きな影響を与える研究を後で発表するのかと
いうことです。
　どちらの場合もメリットとデメリットがあり、その時々の状況に基づい
てどちらの戦略を取るかを決めることになるでしょう。博士論文の提出前
にいくつかの研究を完了させて出版しようとしていますか、それとも今の
ポスドクが終わる前ですか？ 研究仲間や監督者は、出版前にもう少し研究
した方がいいとアドバイスしていませんか？ メンターは、あなたが学術論
文をいくつか出版する以前に、時間を費やして本を書くべきだと考えてい
るのではないでしょうか？ 最も貴重なリソースである時間や労力をどう投
じるかは、あなた次第です。
　ECR向けに開いた多くのワークショップで、よく「出版する際には質と
量のどちらを目標にすべきでしょうか」と聞かれることがありますが、 
私はいつも「質の高い論文をたくさん出版することを目指すべきです」 
と答えています。理想的には、研究キャリアにおいて質の高い論文をたく
さん作成すべきです。もちろんこれは簡単ではありませんし、かなりの努
力を必要とします。すでに述べたように、LPUや、もっと悪い場合には
「サラミ論文」（質の高い論文を少数出版する代わりに、研究を薄切りに
して論文を大量に出版すること［39］）を考慮せざるを得ない人もいるかも
しれません。こういった選択肢は、本当に正当な理由がある場合のみ検討
してください。また、その他の場合では、幅広く規模の大きい立派なプロ
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ジェクトにおける研究を出版できるかもしれません。すべてあなた次第
です。しかし、あなたのリモートのバーチャルメンターとして、私は、
現在のREFやERAのような評価制度では、生産性を評価するのに少数の認
定を受けた厳選された論文に注目が集まる傾向があることを指摘しなけれ
ばなりません。こういった手法は任命委員会や昇進委員会でもよく見
られ、「サラミ論文」を慢性的に作成していることもすぐに見抜かれてし
まいます［40］。
　結論として、論文の質か量かの選択を迫られた場合、いつも可能なかぎ
り質の高さを追求することを私は強くアドバイスします。しばしば、研究
チームの優秀さは、出版した研究よりも、むしろ（LPUや「サラミ論文」
などにより）出版しないことを選んだ研究で計ることができます。質の高
さこそが常に最も重要であり、ますます重視されてきています。質の定義
には議論の余地がありますが、幅広いタイプの論文を格付けしようとする
動きは広まっています。例えば、情報およびコンピュータ技術分野では、
オーストラリアおよびニュージーランドにおけるコンピュータ科学学部の
連合である、オーストララシアコンピュータ研究および教育協会
（Computing Research and Education Association of Australasia: 
CORE）［41］が、2008年に開催された1,400もの情報通信技術カンファ
レンスを4段階のランクに分類しました。これらの格付けは2010年に完
成したオーストラリア研究評価（Excellence for Research in Australia: 
ERA）に取り込まれました。COREは現在カンファレンスを格付けする指
標を改善し、プロセスを更新しており、準備できしだいウェブページで格
付けが発表される予定です。人文科学の研究者は、欧州科学財団および
EUが当初共同出資した、欧州人文科学文献インデックス（European 
Reference Index for the Humanities: ERIH）プロジェクトの一環とし
て、15におよぶ人文科学分野について書籍や新しい形式の出版物を格付 
けする計画を立ち上げています［42］。ERIHは、ヨーロッパ全土における
質の高い人文科学研究を世界に発信することを目的としています。ERIH
プロジェクトの次の段階では、モノグラフと編集書籍が取り入れられるこ
とになっています。
　様々な出版形式に関するこれらすべてのポイントを考慮すると、やはり
最も認められている形式は学術雑誌による出版です。では、あなたの優れ
た研究結果をどの学術雑誌で出版すればいいのでしょうか？
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　国際的な査読付き英文学術雑誌に研究プログラムの成果を出版すると決
めたら、投稿に向けて、論文を書き始める前から検討した方がいい点 
が数多くあります。
　最も考慮すべきことの一つは、オープンアクセスの学術雑誌に投稿する
か、それとも購読方式を取る従来の出版社による学術雑誌に論文を投稿す
るかという点です。オープンアクセス誌は、特にインターネットの出現と
世界的な普及により、ここ数年で非常にポピュラーとなりました。この雑
誌の長所は、比較的簡単に無料で読者がアクセスできるところです。 
オープンアクセス誌は、その資金で行った研究の論文をオープンな形で公
開することを義務としているか、少なくとも推奨している多くの助成機関
の支持を得ています。このような論文は、従来の学術雑誌で出版されたも
のに比べ、読まれる頻度は高いですが、そもそも最も有名な論文をオープン
アクセス誌に投稿していた可能性があります［43］。また、オープンアク 
セスによる出版はより多くの読者を獲得はしますが、購読方式の出版物に
比べて、被引用数が多いことを示す事実もありません［44、45］。もう一つ
考えられるデメリットは、オープンアクセス出版にかかる経費はあなたが
支払う必要があり、個人的な研究資金の支出となる可能性があります。
また、購読方式の出版社も現在、その出版物を一定期間後に公開するか、
または無料で読めるサービスを提供しはじめています［46］。
　引用はどちらの方式からも行われていますが、オープンアクセスが従来
の購読方式の出版を被引用で上回っているかどうか、活発な議論が続けら
れています。優れた研究成果を出版する主な理由は、その他の研究者に認
めてもらい、活用してもらうことであり、引用はこれを計る主な手段なの
です。結果として、これは多くの議論を呼んでおり、この議論に関する主
な文献リストについては OpCit（Open Citation Project: オープン引用
プロジェクト）で確認できます［47］。OpCitプロジェクトは、NSF（米国
科学財団）とJISC（Joint Information Systems Committee: 英国情報
システム合同委員会）による国際デジタルライブラリ研究プログラムによ
り出資されました。これには、オープンアクセス論文の引用に関して書か
れた数十におよぶ論文の要旨と、各論文への個人のコメントが記載されて
います。2011年3月18日にアクセスしたところ、OpCit文献に最近加え
られた3件のコメントのいくつかの部分が、今日までの議論を要約してい
ると言っていいでしょう。
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　「この研究は、オープンアクセス論文には引用数に関するメリットが存
在することを明らかにしている。オープンアクセスの場合、非オープンタ
イプに比べて138.87%引用率が高くなっている。また、オープンアクセ
スではテーマによって異なる引用メリットがあり、Oxford Openの人文科

学分野の雑誌ではオープンアクセスの引用デメリットがあることも明らか

になっている。つまりインパクトファクターの低いOxford Open誌の方が、

インパクトファクターの高いOxford Open誌よりも引用については大きなメ

リットがある［48］。」

　「この実験により、科学文献への無料アクセスを提供すれば読者数が増

加する可能性があり（論文のダウンロード数により算出）、より多くの読

者に広がるが（ユニーク訪問者数により算出）、論文の引用には効果がな

いことを示している［49］。」

　「オープンアクセスのメリットは実際にあり、独立因果であるが、偏り

がある。その規模は引用数自体と同様、質の高さと相関関係がある（全引

用の約80%がトップ20%の論文からである）。引用できる文献数が多い

ほどオープンアクセスのメリットは大きくなる。それは著者自身が何をオー

プンアクセスにするか選択したことによる質の偏りではなく、購読に縛 

られてアクセスが制限されている状態から解放されたユーザー自身が、 

何を使用して引用するかを選択したことに由来する、質のメリットによる

ものである［50］。」
　そして、これら3つの所見の間にも明らかな矛盾が存在しています。
しかし、オープンアクセスもしくは購読式の出版のどちらを選ぶにせよ、
どちらのタイプの出版にも共通する、論文を執筆する前に検討すべき要素
が数多くあります。
　韓国、中国、パキスタンなど多くの国々が、高名な国際的学術雑誌で論
文を出版させるため、国内の研究者に資金を投入していますが［51、52］、
資金を受け取ったことが、論文を出版する雑誌を選ぶ理由であってはなり
ません。もちろん、できる限り最高の雑誌で優れた研究結果を出版する、
正当かつ立派な理由もたくさんあります。
　自然科学の分野では、雑誌の権威や読者構成が、一般に第一の関心事で
あると言われています［53］。しかし、こういった特性は、教育を扱う社会
科学雑誌では、「明瞭さ／首尾一貫性／うまくまとめられていること」、
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「完璧さ」「研究手法」「雑誌の編集方針に合致しているか」などの特性
に比べ、重要性が薄いでしょう［54］。このガイドで私が重点を置いて 
いるのは、みなさんが質の高い研究成果を目指すよう後押しすることで
すが、ではその研究結果を出版する権威ある雑誌はどうやって見つければ
いいのでしょうか？
　インパクトファクターは、ガーフィールドがその活用について述べた 
1955年以来、間違いなく世界的に認知されています。自然科学のみな
らず、社会科学や人文科学分野においても、学術雑誌はインパクトファク
ターに基づく格付けにより、その権威や質を特定することができます。
インパクトファクターにはまた多くの利用法がありますが、批判も多く集
めています。ガーフィールドは、しばしばその誤使用を指摘しています
（［55］の例を参照）。また、インパクトファクターを使用して正確な比較
をするうえで考慮すべき技術的な要素もたくさんあります［56］。
　高度な教育研究職の評価と研究費供与に関する声明および要求で、
現在の割合よりも量的な指標をより活用する2008年のBritish RAE［57、58］は、
指標だけを質の評価に使用することに関する一連の批判のきっかけ 
となりました［59、60、61、62］。現在2014年のREFに向けて、（1）研究結
果の質、（2）研究のより広義的な影響、（3）研究環境の活気［63］と
いった観点において評価を行うため、各研究所は文書を提出するよう、求め
られています。全体の65%を占める研究結果の質は評価における主な要
素でありつづけるでしょう。そしていくつかの専門委員会は、被引用情報
を成果評価に利用するようになると思われます。
　これから出版する場を選ぶ際は、学術雑誌のインパクトファクターにつ
いて適切に検討することを私は強くお勧めします。しかし、インパクトファ
クターにデメリットが存在するという考えから、学術雑誌の質と権威を 
測るその他の手法もたくさん考案されています。この場では記載できるス
ペースがなく、また雑誌の質を測るその他の手法に関する詳細な説明や比
較をするのがこのガイドの目的でもありませんが、研究結果を出版する雑
誌の状態を確認するために使用できるオプションがいくつかあることは、
認識しておく必要があります。
　例えば、以前の章でお話したERIHはすでに専門委員会を設置し、
人類学、ジェンダー研究、哲学、心理学など人文科学の14の小分野にお
ける学術雑誌を3段階に格付けしています。このリストは計量書誌学に基
づくツールではないため、ERIHの運営委員会および専門委員会は、昇進
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や任命、研究助成金申請に関する評価を行う際は、このリストだけを基準
として使用しないように助言しています［64］。当然ながら、ERIH基準は
批判を受けています［65］。しかし格付けは公開されており、今後も改善さ
れ続ける予定です。少なくとも、インパクトファクター以外で人文科学の
学術雑誌を格付けする方法について、開かれた議論をする取り組みを行っ
たことにより、ESFは評価されるべきだと思います。
　雑誌の格付けの作成や利用指針は、特に人文科学や社会科学のコミュニ
ティから、実に多くの議論を呼んでいます。こういった指針は、ヨーロッパ、
フランス、オーストラリアでは、政治的および科学的な道具として使用さ
れることがありますが［66］、自分の研究キャリアを後押しするため、これ
を賢くかつ正しく使用するのはすばらしいことだと私は思います。
　同様に、ビジネスおよび経済のコミュニティにおいて、学術雑誌の質や
権威を決めるため、多くの指標を使用して雑誌を格付けする試みが行われ
たこともありました。例えば、バーミンガムにあるアストン大学のビジネ
ススクールは、同校およびその他国際的なビジネススクールのベテラン研
究スタッフによる評価に従い、約800の学術雑誌を主に3つのランクに格
付けしました［67］。オーストラリア・ビジネス学部長評議会（Australian 
Business Deans Council）と、オーストラリアおよびニュージーラン
ドのマネジメントアカデミーの共同出資により設立されたビジネス学術研
究責任者ネットワーク（Business Academic Research Directors 
Network: BARDsNET）は、財政会計学、マーケティングおよびマーケッ
トリサーチ、経済学など11の小分野における約2,000の学術雑誌を4段階
に格付けしました［68］。いくつかの経済学研究グループは、別の基準を幅
広く使用した学術雑誌の格付けシステムも開発しました［69、70］。 
Harzing.com［71］は最近、経済学、財政学、会計学、マネジメント、
マーケティングなどの分野における約900の学術雑誌を、インパクトファ
クターを除いた19のリソースを使用して格付した、第37版学術雑誌品質
リスト（Journal Quality List）を発表しました。
　前章で述べたとおりCOREはICTカンファレンスを格付けしましたが、
さらにメンバーの分野における約800誌［72］についても4段階に格付けし
ています。まったく同じではありませんが、全研究分野にわたる学術雑誌
をERA用に格付けする方法として、ARCもこの4段階の格付けを選択して
います。
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　2008年7月、フランスの研究および高等教育評価機関であるAgence 
d'évaluation de la recherche et de l’enseignment supérieur［73］は、
学術雑誌評価リストを発表し、ESFやERIHについてはすでに述べたとお
りです。2008年6月、ARCは2010年のERA評価プロセスに向けて、
個別査読付き雑誌の格付けリストを作成するため、広範囲かつ包括的な公
聴会をスタートしました。ARCは、その他の雑誌との比較という観点や、
特定分野に対する重要性および関連性によって惑わされるべきではないと
いう観点から、学術雑誌の品質格付けがその雑誌の質全般を表していると
考えています。2010年ERAでは、4段階（トップ5%をA*、次の15%をA、
次の30%をB、残りの50%をC）に格付けした20,000の雑誌リストが使
用されました。なお、Scopusは引用データを2010年のERAに提供して
います。

ScopusのJournal Analyzerを利用すると、特定分野の学術雑誌を
検索でき、最も影響力のある雑誌やその出版社を知ることができま
す。このツールは、自分の研究に最も注目を集めるためにはどこで
出版すべきかを検討し、論文を投稿する際の優先順位を決定するの
に役立ちます。http://www.scopus.com/

　ARCは現在、2012年のERAに向けて、2010年の学術雑誌格付けリス
トを公開審議および委託した業界団体や専門グループの大規模なレビュー
にかけています。ERAによる2012年雑誌格付けリストは、2011年9月
までに発表される予定です［74］。このように、研究成果を出版する雑誌の
質をはっきりと確認するためには、インパクトファクターに加え、または
その代わりにその利用を真剣に検討すべき国際的な雑誌格付けシステムが
全研究分野を通じてたくさんあります。
　もちろん、これらのシステムはいずれもあなたが論文を出版した雑誌を
格付けします。そして最高の雑誌は最高の論文を出版すると見なされてい
るのです。しかしながら最高の雑誌が、個別にはそれほど引用されない論
文を出版することもありますし、格付けシステムで最高品質とは見なされ
なかった雑誌が、逆に被引用数の非常に多い論文を出版することもあり
ます。このような状況は比較的稀ではありますが、あなたの論文が非常に
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多く引用された場合、あなたの研究結果の優秀さをさらに具体的に測るも
うひとつの方法として、あなたの論文の適切な被引用データを知ることは
有用です。ウェブ上で利用でき、自分の論文が引用されたことを知らせる
Scopusなど、電子メールによる通知システムは数多くあります。こういっ
たサービスは絶対に活用し、履歴書にこのような引用情報を記載すべきで
す。
　インターネットの利用の増加により、ウェブ関連現象の定量的研究にも、
インターネットが広く利用されるようになっています。これは、もと 
もと計量書誌学で、雑誌掲載論文の引用パターンの分析に使用されていた
手法が、生のデータを提供する商用の検索エンジンを使用して、インター
ネットにも適用できるようになったためです。これは比較的最近のことで、
より電子的な雑誌格付けは「webometrics」［75、76］と呼ばれています。
　ごく最近では、新しい無料のインターネットサービスが登場し、ウェブ
ページのランキングにGoogleが使用しているページランクに似た新しい
アルゴリズムを使用して、雑誌のインパクトファクターをユーザーが計算
することができます。このSCImago雑誌格付けサービス（SCImago 
Journal Rank: SJR）は、3年の引用期間における一連の反復周期での雑
誌間の引用関係を分析するものです［77］。

SCImago Journal Rank（SJR）は、引用元の科学的権威、つま
り文書ごとの引用の重要性によりその数値を測る指標です。引用元
はその「権威」またはステータスを、引用されるという行為により
その他のソースに伝達します。比較的SJRが高いソースからの引
用は、SJRが低いソースからの引用に比べ、評価が高いということ
になります。詳細は、http://www.journalmetrics.com/をご覧
ください。

　Scopusを使用したSource Normalized Impact per Paper 
（SNIP）は、その分野における合計引用数に基づいて、引用の重要性に
より関連する引用の影響度を測ります。引用があまりなさそうな分野にお
ける単一引用には高い影響度が与えられ、引用が多い場合は影響が低く与えられ
ます［78］。 この様なシステムは議論を呼ぶところですが［79］、この種の分
析は、今後も引き続き使用され、より一般的になるように思われます。それ
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に加え、後の章で説明しますが、個々の生産性を評価するために使用され
るh指数は、雑誌の質を評価する基準としても提案されています［80］。
　質を決定することを目的に、多くの異なる分析手法やツールを用いる雑
誌の評価が普及し続けており、今後も増えていくでしょう。他の研究者に
対し、自分の研究成果が質が高く大きな影響力があることを示すため、
適切な使えるリソースはすべて利用することを、私は強くお勧めします。
　論文を投稿する際に最も考慮されるべきものは学術雑誌の質ですが、
論文のドラフトを書き始める前に、判断すべきその他の要素ももちろんあ
ります。雑誌が論文を受理するまでのスピードはどうでしょうか？ あなた
の研究は、その雑誌がいつも出版している分野に近いでしょうか？ 最も
重要なのは、あなたの研究の質が、その雑誌が通常出版しているレベルに
本当に見合っているかどうかではないしょうか？ もちろん、誰も 
がその分野でトップ2またはトップ3に含まれる雑誌から出版したいもの
です。しかし、ある特定の研究について出版することを決断した場合、
それは本当に該当分野におけるトップ3の雑誌のレベルに見合っているで
しょうか？ あなたの研究監督者はどう思うでしょうか？ メンターは何と言う
でしょうか？ そのとき出版しようとしている研究成果を誠実かつ正確にレ
ベル評価すれば、後々、あなたの研究がその雑誌が通常出版している論文
には不適切、またはそのレベルに見合っていないために取られるであろう
多くの時間を節約し、苦痛を減らしてくれるでしょう。目指すべきはでき
る限り最高の研究ではありますが、論文を提出する雑誌の選択は現実的で
なくてはなりません。
　出版する価値のある優れた論文かどうかを見極める要素の範囲は、分野
によって異なります。自然科学分野では、雑誌の権威や読者構成が重視さ
れますが、理想的には研究の革新性や新規性は、すべての分野において強
調されるべきです。
　研究成果は確かに、研究開始以前に行われた優れた計画と設計の結果で
あるはずですが、出版を希望する雑誌を決めた後、論文執筆の際に重視す
る必要があるものは何でしょうか？
　論文投稿にあたって重要なポイントは、まず投稿規程を読み、理解し、
それに従うことです。これは、最も効率的にあなたの論文を処理し、 
レビューするためには不可欠であり、ドラフトを書き始める以前にしなければ 
ならないことです。その後は、タイトルと抄録から始め、そしてざっとド
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ラフトでもよいので論文全体を書くことです。箇条書きでも論文の骨子を
書いておくと、その後の執筆が楽になります。全体のドラフトを作成する
ことにより、どこかの部分で行き詰まり、残りの執筆ができなくなったり、
遅れたりすることを防ぐことができます。時には、序文を考察の章に 
移したり、またはその逆をすることもあるでしょう。従って、次の章へ進
む前に一つの章を完璧に仕上げる方法は、通常効率的ではありません。
　英語を母国語としていない人の場合は、文法や正しい表現方法（こ 
れはネイティブスピーカーにとっても難しい）に間違いがあると、論文の
レビューにおいて不利になることもあるため、この段階でネイティブスピー
カーの意見を得ておく価値はあります［81、82］。また、英語論文の方が引
用が多いという傾向も、はっきりしています［83］。AuthorAIDは無料の国
際研究コミュニティで［84］、発展途上国の研究者による出版や、研究に関
するコミュニケーションをサポートしています。AuthorAIDはまた、
研究を議論し広めるための、規模の大きな国際フォーラムとしての役割も
果たしています。これは、科学出版物利用のための国際ネットワーク 
（International Network for the Availability of Scientific Publications: 
INASP）を拠点とした草分け的なプログラムであり、スウェーデン国際開
発 協 力 庁 、 ノ ル ウ ェ ー 開 発 協 力 局 、 イ ギ リ ス 国 際 開 発 庁 が 
支援しています。AuthorAIDは、科学論文執筆に関する研修会を開催し、
また、執筆および出版における成功事例を基本とした幅広い文書や手法の
閲覧も可能です。社会的に認められている、研究者向けの最もよく知られ 
た出版スキル向上本は、「How to Write and Publish a Scientific 
Paper」［85］です。また最近出版された「Writing Scientific Research 
Articles: Strategy and Steps」［86］は、著者またはメンターとしての 
スキルに磨きをかけたいと考えているECRや、英語を第一または第二、第
三の言語として、より効果的に使いたいという科学者に焦点を合わせてい
ます。
　論文の「見出し広告」とも言える「論文タイトル」は、論文の内容を正
確に表現しつつも、できる限り短く（理想的には12単語以下）すべき
です。また、重要な数単語から始まり、一つのアイデアのみまたはテーマ
のみを表現していなければなりません。すでにお話しした、増え続けてい
るwebometricsタイプの分析は、キーワードが論文の主内容をはっきり
示し、わかりやすく、簡単に索引が作れてデータベースから検索しやすい
ことが不可欠であると定義しています。



　｢序文」は、問題や仮説または研究が行われている学術活動の、不可欠
な背景に関する簡潔な記述から書き始めるべきでしょう。その後は研究の
目的を述べ、研究の意義、特にその分野においてこれまでに分かっている
こととの関連を明確にします。
　｢方法」のセクションは、常に的確で完全に再現できるよう十分に詳細
が述べられている必要があり、また定量的研究の場合は、出典や適切な統
計的検定がしっかりと示されている必要があります。
　｢結果｣のセクションは、明確で統計的に有効であり、必要に応じて学 
術雑誌の投稿規程に示されている方法で書かれていなければなりません。
　｢考察」については、特定のテーマから一般的なものに進むように組み
立ててください。またその分野の研究文献や理論、手法と自分の研究成果
を結びつけます。実験を行った仮説または対処した学術的な課題について
再び述べ、序文で提起した問題に対する回答を提示します。
　正確かつ明確な検証結果により、回答を裏付けし、簡潔かつ明確にあな
たの研究結果がそのテーマに関する文献や予測とどのように関連している
のかを説明します。
　考察および評価し、矛盾する結果に対しては説得力のある論拠を挙げ
ます。予想外の結果についてはすべて考察し、研究の継続に関する提案を
いくつか行います。しかし、あまり行き過ぎた推定はせず、研究結果によ
り確定されていないことを主張するのは避けてください。
　要約すれば、研究論文には優れた（新規性があり革新的な）研究が記述
されるべきであり、必要な場合には、正確な統計に基づいてきちんと説明
され、行き過ぎた推定はせず、また読者に論文の質を納得させるため、
簡潔かつ理論的な経過を追って説明する必要があります。抄録とキーワー
ドは不可欠です。総合的な初稿ドラフトを書くことから始めるのが理想的
です。
　このアドバイスに沿って数多くの論文を出版すれば、助成金申請にお
いて、研究助成機関があなたの論文を必ず高く評価するだけの、しっかり
とした基礎を築くことができるでしょう。
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助成金申請書を
作成する

10.
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　今日まであなたが行ってきた研究は、他の誰かが取りまとめ、資金を調
達したものでした。博士課程の担当教授や、会社の研究チーム主任または
グループ長などが、研究費を提供してきました。しかしいつか必ず、研究
キャリアが順調に進めば、そう遠くないうちに、研究責任者として自分自
身で研究費の申請をしたいと考えるようになるでしょう。
　ペンをとる前に、あるいは研究費の申請を検討する以前から、自分自身
に問うべきことがあり、それに対し満足できる答えを見つけなければなり
ません。研究費の獲得は一般的に競争が激しく、申請するには実際かなり
の時間を費やすこともあります。
　研究を実施するうえで常に資金が必要というわけではないため、必ず専
門キャリアの全体像を考慮して、研究費申請を計画することを考えるべき
です。研究を行おうとする熱意と、研究費が調達できる可能性はどう関わっ
ていますか？ なぜ研究費を申請するのでしょうか? なぜ研究費が必要な 
のでしょうか? 研究費の申請を行おうとしている研究プロジェクトを、確
実に成功させるために必要な最低限の研究費はいくらでしょうか？ これら
の質問に対して満足な答えを見つけることができれば、研究費の申請は重
要な取り組みとなり、あとは申請書の作成を始めるだけです。
　実施を提案しようとしている研究の重要性を、他の研究者に納得しても
らうためには、あなた自身がそれを信じることが不可欠です。ここま
では、すでに行った研究の出版についての話でしたが、研究費につい
ては、こちらもまた非常に説得力のある提案を行うであろう他の研究グルー
プではなく、あなたを信頼して多額の研究費を委ねる価値があるという
ことを、他の研究者が納得するよう説得しなくてはりません。
　資金が必要な場合、どこで獲得すればいいのでしょうか？
　ほとんどの国には国立の研究助成機関があり、地方公共団体がそういっ
た機関を有している国もあります。Deutsche Forschungsgemeinschaft 
（ドイツの研究機関 – DFG）や、Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche （フランス国民教育・高等教育・研究省）、台湾の
行政院国家科学委員会など、こういった機関のいくつかは全研究分野に関
する申請を受け付けています。その他には、インド社会科学研究評議
会や、カナダ工学研究評議会、イギリスの各種研究評議会、米国国立科学
財団や米国国立衛生研究所など、特定の研究分野に焦点を絞っている機関
もあります。
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　各機関は包括的でアクセスしやすいウェブページや、プログラムの
ポータルサイトを公開しています。また、複数の機関への助成金申請に
ついて総合的な情報を提供しているウェブサイトも多数あります。 
GrantsNet［87］では、科学分野における研究および研究に関する助成金
を検索できる、ワンストップタイプの無料リソースが提供されています。 
Grants.gov［88］は、アメリカの連邦政府助成金を検索して、申請できる
情報サイトです。Research.gov［89］およびscience.gov［90］は、特定の
助成金に関連した、研究開発の成果に関する情報を提供しています。 
Grants.govはNSF助成金に関する情報を掲載していますが、NSFは資金
援助するプロジェクトや助成金に関して新しい情報があると発表されし
だい、電子メールで通知する独自のサービスを提供しています［91］。 
DFGは、北京（Sino-German Center for Research Promotion、独中
研究振興センター）やモスクワ、デリー、ワシントン、東京に駐在員を置
いています。

　多国間研究プログラムを促進する研究助成機関もあります。恐らくその

最も大きいものはEUのプログラムではないでしょうか。現在のプログラ

ムは、第7次フレームワークと呼ばれ、「人材」「協力」「能力」「構想」

などのテーマを挙げ、研究助成金の公募をしています。このプログラムで

は、登録した分野で新しい公募があった際に電子メールで知らせる通知サー

ビスも行っています［92］。多国間助成金申請のその他の例としては、ライ

フサイエンス分野における世界規模の研究を、研究助成金や奨学金、ワー

クショップを通じて促進することを目的とした、ヒューマン・フロンティ

ア・サイエンス・プログラム（Human Frontier Science Program:  
HFSP）［93］があります。HFSP助成金は、様々な国および分野で研究に

従事する科学者チームが関わり、幅広い協力を行うという新しい共同研究

が認められ、賞を受賞しています。最近では、G8各国（カナダ、フラン

ス、ドイツ、日本、ロシア、イギリス、アメリカ）の7ヶ国（イタリアは

不参加）が、参加各国における多国間研究プロジェクトについて、 

G8初となる共同公募を行うと発表しました。このプログラムの中期的目

標は、参加機関の国内プログラムが常に支援可能な、多国間プロジェクト

の共同資金を確立することです。最初の公募では、2国間または3ヶ国間

での、既存の科学研究グループとの協力だけでなく、まったく新しい生産
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的な多国間研究のコンソーシアムを立ち上げるよう促しています。最初の

公募は、高性能スーパーコンピューティングの研究をテーマとしていますが、

今後は「健康」「食の安全」「農業」などの分野についても計画されてい

ます［95］。あなたはまだ研究キャリアをスタートさせたばかりであり、

これら多国間による巨大事業は今の時点ではあなたの能力を超えているか

もしれません。しかし、これから数十年後（つまりあなたの研究キャリア

において）にはこういった事業がより一般的になってくるということを、

必ず意識しておくべきです。また明らかに、今後研究人生を送るうち

には、研究に対して世界が重きを置くパターンも変わります［96］。
　しかし、あなたはそれほど多くの資金を必要としていますか？ 今後、
高名でより規模の大きい国内または国際的な研究助成金プログラムの申請
にふさわしい研究者になるまで、研究キャリアの初期段階では、所属して
いる組織が提供できるような、小規模な予算申請が適切な方法ではないで
しょうか。すでに述べたように、これは申請を書き始める前に答えを見つ
けておかなければならない重要な問題です。
　しかし、組織内の小規模な研究申請であれ、国際研究助成機関に対する
大規模な申請であれ、自分の申請ができる限り優位に立つためには、従わ
なければならない一定の原則と手続きが存在しています。
　研究助成金に申請すると決断したら、まず提案の要約を100語で書く
練習をし、研究監督者かメンターにそれを見せて意見をもらいます。3年
間に渡るプロジェクトの目的は何ですか？ そのプロジェクトの最終的な成
果は何ですか？ ここで現実的になり、自分や共同研究者が研究助成金の提
供期間中に実際にできることを、誇張しすぎないようにすることが重要
です。助成金を獲得するため生産的であるのは重要ですが、成果を著しく
誇張しても、自分の申請を優位に立たせることはできないでしょう。
同様に、研究責任者として一人で申請するのか、それとも研究助成機関に対し、
プロジェクトを成功させるだけの関連スキルや専門知識を申請者が持ってい
ることを示すため、共同研究責任者が必要なのかを決める必要もあります。
　研究責任者の業績が非常に重視される研究助成事業においては、その申
請にそれだけ時間を費やしても妥当と言えるほど、自分の業績が十分な質
と量に達しているのか、それとももう少し自分の業績を築いてから申請す
べきなのかを真剣に検討しなければなりません。こういった場合、あなた
の監督者やメンターならアドバイスができるでしょう。もし申請を決めた
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場合は、あなたの業績を「押し上げ」てくれる共同研究者が必要だと思い
ますか？ そうであれば、過去に一緒に研究した人物か、または以前に共同
で出版した人物を共同申請者とするのが理想的です。これにより、それが
長期的な関係であり、「お金を得るために」集まったわけではないことを
示すことができます。また、年長の研究者であればあるほど、いったんそ
の申請が通ると、プロジェクトにはあまり貢献しないことも多いでしょう。
　こういったことをすべてやり終えたら、その後は申請する研究助成機関
を決めます。申請する研究の目的がその機関のゴールや目標に適合してい
ることを確認してください。提案しようとしているタイプの研究を、助成
金対象としてはあまり重視していないような機関の助成金に申請しても、
あまり意味がありません。通常このような情報は、研究助成機関の説明書
に記載されていますが、ここ数年でその機関から助成金を獲得できた申請
のテーマやサマリを見ておくのもいい方法です。その研究助成機関はどの
ようなタイプの研究を後押ししているのでしょうか？

助成金を申請しようとする研究者をサポートするために作成された 
SciVal Funding（サイバル・ファンディング）を使用すると、助成
金の状況を分析することができます。助成金の業績指標や評価、
戦略計画に関する判定データにアクセスでき、特定の助成金プログ
ラムに関係した出版物を調べたり、これまで助成金の提供を受けた
研究者や研究を確認して、助成金の経緯を把握することができ
ます。また、共同研究者や潜在的な競合研究者も検索することがで
きます。http://www.scival.com/funding/

　申請しようとする事業に関して、研究助成機関が公表している情報は、
すべて読み、確認しておく必要があります。最も確認しておくべきポイン
トは、その事業で計画されている次回の申請の締め切りです。国内および
国際機関の助成金はどれも競争が激しく、あなたの申請だけ待ってくれる
ことは残念ながらありません。その機関のルールや規定にきちんと適合し
そして助成金を提供できる数を大きく超える件数の申請が、締め切り前に
届くのです。競争に勝つには、あなたも同様でなくてはなりません！
　申請書を書き始める際は、その研究助成事業に関する評価基準を念頭に置
いておくとよいでしょう。選抜のどの程度が、申請者の業績に基づいて行
われるのでしょうか？ 発想の新規性はどの程度重要なのでしょうか？  
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研究方法や手法の記述には、何ページぐらい割くことができるのでしょうか？
この研究助成事業は、「blue sky（非実用的な）」研究を主眼にしている
のでしょうか、それとも参加している産業界のパートナーの影響をより強
く受けているのでしょうか？ これらはいずれも、申請でできるだけ優位
に立つために考慮すべき、重要な指針です。
　質の高い申請を判断するための、手続き上やその他の特定のポイントも
たくさんあります。あなたがしなければならないのは以下のことです：

• 自分の長所や、将来につながる業績を強調する
• 問題や議論を提示し、データの収集よりも、それらの解決方法を

説明する
• そのテーマにおいて、現在どれくらい助成金を必要とする勢いが

高まっているかを説明する
• 証拠や他の研究者による判断を挙げ、主張の妥当性を裏付ける
• 説得力のあるアプローチで慎重に、目標の困難さを加減する
• 問題を解決するためには、多くの場合、大胆ではあるが責任ある

手法を用いるという証拠を示す
• 壮大でいかにもありえないような成果は主張しない
• 記載する成果を、助成金の期間内に本当に達成できることを保

証する
• 自分が国内および国際研究ネットワークの一員であることを示す
• 技術的な専門用語の多用を避ける
• 誤字脱字や文法のミス、また文章の校正をしなかったことによ

る意味の分からない文などがないようにする。これまでの研究
（もしある場合）における優れた進捗状況報告書を提示する

　上記の戦略や指針に従えば確実に、研究助成金申請の競争力を向上させ
ることができ、申請がみごと通れば、研究キャリアのプロフィールや継続
的な発展に必ず貢献するでしょう。
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　研究を行っている組織のタイプに関わらず、あらゆるECRに対するヒ
ントやアドバイスが記載されているこのガイドの他の部分とは異なり、
この章は2つの部分に分割されています。一つは、大学や医学研究所、
政府研究機関（分かりやすく説明するためここでは学術界とします）で研
究に従事するECR向け、そしてもう一方は、営利目的または民間企業で仕
事をしているECRに向けた内容です。
　もし、あなたが学術界で仕事をしているならば、産業界や産業界のパー
トナーとの協力関係形成を検討すべき理由はたくさんあります。「blue sky 
（非実用的）」的な基礎および基盤研究を実施する必要性は大いに認めな
がらも、最近は、そして将来的には恐らくもっと、そういった研究に対す
る助成金の提供は難しいと政府が考える傾向は強まっていくでしょう。
そして国際的にも研究結果の商業的成果への活用を重視する傾向が確かに
あります。日本政府が1990年代中盤に実施した「産学連携（大学と産業
界の協力）」の各事業や、フィンランド政府による大学と産業界の協力を
推進する取り組みは、確かに有意義でした［97、98］。またブラジル政府も
最近、類似の計画である「National Movement for Innovation」  [99］

を発表し、カナダでも革新精神を再活性化させようとする新しい全国的な
運動「One Million Acts of Innovation」が行われています［100］。
　自分の国が経済的に成長する可能性があるだけでなく、こういった活動
に従事すれば、個人的にも多くのメリットを得ることができます。特許お
よびライセンスの生産や、営利目的のスピンオフ企業の立ち上げに関わる
ことで、研究所スタッフに対する研究費が得られるばかりではなく、組織
の規定が許せば学術界で働くECRは個人的にも多大な利益を上げることが
可能です。しかしながらこういったプラスの成果には、必ずデメリットが
付きまといます。こういった活動にはつきものの秘密主義が研究の遅れに
つながったり、商業利用契約のための事務手続きを増加させたり、そして
何よりも重大なのは、特許申請過程では秘密を厳守する必要があるため、
研究結果の出版が遅れるという問題があります。
　しかし研究キャリアに関して、このガイドで述べる他の面すべてと同様、
産業界と協力したり、産業界寄りの研究を行うことを戦略的に決断した場
合は、どうやってそれを行っていくのかを知っておかなければなりません。
産業界のパートナーと強固で長期的な関係を構築するには、多大な努力と
時間が必要になります。では、どうやってプロジェクトやパートナーを見
つければいいのでしょうか？ これには主に3つのアプローチがあります：



産業界や学術界と協力する • 63 

1. まず、あなたに研究の構想があって、その研究をサポートしてく
れるパートナーを探す場合です。このアプローチは、自分あるい
は所属している組織の事業開発室や商業化・技術移転室が、かな
りの時間と努力を費やすことになります。自分の研究がその企業
の求める商業的な成果に貢献する、そしてそれを目的に協力体制
を整えてくれるパートナー候補を探さなくてはなりません。

2. 次に、すでにパートナー候補を知っていて（ネットワークを通
じて）、そのパートナーが実行したいが、何らかの理由によりで
きない研究がないかを聞く場合です。このアプローチは、確立さ
れたネットワークなどからもたらされるため、上記の「距離のあ
る」アプローチに比べると「見知った関係の」アプローチと言え
るでしょう。後者の方は、産業パートナーが研究ネットワークを
通してあなたのことを知っている、もしくは少なくとも聞いてい
るため、短い時間で成功する確率は高いと思われます。このこと
からも良質な研究ネットワークを持つことがいかに重要かがよく
分かります。

3. そして、パートナー候補がすでに一定の研究をスタートして
いて、あなたがそれに貢献できる場合です。あなたがその分野で
持っているネットワークと高い評判により、そして多分、優れた
基礎研究の論文を見て、パートナー候補があなたに対して、研究
のサポートを持ちかけてくるのです。また、ほとんどの大学や医
学研究所、政府研究機関は、様々な研究項目において自分の商業
的な経験や、商業または産業パートナーと協力できる可能性のリ
ストを、研究員が掲載する場所をウェブページに用意してい
ます。

　当然、産業界と協力して様々なプロジェクトを行えば、どのアプローチ
も使うことになるかもしれませんし、これらが幅広い可能性をカバーして
はいても、これらを織り交ぜた方法によって関係を築くことになる可能性
ももちろんあります。どのような方法で産業界との関係を築くにしても、
研究仲間はもちろんのこと、特に産業・商業パートナーを含む共同研究者
すべてが、互いに共生し、理想としては、相乗的となる関係を構築し、
メリットが得られるように努めなければなりません。このような関係は、
あなたの研究キャリアを大いに後押ししますが、すでに述べたように、
商業・産業界との関係を求める前に、これにはつきもののデメリットを認
識し受け入れる必要があります。
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　あなたが民間企業に雇用されていて、その会社のために研究をしている
場合、大学および産業界の協力関係に参加することは、幅広いプラスの結
果が得られる可能性もありますが、同時にたくさんのデメリットもあり
ます。個人レベルでは、広範な学術的な情報により、あなたの学術的成果
がより広く出版されるようになるかもしれません。そして、多くの大学は
長期間に渡って高い尊敬を集めるような産業パートナーに対し、名誉職を
与えることができ、また実際そうしたいと考えています。民間企業で働い
ている場合、名のある大学研究機関から提携する准教授または教授として
任命されれば、学術的に認められ個人的な名声を得ることができます。
いずれも企業で研究に従事しているだけでは決して手に入ることはありま
せん。これが組織内での昇進に結びつく可能性は高く、その後の段階で、
学術界における臨時または恒久的な職が約束される可能性もあります。
民間企業は多くの場合、名誉職に任命され、大学の研究プロジェクトに関
わる社員を高く評価します。その会社が学術コミュニティに高く評価され
ていることを示し、共同研究をするに足る企業であると見なされることに
なるからです。
　残念ながら学術界との協力は、授業や事務業務という障害のため、民間
企業が期待するよりも研究のペースが遅いことが多く、デメリットは避け
られません。大学の研究におけるゴールは、産業・商業的な面より、学術
的な面に重点が置かれます。しかしながら、相互尊重の関係を養い、互い
に相乗効果のある共同プロジェクトの成果を共有することにより、長期的
な強い関係を構築することは、関係者すべてに大きなプラスの面が数々
あり、従ってこういった機会は大いに求め追求すべきです。
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　もう一度、おめでとうございます。あなたはこれで、ハワイ、ニュー
ヨーク、イタリアのリビエラ海岸やオーストラリアのグレートバリアリーフ
で過ごす、一週間の旅費を受け取る資格を手に入れました。さて、リゾー
ト地で開催されるこのカンファレンス（研究会や学術会議）の一週間に
は、国内・海外を問わず主な研究者が集まるでしょう。研究所は出席者に
あなたを指定したり、出席できるだけの予算を割り当てました。こういっ
たことはいつも、権利ではなく特権と見られており、あなたは最大限のメ
リットを引き出さなくてはなりません。
　スーツケースに荷物を詰める前に、自分自身に問うべきことがあり
ます。「なぜこの会議に出席する必要があるのか？ そこから得られるもの
が本当にあるのか？ 研究所にいれば時間をもっと有効に使えるのではな
いか？ この1～2週間研究所を離れ、地球を半周ほども旅をして、研究フ
ローを中断してまで、何が得られるのか？」
　研究キャリアの初期段階でカンファレンスに出席するのは、あまり一般
的でなく、誰もが経験することではないため、これらはとても重要な質問
です。カンファレンスへの出席を決断した場合は、そこから最大限の価値
を引き出さなければなりません。カンファレンスにただ出席するだけで
は、必ずしもキャリアにプラスにはなりません。最大限の価値を引き出す
には多くの努力が必要です。従って出席を決意したら、しっかりと計画を
立てることが必要です。
　確かにカンファレンスには様々なタイプがあり、そこから得られる成
果も、それぞれのカンファレンスやその内容によって大きく異なるで 
しょう。しかし、その点にこそ目を向けて検討しなければならないのです。
研究キャリアの始めのころ、私は幸運にもニューハンプシャーのスキー
シャレーで行われた、出席者が20人以下のカンファレンスに招かれま
した。その何年も後に、よりジェネラリスト向けの、参加者が10,000人
を超えるカンファレンスに大学の研究責任者として出席しました。もち
ろん、小規模な専門カンファレンスの方が、自分の個人的な研究キャリア
に貢献するような成果があったことは言うまでもありません。こういった
成果は数千人に囲まれ、しばしば会議室に人があふれるようなカンファレ
ンスでは決して得られません。しかし私は後者の会議には、何年も前に
持っていたのとは別の目的を持って参加したのです。
　さて、カンファレンスへの出席は、適切に計画を立てることで、より有
益にすることができますが、出席によるメリットとデメリットも比較評価
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する必要があります。カンファレンスで貢献できるものは何でしょうか？
そして得られるものは何ですか？
　プレゼンテーションをせず出席するだけでも恐らくメリットはありま
すが、自分の研究に関して価値ある最新の興味深い話を発表すれば、
もっと有益になります。しかし本当に出席できる状態になっているので
しょうか？ 最近の研究による「できたて」の新しい研究結果を発表すること
により、特許の申請が難しくなり、競合研究者を著しく有利な立場にして
しまう可能性があっても、出席者の評価を得るためだけに発表しますか？
または、出席者の関心はあまり引かなくても、特許の申請や出版の問題を
回避するため、すでに論文出版した研究をもう一度発表しますか？ それ
とも、自分や所属する研究チームの研究や、もしかすると他の研究者によ
る研究などについて評価する立場を取るのでしょうか？
　プレゼンテーションの内容は、評価や全体像に関する議論が適切である
シンポジウムに招待されたのか、それとも研究に関する具体的かつ最新の
プレゼンテーションを目的として研究結果を提出しようとしているのかに
よって、ある程度は左右されます。ポスターセッションがあなたのプレゼ
ンテーションに適していると思われる場合は、その発表形式で満足しま
すか？ カンファレンスに出席する場合、後々出席者があなたと話をする
よう、またはあなたの研究について話すよう、彼らにプラスの印象を長く
残す必要があります。再び招かれるよう、他の研究者の高い評価を得てお
かなければなりません。現時点でこういったことが上手くできないのであ
れば、今回のカンファレンスはやめて、体勢が整ったところで次のカン
ファレンスに出席することを検討すべきです。
　どのカンファレンスに出席し、何をプレゼンテーションするのかを選ぶ
ことが大切です。私は数多くの昇進委員会に出席してきました。ある特定
の研究分野においては、カンファレンスへの出席が主な発表の形式である
一方、論文や書籍の出版回数の3倍以上もカンファレンスでプレゼンテー
ションを行っている応募者は、ほとんどの場合、実際の仕事より休暇に利
用していると受け取られてしまいます。従って、もしカンファレンスに出
席して、研究をプレゼンテーションするのであれば、そのすぐ後に学術雑
誌などに査読済み論文として必ず出版すべきです。
　カンファレンス出席の最も重要な理由は、ネットワーク構築の機会があ
るからでしょう。これには、カンファレンスの会場で出席しているその他
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の研究者や、カンファレンスに向かう途中で訪問する研究者と話をして構
築する方法があるでしょう。研究キャリアと同様、戦略的計画と早い段階
における検討が功を奏します。カンファレンスは通常、遅くとも一年前に
は開催が発表されるため、途中で立ち寄る場所を決める必要があります。
それにより、新たな共同研究相手の可能性がある研究者と会ったり、既知
の研究仲間と情報交換して、ネットワークを拡大、強化することができ
ます。
　カンファレンスのプログラムはウェブに掲載されるか、または印刷物で
入手したらすぐに読んでください。それにより、誰が研究発表をするのか
を知り、カンファレンスで彼らと打ち合わせる準備をすることができ
ます。10,000人も出席者がいるようなカンファレンスでは、いくら事前
に調整しても誰かと会うのは難しいかもしれません。また、カンファレン
スプログラムを早い段階で確認すれば、どのプレゼンテーションを聞くの
かを決め、打ち合わせのスケジュールを立てることができます。
　カンファレンスへの出席が、カンファレンスのタイプによって、国内ま
たは世界の研究者とのネットワークを広げるすばらしい方法であるのは確
かです。しかし明らかに、事前にできる限りしっかりと計画を立ててから
適切に行わなければなりません。カンファレンスの基調講演者を紹介して
くれる知人が必要ですか？ それともぶしつけで無礼な印象を与えること
なく、直接会って自己紹介ができますか？ 共同研究の約90%は直接会う
ことによって始まります［101］。従って、カンファレンスにおいて優れた
能力を発揮できれば、あなたにとってプラスとなる多くの共同研究への
きっかけとなることでしょう。
　研究結果を発表すると決めたら、抄録提出に関する書式と長さの両方に
ついて規定に従い、決められた期限内に提出しなければなりません。出席
を決めたら、登録をして期限内に登録料を支払います。カンファレンスの
開催地で登録を行うことができる場合、通常割高になります。
　所属する組織がカンファレンスの参加費用を負担することを前提に話を
してきましたが、あなたのキャリアが、カンファレンス主催者から招待
され、出席費用の一部または全部を負担してくれるような段階になっ
たら、あなたを招待した主催者の信頼を裏切らないよう、最高に質の高い
十分な量の発表をしなければなりません。
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　あなたの出席とプレゼンテーションがその他の参加者から高く評価
され、また自分自身にとっても有意義となるようにカンファレンスへの出
席に十分な努力を費やしたら、プログラムの休みを利用して、訪れている
国の文化を理解するようにしてください。今後、一緒に研究がしたいとそ
の国の学生からアプローチがあるかもしれませんし、その国で研究職の申
し出があるかもしれません。だから多少なりともその国を知っておけば、
情報に基づいてどうすべきか判断をする準備ができます。海外出張は、
特に途中どこかに立ち寄ると、疲れることもあるため、事前に時差を解消し、
その地の文化に少し馴染めるよう、カンファレンス会場には1～2日早め
に到着しましょう。少なくともその地のタイムゾーンに自分がいると感じ
られれば、カンファレンスへの出席がより有意義なものとなるでしょう。
　帰りの飛行機や電車に乗ったからといって、カンファレンスへの参加業
務は終わったわけではありません。出席していた先輩研究者との討論 
についてそこでもメモを取り、この機会に電子メールやその他の手段で、
カンファレンスでの討論をフォローアップしましょう。所属する組織から
の出席者が自分だけの場合は、成果を説明するための、カンファレンス報
告書を作成しなければなりません。報告書は、組織内の人に出席の正当性
を示し、出張の価値を明らかにするだけでなく、他の研究者が次回のカン
ファレンスへの出席を検討する際の参考資料にもなります。
　こういったフォローアップは、国内外のネットワークを広げ、研究キャ
リアの前進を確実に後押ししてくれます。ほとんどのカンファレンスは、
学会が主催するか、少なくともバックアップしています。あなたは学会に
所属していますか？ 所属していない場合、それはなぜですか？
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If you are employed by and therefore carrying out research 
for a commercial industrial company, there is also a range of 
very positive potential outcomes but some significant potential 
disadvantages, in participating in university-industry 
relationships. At the personal level, the expanded academic 
input may lead to you becoming much more widely published in 
academic outputs, and many universities have the ability and in 
fact want to, confer honorary academic positions on their long-
standing highly regarded industrial partners. If you are working 
in a commercial company, your appointment as an affiliate 
Associate or full Professor by a major research university 
provides you a personal cachet and academic recognition that 
would not be possible working exclusively within your commercial 
environment. This is likely to lead to a promotion within your 
organisation and also offers the possibility of periods or a 
permanent place in academia at a later stage. Commercial and 
industrial companies often value staff such as yourself being 
given honorary academic appointments and being involved in 
university research projects, because it shows that your 
company is highly regarded by the academic community and is 
seen as one worth working with.

Unfortunately, working with academics is not without 
disadvantage as they often, because of constraints such as 
teaching and administration obligations, carry out research at a 
pace slower than commercial companies or industry would like. 
Their goals and aims in the research are often more academically 
focused than industrially or commercially focused. However, 
through establishing a mutual respect and a shared commitment 
to the mutually synergistic success of the joint project, then the 
development of a strong long-term relationship has very positive 
aspects for all involved and should be highly sought after and 
pursued.

学会に所属する

13.
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　学会の会員になるメリットはたくさんあるため、学会への所属を検討す
ることを強くお勧めします。おそらく唯一のデメリットは、多くの学会に
所属し過ぎてしまうと、多額の経費がかかってしまうこと、そして履歴書
は多くの学会が列記されていても、価値が上がるわけではないということ
です。
　あなたが最初に所属するのは、正式な学会ではなくとも、多分最も重要
なものでしょう。毎週または隔週で行われる、所属する部署または分野の
研究グループのプレゼンテーションは、様々な理由から極めて重要です。
この「学会」に所属すれば、同僚による最新の研究結果について学び、
話を聞く機会を得られるだけではなく、同僚が研究する分野についても最
新情報を得ることができます。この「学会」におけるあなたのプレゼン
テーションは、ネットワークを広げ、同僚や国内研究者に対するあなたの評
価を築くことができます。組織内の「学会」に参加し、長期的に関わるこ
とで、昇進試験や内部助成金の応募が多くの場合しやすくなります。年長
のECRは、しばしば会議の開催を任されるでしょう。もし所属部署の予算
で他の地域や海外から講演者を招聘できれば、研究ネットワークを大きく広
げることができます。
　また正式な学会も、国内外にたくさんあります。いずれも重要で、そう
いった学会の多くが多大なメリットを提供してくれますが、どれに所属す
るかをしっかり選ぶ必要があります。
　国内の学会は一般的に、国内の研究者を一同に集める年次会合を開き
ます。学会の多くは、国内独自の賞を贈ったり、国内外の学術雑誌の後援
をしています。また、その分野において専門家と認める、研究者向けの試
験や評価を行う学会もあります。学会員名簿は公表されているため、国内
で誰がどのような観点の研究を行っているかを知ることができます。そう
いった学会に所属し出席すれば、長期的なメリットや研究賞を得ることもで
きるため、それによって確実に研究キャリアを大きく押し上げることがで
きます。
　国際学会もまた非常に重要で、国内学会に比べ明らかに、よりグローバル
な活動をしています。国際学会は国際カンファレンスを開催し、多くの学術
雑誌も自分で発行しているため、前述の国内学会と同様のメリットがあり
ますが、より世界的なスケールとなっています。こういった学会からの受
賞や、国際学会基調講演への招待などの活動は、あなたの研究活動レベルの
高さを示す指標となり、研究キャリアにも確実にメリットをもたらします。
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　ここまで、一般会員として積極的に学会に参加することを中心に述べて
きました。しかし、ネットワーク形成を促進したいと思っているのなら、
国内および国際的な知名度を上げるか、利他的見地に立って、研究分野や
学会のために何かしなくてはなりません。つまり学会役員への立候補を検
討してもいいかもしれません。いったん役員に就任したら、研究能力や調
整能力を示すために優秀な働きをする必要があるため、これは真剣に考え
てから実行すべきです。役目を引き受けて、申し分のない仕事をしなけ
れば、研究キャリアにいいイメージを与えることはできません。しかし、
このような役割で求められる仕事は大変であっても、優れた仕事をす
れば、ネットワークを拡大し、周りから賞賛されて認められるため、努力
のしがいは十分にあります。このガイドに記載されている他の内容と同様、
学会でどのような役割を担い、どの程度の時間や努力を注ぐべきかは、
戦略的な計画策定の問題なのです。
　学会でどのような役割を担うにしても、できる限りベストの仕事をしな
ければなりません。そして、役員に立候補して学会を公式に代表するな
らば、自分の業績を正しく売り込める良い機会となるでしょう。
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If you are employed by and therefore carrying out research 
for a commercial industrial company, there is also a range of 
very positive potential outcomes but some significant potential 
disadvantages, in participating in university-industry 
relationships. At the personal level, the expanded academic 
input may lead to you becoming much more widely published in 
academic outputs, and many universities have the ability and in 
fact want to, confer honorary academic positions on their long-
standing highly regarded industrial partners. If you are working 
in a commercial company, your appointment as an affiliate 
Associate or full Professor by a major research university 
provides you a personal cachet and academic recognition that 
would not be possible working exclusively within your commercial 
environment. This is likely to lead to a promotion within your 
organisation and also offers the possibility of periods or a 
permanent place in academia at a later stage. Commercial and 
industrial companies often value staff such as yourself being 
given honorary academic appointments and being involved in 
university research projects, because it shows that your 
company is highly regarded by the academic community and is 
seen as one worth working with.

Unfortunately, working with academics is not without 
disadvantage as they often, because of constraints such as 
teaching and administration obligations, carry out research at a 
pace slower than commercial companies or industry would like. 
Their goals and aims in the research are often more academically 
focused than industrially or commercially focused. However, 
through establishing a mutual respect and a shared commitment 
to the mutually synergistic success of the joint project, then the 
development of a strong long-term relationship has very positive 
aspects for all involved and should be highly sought after and 
pursued.

業績を売り込む

14.
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　質の高い多くの研究成果に代わるものは決してありません。しかし、
競争の激しい現在の国際環境では、成果を出すだけでは不十分かもしれま
せん。自分の業績を正しく売り込めなくてはなりません。しかし、該当す
るレベルに到達していない業績を売り込もうとするより悪いことはありま
せん。ではあなたの業績をどのように測ればいいのでしょうか？
　もちろん、あなたの研究監督者やメンター、その他ネットワークにいる
年長者に指導やアドバイスしてもらうことができます。さらに、自分の生
産性の国際競争力レベルを評価するために使用できる定量的尺度は、たく
さんあります。
　インパクトファクターの潜在的な問題はすでに述べましたが、その代替
として提案されたのが、Eigenfactor（アイゲンファクター）［102］です。
この手法は、引用元の雑誌の影響力によって引用の重みを測ることで論文
を格付けします。従って、引用が多い雑誌の重要度をインパクトファクター
を使用した手法よりも重視しています。それでも、Eigenfactorが示す
のは自分の論文が掲載されている雑誌の評価だけで、やはり自分の論文の
具体的な質は測ることができません。
　査読付き国際学術雑誌は、現在h指数により評価されることが多くなっ
ており［103］、またその派生であるm指数は最初の出版からの年数を考慮
に入れるため、ECRにとってより魅力のある指標となっています。h指数
などのパラメーターの使用が不可欠であり、さらにh指数が批判を受けて
いるという事実と相まって、多くのグループがより有用になり得る指標を
発表してきました。その一つが g指数［104］でその他には補正したh指数と
呼ばれるものがあり、自誌引用に関して修正を加えたものが自誌引用補正
h指数（h

s
）です［106］。

　研究者の成果の最も生産的な核心や、中心的な成果が含まれている数多
くの論文を示すこういった評価に加え、現在は、主な論文の影響を表すそ
の他の指数があります。出版した研究成果の意義を本当に評価するためには、
これら2タイプの指標のいずれかを使ってみる必要があります［107］。 

この件に関して詳細を突き詰める必要はそれほどありませんが、ECRとし
て使用できる指数や将来使われそうな指数に通じておくのは大切です。
　数多くの補正された引用指数において最も興味深い点は、農学から
数学、物理、熱帯医学まで、幅広い科学分野を通じて生産性の妥当な比較
に使用することもできるという事実です［108、109、110、111、112］。ここでは、
これら補正h指数の利用と価値について詳細を述べるスペースはありませ
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んが、これらは、こういった評価形式の潜在的な問題を克服するための研
究が数多く行われていることを示しています。従って、これから数年後に
はh指数またはその後継指数が、現在よりも、質の評価にさらに使用され
るようになる可能性は高いと言えます。ですから研究キャリアを通じて、
機会がある度にこれらの評価形式を使用して、自分の業績を評価してみる
べきです。これについては次の章で述べることにしましょう。では研究業
績を確立後、その業績を最大限に活用し正しく売り込むにはどうしたらい
いのでしょうか？
　例えば、所属する組織のウェブサイトで自分の名前を検索したら、自分
の研究成果について正確かつ最新の情報が見つかるでしょうか？ 特定の専
門知識を有した学術界の協力者を求めている企業は、研究所などのウェブ
ページで該当する個人を探します。従って名前が掲載されているだけでは
なく、最新の情報が正確に記載されているのが重要です。
　現在、ウェブページは計り知れないほどの国際的な価値あるリソースに
なっています。あなたの情報はできる限り適切かつ正確、そして幅広く掲
載されていなければなりません。法学研究者および情報科学者を対象とし
たいくつかの調査［113、114、115］により、少なくともその分野では高名な
学術界の研究者は、非学術界の有名な人に比べ、様々なメディアによる言
及を統合すると、知名度が低いことが分かりました。これは、学術界にお
いては高名な研究者でさえ、非学術界の一般の人に比べて十分に自分を売
り込めていないということを示しています。しかし、私がこれらの研究プ
ロジェクトにおいて面白いと思ったのは、著者がウェブで言及される情報
を比較できるようにしたフォーマットです。対象は、カンファレンスの抄
録や論文集から、外部ホームページ、メーリングリスト、講義要綱、さら
には LexisNexis Academicの大学ニュースを過去5年間使用したニュー
スや雑誌のファイルまで実に様々でした。これらの研究は、今のように、
Facebook、YouTube、Plaxo、Myspace、LinkedInなど、ウェブの利
用が指数関数的とも言えるような増加を遂げる以前に実施されました。
従って、研究者の、特にECRのウェブにおける露出は、今後も増えていく
でしょう。
　これらの研究が示唆するのは、すべての研究者がもっと先を見越して、
質の高い研究結果をアピールすべきだということです。そしてそれは、
もちろん努力を重ね、質の高い研究結果を出すことによってできる限り早
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く確実にキャリアを進め、伸ばすことを目的に行わなければなりません。
所属する組織のウェブページに自分がきちんと掲載されるようにしたり、
機会がある度に、研究結果を新聞や雑誌、ラジオ、テレビ、学会のニュー
スレター、専門雑誌などに載せるなど、アピールする方法はたくさんあり
ます。実際、研究プロフィールをより向上させる領域ということを中
心に、私はこれらの形式を述べていますが、利他的な視点から見れば、
もしあなたの研究が公的資金を受けている場合は、このような形式を数々
使用して、研究結果を報告する義務があります。これまで、他の研究者に
研究結果を知らせ、高い評価を得るために出版することを中心に述べてき
ましたが、恐らく研究費の提供者に対する成果報告についても、もっと重
点を置いて説明する必要があるでしょう。こういった報告は、通常の研究
用語にあまり通じていない人たちに対して、あなたの研究を明確に説明で
きるような分かりやすい言葉で書く必要がありますが、常に正確で正直で
なければなりません。力を注ぐ価値はあります。
　この章では、研究業績を売り込むことを強調してきました。しかしな
がら、これからは、ほとんどの政府が、公的資金が投入されている研究の
社会・経済・環境面 （social, economic and environmental: SEE）
の影響を重視するようになるため、あなたもこのSEEインパクトに関する
業績を念頭に置く必要があります。数百件も引用されるような最高の雑誌
で研究業績を出版することは、優れた業績ではありますが、今日の政府は
その研究から社会が得られるメリットも示すよう研究者に求めています。
　すでに述べたように、2014年REF評価の65%は研究成果に基づいて
行われます。さらに、優れた研究により経済および社会へ影響を与えると
正当な評価を得た場合、最終的には25%のウェイトが置かれる予定に
なっています。しかしながら、2014年のREFがまだ策定途中であることを
考えれば、最初の評価事業におけるインパクトは、その後の評価事業にお
いて増加させることを目指しつつ、20%まで下がるでしょう［116］。
　問題は、このようなSEEインパクトに関する業績は、まだ明確には定義
されておらず、必ずしも多くの潜在的成果が受け入れられていないという
ことと、さらにこういった業績の正確な評価が不可能ではないものの、
難しいということです。研究成果の価値の評価を目的として、SEEインパ
クトを幅広く利用する主な問題は、そこに何が含まれるべきなのかが認知
されていないということ、またどうすれば、各研究分野、学術および産業
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グループの研究者が十分な人数で、正確に評価および検証できるのかとい
うことです。
　しかし時間の経過とともに、世論の圧力や、研究に対する公共支出の正
当性をさらに示す必要から、このようなSEEインパクトはより広く使用さ
れるようになるでしょう。そしてそれらのうち、少なくとも自分の研究に影
響がある可能性のあるものについては、念頭に置いておく必要があります。
　例えば、当時のオーストラリア政府が実施を計画していた研究品質フレー
ムワーク（Research Quality Framework: RQF）は、多くのSEEインパ
クト例を取り入れ、研究者に対して、その研究が次の各項目のために使用
されたことがあるかを評価するよう求めました：

• 新しい政策、製品、プロセス、姿勢、態度、展望を生み出すこと
• 評価可能な著しい、際だったメリットを生み出した政策の成果に

貢献すること
• 世論に影響を与えた社会的議論
• スピンオフ企業の創立、マーケティング、新製品の商品化、もし

くは投資家または消費者による商業化における技術または大規模
な共同投資

• 産業界または政策の成果および生産性を向上させるプロセス
の創造

• 専門的な標準として広く使用され、評価可能なメリットにつなが
るような新しいプロセス、手法、製品、分析または理論的手段

• 世界のアーティスト、舞台芸術界および観客の関心の上昇により
示され、評価可能なメリットにつながった、文化に関する国際的
認識の変革

• メディアの保存やその他文化的遺物につながった歴史的な研究
• 十分なコスト削減または、産業および政府の生産性の実質的な

向上
• 健康状態、寿命、または患者の生存率上昇により示される、

機器、手順、薬剤の有効性と効果の改善による健康の向上
• 優れた臨床診療または臨床診断法を取り入れた結果、死亡率や罹

患率が減少したことにより示される、治療の質の上昇
• 治療期間の短縮やコストの削減を可能にしたことにより、著しく

かつ優れた社会的メリットをもたらした新しい診断法、治療およ
び行為

• 関係する国内または国際的な立法、司法判断、諮問委員会、
政策綱領
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• 教育または研修用資料
• 協同コミュニティイベント、祝祭、手工芸品および社会問題の

解決
• 教育またはコミュニティ、文化、社会に関わるドラマおよび応用

演劇

　2007年後半の政権交代後に、オーストラリア新政府はこのRQFを 
撤廃しました。SEEインパクトに関してオーストラリアの大学間で合意に
欠けていたことが、RQFの新政府による打ち切りに拍車をかけたと私は考
えています。面白いことに、RQFに代わって実施された2010年のERA
では、こういったSEEインパクトの直接の評価は行われませんでし
たが、ERAの担当大臣は2012年のERAでは、研究の取り込みまたは関与に
関する研究の評価にも目を向ける可能性があることを示唆しています［117］。
　この章は、「質の高い多くの研究成果に代わるものは決してありま 
せん」という記述から始まりました。これはもちろん事実ですが、上述のよ 
うなSEEインパクトを向上させる研究を活用していれば、あなたの研究は
より価値あるものとみなされることでしょう。



search contained in that long list to improve SEE impacts 
as described above, then your research will be seen as even 
more worthwhile.

If you are employed by and therefore carrying out research 
for a commercial industrial company, there is also a range of 
very positive potential outcomes but some significant potential 
disadvantages, in participating in university-industry 
relationships. At the personal level, the expanded academic 
input may lead to you becoming much more widely published in 
academic outputs, and many universities have the ability and in 
fact want to, confer honorary academic positions on their long-
standing highly regarded industrial partners. If you are working 
in a commercial company, your appointment as an affiliate 
Associate or full Professor by a major research university 
provides you a personal cachet and academic recognition that 
would not be possible working exclusively within your commercial 
environment. This is likely to lead to a promotion within your 
organisation and also offers the possibility of periods or a 
permanent place in academia at a later stage. Commercial and 
industrial companies often value staff such as yourself being 
given honorary academic appointments and being involved in 
university research projects, because it shows that your 
company is highly regarded by the academic community and is 
seen as one worth working with.

Unfortunately, working with academics is not without 
disadvantage as they often, because of constraints such as 
teaching and administration obligations, carry out research at a 
pace slower than commercial companies or industry would like. 
Their goals and aims in the research are often more academically 
focused than industrially or commercially focused. However, 
through establishing a mutual respect and a shared commitment 
to the mutually synergistic success of the joint project, then the 
development of a strong long-term relationship has very positive 
aspects for all involved and should be highly sought after and 
pursued.

履歴書

15.
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　カンファレンスへの出席やネットワークの拡大を始めると、新たな仲間
に自分を紹介する簡単な方法として、名刺を配ることになるでしょう。
名刺を配ることがほとんど儀式化している国もあります。名刺に連絡先は
記載されていますが、キャリアの主要部分や成果を知らせるには、もっと
詳細な書式の文書も作成する必要があります。
　優れた成果のみならず、成果が明瞭かつはっきりとアピールされる形で
書かれている履歴書は不可欠です。正確かつ最新のものでなければなりま
せん。公開用の正式な履歴書に記載する内容は慎重に選ぶ必要がありま
すが、あなたがやっていることすべてを記載した、非公式の履歴書も準備
することを私は強くお勧めします。先月他の大学で行った講演、所属する
研究グループの成果が取り上げられた昨年の新聞記事、昨年行った特許の
仮出願に関する詳細などは、いずれ正確に文書化する必要があるもの
です。最も効率的にこれを行う方法は、それが発生したときに、記録して
おくことです。もちろんこれは、公開用の正式な履歴書に載せるには詳細
すぎる情報を用意することになります。しかし、非公式な形で提示できる
情報を用意しておけば、必要に応じて正式な履歴書に転記して、自分の研
究結果が最善の評価を受けられるようにすることができます。
　正式な履歴書はただ正確で最新なだけでなく、様々な経歴や文化を持つ
読み手に簡潔かつ十分な情報を提供し、分かりやすくなければなりま
せん。従って、略語の使用は避けるか、少なくとも元の単語全体を説
明し、自分の言語を母国語として使用していない研究仲間にも分かる言葉
を使用するとともに、何よりもまず正直な履歴書を作らなくてはなりま
せん。つまり、これは出版物などにも言えることです。国際的な査読が
つき、ISSNが付された学術雑誌と、カンファレンスで提供される査読な
しのプレゼンテーションでは明らかな違いがあります。両者とも価値があ
り含めるべきものですが、その出版物の見分けがつくように見出しをつけ
て列記しておきます。読み手は、明確でないことが多い資料を苦労して読
み進み、20～30ページにおよぶ履歴書を審査してその価値を判断するよ
りも、明確な定義や正確さを高く評価します。読み手のことを考え、でき
る限り論拠や具体的な詳細を提供しましょう。
　所属する組織には、昇進試験への応募や助成金の申請の際に使用する履
歴書のフォーマットがあるかもしれません。その場合は、もちろん推奨さ
れたり、必須と見なされているフォーマットを使いましょう。しかし、多
くの組織には既定の履歴書形式というものはありません。従って、下記に
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履歴書での使用を検討していただけるよう、見出しの例を記載しました。
現時点では、すべてのカテゴリーを埋めるだけの情報はないかもしれませ
んが、時間の経過に伴い、これらすべてのカテゴリーに記載できる成果を
生み出すことになるでしょう。履歴書は、教職歴、コミュニティサービス、
リーダーシップ、産業生産性、ビジネス活動など、あなたのキャリアにお
ける側面をすべて網羅しますが、見出しは雇用されている組織のタイプに
よって異なります。このガイドは研究キャリアについてのガイドである 
ため、下記の履歴書例は、もちろん研究が中心となっています。

履歴書の見出し例

i. Tertiary education（高等教育学歴） 
ii. Honours and awards（表彰受賞歴） 
iii. Employment（職歴）
iv. Current role and responsibilities（現在の役職および担当）
v. Academic committees（所属学会）
vi. Professional committees（所属専門委員会） 
vii. Teaching experience（教師経験）
viii. Theses examined（審査学位論文）
ix. Commercial/industry collaboration（商業／産業界との協力）
x. Academic management/leadership courses attended 

 （参加した学術界のマネジメント／リーダーシップ研修）
xi. Editorial responsibilities（エディターの責務）
xii. Referee for（査読歴）

1. Manuscripts（論文）:
2. Research grant applications:（助成金申請）
3. Professorial promotions/appointments（昇進／任命）:

xiii. Research grants received（取得した助成金）
xiv. Presentations at international scientific meetings 

 （国際科学会議での発表）
xv. Presentations at national meetings（国内会議での発表）
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xvi. Publications（出版物）
1. Books（書籍）
2. Book chapters（書籍の章） 
3. Refereed journals（査読付き学術雑誌）
4. Refereed conference publications（査読付きカンファ

レンス出版物）
5. Publications in the lay press（newspapers, 

magazines）or scientific magazines（一般メディア  
（新聞、雑誌）または科学雑誌での掲載）

6. Abstracts, letters to the editor or conference 
proceedings（抄録、エディターへのレター、カンファレ
ンス論文集） 

　先の章ですでに述べたとおり、著者の順は非常に重要です。研究プログ
ラムおよび助成金申請における効果的な助言や役割を含め、著者の順など
の項目は記載しておくのがよいでしょう。
　もちろん、上記の履歴書見出し例は、必ずしもすべてを網羅しているわ
けではなく、あなたや所属する組織には追加すべき項目もあるでしょう。
しかし、どのような形式やフォーマットを使用する場合でも、正確かつ最
新で、あなたの研究キャリアにおける成果の質を見極めたいと考える読み
手の頭に、比較的入りやすい履歴書を作成するのが不可欠なのです。
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If you are employed by and therefore carrying out research 
for a commercial industrial company, there is also a range of 
very positive potential outcomes but some significant potential 
disadvantages, in participating in university-industry 
relationships. At the personal level, the expanded academic 
input may lead to you becoming much more widely published in 
academic outputs, and many universities have the ability and in 
fact want to, confer honorary academic positions on their long-
standing highly regarded industrial partners. If you are working 
in a commercial company, your appointment as an affiliate 
Associate or full Professor by a major research university 
provides you a personal cachet and academic recognition that 
would not be possible working exclusively within your commercial 
environment. This is likely to lead to a promotion within your 
organisation and also offers the possibility of periods or a 
permanent place in academia at a later stage. Commercial and 
industrial companies often value staff such as yourself being 
given honorary academic appointments and being involved in 
university research projects, because it shows that your 
company is highly regarded by the academic community and is 
seen as one worth working with.

Unfortunately, working with academics is not without 
disadvantage as they often, because of constraints such as 
teaching and administration obligations, carry out research at a 
pace slower than commercial companies or industry would like. 
Their goals and aims in the research are often more academically 
focused than industrially or commercially focused. However, 
through establishing a mutual respect and a shared commitment 
to the mutually synergistic success of the joint project, then the 
development of a strong long-term relationship has very positive 
aspects for all involved and should be highly sought after and 
pursued.

研究奨学金に
応募する

16.
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　あなたは、大学で研究職についているか、民間企業の研究所に所属して
いるかに関わらず、研究活動以外にもしなければならない責務をたくさん
抱えていることでしょう。研究活動以外の活動も重要であり、実際、給与
をもらっている理由の場合もありますが、研究キャリアに使えるはずの労
力や専門知識もそちらに取られてしまいます。医療研究分野のポスドク研
究員や研究者は、自分の研究に専念できるかもしれませんが、いずれにし
ても専任の研究奨学金に応募する理由はたくさんあります。
　所属している組織以外の環境で、専任として終日を研究に費やすことが
できれば、技能や専門知識を大きく向上させ、研究にできる限り集中する
ことが可能になります。もちろん研究奨学金を受けて、海外の研究所で仕
事をすれば、プラスの効果もたくさんあります。国内にはないスキルや専
門知識を得られるばかりではなく、ネットワークや国際的な共同研究者の
候補も増やすことができます。海外機関におけるこういった経験は、研究
キャリアに多くの名声をもたらし、帰国した際や奨学金を受けた国に留ま
ることを決めた際には、極めて役立ちます。例えば、世界の技術先進国で
あるアメリカは、明らかに世界の頭脳を大いにかつ強力に惹きつけてい
ます。アメリカにおいて科学・技術に従事する人のおよそ半分は外国出身
者であり、科学および工学の博士号取得者の約4分の1はアメリカ出身で
はないと推定されています［118］。
　研究奨学金の受給は、無数のメリットがあることからとても競争が激し
くなっており、応募するのにも合格するのにも、多大な努力が必要です。
しかしながら、このガイドに書かれているアドバイスに従えば、研究奨学
金の申請にしっかりと対応する準備ができます。あなたのかつての研究監
督者や共同研究者、メンターは、参考情報を得るのに最適な人物であり、
しっかりと仕上げた最新の履歴書から必要な情報を簡単に取り出すことが
できます。
　研究奨学金は、それを提案した組織の研究プロジェクトに関連している
ため、応募するには将来の監督者と協力する必要がある場合もあります。
研究監督者がその組織であなたが研究に従事することに満足するかど
うか、提案された研究プロジェクトに関する詳細を知る必要があります。
給与を支払うだけの奨学金もあれば、新しい土地での給与や旅費、研究維
持費を支払うようなより包括的な奨学金もあります。
　チャーチル奨学金、フルブライト奨学金、マリー・キュリー奨学金、
ローズ奨学金、フォン・フンボルト奨学金は国際的に知名度が高く、募集
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の広告も幅広く行っています。こういった奨学金は非常に権威があり、
大いに価値があるため、ぜひとも調べてみるべきです。その他の奨学金は、
より地域的な奨学金なため、その場合には国内の機関で専任の研究活動が
できるでしょう。
　上述の奨学金のように、研究場所を限定しない、部分的または全面的に
「無制限」な奨学金がある一方、特定の組織から提供され、その組織での
研究しかできない奨学金もあります。ResearchProfessional［119］、 
COS（Community of Science）［120］、IRIS（Illinois Researcher 
Information Service）［121］、SPIN（Sponsored Programs Information 
Network）［122］など、多くのデータベースは、通常は登録料の支払が必
要ですが、政府、私立、国際奨学金に関する、数千もの詳細で極めて最新 
の情報を提供しています。このガイドの他の章に記載されている数多くの
データベースでも、奨学金のリストが掲載されています。所属する組織の
研究を促進することを目的に雇用されたスタッフや研究室は、こういった
奨学金の締め切りや要件の判断に関するサポートができるはずです。その
組織にとっても、スタッフの一人がこういった奨学金を受けるのは名誉 
なことですし、そのスタッフが戻ってきた際には大いにメリットを得るこ
とになります。
　他の組織あるいは海外で過ごすことにより、その研究所だけでは得るこ
とができなかった技能や専門知識を身につけることができます。従って所
属する研究所も、あなたの奨学金応募に対しては、十分なサポートをして
くれる可能性が高いでしょう。
　しかしながら、このガイドに記載されている研究キャリアを伸ばすその
他の努力と同様、奨学金への応募は時間も消費しますし、労力もかかり
ます。さらに、他の地方や海外にまで引っ越す可能性がある場合は、大き
な変化は家族にまでおよぶことになります。従って、自分の研究キャリアが
他の応募者に勝てるレベルになっているかを判断するのが重要です。奨学
金で最高の研究を行うため、時間と労力を費やし、家族の大激変を経験す
る覚悟が必要です。私は、米国農務省の研究所で専任の研究を実施する
ため、フルブライト奨学金を受けることができ、非常にうれしく光栄に感
じました。だからこそ私は、研究キャリアの非常に有意義な一部として、
奨学金をみなさんにも強くお勧めします。奨学金は、研究キャリアを推し
進める強力な基盤となります。申請が成功するよう幸運を祈っています。
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If you are employed by and therefore carrying out research 
for a commercial industrial company, there is also a range of 
very positive potential outcomes but some significant potential 
disadvantages, in participating in university-industry 
relationships. At the personal level, the expanded academic 
input may lead to you becoming much more widely published in 
academic outputs, and many universities have the ability and in 
fact want to, confer honorary academic positions on their long-
standing highly regarded industrial partners. If you are working 
in a commercial company, your appointment as an affiliate 
Associate or full Professor by a major research university 
provides you a personal cachet and academic recognition that 
would not be possible working exclusively within your commercial 
environment. This is likely to lead to a promotion within your 
organisation and also offers the possibility of periods or a 
permanent place in academia at a later stage. Commercial and 
industrial companies often value staff such as yourself being 
given honorary academic appointments and being involved in 
university research projects, because it shows that your 
company is highly regarded by the academic community and is 
seen as one worth working with.

Unfortunately, working with academics is not without 
disadvantage as they often, because of constraints such as 
teaching and administration obligations, carry out research at a 
pace slower than commercial companies or industry would like. 
Their goals and aims in the research are often more academically 
focused than industrially or commercially focused. However, 
through establishing a mutual respect and a shared commitment 
to the mutually synergistic success of the joint project, then the 
development of a strong long-term relationship has very positive 
aspects for all involved and should be highly sought after and 
pursued.

求人や昇進試験に
応募する

17.
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　求人に応募する場合と、昇進試験に応募する場合では明らかな違いがあ
りますが、類似しているところもたくさんあります。従ってここではまと
めて説明します。実際、他の組織の上位の役職に応募することが昇進する
最善の方法ということもしばしばあるのです。
　大学で働いている場合、授業や事務業務など、研究以外に検討すべき他
の重要な活動がきっとたくさんあることでしょう。産業界や医学研究所で
働いている場合も、昇進試験や他の求人に応募する場合には、研究に
加え、検討しなければならない他の責務があるでしょう。これらの活動は
非常に重要ですが、このガイドでは研究キャリアに焦点を絞ります。とい
うのも職場が大学であろうと、民間企業の組織や政府の医療研究所であろ
うと、重点を置くべきなのはやはり研究キャリアだからです。
　あなたはこのガイドに従って、質の高い学術雑誌で論文を出版し、助成
金を獲得し、海外研究奨学金も経験しました。そして、今こそ昇進の時期
だと考えています。しかし、重要なのは、昇進や新しい職への応募が早す
ぎてはいけないということです。というのも、どちらも多大な労力が必要
であり、また失敗するとかなりの挫折を味わうからです。誰もが最初から
昇進できるわけではなく、求人でもその職を得られるのはたった一人で
すが、少なくとも応募を価値あるものとするには、昇進や新しい職に近い
レベルにいることが大切です。
　研究監督者やメンター、そしてネットワークの年長研究者から最高の推
薦をもらう必要があるでしょう。そのためにも、自分の研究キャリアがそ
の昇進や求人に適したレベルになっているか、彼らのアドバイスや意見を
聞くことが大切です。批判的なコメントはとても貴重です。今後頻繁に推
薦状を依頼するであろう研究監督者やメンター、ネットワークの仲間から
「もっと経験を積んでから応募すべき」と指摘してもらえない場合は悪い
結果に終わる可能性もあり、いずれ彼らとのつながりの価値が薄れていく
ことになるでしょう。
　研究仲間からの一般的な意見に加え、昇進や新たな職が次の理論的かつ
到達可能なステップとなり得る地点まで自分の研究キャリアがたどり着い
ているかどうかは、どう判断すればいいのでしょうか？
　一定レベルの昇進または新たな職への各ステップには、それぞれ研究生
産性の一般的な水準があります。研究キャリアを積んでいくと、同僚が昇
進したり新しい職に就くのを見る機会があるため、当然、キャリアの次の
ステップに必要な生産性レベルについての感覚もつかめてくるでしょう。
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様々な応募者がそれぞれの長所に基づいて選考されるべきですが、採用ま
たは昇進委員会は、自分のその分野における一般的な経験に基づいてその
役を務め、判断します。
　このガイドでも一部を紹介しましたが、多くの論文が、採用選考や賞の
授与は応募者の論文の定量分析だけに基づいて行われてはならないと述べ
ています。そしてもちろん私もそういう選考がなされてはならないと思い
ます。しかし、研究論文の定量分析は、自分のキャリアが昇進や職への応
募に適したレベルになっているのかについて、およその目安を知るのには
利用でき、判断過程における追加情報として、定量分析を利用する委員会
が増えていると私は考えています。
　自分が22件の論文を出版しているのに、同僚の一人が15件の論文だけ
で准教授に昇進したからといって、もちろん、すぐにそのレベルの昇進に
応募すべきで昇進も確実なはずだと言っているわけではありません。
著者の順や学術雑誌の質などの事柄に関連する昇進や職への応募の審査に
影響を与えるその他の要因が数多くあります。しかし、自分のキャリアが
昇進や新たな職に応募するのに適した段階に来ているかどうかの評価
には、同僚や研究者仲間から得た情報に加え、ここで説明した様々な形式
の分析も使用すべきだと私は理解しています。h指数は、物理や化学、
コンピュータ科学などの分野におけるトップの科学者を評価するために使
用され［123］、また科学の定量分析分野に多大な貢献をした人物に贈られ
る賞の受賞者を選考するための基準レベルの設定にも使用されて
います［124］。
　そういったレベルのECRはほとんどいませんが、無名の物理学者のh指
数や、心理学分野における助手や准教授の昇進レベルのh指数を調査する
研究も行われています［125、126］。この研究は両方とも、個人に関する明
確かつ特定の比較にh指数を使用する際の落とし穴を浮き彫りにしま
した。しかしながら私は、h指数などの分析ツールは、少なくとも研究生
産性の一般的なおよそのレベルを知るのに使用できることを、実際にはこ
れらの研究が示していると考えています。従って、これを使用して、あな
たが検討している昇進レベルにあると分かっている研究者仲間と自分自身
の研究結果を、個人的に比較してみることができます。
　昇進試験や新たな職に応募することを決めたら、そのプロセスに相当の
時間と労力をつぎ込まなくてはなりません。
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　以前の章で述べた助成金や業績の売り込みに関する私のアドバイスが、
ここでも適用されます。履歴書を正確かつ最新に維持し、何よりもまず、
昇進や新たな職に応募する際は、自分の業績を過度に飾らないことです。
研究生産性は確かに強調され、積極的にアピールされるべきですが、これ
は正確かつ正直に行われる必要があります。また、応募書類は必ず締め 
切り期限内に提出するようにしてください。
　求人に応募する場合は、具体的な対応を心がけ、スパムと見られるよう
なものは送らないようにしましょう。私は学術界で仕事をしている間、
「Dear Respected Sir」宛のレターを無数に受け取りました。これでは、
他の採用者宛にもたくさん送っていることが明らかですし、送られた相手
も興味を示さないことは確実です。こういった男性宛レターの大量送
付は、女性が受取人に含まれている場合は、不快感を与えます。求人に応
募するのであれば、その職、組織、一緒に仕事をすることになるかもしれ
ない人々についてできる限り情報を集め、応募書類と面接で最善を尽くす
ようにしてください。実際の面接に臨むときにできるだけ体勢が整ってい
るよう、仲の良い研究仲間何人かに、昇進試験や求職の模擬面接を頼むの
も効果的でしょう。
　研究におけるキャリアはわくわくするような冒険です。あなたは幸運
にも、自分に訪れたチャンスを最大限に活用し、博士号を取得しました。
努力を続け、常に質の高い研究結果を目指すことで、あなたは成功し、
研究環境の中で優れた成果を収めることができるでしょう。人類を発展さ
せるための知識を自分が広げることができるのですから、研究キャリアは
人生で最も価値のある職業といえます。
　何処かのカンファレンスで研究結果を発表するあなたに会えるのを楽し
みにしつつ、幸運を祈ります。

アラン・ジョンソン
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　アラン・ジョンソン（オーストラリア名誉勲章AM受章）名誉教授は、
大学、オーストラリア政府機関、国際研究機関などの幅広い機関において、
研究、研究マネジメント、研究トレーニングに関する、30年におよ 
ぶ経験を有しています。
　ジョンソン教授は、南オーストラリア工科大学において生物医学技術の
学士号を取得、続いてフリンダース大学において免疫学・寄生虫学の博士
号を取得しました。1985～1986年にはフリンダースメディカルセンター
を一時離れ、米国農務省でフルブライト奨学金による博士研究員を務め
ています。1989年には、優れた研究が評価され、オーストラリア寄生虫
学会よりBancroft-Mackerras Medalが贈られました。また 1996年には、
ウーロンゴン大学から、原生動物生物学の理学博士号（D.Sc.）が授与さ
れました。ドイツ寄生虫学会からは、優れた研究成果と、多くのドイツ人
大学院生およびポスドク研究者を指導した功績により、1999年に
「Ehrenmitglied」（名誉会員）に任命されています。
　研究キャリアにおいては、国際査読雑誌に100件を超える論文を出
版し、競争の激しい助成金を350万ドル以上取得しています。
　ジョンソン教授は、1989年にウーロンゴン大学において技術・社会変
動学の修士号（優等）を、1991年にフリンダース大学において、大学学
部業績の評価に関する引用指数の使用で教育管理学修士号を取得してい
ます。
　分子寄生虫学分野における科学への貢献や、科学的な研究および教育へ
の貢献、さらに1997～2003年のInternational Journal for Parasitology 
（Elsevier Science Ltd 出版）編集長としての功労が認められ、2006年、 
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オーストラリア名誉勲章（メンバー、Member of the Order of Australia: 
AM）が授与されました。2007年にはフリンダース大学の最優秀卒業生に
も選ばれています。
　1992～2002年には、シドニー工科大学において、微生物学教授およ
び学術理事会の会長、運営評議会のメンバーを務めました。
　2002年には、オーストラリア研究評議会（ARC）のエキスパートカレッ
ジにメンバーとして招かれ、2003～2006年には、生物科学およびバ
イオテクノロジー担当理事にも任命されています。
　アデレード大学副学長代理（研究）および副理事長であったジョンソン
教授の指導の下、2006年および2007年の大学の収入が、初めて1億ド
ルを超えました。
　2007年には、国際コンサルタント会社Research Management Services  
International Pty Ltd (www.rmsinternational.com.au)を設立し、現在
はオーストラリアに加え、ヨーロッパ、中東、アジア地域において、幅広
く活躍しています。
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