
【若手アンケート】 

   現場からの声 WEB 公開ページ 
 
Q1「日本の化学」は元気か？ 

Q2「日本の化学」の世界的な順位は？ 
Q3「日本の化学」発展の「足かせ」となる，改善すべき慣習や制度などはあるか？ 

Q4「日本の化学」の良い点（長所）は何か？ 

Q5  10〜20年後，世界における「日本の化学」の立場は，どのようになっているか？ 

Q6  中国・韓国・台湾や，そのほかアジア諸国の化学の現状や将来像に， 
	 	  どのような印象をもっている？ 

Q7「日本の化学」が今後も元気でいるために今何をすればよいか？ 
Q8  現在／将来の「日本の化学」に関する意見や提言 

 

 

環境化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 5位．世界の第三集団の一国．◆A3	 新卒一斉採用．博士課程を設けている大学が多すぎる．
特定の研究に対する重点的な予算配分．◆A5	 中国の台頭に伴う国家間競争に飲み込まれてしまい，競争力の高
い研究分野にさらに予算が集中することで，基礎研究分野の発展がさらに鈍化する．◆A6	 まちがいなく躍進す
る．◆A7	 研究者の育成．博士課程進学者が減少していることを認識するべき． 

 

無機材料化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 3位．◆A3	 大学教授の定年延長は，大学のポスト数が決まっているなかで若い人たちの昇
進の機会を奪い，内部の活性化を妨げる可能性が高いこと．大学教授には，ほぼ任期がないため，教授になった

のちに，研究者としての歩みを止めてしまう人が少なからずいること．◆A5	 低下する．◆A6	 現在は，オリジ
ナリティーのある仕事の割合が低いが，将来的には，日本と同等かそれ以上になると思う．◆A7	 研究者の異動
を促進することによりレベルアップを図る．出身研究室や大学等に左右されない人事・研究費の徹底．大規模プ

ロジェクトの事後評価に関する情報公開をより積極的に行い，研究者・研究統括が，広く一般から批判・評価を

されるシステムを構築すべき． 

 

高分子化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気がない．本来の「学問追求」の目的から逸脱しているという観点から．◆A2	 1位．日本の化学研究

が世界トップであるのは，あくまで現状そうであるだけで，10～20年後ではそのレベルを保てていないと思われ

る．化学のみならず，自然科学分野全体において，昨今，大学における研究意識が「学問追求」から「場あたり

的な金もうけ」へと大きく偏向し，日本人の真面目な気質を生かした「独自性のある研究」からグローバル化と

称した「欧米へ右ならえ研究」に堕落している．◆A3	 科研費に代表される予算．人材流動化．人材（博士）の
過剰供給．◆A5	 現状のままでは，「日本の化学」と称するのも恥ずかしいほど，独自性を失っていると思われ
る．◆A6	 政治状況に依存するが，とくに中国における（いわゆる）「パクリ」研究は現在以上に多くなり，欧
米のアジア軽視に拍車がかかるものと思われる．◆A7	 今，まさに，日本は危機的状況にあり，欧米基準の画一
化の波に飲み込まれているという意識を研究者に限らず全国民が共有することが焦眉の急である． 



 

高分子化学分野・企業研究者・20代 ◆A1	 元気がない．新しいことに挑戦しにくい状況になっているので，革新
的な発展が期待できない．◆A2	 1位．昔の人の功績のおかげでかろうじて1位になっている．◆A3	 短期的な成
果主義で，長期的な視野で研究に取り組む人が少ない．目先のことに囚われて本質を見逃しがち．（研究テーマ

の）流行に便乗する傾向が強い．◆A4  粘り強く，忍耐力がある． ◆A5	 現在よりも低下すると思う． ◆A6	  日

本の技術をよく勉強していて，近い将来，追い付かれてしまうと思う．◆A7	 制約に囚われずに，ほかの人がや
っていないことに挑戦する． 

 

無機材料化学分野・企業研究者・20代 ◆A1	 そのほか．必ずしも元気ではないと思う．少なくとも，一時より活
発ではないと思う．◆A2	 10位．研究開発の質・量ともにTOP10のなかに入っていると思う．◆A3	 差を知らな
いので，わからない．◆A4	 差を知らないので，わからない．◆A5	 特定の分野内では世界的にも先進的な研究
開発が進むとは思う．ただし，「化学」という広い領域で見た場合では，必ずしもトップレベルではなくなって

いると思う．◆A6	 化学だけじゃなく他分野でもそうだと思うが，伸びている地域だと思う．よく見るし，よく
聞くし．あるいは，すでに同等のレベルかそれ以上になっている面もある．まちがいなく競争相手になる地域だ

と思う．◆A7	 化学の魅力について広く知ってもらうこと．化学に従事する人の受け皿を広くすること．資金面
などのサポートを充実させ，環境を充実させること． 

 

高分子化学分野・准教授・30代  

◆A1	 元気．研究レベルはそれなりに高いと思うが，欧米に比べてそれを発信する点で劣っているかもしれない．
◆A2	 4位．順位を付けるのは難しいと思う．国ごとの平均的な化学力からか，重要な結果がでる頻度からの順位

か……．アメリカが1位と感じるのは，重要な結果がでる頻度が高いと感じるからかもしれない．◆A3	 ドクター
コースへ進学する学生が少ないこと．企業がドクターの人を採用する門戸をもっと開くべき．概して英語が苦手

なので，欧米人に比べると論文を書くのに（公表するのに）時間がかかる．◆A4	 緻密で粘り強い実験．◆A5	 日
本の経済のほうが心配．資源もお金もなくなって，世界と対等に研究するのが難しくなるのではないか．◆A6	 日
本に比べて国際化が進んでいる．◆A7	 日本発信の，日本独自の化学をより強くする．大学の研究者の環境を向
上させる（雑用を減らす）． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1  今のところは，元気．◆A2  1位．今後，日本のアジア諸国との競争のなか，順位への影響が懸念される．

◆A3  化学技術への予算削減ではなく強化の方向に進むべきであると思う．◆A4	 現在日本が保有している技術
力の高さ．比較的レベルの高い人材がそろっていること．他国に比べて，レベルの低すぎる人材が日本には少な

いのではないかと思う．◆A5	 人口減少などによる研究課題の選択の重要性が，ますます高まると予測される．
また，海外との競争力を強化することが必要になると思う．◆A6	 われわれの研究室にも中国・韓国の学生がい
るが，自己実現や将来設計の方向性をしっかり考えている人が多いと思う．日本人が失いつつある点ではないか

と感じる．◆A7	 化学の面白さを現在の子供達にわかってもらうための教育を行い，化学に携わることに夢をも
ってもらえるようにすることが重要ではないかと思う．◆A8	 学生が「やる気」をだせる教育環境（広い意味で
は社会環境）のために，自らがどのようなことができるかを常に考えたいと思っている． 

 

有機合成化学分野・助教・20 代  

◆A1	 元気．よく研究していると思う．しかし，短期間で成果をだすことに追われている気がするので，もっと
長い期間で自由に研究できるとよいと思う．◆A2	 2 位．分野に占める日本人研究者の数は多いが，本当に新し

い研究は少ない．◆A3	 学位を取得した研究室でポスドクや助教になる例がよく見られるが，若手研究者の見識
を広げるという観点からは適切でないと思う．◆A4	 講座制の名残で一研究室あたりのスタッフの数が多いのは，
研究以外の仕事の分担が容易になり，海外留学もしやすいのでとてもよい．◆A5	 他国（とくに中国，東南アジ



ア）の追い上げはよりいっそう厳しくなり，研究の量より質がこれまで以上に問われると思う．◆A6	 研究の丁
寧さが欠けていることもあるが，研究の量の点では素晴らしいものがある．今後，質もますます向上し，日本を

脅かす存在になると思われる．◆A7	 新しい研究は，異分野から参入してきた研究者によって行われることが多
いように思う．異分野間の人材交流をもっとさかんに行う必要がある．◆A8	 国民レベルでの化学への関心，知
識レベルがもう少し高くあってほしいと思う．リスクばかりを過剰に報道し，いたずらに不安を煽っている気が

する． 

 

有機化学分野・助教・30 代  

◆A1	 元気．優秀な若手が続々と登場してきており，元気な状態だと考えている．◆A2	 2位．日本はかなり高

い研究レベルにあるのはまちがいないが，いまだアメリカには及んでいないと考えている．◆A3	 近，博士課

程への進学者が減少傾向にある．欧米では学生に給料をだして生活を援助しているが，日本ではまだそのような

しくみはあまりなく，経済的な理由から進学をそもそも検討しない学生がかなりいる．また日本企業では就職し

たあとの待遇も，修士と博士であまり変わらず，学生が博士進学のメリットを感じにくい状態なのではないかと

思う．また，もっとも大きな足かせは英語学習ではないかと考えている．日本の化学の発展のためには，グロー

バル化への対応が必須だが，大学 4年生のなかに，英語でディスカッション可能な学生がどれだけいるだろうか？

英語教育を抜本的に改善すべきかもしれない．◆A5	 Q6 とも関連するが，「数打ちゃ当たる」方式の研究開発
では，中国・インドなどにすぐに追い付かれてしまう．今後 10年で，さらなるイノベーションを支えることがで

きる人材をいかに育てるのかによって，高い研究地位を守れるのか，あっさりと没落するのかが決まると思う．

◆A6	 アジア諸国からの学生を見ると，非常に活発で語学力のある学生も多い．彼らが一人前の研究者になるこ
ろには大きな脅威になるのだろうな，と思う．◆A7	 優れた人材の育成（化学と語学）と，その人材の待遇を向
上させることが必要だと思う．とくにグローバル化が進むにつれて，優秀な人材は海外へと流出しやすくなると

考えられ，「日本の化学」を今後も発展させつづけるためには，なんとかつなぎ止める工夫が必要になると思う．

◆A8	 若年層向けに，化学オリンピックなどのイベントを通じて化学が啓蒙されているが，化学オリンピックの
出場者は，みんな医学部志望だったという笑えない冗談も耳にする．数十年前，化学が日本の花形産業だった時

代には，優秀な人材が放っておいても化学に集まってきたと聞くが，今は医者・弁護士・官僚・金融に集まって

きている．今一度，ものづくりの面白さ，化学の不思議さについて，幼い時期に触れさせ，より多くの優秀な人

が化学を志すようになれば，自然と「日本の化学」が盛り上がるのではないだろうか． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 2位．アメリカの次という意識だが，実際はもうそうではないのかもしれない．◆A3	 大学
における卒業研究の期間が1年しかないこと．基本を学ぶには 低2年は必要だ．◆A4	 日本人が勤勉であること．
◆A5	 若い世代の少子化とモチベーションの低下により徐々にレベルが下がっていくものと思う．◆A6	 中国は，
現状は後追い研究が多いが，政府が力を入れているので，近く高水準に達するものと思われる．韓国・台湾は規

模が小さいし，それほど変化がないと予想する．◆A7	 大学2〜3年次から卒業研究を開始するように大学の制度

改革を行う．研究を行いながら講義を受けることでより高い学習効果が期待できる．◆A8	 先端の技術は日々

高度になっていて専門家として習得するべきことも増えている．それに合わせた教育制度改革が必要ではないか

と思う． 

 

エネルギー化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．よくも悪くも与えられた状況で生き延びようと精一杯，元気にやっているように思う．◆A2	 1位．

序列の定義が分からない．研究者は自分（達）が一番だと信じるべきだ．◆A3	 研究者の多様性は必要だと思う
ので，研究資金の集中は悪手だと思う．一人に1億円よりも100人に100万円を用意することが必要だと思う．金を

かけただけでうまくいくとしたら，それは研究ではなくて，事業だ．◆A4	 金を集めることが正義であると口に
せず，基礎を大切にしていると口にするところ．この学者としての矜持が日本の化学（大学）を支えていると思



う．◆A5	 リーダーシップを発揮する場面はなく，何かの真似をするにしてもアジア勢の数の暴力に勝てない．
積極的に日本で研究したいという海外研究者はいない．日本で教育を受けた研究者は海外に流出するだろう．◆A6	 
現状は論文がでればよいという風潮が強くて，無責任な論文をだしている印象．時間の無駄なので相手をしたく

ない．将来は，淘汰が進むにしても母数が多いので，優れた研究者を大量にそろえ，日本は逆に相手にされなく

なるだろう．◆A7	 1）日本を好きになればよい．アメリカが優れているということを繰り返し吹き込む教育が
はびこっている（ある面では事実だろうが）．これでは日本を盛り上げる気になれない．2）日本が研究者を大切

にすればよい．人間は知恵があるので，快適な環境に移動する．日本が快適な環境を提供しないので，人材の量

と質が減るのは当然だろう．◆A8	 1）「力（金）を集中すれば研究が進む」というのが錯覚だと，いつ政府は
気が付くのだろう．研究活動は博打であり投資であることを理解してほしい．2）科学立国を目指すならば，研究

者の頭数を増やすしかない．政府はその受け口くらい準備してほしい．研究者を輸出するのではなく，輸入する

べきなのではないのか． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．日々新しい分子変換反応が生みだされており進展を感じることができる．また，20代，30代に元気

な若手研究者が多く，将来も明るいと感じられる．◆A2	 1位．われわれの研究分野（有機金属触媒を用いる反応

開発）は，2010年ノーベル化学賞の受賞対象となった分野であり，鈴木先生，根岸先生，玉尾先生，熊田先生，

薗頭先生らが反応開発を行われたころから世界をリードする分野であると確信している．◆A3	 1）講座制．日
本では，多くの大学で講座制（教授，准教授，助教がグループを形成して教育・研究を行う）となっているが，

若手研究者が目立つ機会がどうしても少なくなってしまう．一方，アメリカや欧州では若いころから独立して研

究を行う環境が整っており，本当に実力のある研究者は，自分のアイデアで研究を進めることができる．2）博士

課程の学費．博士課程に進学する際には学費（大学を移動する場合には入学金）がかかる．博士課程に在籍にす

る学生への援助（学費免除，奨学金など）の充実が，若い研究者を育成するには必須だと思う．◆A6	 中国の進
展は目覚ましいと感じる．とくに実力のある若手研究者が多く，今後ますます成長していくだろう．◆A7	 中学
生，高校生に化学に興味をもってもらうための教育・活動．若手研究者（とくに大学院博士課程進学者）の拡大． 

 

高分子化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 1位．基本的にはモノをつくってなんぼの世界なので．◆A3	 ほとんどの学生が修士卒で就
職してしまうこと．これから，というところでで終わってしまう．◆A4	 欧米と比べると，一つの研究室に教授・
准教授・講師・助教と複数の教員がいる場合が多いので学生への教育を細やかにできる．◆A5	 生物・医学系に
近い分野は今の立場を維持するのは相当厳しい．中韓に抜かれると思う．合成・材料系はそんなに変わらないの

では．◆A6	 質より量．数に勝つためには，日本は質を上げていかなくてはいけない．◆A7	 あくまで世界視点
でオリジナリティーのある研究をすべき．「どこかで聞いたことあるような」「今まで誰かしてなかったっけ」

「まだやってるの」というような研究はすべきでない．◆A8	 研究費と人事制度をコロコロ改変するのはやめて
ほしい．お金やポジションを獲るための研究をせざるを得なくなる． 

 

有機合成化学分野・講師・30代  

◆A1	 元気．遷移金属触媒による有機合成反応の開発に従事しているが，この専門分野に関して現時点では，優
秀で意欲的な人材が比較的集まっており，活発である．◆A2	 1位．私の専門分野に限っていえば，研究の独自性

の観点から日本の研究が世界一だと思う．◆A3	 1）中学校，高等学校における受験のための化学教育．実験中
心の理科教育，化学がどのように役立っているか，将来，どういう問題の解決に貢献できるかの教育を充実させ，

子供たちに化学の魅力と重要性をアピールすべきである．2）修士中心の企業研究者．研究者＝博士号取得者が当

たり前になってしまっている．博士課程の見直し（博士取得の基準，教育，経済的支援など），これによる博士

号取得者の質の向上と，日本企業における博士取得者の位置づけを改善すべき．3）企業のリクルートのやり方．

依然として，実質的な採用開始時期が早すぎる．また，インターネットの利用で学生が簡単に複数の企業を志望



できるため，かえって学生に余計な負担をかけすぎている．◆A4	 大学に関していえば，講座制．一つの研究室
に「先生」が複数いるために，研究推進には大変有利．一方で，若手教員に独自性が少なくなり，世界から認識

されにくいという欠点もあり．◆A5	 現在よりも順位低下している．日本人学生の数が減少している一方で，優
秀な外国人留学生の数が増えていない．もっとグローバルに人材を獲得して，競争のある体制になるべきである．

もちろん，同時に日本人学生の質を向上させる努力も必要である．◆A6	 現状としては成長途上であるが，論文
数に加え，研究レベルの向上もかなり見られる．とくに，欧米で教育を受けた人材が，母国で職を得て，高レベ

ルな研究を発信しはじめている．韓国，台湾は，分野の選択と集中で，バランスがよくないように感じるが，国

の規模を考えると妥当な戦略である．その競争も，激化傾向にあり，今後ますますレベルが上がると思われる．

欧米で職を得ている中国，韓国人は，当然であるが，さらに優秀で，彼らを含めると，両国の学術レベルはすで

に日本を超えているようにも思える．◆A7	 英語で教育する機会を増やし，経済的支援を充実させて，アジア圏
の優秀かつ意欲的な学生を集め，学生間の競争を維持し，化学に携わる人材のレベルを向上させる．◆A8	 現在
もこれからも，他国の追随ではなく，「日本独自の化学の夢」を大ゴールとして設定して化学に取り組み，これ

を楽しむことが，研究と人材育成の両面で重要だと思う． 

 

生体関連化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．面白いことを考えている先生が着実に後継者を育てている．◆A2	 2位．アメリカの次という願望．

◆A3	 国内の研究室でもポスドクが増えてきたのは，研究推進上はよいように思う．ただ，優秀な学位取得者は
まず海外にでようと考えるし，問題視されている受け皿のないことを，学生が閉塞感として敏感に感じ取ると，

学位を取って化学のプロになろうという人が少なくなると思う．◆A4	 講座性は必ずしも悪いものではないよう
に思う．アメリカの研究者にうらやましがられるという話をときどき聞く．◆A5	 僕達（30代）の世代が頑張っ

ていると思う．◆A6	 とくにシンガポールや中国の追い上げはこの先必ずあるように思う．◆A7	 研究室のトッ
プ（教授）が学生と向き合う時間を長くもつことが今までもこれからも大切だと思う．◆A8	 異分野との連携が
さらに活発になってほしい． 

 

生物化学分野・助教・30代  

◆A1	 強いていえば元気がないこともないという程度．空元気？◆A2	 3〜5位．◆A3	 単年度使い切り予算（改
善されつつあるがまだ一般的でない）．大学法人化以降，研究環境の有害物質規制基準値が高すぎる．◆A4	 こ
れまで日本の化学が世界をリードしてきた土壌はまだ残っている．たとえば分析機器ではまだ日本製がトップク

ラスを維持していて，研究面でもメーカーから十分なサポートが得られる点など．◆A5	 ごく一部の優秀な研究
者によってレベルが維持されつつも全体的に失速．◆A6	 環境化学面でまだまだ発展できる余地があると思う．
◆A7	 興味さえあれば文系の人でも活躍できる分野なのに， 初から敷居が高すぎるので，高校化学で知識偏重

をやめて理系への門戸を広げるべき．手に職を付けるように，化学は実用的な技術と知識を身に付けるので，社

会で活躍する場が確保しやすい．そういう利点を学生にもっとアピールして化学人口を増やす．◆A8	 化学の魅
力は料理に似ていて，自分で手を動かすこと，物をつくること，見た目に誤魔化されないデータをだすことだと

思う．理系教育全般の問題ともいえるけれど，化学の才能がある人材が早い時期から化学嫌いになっていること

がもったいない． 

 

生物化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気だと思う．ただ，「外国の化学」もどんどん元気になっていると思う．◆A2	 1位．1位であると信じ

て研究をしている．◆A3	 研究室の枠内で行動しがちである．あるいはそうなりやすい雰囲気がある．たとえば，
同じ大学の同じ専攻の研究室であっても，お互いの研究内容を十分知らなかったりする．◆A4	 少なくとも，研
究室単位では概して高い研究水準を維持できていること．◆A5	 高い研究レベルを維持できていると思うが，周
辺のアジア諸国の存在感が大幅に増していると思う．◆A6	 各国政府の大規模な支援をバックに急速に進歩して
いる．◆A7	 研究室の壁を超えて大きなテーマに取り組むような体制を取る必要があると思う．少なくとも大学



院生や若手教員は，複数の研究室のテーマをバックグラウンドにしながら研究を進められるくらいの制度（ある

いはサポート）があってもよいのではないか． 

 

物理有機化学分野・助教・20 代  

◆A1	 元気．世界レベルで有名な日本人研究者も多く，質の高い研究成果が発信されていると思う．◆A2	 5位．

何をもって順位を付けるのかは難しいが，一流誌への論文発表件数をイメージすると 5位あたりだと思う．◆A3	 
修士課程・博士課程学生に給与がなく，むしろ授業料支払いの義務があることは検討すべき課題の一つだと思う．

海外では学生が給料をもらっており，科学研究を生業としているというある種の責任意識をもって研究に取り組

む姿勢が見られると思う．◆A4	 日本では精密な分析や丁寧さや慎重さが求められるタイプの研究結果をまとめ
るのに長けていると感じる．有機化合物の高い精製純度や温度や濃度などの細やかな管理が必要な研究に関して

は，日本人ならではの研究が多いのではないか．◆A5	 これまではアジアにおける研究拠点として揺るぎのない
立場があったかと思うが，近年はアジア地区での経済発展を背景に中国・韓国での論文発表件 数や国際会議開催

件数が増加しており，日本の立場が危うくなりはじめているのでは？と感じる．◆A6	 一流誌での論文発表件数
などを意識すると，アジア諸国の科学力は近年急激に成長を続けていると思う．優秀な若い人材が自国内に固執

して留まるのではなく，欧米諸国の高いレベルの研究環境を求めて積極的に飛び立つ意欲・意識は素晴らしいと

思う．◆A7	 日本では不況や就職難の影響を受けて学生が安心して研究活動に打ち込めない不安要素が増えてい
るのではと思う．また，大学教員としての採用枠は 近年減少の一途をたどっており，将来の見通しが立たない博

士研究員やポスドク研究者の不安も非常に大きいのが現状．日本の化学が元気でいるためには，学生・研究者が

将来の生活に不安をもつことなく安心して化学に打ち込める環境を整えることが不可欠だと思う． 

 

有機化学分野・講師・30代  

◆A1  元気に見えるが余裕はない？ ◆A2	 量的には2〜3位くらい．質的には5〜10位くらい．◆A3	 中学，高
校での暗記型化学教育．◆A4	 中小を含め化学企業が多い．◆A5	 やや弱まるが一定の存在感は維持している．
◆A6	 猛烈な追い上げを見せているが，公害など日本の失敗をあまり学習していないのではないか？◆A7	 化学
を日本の科学技術分野の 重点領域と定め，国をあげて教育と産業の育成を図る．◆A8	 欧米に比較するとやや
経験と実践が重要視され過ぎているが，日本の化学，化学教育の特徴としてある程度堅持すべき． 

 

生体材料化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 2位．研究環境でいえば1位になると思う（試薬の入手しやすさなど）．教育環境などはまだ

まだ欧米に劣っている．◆A3	 国立大学法人化で通常の法人格の労働環境遵守など制約が大幅に増えたと思う．
管理などの面では個人に任せられるべき部分はあると思う．また，専門であるバイオマテリアルの分野では事業

化への大きな制約がある．薬事認可等の審査を単に厳格にするだけではなくリスクと利益の評価を適正に行って

必要な技術を広く使っていく覚悟が必要だと思う．また，以前ほど学力の高い者が化学を目指さなくなっている

のではないかという懸念もある．実験の楽しさを周知する教育が必要だと思う．◆A4	 自分で思い立てば研究と
して何でもできる環境はあると思う．実用化まで考えるのは難しいかもしれないが．◆A5	 日本の製造業が衰退
しない限り，研究ニーズも減ることはな存在しつづけると思う．ただ，製造業まで発展していないライフサイエ

ンス分野は外国に研究水準の水をあけられる日も近いかもしれない．◆A6	 とくに新分野（ナノテクノロジー）
での新興国の発展は目覚ましいと思う．人材交流の流れにわれわれも入っているとは思うが資金投下の仕方など，

比較して負けないようになどとるべき道はあると思う．◆A7	 化学に目を向ける若者を多く育てること．また，
彼らが海外にも多く目が向くように教育することだと思う．◆A8	 細かな分野によって国際的な評価の高低があ
ると思う．これらをよいところだけ伸ばすか，補足しながら全体の発展を図るべきか，おおいに議論が進むこと

を期待したい． 

 

 



材料化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．◆A7	 日本の化学が元気でいるためには，今後も日々研究に邁進することが重要．化学者は研究に
邁進することで元気になる．日本の化学が元気でありつづけるためには，まずは日本の研究者が元気でありつづ

けることが重要． 

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気がない．物理分野との共同研究がさかんに行われているのは好ましいことであるが，研究成果が物理
分野で評価される一方，化学としての評価が高くない点が問題である．化学者が単に試料供給で終わっていると

いう評価が下されている．◆A2	 1位．競争相手となる海外の研究グループが縮小，あるいは撤退しているので日

本が1位となっているように思われる．◆A3	 シニア研究者のアカハラやパワハラにより，若手研究者，学生のア
イデアや挑戦をつぶしている．研究費の面で若手研究者，学生を支援することにより，シニア研究者から独立し

て若手独自のアイデア，挑戦を実行に移すことが可能になると考えられる．◆A4	 シニア研究者の業績を膨らま
せるにはよいと考えられる．◆A5	 今後の科学政策次第と考えられるが，基礎研究をおろそかにすればアジア諸
国に追い抜かれる可能性が高い．◆A6	 現状では，研究の質的には日本に追い付いていないという印象があるが，
今後，質的にも量的にも日本を追い抜く成長力はあると思う．日本の科学政策がいかに新しい研究の芽をつぶさ

ずに，育てられるかにかかっていると思われる．◆A7	 既存の分野に囚われず，日本が先導する分野を形成する
ようにする．また，次世代を担う研究者の育成に努めるべき．◆A8	 研究者個人のアイデアに対して，未来のた
めに投資する覚悟が必要ではないかと思う． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．Q2の理由で回答が難しい．◆A2	 1位．順位を付ける判断基準は人それぞれ．研究者人口，国籍，

論文数，引用数，ノーベル賞受賞者の人数，研究費など，一概に決めるのは難しい．よって1位というのは個人的

な希望．◆A3	 大学の総数の多さ．◆A4	 基礎研究（応用とは遠い純粋科学）に対する懐の深さ．学術振興会特
別研究員制度．JSTさきがけ研究．◆A5	 現状維持．◆A6	 中国の現在の経済成長がマイナスに転じたとき，現
状の勢いを維持できるかどうかに興味がある．韓国はノーベル賞を取るために科学を促進している印象．台湾そ

の他のアジアについては知識がない．◆A7	 研究予算は十分に配られている．バランスを取りつつパーマネント
ポストを減らさないこと． 

 

錯体化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気！現状は極めて元気だと思う．アクティビティーも高く，人材も多数輩出している．世界でも先頭グ
ループのなかで，力強く走っている．◆A2	 2位．昔はイギリス，フランス，ドイツあたりにも負けていたが，今

ではアメリカに次いで2位．もうすぐ中国に追い付かれて3位になる．◆A3	 無用な雑用が多すぎること．1）物
品の購入について．会社勤めをしていたときは，「ほしいもの」を購買部に連絡すれば，あとはほかの部署の人

がすべてやってくれた．大学では購買部のために書類を作成し，財務部のために会計入力をし，安全部のために

安全に関する手続きをしなければならない．誤解を恐れずいうならば，これらの仕事はすべて事務方がやるべき

仕事である．これをすべて肩代わりしているのがわれわれ大学教員である．それでいて，あの予算でこれを購入

できる，できないなどの管理は極めて厳しく，かつ現実に即しておらず，ルールが明示されているわけでもない

ので，何度も書類をつくり直さなければならない．現実問題として爪楊枝や針，トイレットペーパーが購入でき

ない経費があるのにはびっくりする（私は研究以外で，爪楊枝を使ったことは一度もない）．2）授業について．

授業は教室全員に対してやるから効率がよく，大人数に教えることができる．授業後の数十分を質問対応に使う

ならまだしも，一人一人のメールや研究室に来ての質問に答えていたら時間がいくらあっても足りない．極論だ

が，授業後の質問は受け付けないほうがよいと思う．しかし，それをいうと教員の人気に響き，研究室配属で損

をすることになるので，みんないえず，結局みんなで時間を使っている．個人的な意見としては，講義の 後に

質問を受け付ける時間を設けて，そこで受講している学生全員に質問と答えを共有したほうが，無駄も減るし全



員のためになる．3）プロジェクトの報告書，報告会．現在われわれが研究をするためには科研費以外にもさまざ

まなプロジェクト資金を取る必要があり，資金を得るためには一般国民に成果を説明しなければならないのは当

然である．しかし，はたして「報告会の数」は多ければよいのだろうか？とくに，東京から離れた大学の若手研

究者にとって，報告会1回は，準備も合わせて2〜3日拘束される．それが年に3〜4回もあれば，学会発表や国際学

会と合わせると，オフィシャルな労働時間の1月分以上を講演会でつぶすことになる．国民への成果報告を本気で

やるのであれば，年会などの講演の内容をweb公開し，それ一回でいくつかの成果報告を済ますというのも手だと

思う．また，年会などの学会期間中やその前後に，研究費の成果報告会を併催できないものだろうか？また，業

績報告用のフォーマット（Endnoteのようなもの）をつくって，一括アップロード・ダウンロードできないだろう

か？私の経験では一年あたり7〜8回ほど業績報告を行っている．しかもホームページのデータベースが三つほど

ある．それ以外に申請書で年5〜10回業績を書き込む．それらの形式がみんな統一されていれば作業が楽になる．

Endnoteなどが使っているRISやBIBTEX形式でもいいし，新たな形式を文科省がつくってくれればそれが一番いい

ように思う．「研究費の審査と成果の管理」は，100%知的情報であり， もITの恩恵を受けやすいところである

から，よりいっそうITの導入が進んでほしい．4）研究費の申請，とくに科研費．研究費の申請は，「これからこ

ういうことをやりたいので予算をください」という形式で書類をつくる．しかし，現実は，夢のあるテーマは通

りにくく，実績のある人が通りやすい，といわれるし，実際そうであると思う．経験としては「この内容で一流

雑誌に掲載されたので，この続きをやります」と書くのが一番通りやすいように感じる．また，助教以下には未

来への投資も重要だが，教授は過去の実績があって当然で，それがない人に研究費をだしても，また「絵に描い

た餅」になるかも知れないと考えるのは自然である．また別の観点では，本当に「実現可能でかつ興味深く，誰

もやっていないテーマ」であるなら，それをタダで同業者に見せるのは大問題である（研究室のスタッフが集ま

ってみんなで申請書を読む研究室もあるという噂もある）．私は一度，自分の申請書のアイデアが盗まれたと思

ったことがあり（後日勘違いであることがわかったが），それ以来本当に面白いと思うテーマは論文を書くまで

申請書に書かないことにしている．……そういう審査を続けるのは問題だと思う．ならばいっそ，「成果に対し

て研究費をだす」というルールにしたらどうか．具体的には「日本学術振興会誌」をつくり，現状と同様に査読

を行って実際に論文雑誌としてPublishするのである．その雑誌一報に付き研究費いくら，と決めてしまえばよい．

これなら結果の公開という観点でも問題ないし，また報告書の意味が薄いという現状にも即している．雑誌は英

語でいいと思う．この雑誌は一流教授も本気で書くであろうし，Nature姉妹誌級のレベルになってもおかしくない

のではないか（日本でレベルの高い学術雑誌をつくることは重要と考える．後述）5）全体を通して；これらは日

本だけに限った話ではないと思う．現実には2月・3月には事務方は深夜まで残業しているのは認識している．提

案だが，大学事務と教員がそれぞれの不満や，改善点を相談し，カイゼンを行う日を年に1日，いや半日取れない

だろうか？6）それ以外；外国人研究者に日本人よりも高い給料を払ったり，学費を免除したり，特別に優遇して

いるのは，おそらく日本だけである．優しさは日本人の美徳であるとはいえ，経済が逼迫しているなかでいつま

で大盤振る舞いを続けるのだろうか．海外では国内の学生の学費を大幅に補助し，外国人からは高い金を取ると

いうのが基本である．これこそ成果を目に見えるかたちで説明する義務があるのでは．◆A4	 ヨーロッパでは分
業化していて，簡単な合成だけ，もしくは簡単な測定だけしかしていない人が多かった．なので，論文を書いて

いても，自分のやっていること以外はまったくわかっていない人がいた．日本ではさまざまなことを全部自分で

やる場合が多く，大変ではあるが，幅広い知識をもっていると思う．その結果，新たなテーマがでてきやすいよ

うに感じる．ヨーロッパと比べれば日本の学生・教員は熱意をもって研究を行っている点では明らかに上である．

たとえば100 mgの試薬を量り取るのにも，日本人は100.0 mgまで合わせようとするのに対し，外国人は105 mg程度

でも平気だったりする．ガラス器具の洗い方も日本人が抜群に丁寧．そういうところで再現性や実験の上手さが

決まっているように思う．現状には問題もあるが，それでも世界で戦っていけているのは，研究者の質と努力に

よるところが大きいのではないだろうか．また世間が研究者を温かく見守ってくれているとも感じる．俗ではあ

るが，薄汚れた研究者でも，友人が理解をしてくれるのはとてもありがたい．◆A5	 多少は落ちていくと思う．
過去のフランスの化学は，「世界に冠たる」というに足る，世界をリードするものであったが，今ではだいぶ落

ちている．同様にスペイン，イタリアなど，英語が苦手なところはみなグローバル化で海外の人間が集まらず，



結果的に苦労しているように見える．日本も情報の中心，グローバルな人材の集積地点になることはありえない

ので，アメリカ，イギリス，シンガポールのような国とは太刀打ちできないのではないか．しかし，ほかのアジ

ア勢が今後存在感を増すのはまちがいないが，とはいえ同じ理由によって，圧倒的になることはなく，日本が圧

倒的に下に行くこともないと思う．◆A6	 現状はまちがいなく伸びている．アジアの若者は，「今日頑張れば明
日はきっと幸せになる」という，日本人が失ってしまいかけている希望をもっている．化学は努力が実る学問で

あるし，彼らはこれから大きな成果をだすであろうし，今後30年以内に中国・韓国・台湾人がノーベル化学賞を

取る可能性は高いと感じる．でも日本を捉えた後は，やはり苦労するように思う．中国の競争は激しすぎて，論

文数をだすことに集中しており，本質的には後追いの研究が目立つ（日本もそうなっているが……）．率直にい

って，中国人・インド人の論文からアイデアを得ることはほとんどなく，再現性も悪い．こういう論文が増える

と，そもそも論文自体に価値がなくなってくる．同様に，日本人の合成化学者の論文は信頼できる．工業はとも

かくアカデミーにおいてはこの「信頼性」は大きな価値がある．余談だが，そういう玉石混淆の論文雑誌から，

再現性，信頼性のある使える情報を集めるという仕事は今後重要になってくると考える．昔のGmelinやBeilstein，

もしくは日本の実験化学講座シリーズのようなものを整備することは重要である．◆A7	 「BCSJもしくはChem. 

Lett.を，Angewandte Chemieにする」これを本気で提言したい．そのためには小手先の話ではなく，日本人全体の

能力を向上することが必要である．非英語圏の先進国は，どこも凋落している．IT化により，英語圏の情報伝達

が極めて早くなっており，また情報をお金に変える手段が確立しているのが現代である．人の移動も容易になっ

てきており，英語圏に優秀な人が集まる時代である．われわれは論文を書いたらお金を払ってネイティブに英文

を修正してもらい，お金を払ってJACSやChem. Comm.に投稿している．これらはすべて英語圏の収入になってい

る．インドやオーストラリアの研究者にも英文校正で稼ぎがある．またJACSはアメリカ人に多少甘いようにも見

え，人の一流の研究成果と，自分たちの普通の論文を集めてアピールする雑誌をもっていれば，成功するのは比

較的優しいと思われる．さらにわれわれ日本人や中国，インドなどの超一流の研究者を集めることも成功してい

るのに対し，日本では海外の研究者に日本人以上のお金を払って来ていただいている．着目すべきはドイツであ

る．ドイツは非英語圏でありながらAngewandte Chemieなどの一流化学雑誌を擁し，研究の質も高い．まじめなと

ころ，工業を大切にしているところなど，ドイツと日本は共通する点も多いと感じる．またノーベル賞という制

度も面白い．スウェーデンという決して大きくない国が評価する制度であるが，これを受賞することは世界的な

名誉であり，あらゆる国で注目を集めている．ところで受賞者の国別ランキングを見ると，アメリカ，イギリス，

ドイツ，フランスに次いで5番目にスウェーデンが来る．自国とその研究者のアピールにも役立っているのである．

政治的な配慮があるとの噂もされるなかで，格式を保ちつづけているのは，ノーベル賞の審査員が素晴らしい「評

価力」をもっているためであることはまちがいない．翻ってわれわれは，「審査をする力」「いいものを評価す

る力」をヨーロッパ人と比べて十分にもっているだろうか．たとえばサッカーを見ていても，欧州選手権はとて

も楽しく，ともすればW杯以上に見入ってしまう．一方でアジアの試合ではラフプレーが多く，見ていて気分が

悪くなることも多い．それは技術レベルの差もさることながら，審判のレベルの差もあるように思う．審判のレ

ベルが高いから，ヨーロッパでは無意味な反則はせず， 高のプレーを目指しつづけることができているように

見える．ほかのスポーツでも同様で，審判の能力としては，アジア人はヨーロッパ人のはるか後方にいると思う．

また日本の大銀行が，成功するまえの会社に投資したという話は聞いたことがない．経済力としては世界トップ

の日本の銀行は，世界経済に正の影響力をもてたことはなかったのではないかと感じてしまう．他国も実情も知

らないのでこれ以上は差し控えるが，投資とは「審査力」そのものであり，この点でやはり物足りなさを感じる．

「BCSJもしくはChem. Lett.を，Angewandte Chemieにする」そのためには審査する力が必要である．「審査をする

力」のなかには，興味を集めるであろう論文を，ささいな理由で落とさないこと，卒業間近の学生を抱えている

論文でも，雑誌の将来のためには落とすことなど，清濁併せのみ，真にアカデミーの将来を判断できる能力を伴

う査読を，われわれ日本人ができるようになる必要がある．それも半分の人ができてもだめで，ほとんど全員が

高いレベルの評価をできるようになる必要がある．この「審査する力」は，企業に行く学生にも重要であると考

える．あるテーマにリソースを注ぎ込むか，それとも部署をたたむかという判断は会社の生死を分けるが， 近

の日本企業には先見の明をあまり感じない．企業でも社内政治が働き，社内での力の強い人の意見が通ってしま



っていないか．これも一人二人ではなく，社内の大多数が正しい評価ができるようになることで変わっていくの

ではないか．◆A8	 現代の若者は私自身も含めて，努力が足りない人間が増えてきていると感じる．しかしその
理由は「頑張ったらいいことがある」と信じられないためであると考える．賽の河原で石を積むことに，200%の

努力ができるものはいない．つまりそれは，「頑張るべきこと」を指し示せていない上の世代の問題でもある（残

念ながらここにも私自身が含まれる）．目標をわかりやすく示すことができれば，また世界中から信頼される日

本人像をつくり直すことができるはずである．泥のなかから金を見つける眼力と，そこに身銭を切って飛び込む

胆力，これこそ今の日本に足りないものであり，これがあれば日本は幸せになれるものでもあると信ずる． 

 

有機化学分野・准教授・30代  

◆A1	 元気．若い研究者が自由にのびのび元気に研究を続けていける環境が長く続くことを祈る．◆A2	 1位．

日本人は基礎化学をとことん考えることに向いていると思う．基礎化学分野では世界をリードする存在であり，

ぜひとも基礎化学の大切さを伝えていくべきだと思う．◆A3	 特許が絡んで公開できない研究内容は，それ以上
発展も展開もしない．利害が絡む特許を大学の研究者が追い求めることは，研究の幅を狭めることにほかならな

いので，大学研究者が特許を取ることを評価する制度はやめたほうがよいと思う．研究費不足で研究が進められ

ない，あるいは，研究費獲得に途方もない労力を使うため，教育活動や研究活動がおろそかになるので，ある程

度の研究費は国がしっかり保証するべきだと思う．◆A4	 大学のみならず，企業や財団でも奨学金制度が結構多
くあるので，大学院生がよりゆったりと研究することができると思う．◆A5	 基礎化学をおろそかにし，目先の
利益を追った研究に走らず，基礎化学を地道に続けていけば，日本の科学技術は世界に欠かせないものとなり，

同時に日本の化学の力の信頼が増していくと思う．◆A6	 エレクトロニクスなど，目覚ましい進歩を遂げている
が，基礎教育がどこまで行き届いているか不安に思う．30年後にはたして同じ勢いとは現状では思えない． ◆A7	 
何よりも，教育を大切に思い，一人のスーパースターよりも，大勢の基盤を支える国民が化学の大切さを理解し

てゆくことこそ，長続きの秘訣と思う．なにより，どうやって今の知識，技術を若者に伝えるかという教育を考

える事が今一番大切と思う．◆A8	 刹那的，短絡的な考えを捨てて化学の本質を見据えるような研究とは何かを
みなで考えるべきだと思う． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 そのほか．有機化学において，元気のある分野もない分野もあると思う．しかしながら，何か新しい研究
が始まったら，いつかは，発展的に研究が終わるのは歴史の必然であるので，常に新しい分野をつくることが大

切だと思う．◆A2	 1位．学術的な部分での有機化学はまちがいなく世界のトップレベルだと思う．◆A3	 制度
や慣習ではないが，少子化問題は大きな問題であると考えている．小さいころから競争や苦労が少ない環境で生

きていけば，科学に必要とされる工夫や創造，努力といったことが自然にできる人は極めて少なくなると思う．

◆A4	 日本の化学は水準が高いために，日本で学べば海外で十分に通用する点は長所である．◆A5	 10〜20年で

は大きく変わらないと思う．大きく変わるとすれば人口動態に対応した40〜50年後だと思う．◆A6	 アジア諸国
の経済発展と同時に化学の水準も上がる．とくに鉱物資源をもつ国はそれを有効利用するような化学を発展させ

ると面白い．◆A7	 大学院を卒業した後の就職先がなくなれば研究分野として衰退していくと思う．この分野で
学んで何か新しく「売れる」ものをつくるということの重要性を，大学にいるときから学び，卒業生が世界で売

れるものをつくる必要があると思う．◆A8	 日本の化学は「ものづくり」が得意だというが，これは幻想．むし
ろ，これまでにおいてハングリー精神や工夫や努力があったから「ものづくり」の分野で世界のトップに立てた

のだと思う．現在はこの部分が弱ってきているのではないだろうか．大学での化学の研究予算はバイオ関連研究

等に比べ，そこまで大きくないので，研究費はある程度広く均等に配分して，成功した研究者に報奨金的研究費

をだすシステムをつくるといいのでは．また，成功を評価するのは「偉い先生」ではなく，同世代の研究者がい

い．裾野の広い研究分野とすることで，多くの人に工夫して成功するチャンスがあると競争力が生まれると思う．  

 

 



生体関連化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A6	 ジャーナル掲載に関して，とくに中国の急速な追い上げはすさまじく，中国の科学政策が功
を奏していることが如実に現れてきている．これまでの社会発展と人材育成が，化学研究においてもその進展に

拍車をかけている．さらなる驚異的な存在になることは明らかである．◆A7	 日本発のオリジナル性の高い研究
分野をさらに立ち上げていくことが大切． 

 

生体関連化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 2位．◆A6	 アメリカで成果をあげた研究者が自国に戻り，一極集中的に成果をだしはじめ
ているような印象をもっている．◆A7	 日本発の新しい概念を切り拓く． 

 

無機材料化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．私の専門分野（無機材料化学）では日本の研究者が存在感を示している．◆A3	 長期にわたる学生
の就職活動は研究の進行の妨げになっている．◆A6	 中国は海外で研究をしている研究者のなかに活躍されてい
る人が多くいる印象がある．韓国は一部の大学に投資を集中させてエリートを養成する方法がうまく機能してい

る印象．◆A7	 学生が博士課程に進みやすい環境をつくることが大切だと思う．奨学金制度の拡充に加え，アカ
デミックポストを増やしたり，企業でも博士を積極的に採用したりすることを考えてほしい． 

 

触媒化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気！日本人は今がよければ将来を憂え，今が悪ければ今を憂うのでまるで元気がないように見えるだけ．
◆A2	 1位．希望込みで．◆A3	 「効率」「成果」を重視しすぎる結果，粘り強く成し遂げられる長期的研究へ
の投資が減少していること．◆A4	 倫理観や教養の水準が高いため，学生・教員の平均レベルが非常に高いこと．  

◆A5	 科学技術立国を目指し，科学に十分な投資が行われるのなら，変わらずに世界の 先端を走っているはず．

他国によくものまねをされて苦しむことは多くとも．◆A6	 中国がナノテクでもっと高い技術をもつようになる．
◆A7	  鈍感力が求められている．バカになれ！ ◆A8	 小・中学の理科教育（実験を含む）の徹底を望む！  

 

有機化学分野・准教授・30代  

◆A1	 元気．若手の先生がたに元気のよい人が多い．◆A2	 トップ3．◆A3	 1）雑用が多い．アメリカのよう
に研究者と教育専門に分けるべき．2）ポスドク（博士研究員）制度の遅れ（日本で導入するのは難しいかもしれ

ないが）．◆A5	 中国やインドなどアジア諸国の台頭が目覚ましく，押されがちになっているのでは．◆A6	 一
昔前の日本のようにハングリー精神があり，すごい勢いで伸びて来ていると思う．とくに中国は国策として研究

にかなり力（お金）を入れており，環境も整ってきてトップレベルにのし上がってくると思う．◆A7	 化学だけ
では話題性の高い研究がでにくくなってきて，昔ほど人が集まりにくくなってきているような気がする．基礎的

な研究だけでは，今後，研究者人口の多い中国などに押されてくると思う．化学をベースとしたオリジナリティ

ーのある境界領域の研究を活発にやらないといけないのかもしれない．◆A8	 生物の話は直感的に捉えやすいの
に対し，化学はわかりにくい部分が大きいと思う．話題性の高い研究を発信していくことがもちろん大事だが，

それ以外に化学にもっと興味をもってもらい，面白さを知ってもらうことも大事だと思う．そのためには小学校

から大学までの導入教育で，もっと印象に残る楽しい「化学」を教えていく必要があるのでは，と思う． 

 

材料化学分野・教授・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 2位．◆A3	 研究室では技術の伝承に重きが置かされ，その技術が門外不出となる傾向が強
いと思う．これは，既存の分野への新規参入を妨げている．また，新しい分野の開拓には，異なる分野間の共同

研究が必要となるが，この慣習は，スピーディーな研究組織の構築の障壁になっていると思う． ◆A4	 反面，総
合的に構築された技術の伝承は，大きな長所と思う．現在，研究分野の細分化が進み，共同研究だけでは補えな

い，あるいは非常に時間のかかる技術の融合化が必要となる．このような場合，一つの研究室に技術が集約され



ていると，国際競争においても非常に強みになると思う．◆A5	 現在の20代と30代の研究者は，ほぼすべてポス

ドクを経験して，公募制によりポストを得ている．また，研究資金の厳しい獲得競争も経験し，海外との共同研

究や交流も日常的に行っている．そのため，10〜20年後も，世界と渡り合える力は個人レベルにはあると思う．

スピーディーな国内外の研究ネットワークの形成が，10〜20年後の，日本の化学の立場を決めると思う．◆A6	 ア
ジア諸国の化学の現状は，まだインフラ設備が十分ではなく，また学生数も多いため，基礎研究が多いと思う．

しかし，足りないものを相互に補い合う組織があり，これが中国・韓国・台湾の台頭につながっていると思う．

将来， 新機器が導入され，技術が広く育つと化学の発展の中心になると思うが，それは経済発展次第と思う．

◆A7	 スピーディーな国内外の研究ネットワークの構築だと思う．この研究ネットワークは継続的なものより，
研究課題に応じて柔軟に組織を構築・解体するものが重要になると思う．◆A8	 海外の研究者と議論していて思
うのは，日本の化学は基礎化学に重きを置いている傾向があるということ．教科書になる基礎化学の研究は重要

だが，応用研究を目指した，出口のはっきりした基礎化学や応用化学も重要だと思う． 

 

生体関連化学分野・博士研究員・30代  

◆A1	 まだ元気だと思う．◆A2  ？位．何の順位か分からない．◆A3	 内向きなスタンス．◆A4	 古くからあ
る研究分野（たとえば天然物合成とか生物有機化学など）が，研究内容，人材ともに充実している気がする．◆A5	 
現状とあまり変わらない．◆A6	 オリジナリティーがあるかは疑問だが，成果発表（論文）の数が増えてきてい
る印象がある．◆A7	 古くからある研究分野を大事にしつつ，化学で新しい分野を開拓すること． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 旧帝大，一部の私立大などでは元気．◆A2	 4位．◆A3	 アメリカと比較して科学研究費の額が大幅に少
ない．助教の任期制．学生の就職活動期間が長い．◆A4	 学術振興財団の特別研究員制度．学生のアルバイトに
費やす時間と労力をリサーチアシスタント制度で補う．学生の卒業研究に対する取り組み姿勢が高い．◆A5	 中
国，インド，ロシアの科学技術分野の発展とともに，日本人化学者は化学以外のところ（生化学，工学，薬学，

医学，など）に展開して，総合的に研究を進めて活路を見いださざるを得なくなる．そのため，従来の縦割り分

野に囚われる研究でなく，分野横断的かつ迅速に研究が進められる学術領域の設定を支援していかなければ土俵

がなくなってしまう．◆A6	 中国：国力が豊かになり，国内の科学技術を海外留学中の研究者が帰国して活性化
させるようになると，大学進学率の向上とともに日本を抜き去ってしまうだろう．韓国：個々の教育レベルは高

いが，欧米留学傾向が強い．政府の国内での教育，研究奨励が補強され，空洞化を避けることができればさらに

発展する．台湾：特定の研究者，研究領域を擁立して，特定分野での国際連携を進めなければ一国で幅広い研究

分野を網羅的に発展させるというのは難しい．◆A7	 1）助教の任期制の排除．生活の不安，次のポストの就職
活動に時間が取られる．次のポストが得られたとしても研究テーマをまた設定し直して分野変えなければならな

い．2）助教，准教授のポスト拡充．就職難で任期終了直前になると不安で研究が手に付かない時期もある．3）

科研費の増額．全体的にアメリカと比べ研究費が少ない．もっと技術補佐を雇用して研究を進められる制度を確

立して，大学で科学に携わる社会人を増やすべき．◆A8	 若手間が横断的に共同研究を進められる制度を拡充す
べき．科研費の申請を年2回にすべき．大学での教員公募を研究室名ありきで決めるのではなく，ある程度柔軟的

に公募することが望まれる． 

 

有機化学分野・准教授・30代  

◆A1	 元気． 近，若い30代の先生が教授になられて，バリバリ活躍されていることも多いので希望的観測も含

めて元気と考えた．◆A2	 3位．論文数ではなく印象に残る仕事をされている先生の数を考えるとアメリカ，ドイ

ツ，日本かと……．◆A3	 近は，若手研究者（40才ぐらいまで）の海外に行くための制度が減っているように

思う．これに加えて，任期制を導入した結果，採用されてから短期間の間に結果が求められるので，海外に行け

なくなっているのだと思う．任期が決められると，成功するかわからないような夢のある研究ができなくなって

いる点も問題ではないだろうか？ ◆A4	 近は若手研究者の独立が目立つが，意外と，教授，准教授，助教の講



座制にもいい所があるのではないだろうか？世代や価値観の違うスタッフと一緒に議論するのもいいものかと

……．◆A5	 中国，台湾，韓国には抜かされているかもしれない．◆A6	 よくいえば，パワフル，悪くいえば，
無分別（とくに中国）．◆A7	 まずは研究を行うためのサポートではないだろうか？競争的資金の割合が増えて
おり，一部に集中しないように配慮されているとはいいながらも，結局は偏りがあるように思う．日本の科学に

厚みをもたせるためには，意欲のある研究者には幅広く配分すべきだと思う．人材育成も重要． 近の傾向かも

しれないが留学生を増やそうとしているところが多いように思う．しかし，日本の将来のことを考えれば，日本

人学生に対して勉強，研究意欲がでるような制度を設けるべきだと思う． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．元来日本が得意とする分野であるうえに，一昨年のノーベル化学賞受賞の余波がある．◆A2	 アメ
リカに次いで2位．◆A3	 教授をトップとする講座制．研究資金の一極集中化．◆A5	 現状とそれほど変化して
いない，すなわち先進国のままではあるだろう．しかし，後進国との差がほとんどなくなっているように思う．

◆A6	 個々のレベルはいまだ日本には及ばない．ただし，中国はマンパワーで研究を進めているため，今後教育
の質が向上すれば日本の化学者にとって脅威となる．◆A7	 何よりも「若い世代の教育」に尽きる．現在大学に
在籍している学生はもとより小・中・高校生に対して，“化学とはどのような学問か”を“正確”に教え，彼らの知的

好奇心を刺激すれば，結果的に優秀な人材の育成につながる．優秀な人材は，新しい技術や研究分野を生み，そ

して育む．◆A8	 現在の安直な成果主義は，目先の実用化に囚われすぎて基礎研究をおろそかにする傾向がある．
資源の乏しい日本が国際的競争社会で生き残っていくためには「技術」を磨くしかない．「技術」すなわち「応

用」は，「基礎」なくしては成り立たない．基礎研究の重要性を再認識すべき．また，テレビなどのマスメディ

アでたびたび取り沙汰される「疑似科学」も早急に解決す 

べき課題である． 

 

物理化学分野・博士研究員・20代  

◆A1	 比較的元気だと思う． 産業界と結び付きの強い，化学工学分野での発展が著しいように感じる．◆A2	 5

位． 「順位」の基準が不明確なので回答が難しいが，学問研究の質としては，北アメリカやヨーロッパ先進国と

肩を並べる程度のレベルを維持していると思う． ◆A3	 人気のある研究分野や一般報道で取り上げられるトピッ
クスなどを見ていて， 一度「流行」と認められた分野に，みなが乗り入れようとする傾向が強いのが気になる．

また，基礎化学を「実用化学のための基礎」と認識するため，これからどのように発展するかわからないような

分野には，あまり注目が集まらないことも心配．これらは，個々人の化学に対する理解が十分でないために，起

こる現象だと思う．改善案として，高校化学を暗記科目から脱却させる質の高い研究を正しく評価できる機構を

確立することを提案する．◆A4	 分野は限られるが，大量の資金が研究・開発に回されており，現在の日本の化
学の発展はこれによって支えられていると思う．◆A5	 化学工学が強い国になっていると思う．その陰に隠れる
ように，レベルの高い基礎化学研究が発展すると思う．◆A6	 科学が政治的な要請に振り回される傾向が強く，
今後も続くと思う．これからは，短期的に国益となるような応用化学研究が大きく発展すると思われる．基礎化

学では，世界的に注目を集めた分野に後発で乗り入れ，物量作戦で世界をリードしていくと思う．◆A7	 化学を
専門としない人の，化学に対する知識を豊かにしてより深く興味をもってもらえることが大切であると思う．そ

のためには，化学物質や化学現象に親近感が湧くようになればよいと思う．◆A8	 化学の専門家の方，門外漢の
方の両者が心を開いて（アレルギーを感じないで）コミュニケーションを取れるようになるとよいと思う． 

  

生物化学分野・企業研究者・20代  

◆A1	 元気がない．一部非常に元気のある方がたがいるが，研究者の数自体が少ない．日本の化学としてみれば
元気がないということになると思う．◆A2	 1～3位？世界でもトップレベルの研究だ，とよく励まされるが，あ

まり実感はない．◆A3	 大学院博士課程への進学しにくさ（卒業後の就職しにくさ）．研究者育成という観点か
らだが，博士課程への進学は有効だと考えている．もちろん，修士課程で卒業し，企業で研究者になるという選



択肢もある．ただ，博士課程への進学は，1）金銭面の事情：奨学金はありるが，利用する人は大抵修士，それ以

前から利用しているので，返済額が多額になる，2）卒業後の進路：ほぼ研究者一択だが，企業に就職できるか，

という不安などの理由から，なかなか難しいように思う．私のまわりでも，博士へ進学したものの，上記理由で

中退した人が二人いる．具体的な案は思い浮かばないが，何かしら博士へ進学しやすくなる制度があってもいい

ように思う．◆A4	 博士とは逆に，修士へは進学しやすいように思う．修士まででも3年は研究することになるは

ずなので，これはよい点だと思う．ただ，世界でトップレベルを目指して行くならその先が重要．◆A5	 一部テ
ーマはトップレベルを維持するかもしれないが，全体的にレベルは落ちていくように思う．◆A6	 あまり実感は
ないが，中国は今後伸びてくるのではないか．◆A7	 教育の充実→研究者の育成だと思う．研究室でも教育もそ

うだが，大学での授業もより充実させるべきだと思う．出席していれば単位をもらえるような講義ではレベルは

落ちる一方だと思う．もちろん大学なので，自分から進んで研究するべきだが，それは講義が適当でいい理由に

はならない．素晴らしい講義を行ってくださる教授もいらっしゃるが，少数派ではないだろうか． 

 

有機化学分野・助教・30 代  

◆A1	 そのほか．日本の天然物化学分野はこれまで元気であったと思うが，現在は衰退傾向にあると思う．◆A2	 
4位．アメリカ，ドイツには負けていると感じる．そのほかの国には負けていないとは思うが，ただ 3位に日本が

来るかといえば自信をもってそうとはいえない，ということで 4 位と回答した．◆A3	 1）助教任期制，テニュ
アトラック制．近年，大学常勤職員の 初の職位である助教に 3～5年程度の任期を付し，任期内に別のポジショ

ンを探せなければ，任期切れ（クビ）という制度＝任期制が一般化している．類似した制度として，新たに採用

した（任期付き）テニュアトラック助教に少額の研究室スタートアップ資金を与え，メンター（多くの場合，そ

の大学の教授）と相談のうえ，立した研究を展開させて，数年後に審査によって任期なしの准教授に採用するか

否かを決定するという，テニュアトラック制もある．どちらもアメリカの制度を「まねた」ものであるが，アメ

リカで新たに採用される Assistant professor（日本語訳：助教）は，数千万円ものスタートアップ資金（研究室立

ち上げのほかに学生や博士研究員を雇う資金も含まれる）と独立した部屋（実験室も含む）を与えられ，日本の

准教授クラス以上の待遇（給料）を受けたうえで独自の研究を展開し，その後審査を受け，認められれば永久就

職権（テニュア）を獲得する（ちなみにテニュアを得た研究者に定年はない）．日本では「若手の流動性を高め

るため，任期制を導入する」というが，上記のような日本の助教任期制には重大な欠点がある（と私は考える）．

それはアメリカの制度がハイリスクハイリターンであるのに対し，日本の任期制はハイリスクローリターンであ

ることである．2）古い考え方．日本では長きにわたり，理系研究者の職位は助手－（講師）－助教授－教授であ

った．2007 年まで続いたこの制度では，助手＝「教授および助教授の職務を助ける者」であった． 近制度の改

正がなされ，旧制度下における助手は，新制度では助教＝「教育上，研究上又は実務上の知識および能力を有す

る者であって，学生を教授し，その研究を指導し，または研究に従事する」と助手（旧制度と同様）に分け，助

教は独立した研究者と位置づけたが，依然古い風習が残っていて制度が謳うとおりには扱われていない．依然教

授を補助する者として扱われ，額の大きな研究費を取ることも必要とされない（し，実質取れない），教授のい

うことを聞いていればいいという（現教授世代の）考えかたは，われわれ若手の助教にとって足かせといわざる

を得ない．3）大学院における学費．アメリカでは大学院で学び研究に従事する学生は，大学や研究室の教授から

自立して暮らしてゆける給与が支払われるのに対し，日本では（日本学術振興会特別研究員を除いて）授業料や

生活費を親に頼るもしくは，（無理をして）稼ぐ必要がある．これでアメリカと同等の研究者が育つだろうか．

このような状況の中，助教の動性を高めることを大義名分に任期を付してもアメリカのようにうまくはいかない．

そうでなくとも少子化とともに学生の数が減少し，教員の人数が減らされていること，また不景気に伴う大学教

員の給与の減少は，大学教員という職の人気を下げている．上述のような古い考えと悪い潮流が押し寄せれば今

後日本の研究を担う若い世代層が量的，質的に希薄になり，日本の科学は衰退の一途をたどるのではないか．◆A4	 
これまでの日本を見てみれば上述のような不利ななかでもこつこつと地道な研究を続け，ノーベル賞受賞に至っ

た下村博士のような優秀な研究者が育ってきた実績があることに気付く．日本人の気質に合致した，「地味で，

地道ですぐに結果がでない，でも意味のある研究」が日本人の も得意とするスタイルだと思うが，Q3の 1）に



示したように短期間で目立つ仕事をすることが求められる現代の制度ではこのような研究は続けられない．たと

えば回答者が属する天然物化学は，天然から得られる有用有機化合物を対象とするが，昨今の「短期間で結果を

だせる派手な仕事」ばかりを奨励し，「時間がかかる地道な仕事」を軽視する風潮は，天然物化学の根幹にある

天然物の抽出・単離・構造決定に携わる研究者を激減させている．これでいいのだろうか？付け加えておけば，

ノーベル賞を受賞された下村博士のご専門は，まさに天然物の抽出・単離・構造決定である．◆A5	 現在の流れ
が続くとすれば，独自性を失い，欧米の二番煎じ的な研究が増える，あるいはアメリカの制度を本当の意味で取

り入れたならば，短期間で結果をだせる派手な仕事が台頭すると考える．少なくとも日本人の気質にあった，日

本人でなければできない仕事は姿を消すであろうと予測する．◆A6	 成長著しい．将来的には脅威となるのでは
ないかと思う．すべては国が研究者をどう扱うかにかかっていると思うので，大きな予算を付けて，よい研究者

を高待遇で集める国はより成長するであろうと考える．今のままでは近い将来日本はアジアでもナンバーワンで

はなくなるだろう．◆A7	 真に競争的な学術環境を構築したいのであれば，政府は国立大学法人の教員の給与を
少なくとも現在の 1.5倍程度に引き上げるとともに，（それでもキャリアの国家公務員や議員等，あるいは製薬企

業の研究者と比べると安い）アメリカのように獲得した研究費の一部を自分の給与に上乗せできるくらいのシス

テムをつくるべきであると考える．デメリットしかない大学教員に頑張れ，アグレッシブであれ，というだけで

はダメで，メリットを見せて頑張らせるようなシステムの構築が必要であろう．一方，科学研究費補助金は派手

な研究にだけ大きな予算を付けていてはダメ．地道で小さな研究を多数助成する必要を感じる．研究者，大学教

員という職が，就職期の学生にとって魅力的に映らないようでは，日本の化学に未来はないと思う．◆A8	 研究
者を経済的にも，内容的にも魅力的な職業とするために個人，大学，企業，国が一丸となって進む必要があると

思う．そうなれば成果は付いてくると思う． 

 

有機化学分野・助教・30 代  

◆A1	 そのほか．日本の化学分野は世界をリードしているが，この分野を取り巻く環境の変化を考えると決して
楽観視できない．今年度のように算出根拠が不透明な状態で，科研費交付額を減額する可能性を研究者に通知し

てしまうことは，研究の推進力の低減につながる．◆A2	 3位．◆A3	 論文業績至上主義の現状では，先駆的な
研究がしにくいので，この慣習はある程度，軌道修正する必要があると思う．◆A6	 中国や韓国人のアメリカへ
の留学生の数が，日本のそれと比較して圧倒的に多いことを，私自身，アメリカ留学の際に肌で感じた．リスク

を伴った冒険をする学生がほかのアジア近隣諸国より少ないことは残念であり，化学を武器として世界で活躍す

る人材（研究者）を育てるには，留学経験を積ませる土台づくりが必要だと思う． 

 

無機化学分野・助教・30 代  

◆A1	 元気だけど，閉塞感は感じる．◆A2	 2位．アメリカには勝てないが，他国には勝っているのではないか，

と考えている．◆A3	 研究者が休みにくい職場環境．大学だからなのか，土日もでてきて当然，夜間までいて当
然という状況．また，これも大学だからなのか，事務的に無駄に書類が多いこと．◆A4	 近はそうでもないが，

年功序列はある意味でよいと思う．先が見えるというのは安心感があるので，このまま頑張っていってもいいん

だ，という気持ちになれるから．◆A5	 先のことはわかりない．粛々と頑張るだけだ．◆A6	 台湾は今後伸びて
くると思うし，日本との共同研究も増えていくだろう．中・韓に関しては，現時点でも共同研究を行っているが，

研究結果に関して嘘をついたり，ごまかしたりと誠実でないという印象を私はもっているので，その点が改善さ

れれば日本を脅かす存在になると思う．◆A7	 「日本の化学」がどの方向に舵を取ろうとしているのか，明確に
するべき．たとえば，何年までに化石燃料を完全に使わないようにするとか，ゴミをだしたら税金がかかるとか，

政治が方向を示してくれれば，こちらはそれに乗って進行するのみ．「エネルギーは無限にあるもので，楽によく

暮らしたい」なんてことは今後ないはずなので，限られた資源を有効に使ってできるだけ不便がない世の中をつ

くるように，「化学」が頑張らないといけないのではないだろうか．◆A8	 まず，「日本の」化学ではなく，世界・
地球規模で考えよう．自国のよいところは伸ばし，他国のよいところは吸収して「化学」の力を発展させていき

たい． 



分析化学分野・助教・30代  

◆A1	 そのほか．流行の分野ではないが，多くの研究者によって支えられている．◆A2	 2位．基礎研究から応

用研究までバランスよく，さかんに研究されていると思う．◆A3	 就職活動と研究活動の両立が難しい時期があ
ること．◆A4	 学部，修士の学生が学会で発表する機会があり，よい刺激を受け，成長していく点．◆A5	 ほぼ
現状維持．人口減少による影響がややあると思う．◆A6	 中国，韓国の非常に優秀な学生は海外留学し，外国で
職を得る場合があるのでこれらの国にとっては長期的に見てもマイナスだと思う．◆A7	 小，中，高等学校にお
ける科学（化学）教育の拡充によって若い才能をさらに育てる． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 そのほか．大きな流れに科研費も研究者も流されすぎて，真に元気とはいえない．◆A2	 4位．たとえば，

科研費の規模が世界的に中程度，一流研究者と施設の一極集中，日本の雑誌の価値向上．1位になるには以上の要

素の解決が必要ではないか？◆A3	 講座制の撤廃．テニュア制の導入．教授，准教授，助教とそれぞれ別のアイ
デアがあるにもかかわらず，一研究室が一つの流れになっているので，アメリカなどと違い研究者の数と研究分

野の数が一致しない状況にある．一流大学に極端に科研費が流れてしまう．その結果，研究の多様性が日本全体

に広まらない．研究・研究環境の格差．◆A4	 講座制により，一研究室内で職員同士が助け合える点．◆A5	 少
子高齢化のため，地方から次つぎと研究規模が縮小するだろう．その結果，当然今のような優位性は保つことは

できない．◆A6	 研究への投資が次つぎに行われ，今後かなりの発展が見込まれる．◆A7	 大学をまんべんなく
強くしていくこと，研究の自由度を高めること．◆A8	 全国民が豊かになることによって日本の経済発展が達成
されたように，化学も全大学のレベルアップによって日本を盛り上げられないだろうか？  

 

材料化学分野・助教・30代 ◆A1	 元気．◆A2	 1～4位．評価の基準が難しい．実用化への距離？論文数（インパ

クトファクター）？◆A3	 企業の秘密主義．（とくに学部および修士課程学生への）青田刈り就職．◆A5	 さま
ざまな面から見た平均として，順位は世界3～10位レベル．◆A6	 中国は，一部は非常に優秀な指導者に引っ張ら
れて成長が目覚ましい．しかし，平均レベルはまだまだ．とくに，著作権などの概念がほとんどないモラルの低

さの改善なしには世界トップにはなれない．韓国は，基礎的な，研究のための研究に偏りすぎている研究者が目

に付く．台湾に関しては知識なし．◆A7	 ものづくりと密接につながった研究．◆A8	 「日本の」と限定すべき
ではないと思う．また，「化学」だけでも成り立たない．より進む少子化を考慮しても，日本人だけでは政治形

態や社会経済など，いずれの分野においても現状維持や発展は見込めない．留学生や移民を積極的に受け入れ，

日本式常識や教育を海外に輸だするような努力が必要と考える． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 1位．定量することは難しいが，圧倒的に「面白いことをやっている」と思う．◆A3	 欧米
式研究体制への根強い信仰．日本の風習，国民性を生かした研究環境づくりを目指すべきところ，欧米式研究制

度を取り入れることが推進されている．たとえば，数年前から日本の各大学で採用されたテニュアトラック制度

は，大学側の準備不足から破綻しているとろも多いように感じる．◆A4	 徒弟制度． 近は問題点ばかりが指摘

されるが，日本に得意な研究分野が遍在するのは，世代を超えて特定の研究を深く追求することのできる徒弟制

度に由来することも事実．徒弟制度を長所として捉えることも大切だと思う．◆A5	 現在のように，上位グルー
プに残ることは難しいように感じる．現在の日本の研究レベルは，団塊の世代の先生がたをはじめとする諸先輩

がたが努力をして築かれたものであり，惰性で維持できるものではない．現在の立場を維持するためには，学生

を含めて若い世代の意識改革が必要ではないだろうか．◆A6	 現在，日本は研究の質においてアジア諸国と大き
く差を広げているが，間もなく追い付かれるものと思う．◆A7	 日本の国民性に即した教育制度と研究制度の見
直しが重要．学生教育を充実するためには，少子化に伴い大学の統廃合を進めて，レベルの高い教育環境を維持，

発展させることが必要に感じる．国立大学の法人化も撤廃し，国が戦略性をもって管理したほうがよいのではな

いだろうか．大学，大学院で学ぶ意義を明確にし，進学時に競争が生じる状況をつくる必要がある．そのために



は，学位によって就職後の給与差がある程度生じることも必要．研究制度に関しては，国家戦略研究だけでなく

基盤研究にも相応の資金を注入し，日本発の新しい革新技術が生まれる土壌を常に準備することが重要に感じる．

◆A8	 近の大学研究では，学生教育と基盤研究の重要性が軽んじられているように感じる．日本独自の化学を

展開するためには，これら2点の比重を高めることが優先されるべき． 

 

有機化学分野・学術研究員・20代  

◆A1	 元気．やはり2010年のノーベル化学賞が一つ証明したように，日本の有機化学は数十年前からずっと勢い

はあると思う．現在でも業界をリードする先生がたくさんおられるし，若い人も頑張っている．◆A2	 1位．化学

全体に関してはあまり迂闊なことはいえないとは思うが，私の専門とする有機化学の分野だけでいえば，世界的

に見て日本とアメリカで首位を争っているような感じだと思う．なので，1位か2位だと思うが，やはり 前線で

戦っているという自負があるのでここは強気に1位としたいと思う．◆A3	 大学院生の給与に対する考えかたには
欧米と比較してかなり改善の余地があると思う．RAなりで経済的支援をしつつ，授業料を払わせるというシステ

ムに疑問を感じる．◆A4	 一つの研究室に教授と複数のスタッフが配置される講座制は日本独自のよいシステム
だと思う（もちろん悪いところもあるが，よいところのほうが大きいと思う）．◆A5	 理系離れが叫ばれるなか
で，原因を突き詰め何かしらの対応を施さねば，現状の悪化が進む可能性が高いと思う．◆A6	 やはり相対的な
人口の差があるので，物量では負けていると思うが，逆にいえば質より量の勝負をしてきている，というように

映る．◆A7	 やっぱり今後を支えていく20代くらいの若い人たちのありかたが大事なのだろう．根本的な原因は

よくわからないが明らかに学生が打たれ弱くなっている気がする．◆A8	 日本化学会の国際誌であるChemistry 

Letters誌をどうすればTop Journalsの仲間入りをさせることができるのか，しばしば思案しているが答えはでてい

ない． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 悲観的になるほど元気がないわけではないと思う．◆A2	 3～5位．アメリカにはまだ敵わないと思う．

◆A3	 1）国立大学の講座制．いつまでたっても独立して研究できないし，ボスのお手伝いで評価されている若
手がいる．2） 長任期3～5年の任期制．若い時期から20年～30年後を見据え，じっくりと研究できないし，短期

間で論文数が求められるので，チャレンジングなテーマ設定もしにくい．3）ポスター賞や講演賞が多すぎる．1

割未満にするべき．4）就職活動の時期．地方大学や私立大学で一番の戦力である修士課程の学生がいなくなるし，

修士課程を修めるためのはずの講義，研究の時間が取れていない．卒業（修了）してからの1年間を就職活動に充

てれば，大学も企業も学生も有効に時間を使えるようになると思う．夏には内定をだして，残り半年を研修させ

るもよし，いろんな経験をさせて4月から研修してもよし．5）大学全入時代．20～30年前なら大学に入学できな

いような基礎学力不足の学生が存在し，本来の大学，大学院教育が成り立たなくなりつつある．◆A4	 近は，

若手優先で研究費が配分されることがあるので，割と独自のテーマを展開できる． 近は，独自の研究をさせて

くれるボスが増えてきたような気がする（論文投稿の際，助教でも自分を連絡先著者にできる）．任期制のおか

げで，これからはいわゆる万年助手（助教）がいなくなっていいと思う．◆A5	 現在とそれほど変わらないと思
う．目先の目新しさや成果量は中国に劣ってしまうかもしれないが，しっかりとした化学を展開していると思う．

◆A6	 とくに中国は勢いがあるように思うが，真に大切なこと，重要なこと，に迫っているとは思えない．◆A7	 
国として，科学技術をやるのかどうか．◆A8	 大学も大学評価というものがあるので，教授，准教授も5年ごとに

審査をするなど，緊張感のある環境にしてほしい． 

 

無機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気の意味による． 近の国際会議を見ていると学生から名誉教授の先生まで日本人が多数参加し，発表

件数も多く，国際社会における存在感も増してきていると思う．だから日本の化学者は元気であるし，諸外国に

比べお金持ちである．学問としての日本の化学は安定期であり，はつらつとした，あるいはアグレッシブな元気

さは不足していると思う．◆A2	 3位．非常に優れている部分もあるし，及ばないところもあるので3位．緻密な



実験，データの信頼性の高さなどはトップレベル．一方，本当に頭のよい，新しい世界を（切り開くというより

は）創り上げることができる人は諸外国に多いと思う．◆A3	 1） 近の一部の若手研究者に対する極端に偏っ

た（と私は思う）研究費支援は一見よいようで「日本の化学の発展」という視点からはマイナスに働くと思う．

若手研究者に多額の研究費を渡しても，その研究者個人が，個人の能力で金額に見合った成果をだしていないな

いことが多い．とくに若手に対しては「研究費＝富」を集中させるのではなく，広く分配し，裾野を広げた人材

育成につなげるほうが国益に適う．資金獲得のために政治活動に精をだすのは大先生になってからでも遅くない．

2）延長はしたものの定年制．再雇用などもあるようだが，条件はよくなく，そこに目を付けて，定年退官された

研究者を諸外国がハンティングしている．日本で生まれ育った学問がそのまま諸外国にもちだされ，その国の教

育や研究の成果になっている．大きく国益を損ねていると思う．◆A4	 少しずつではあるが，博士のキャリアパ
スとしての企業就職への理解が高まってきたこと．大学に残るなら博士，会社に行くなら学部や修士，ではなく，

博士が広く社会で活躍できるような環境が整いつつあるのは，裾野を広げるという点からもよいことだと思う．

◆A5	 盛者必衰．大先輩方の努力と国策によって，日本の化学（科学）はトップレベルにまで上り詰めた．しか
し，よほどの継続した努力をしない限り「必」ず「衰」える．現在，日本の政治や学問界が戦略をもった「よほ

どのこと」をしているようには思えない．◆A6	 アジア諸国をライバルと見れば大きな脅威．基礎能力が高く，
努力しているので，かつての日本に見られたような勢いがあり，確実にレベルアップしている．一方，アジア圏

の互恵を調整する役をわが国が担うことができれば，アジア諸国の発展はわが国にとっても非常に心強い．◆A7	 
驕ることなく，しかしプライドと責任感をもちつづけ，一人一人が真摯に「化学」をすること．◆A8	 女性研究
者への支援の仕方がまちがった方向に進んでいると思う．本当に優秀な人が安心して出産や育児と研究を両立で

きるような支援により力を注ぐべき．とくに子育てに対する支援はまだまだ遅れていると思う．今は女性研究者

の数を増やすことに重点が置かれていると思うが，そもそも化学系への学生の入学者数を増やさないことには，

統計的にいって能力の低い女性が（能力の高い男性を差し置いて）化学者になってしまい，そこに「女性だから

……」という女性蔑視の偏見を生む要因ができてしまう（統計的な能力に男女差がないという前提での話だが）．

これは本当に優秀で努力している女性研究者に対して大変失礼だと思う．女性研究者の数を増やすことが化学系

への女性の入学者を増やすことにつながるという考え方もあると思うが，それは今の女性研究者にマスコットと

しての機能を期待しているということであり，非常に男性中心的な考えかたであるように私には感じられる． 

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気はあるが，雇用（ポスト）には不安要素があるような気がする．◆A2	 5位以内．何を基準に順位を

付けるかは難しいが，まちがいなくトップ集団にいて，かつそのなかでも，アメリカに次いでの存在ではあるの

ではないか．◆A4	 国内の研究者のレベルが大変高度なので，外国の研究者を頼らずとも，国内での共同研究の
みで世界第一線の研究が遂行できる点にあると思う（たとえば，特許などの問題が絡む場合，国内の研究で閉じ

ることができるのはメリットが大きいのではないか）．◆A5	 若手研究者の雇用（産官学問わず．ただしポスド
ク以外）さえ確保されるのであれば，将来にそこまでの不安はないと思う．◆A6	 各国とも，猛烈に日本を追い
上げてきているが，わが国のこれまでの先生がた，先輩がたが積み上げてきた研究内容は大変高度であり，従来

どおりの研究環境が確保できるのであれば，一歩先を進めると思う．◆A7	 研究と教育（内容）に政治が徐々に
介入しつつあるのではないだろうか（たとえば，予算，雇用など）．今後も「日本の化学」が，元気に健全に発

展するには，自由度と多様性を確保しつづけないといけないような気がする． 

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 比較的元気．投入される研究費の額と成果との兼ね合いを考えると，（海外他研究機関と比べ）現段階で
は比較的堅調であるといえる．◆A2	 ドイツ，アメリカに次ぐ3位．私が専攻している分野は流行りの応用的研究

との兼ね合いも深いので基礎化学の一分野としては比較的堅調であるといえる．一方，技術的応用面・イノベー

ションばかりを求められるようになると基礎化学研究としての研究者の層が薄くなり，競争力が落ちる．アジア

諸国の台頭に伴い，意図しなくとも今後まちがいなく世界的な順位は落ちていくと思う．◆A3	 1）単年度で研



究予算の決算をさせられる予算が多い点．単年度決算絶対維持のために，研究費と時間と労力の無駄使いが多す

ぎる．ちなみに科研費は残高をゼロにするために，年度末には業者に納品書の価格を（残高ゼロになるように）

帳尻を無理やり合わせてもらうよう事務方から要請されるが，社会問題となっている「研究経費のプール」のよ

うなものと意味合いは変わりない．研究費プールをしないよう呼びかけている事務方からそういう処理を求める

のは本末転倒と思う（ただし科研費は基金化により状況は比較的よくなると思う）．2）短期で結果を求められる

ことが多く，また応用面が強調された耳触りのよい文言が並ぶ研究テーマに大型の研究費が付くこと．また，予

算額は多くなくとも，長期（～10年）程度での長いスパンでの研究費目があってもよいと思う．つまみ食い的な

テーマなら短期決戦でも構わないが，地道な装置開発などは長期戦になる．化学分析には絶対必要なのだが，前

者に比べて相対的な評価が低い点も問題．大型予算もいいが，「広く浅く長く」使えるような研究費目も増やす

べき．3）科研費の申請時期が限定されている点．通年でいつでも応募を受け付けるようにすれば審査側の負担も

大幅に減り，公平な審査ができるようになってよいと思う．4）いわゆる「宣伝がうまい人」「声が大きい人」に

多大な研究費が付きやすい傾向がみられる点．2）にも関係するが，インパクトファクターが高い論文誌に論文を

だせることも大切だが，論文としてのライフタイムが長いもの（色褪せないもの）をだせることのほうが基礎化

学としては大切だと思う．分野の細分化が進み，研究成果の真っ当な評価をだしづらい点もあるが，採用された

テーマについて（終了直後ではなく）数年後の事後審査や検証がまだまだ不十分であると思う（とくに大型予算）．

競争やアウトリーチは必要だが，研究は宣伝のうまさや声の大きさだけを競うものでもないと思う．5）研究費を

もらう側と配分する側がほぼ同じか，役を入れ替えているだけ．2，4）にも関係するが，まさに我田引水．査読

付き論文のように評価委員が匿名ではなく，人情が働くため，大型予算では「適切な評価」ができているとはい

い難い面もある．6）「日本人」大学院生へのサポートの不足．学費の無償化，博士課程修了後の就職口の拡充（と

くに民間企業への）が必要だと思う．小中高への教育関連分野での積極採用は教育レベルを底上げする効果があ

ると思う．外国人学生への支援拡充や国際化に伴う招致も大切だが，やる気があっても金銭的に不利になりがち

な日本人院生をまずサポートしないと今後の「日本の化学」発展の「足かせ」となる．7）博士課程修了後，常勤

研究者としてのポストが少なすぎる．このいわゆるポスドク問題が大学院博士課程の魅力をどんどんなくしてし

まっている．今後も含め，経済が拡大していくわけではないので，昔のように学問的魅力のみで学生を惹き付け

られないし，「なんとかなる」といったわけのわからない精神論で簡単に突破できるような状況を通り越してい

る．◆A4	 1）研究室における徒弟制（のようなもの）．研究における実験テクニック・技術の継承，結束，民
間会社へのコネ採用・紹介のきっかけといった意味ではよい効果も生む．コネ採用についてはどうも否定的側面

ばかりが強調されるが，紹介があったのだから雇用側も安心して採用でき，採用された側も期待を裏切らないよ

う一生懸命働くといったよい面も少なからずあるかと思う．2）大学教員の終身（長期）雇用競争や人事流動化を

なくすといった否定的側面ばかりが強調されるが，安易に成果のでない問題や，長期プランを要する課題には若

いうちから腰を据えてじっくりと取り組める．とくにテニュアでない若手常勤助教のポストがあるというのは海

外の研究者からうらやましがられる制度であり，むしろ正当な評価のしくみなしにテニュア化で減らしていこう

とすることが問題．人件費の高い教授クラスから任期制とするべきだが，自分の首だけは切られないように制度

が組まれている，といった矛盾がある．◆A5	 人材育成といった面で見れば，大学・研究機関でのポスト増加は
望めない状況で，博士課程修了後に民間会社への就職口が拡充されない限り，博士課程の院生で成り立っている

ような基礎研究は成り立たなくなると思うし，現実として見限る人も多くでてきている．修士修了生の採用分の

うちの一定数を強制的に博士課程修了学生に振り分けるようになるとよいと思う．◆A6	 経済発展に伴うアジア
諸国の台頭はまちがいないと思う．アジアの国ぐにの人にとって，魅力的な研究交流の対象として日本が選ばれ

るかどうかは疑問だ．東京大学が推し進めている「秋入学」も効果は限定的だが，起爆剤の一つにはなると思う．

◆A7	 オーソドックスだが日本人化学者の人材育成（のための金銭的・人的サポート），（応用を顧みない）基
礎科学用の研究費の拡充に尽きると思う．少子化時代で今後の緊縮財政が必至である以上，「日本の化学」のた

めに他国の世話を焼いている金銭的・時間的余裕はとてもない．移民政策を進め，外国人に「日本の化学」を担

ってもらうという方針であれば話は別だが，入り口だけ広げて税金投入してもポスドク問題の二の舞となり，し

かも今のままでは受け入れ態勢は不十分だろう．授業レベルのみならず，事務レベルでも英語公用語化を進め，



まずは受け入れ態勢つくらなければならないと思う．また，足りなくなった大学院定員を経済的な面でまだまだ

魅力を保てるアジア諸国からの留学生で穴埋めして成り立たせることは一時的に可能だろうが，日本人化学者が

活躍するといった意味での目指すべき「日本の化学」ではないと思う．戦後補償の位置づけとしての国費留学生

の制度は国際化といっても一定の国に偏っているので，路線変更をすべきだと思う． 

 

無機化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．ベテラン研究者に対する若手研究者の数は，その分野の将来性を計る一つの目安になると思う．さ
いわい，私の専門分野には若手研究者が多く流入しており，元気な分野であると感じる．◆A2	 4位．21世紀に入

り，ノーベル化学賞の受賞者が立てつづけに誕生するなど，日本の化学は躍進の時代を迎えていると思われる．

しかし，日本は化学分野の権威あるトップジャーナルをもたず，イギリス，アメリカ，ドイツからは遅れを取っ

ていると感じる．◆A3	 1）研究資金の重点配分．ここ 近のできごとだと思うが，公的な研究費が，一部のホ

ットトピックな研究テーマをもつ研究者へ集中配分される傾向が続いている．一方，ほとんどの研究者は研究費

が不足しており，このままでは日本の大学における研究・教育が質，量ともに減速してしまうのではないかと思

う．2）博士号取得者の待遇．博士号取得者が社会にでた場合，同年齢の修士卒の学生とほとんど待遇面で差がな

い例が多くあると耳にする（化学に限ったことではないが）．博士課程進学者が伸び悩む原因にもなるため，社

会全体で博士人材の再評価をお願いしたい．また，博士課程学生への資金的な援助もより手厚いものが望ましい．

◆A4	 大講座制．日本の化学系研究室の多くは大講座制（あるいは講座制）を取っており，数名の研究者が研究
費，設備，部屋をシェアして，お互いに有効利用できるしくみが確立している．とくに若手研究者は研究資金や

設備が不足しがちであり，大講座制のもとで安定した研究活動が可能になっている．一方，欧米諸国は，若手，

ベテランの区別なくほとんどの研究者が独立研究者であり，若手研究者に厳しいシステムといえる．◆A5	 旧来
の化学先進国に加えて，アジア各国の成長が著しく，より競争が激しくなっていると思われる．しかしながら，

日本人らしい，斬新なアイデアと緻密さ，勤勉さが保たれれば，日本も十分に化学界をリードできるのではない

かと思う．◆A6	 英語を母国語としないにもかかわらず，欧米の大学に留学している若手研究者や学生がかなり
多い印象．研究設備や教育水準の面では，まだまだ日本がアジアトップレベルであると思われるが，研究者の語

学力（＝発信力）の充実により，アジア諸国の研 究水準（少なくとも論文数）は飛躍的に伸びると思われる．◆A7	 
1）研究費や教育費の一部の大学への集中配分を緩和し，すべての大学の研究・教育能力の底上げを図る． 

2）博士審査の厳格化，博士修了者の雇用条件の改善，博士課程学生への補助の充実，を行い博士人材の価値を高

める．◆A8	 理学研究（基礎研究）は，成果が見えにくく，産学連携も困難である．そのような研究分野の研究
者に対して，息の長い研究を保証できる研究システムを切望する． 

 

物理化学分野・研究員・30代  

◆A1	 元気がない．◆A2	 3位．日本の化学はアメリカやドイツに次ぐ規模であり，これはどの分野でもそこま

で変わらないと思う．◆A3	 研究者にとって安定した職業が多くなく，常に任期内での研究を迫られることが研
究の自由を奪っているために問題であると認識している．◆A4	 日本の化学はそれを構成する化学者の日々の努
力により成立しているものだと考えている．みなさんの日々の努力こそが長所ではないかと思う．化学は努力に

相応した成果が得られやすい学問であるためにこれまで日本は化学において世界でもトップクラスの業績をだし

てきたのだと思う．◆A5	 論文がでるスピードが大変速くなってきている昨今においては，ほかの国ぐにとの競
争が激しくなっている．また，人手を割けば可能な仕事も人口の多い国ぐにに抜かれることを考えると日本の化

学は量よりも質を重視した研究が求められることになる．質を重視した研究にシフトできなければ，今後の日本

の化学は明るくないと危惧している．◆A6	 人口の多い中国やインドは今後大きく躍進すると考えられる．人材
が豊富なぶん，日本よりも中国・インドのほうがさまざまな分野の研究に幅を広げられることが可能だからだ．

また，先ほどの回答と重複するが，人手だけでなんとかなる研究は人口の多い国ぐにに追い抜かれるだろうし，

逆に日本ではそういった分野は廃れる方向になるのではないか，と思われる．◆A7	 研究環境に関する制度を整



えるべき．たとえば，今はポスドクが大量に余っているという問題があるが，研究を専門で行う博士研究員を長

い任期（たとえば5年以上）で雇えるようにするなどで解決するかもしれない． 

 

生物有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 今は元気があるように見えるが，専門とする研究分野の主流が化学から生物科学へと変わってきており，
化学をする研究者が減ってきていると感じる．また，化学合成に必須なビルディングブロックのほとんどが海外

メーカーからの輸入であるため，消費をしても経済的に日本への利益がほとんどない．◆A2	 1位．大学等のアカ

デミアが牽引しており，企業とのあいだで開きがある．◆A3	 ポスドクから企業へ就職する機会が少ない，また
は不明瞭な事が多いため，自ら考え研究ができる人材の多くがアカデミアな研究をせずに企業へと就職すること．

一方で，大学院が全入に近い状況にあるため，教育の現場がやる気のない学生の教育に多くの労力が割かれ，結

果として高給な人材を機械的に生みだすことにつながっていそうなこと．◆A4	 日本には世界トップレベルの研
究室が多く，また，世界を牽引する化学企業がたくさんあるため魅力ある仕事に携わる機会が多い．◆A5	 正直
なところ分からない．今の第一人者達が今後の化学の担い手をどのように扱っていくか，特許戦略をしっかり推

進できるかにかかっている．つまり政治的な要素が大きい．◆A6	 資源を多くもつ中国をはじめとするアジア各
国が台頭してくるのはまちがいなく，世界規模で見ればたいへん喜ばしいことである．しかし，資源の輸出制限

は非常に脅威である．また，日本で起業や就職する予定のない留学生を，税金を使って教育することは，日本自

らがその脅威を助長していると感じる．◆A7	 化学が嫌いな人に化学の楽しさを教えることも大切だが，これは
現状で多くの専門家が努力をしているので，これ以上の労力は功を奏さない．むしろ，化学を好きな人が化学に

じっくりと携わり，化学を学び，化学で食べていける環境の整備が重要．◆A8	 化学の研究には危険が伴うため，
設備の整った環境で実施し，一人での実験は避ける必要がある．学生であればそれはなおさらであり，発想した

アイデアを実現化するための基本技術や考察方法を専門家から吸収する必要があるため，研究は当然日中にすべ

きである．この日中に半年以上の時間をかけて毎日毎日就職活動をせざるを得ない現状を，誰が構築しているの

だろうか．実験をしながら携帯やスマホで就職情報をチェックしないと就活をする機会さえ逃す可能性がある現

行のシステムは，誰が得をするのだろうか．今後の日本の化学を担うのは，化学を学ぶ貴重な時間の多くを犠牲

にして就活をせざるを得ない学生達である．そして，学ぶべきことを学べずに社会にでた社会人を社会は教育し

なくてはならない．就活のシステムは再構築すべき重要課題であるように思う． 

 

有機化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．他学会に比べて日本化学会が巨大であること，また世界的に見ても有数であると考えている．◆A2	 
3位．◆A3	 博士課程の学生へのサポートの低さ．GCOEなどで改善されつつはあったが，やはり短期的かつ局所

的である．自分の環境だけかもしれないが，実際に実験にしっかり集中できる学生がいて成立している部分が大

きい．◆A4	 高いレベルの教育環境と日本人の勤勉さ．◆A5	 現状と変わらず，あるいはアジア諸国に迫られて
いる．◆A6	 10年後にはたいへん栄えていると思う．◆A7	 博士課程の学生へのサポートと企業の需要に対応で
きる教育． 

 

生物化学分野・助教・30代  

◆A1 元気．化学のなかの分野によって違いがあるので一概にはいえないが，化学の基礎的な部分はやはり日本は
まだまだ元気であると考えている．今後も元気でありつづけたいし，そうであってほしい．◆A2	 3位．これも分

野によるが，私の分野では，化学の基礎に相当する部分は世界でも一番だと信じている．しかし，それを応用す

る点において欧米に劣っていると思うので，3位くらいが妥当だと思う．この分野では，まだアジア各国には引け

を取らないと思う．どの化学分野でもそうだが，基礎にあたる部分は世界でもトップクラスだが，実用化の点で，

本当に世界で必要とされるものもしくは新しいニーズを喚起するものがつくられておらず，同じようなものをつ

くっていることが，アジア各国に追い抜かされつつある原因なのではないか．化学のなかでも，日本にしかつく

れないものつくっている分野では，やはり世界でも一番だと思う．◆A3	 新しい発想に基づいた研究や若い人の



研究・外国の優秀な研究者を受け入れる制度・しくみがまだまだ足りないと思う．◆A4	 研究を行うにあたり，
設備が整っているため，人・資金・アイデアがあればやりたいことはほぼできる点．◆A5	 20年後は，国際化が

進行してもはやどの国が一番だとかはなくなっているのではないか．日本の化学を担うのは，日本人以外の人材

によるところも大きくなっていると思う．その結果，どの国の立場が，という発想自体が古いものとなっている

と考える．ただ，化学を研究するのであれば，日本で，というものがあればよいと思う．◆A6	 今後，大きく伸
びると思う．とくに，海外で研究経験や技術をみがいた優秀な人材によって化学分野でも中心的な存在になって

くるのではないか．◆A7	 1）教育．初等教育から化学を含めた科学全般の魅力が分かるような教育をする必要
があると思う．有名なスポーツ選手でも小さいころからそのスポーツを遊ぶこともなくやっていることが多い．2）

待遇．必ずしも化学研究者や開発者が高い評価を得られていないようにも思う．科学全般にいえることだが，尊

敬はされても，実質給与面で高待遇とならない限り，敬遠されてしまい，化学を目指す人も減り，相対的に優秀

な人が化学に進まないことが考えられる．上記二つは関連しており，子供や若い人が魅力的に思える職業が化学

でない限り，優秀な人間が化学に進まなくなり，その結果，元気もなくなる．今一時的にアジア各国に抜かれる

ことがあったとしても，それはさほど問題ではなく，未来を見据えた取り組みが重要だと考える． 

 

有機合成化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．2010年のノーベル化学賞の栄誉に二人の日本人化学者，鈴木章先生および根岸英一先生が輝いたこ

ともあり，私の専門分野である有機合成化学分野は今“元気”であると思う．とくにクロスカップリングに関わる

分野は今大きな脚光を浴びており，ポストクロスカップリングと呼ばれる分野の研究もまた日本が世界を牽引し

ようとする姿勢が感じとれる．◆A2	 1位．これに関しては希望的観測が強い点を否定できないが，日本人の有機

合成化学（者）はいろんな意味でバランスが取れていると思うからだ．ここでいうバランスとは，1）研究計画を

立てるにあたり，その意義，展望，加えて一化学者としての“知的好奇心”を満たすことにも重点を置く，2）実際

の現場で行う“体を使う実験”とじっくりとデスクで考える“頭を使う実験”の両方を同時に実施する，3）ハードワ

ークを長時間こなすことができる一方で，目的とする現象とは異なることが起こった場合でも，それをただ否定

的に捉えるのではなく，異なる視点から肯定的に捉えようとすることや，先行研究と類似する結果が得られた場

合でも，わずかな差異が認められれば，それを大切にできる．いい換えれば，忙しいなかでもセレンディピティ

ーを見逃さない細やかさをもっている，などを指す．◆A3	 やはり博士という学位が欧米に比べ軽視される点だ
ろう．これについては欧米では逆に修士の学位がほとんど意味をなさない点や，日本では比較的容易に博士の学

位を取得できる（大学や研究室間での差は大きいだろうが）など，原因はいろいろあるとは思うが，ともかくこ

の風潮が真に優秀な学生が博士課程へ進学しようとしない現代社会の背景にあると思う．ただ私は誰彼問わず，

博士課程に進学するべきではないと思っているし，修士卒で企業に入り，なるべく早く社会貢献したいと願う優

秀な学生の意思を尊重するべきであるとは思っている．◆A4	 ある程度だが，伝統を受け継ぐ，という研究スタ
イルでも評価される点．欧米では自身の指導教官や前任の教授のテーマを引き継ぐようなことはどのような理由

があろうとも評価されない．まずそれでは研究費を獲得できない．それはそれでオリジナリティーあふれる，独

創的な研究を推進する意味で非常に素晴らしい習慣であると思うが，それが常によい方向に働くとは私は思わな

い．伝統に対し，自らの色を徐々に足していくことで両者がうまく化学反応をおこす，いわゆるブレークスルー

が起こることは往々にしてあるからだ．◆A5	 これに対してはうまく答えられない．何しろ自分達の世代の頑張
りにかかっていると思うので．ただ，現在と同様，いや，今以上に世界をリードして行けるよう，今という時間

に真摯に向き合い，努力したいと思う．◆A6	 中国に対しては，やはり人こそが，国力，と思ってしまう．ある
程度人海戦術的なものも化学の発展には必要だと思うからだ．韓国や台湾については私の分野ではもはや日本と

さほど大きな差はないようにも感じる．ライバルとして互いに切磋琢磨し，アジアのレベルを欧米に負けないく

らいに引き上げていくのではないだろうか．◆A7	 Q2でも答えたように，現在（広義での）クロスカップリング
という研究分野が日本のみでなく，世界なかで競って研究され，爆発的に発展している．この潮流に乗り遅れな

いようにする，というのももちろん大切だとは思うのだが，それだけでは駄目だと思う．全員が右を向いている

ときに，自分だけは左を，下を，いや上を見よう，という研究者が必ず必要だと思う．そういった分野の研究は



非常に苦しく，また評価もされにくいとは思うが，10年，20年というスパンで考えれば，いずれ化学界の新しい

世界的潮流を生みだす可能性を秘めている．なのでこうした研究に対しても，国内で正当に評価し，研究費を割

り当てていくような体制が必要だと考える． 

 

有機化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気がないある研究者が新しいことを始めると，みなが同じ方向性で研究していく．そのような傾向が見
受けられる．時代の流れかもしれないが……．◆A2	 3位．日本の化学は，基礎研究が強い点が特徴だと思う．そ

の一方で， 近では国も注力しているようだが，応用面がまだまだ出遅れていると思う．基礎研究が重要なのは

重々承知だが，グローバル的競争社会の今となっては，応用面に主眼を置いて研究を進める研究者が日本からも

っとでてきてもよいのではないだろうか．◆A3	 基礎教育の徹底が行き渡ってないことではないだろうか．私が
大学院，海外での博士研究員時代で学んだことは，海外の研究者は大学／大学院時代に徹底的に勉強させられる．

基盤がしっかりしているからこそ，研究を遂行するときに多角的な知識，思考でもって研究課題にアプローチす

ることができる．そういう人間が非常に多いように感じた．つまりは，基礎ができた学生の層が厚い．日本では，

大学の単位はほっといても取れるし，実際に学位論文研究は，あくまで就職するための過程でしかない．そうい

う意識が強いのでは．◆A4	 日本社会とまったく同じだが，チームワークを強く求められることだろう．◆A5	 そ
のころには，化学全体が順位で評価できるものではなくなっていると思う．すなわち，これまでのような化学先

進国というような立ち位置ではなく，G-8の化学バージョン（世界化学同盟とでも呼ぶ？）のような一端を担って

いると思う．◆A6	 Q5でも答えた“世界化学同盟”の一国となり，日本にとってよき共同研究先になるだろう．地

理的にも近いし．◆A7	 社会全体の問題として捉えるならば，もっと化学を面白がることではないだろうか．そ
のためには，初等／高等教育にかかわらず，化学の楽しさを伝えることのできる教育専門の教師を雇用し，その

目的にあてがう必要があるだろう．そこで化学に対する興味を育て，大学院のような専門機関で情熱へと変えさ

せる．やはり，教育に尽きる．◆A8	 今，日本は政治，経済にかかわらず，何かにつけてうまく行かないことに
対して「閉塞感」というようなネガティブ言葉で片付けてしまいがちだ．しかし，われわれ研究者はよくわかっ

ているはず．うまく行かない状態は偉大なる発見の前触れだと．そのことを化学者が声を大にして発するときが

来ているのではないだろうか．                                                                                                                             

 

有機化学分野・准教授・30代  

◆A1	 そのほか．分野による．◆A2	 2位．◆A3	 人材の流動性の低さ（企業の新卒採用主義，定年延長による
大学教員の高齢化など）．研究費の審査制度（現役の研究者が他の研究者の研究費の採否を査定する制度，巨額

の研究費の一極集中など）．若手独立ポジションの少なさとその身分の不安定さ．低い英語力（中・高・大にお

ける語学教育）．◆A4	 資金が潤沢なラボでは，若手研究者が研究キャリアの初期にあまりお金のことを気にせ
ずに研究に打ち込めるところ（その代償として独立性は低下する）．◆A5	 低下している．◆A6	 若者のエネル
ギーがまったく違う．日本の学生はリスク回避指向が顕著．とくに中国・韓国はグローバル化に関しては日本よ

り進んでいる．◆A7	 国立大学・国立研究所の諸問題に関しては，内部から変革するのは構造的に困難．これら
を変革する力をもつ文科省に研究が分かっている人（元大学教員・元研究者など）がいないのが問題であり，政

治家による省庁改革が必要．◆A8	 上で決定権をもつ人びとが，私利私欲ではなく本当に国民や個々の研究者の
ためになる政策，組織運営をすることが大事だと思う． 

 

高分子化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 1位．明確な判断基準がないだが，おそらく．◆A3	 研究を長期的に支える制度が少ない．
3年や長くても5年で研究費が終わるため，継続的に続けることが難しく， 終的な出口に結び付くところまで研

究を継続できない． 初の基礎的なレベルでは優れた研究が多くても，それを出口に結び付けるところまで研究

費が続かずに展開させることができない．また，優れた研究成果をあげても海外へのアピールが上手でないため，

世界的 評価に結び付かない場合が多い． ◆A4	 研究者がまじめ．◆A5	 1位であるべき．◆A6	 なりふり構わ



ず頑張ってきているため，日本もうかうかしていると足元をすくわれる．◆A7	 研究者を支援する体制を整える．
日本の研究者の優れた成果を海外へもっと積極的にアピールする場を提供する． 

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．高分子の分野においては，応用面・基礎研究からも高い水準にあると思う．◆A2	 3位．◆A3	 外
部資金そのものが諸外国に比べて少ない．企業からの資金が少ないことが大きな理由の一つだが，昨今の経済状

態を考えるとそれも厳しい状況だ．苦しいときこそ，産官学が末端間で密に協力すべきだと思う．◆A4	 講座制
は長所と捉えることができる．しかし，研究室のトップ（教授）のパーソナリティーと能力で研究室のアクティ

ビティーが大きく左右されるので，うまくいっているところはよいだが，悪循環に陥ると再生は難しい．◆A5	 苦
しいときの努力次第だと思う．◆A6	 近年は量だけでなく質も高くなっている．このままでは日本が追い抜かれ
るのは時間の問題．◆A7	 産官学間の人と知識の交流，学生の能力・モチベーションの向上． 

 

有機材料化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．震災や円高で大きな打撃を受けた，原子力産業や家電・自動車産業と比べれば，相対的にまだ元気
だといえると思う．◆A2	 2位．中国やインドが迫ってきているとは感じるが，現時点ではまだ追い付いていない

と感じる．10年後はわからないが……．◆A3	 特定の大学や研究者に予算が集中してきていると感じる．技能の
集積化や予算の効率運用の点では意義があると思うが，研究の裾野を狭め，新しい発想がでてきづらくなると懸

念している．◆A4	 化学教育の水準は高いと思う．一般に，日本の大学教育はゆるい（甘い）といわれているが，
化学系に関しては学生をかなり鍛え上げていると思う．◆A5	 資源の枯渇やアジアとの産業競争力に直面するの
で，高価な触媒や試薬を用いる反応よりも安価な反応（ないし高アトムエコノミー）がより求められると思う．

◆A6	 アメリカ化学会誌等への投稿が増えており，研究の量だけでなく質も向上してきていると思う．◆A7	 高
度な化学教育を受けた学生を余さず受け入れられるように，化学産業や化学研究の裾野を広げる必要があると思

う．とくに博士の受け入れをどうするかが喫緊の課題だと思う． 

 

高分子化学分野・助教・20 代  

◆A1	 今世紀を切り拓く革新的な研究がある一方で，すでに成熟期を迎えている研究分野であるにもかかわらず，
いまだに前世紀からの研究を継続している研究機関も存在し，このまま衰退していくのではないかと危惧してい

る．◆A2	 1位．基礎研究，応用研究の両面に強みをもっており，産学連携も開花しつつある．全盛期では高分

子化学の確立に大きく貢献した実績があり，現在も超分子化学や触媒化学などの異分野を織り交ぜた優れた成果

をあげている．ただ，研究費や人員の多い諸外国に猛追されており，将来は安泰ではない．◆A3	 欧米では大学
院における研究者と，学部生の教育を担当する教員が明確に区別されている．また，技官制度が充実しており，

分析機器のメンテナンスや精密測定は専門スタッフが対応している．一方，日本では研究者が複数の業務を掛け

もつことが多く，研究に集中できない環境にある．◆A4	 研究室の先輩が後輩を指導する図式が確立しており，
研究室が一体となって研究に取り組む傾向がある．合成化学の研究室では「コアタイム（研究室の営業時間）」

は有名無実となっており，1日の大半を研究にあてる学生が多い．これは，欧米の個人主義にはない日本独特の慣

例であるが，このような背景があるからこそ日本の化学研究は発展して来られた．◆A5	 教員・学生ともに外国
人の割合が増え，「日本」という枠組みが薄らぐと予測する．もはや「日本」は国家ではなく，「日本○○学会」

という組織としての意味合いが強くなるだろう．そのため，20年後には「日本の化学」という考えかた自体が古

びているのかもしれない．◆A6	 化学はほかの学問と比べて設備投資のコストが高く，試薬の確保なども考える
と，単独組織での研究開発は不可能．そのため，基礎研究については特定のアジア諸国が 先端をリードするこ

とは，現在も将来も少ないと思う．ただ，中国やインドネシア，OPEC諸国のように資源をもつ国で，国力を上げ

た研究機関の創設が相次いでいる．将来，これらの国が資源に直結する研究分野で躍進することはまちがいない

と思う．◆A7	 日本の化学研究を支えている大学について，教育機関としての役割と，研究機関としての役割が
あいまいになってきている．前者は文科省や高等学校との連携が，後者は経産省や企業との連携が重要になるが，



現行の大学制度では教授陣のキャパシティーが飽和し，どちらかに偏りがちな傾向が生まれるだろう．そこで，

大学では基礎教育を，大学院では応用研究を主として実践できるよう，大学と大学院の差を明確にする必要があ

る．スタッフ・予算も独立した完全な別組織として再編し，優秀な学生は 先端の研究に従事できるよう，異な

る大学院間での連携体制も充実させたいところだ．◆A8	 大学では学生が研究の担い手だが，少子化により優秀
な人材が減少していくと心配している．留学生枠の拡充を図り，欧米諸国の大学に匹敵するグローバル化を推進

して，充実した研究体制を維持してもらいたいと思う． 

 

有機化学分野・講師・30代  

◆A1	 元気（今のところは）．若手研究者の多くが海外の研究室での滞在経験をもち，また，国際学会において
とくに臆することなく発表等をしている姿を見て，さらに， 先端の研究内容に関して相互にディスカッション

をしている様子から．◆A2	 アメリカ，ドイツに次ぎ3位．アメリカの研究者発の研究が学術雑誌における，研究

の流れに大きく影響していると感じられるため．一方，ドイツ発の研究はその流れに流されず，基礎的なところ

からじっくりと進められた研究が多くあると感じられるため．◆A3	 共同研究を始める場合や装置を使用させて
もらう際に，若手研究者同士ではなく，常に所属のトップを通す慣習がある点．助教採用にあたって，海外でポ

スドクをしている若手研究者が不利になる点がいくらか見られる点．◆A4	 複数人による研究室運営のため，長
期出張などの際にも学生のケアが可能である点．◆A5	 論文数では中国・東南アジア・インドの勢いに負け，オ
リジナリティーではアメリカに及ばず，中くらいの立場に陥っているのではないだろうか．◆A6	 ここ数年の中
国からの論文数に見られるように，非常に多くの論文発表がなされると思われる．また，中国からの論文がより

オリジナリティーの高いものになるのではないか．また，それらの研究をリードする研究者がほとんどアメリカ

での博士課程・ポスドク経験者で占められるのではないか．◆A7	 よく聞く問題点として，海外にポスドクに行
った場合に，アカデミックポストに就きにくくなるという点があるように感じている．さまざまなところを経験

してきたポスドクがアカデミックをあきらめる，というような事態が増えると，ますます海外に武者修行に行こ

う，という気概のある学生が減ってしまうように思うので，さまざまなキャリアパスの人がアカデミックポジシ

ョンを狙える制度の拡充が大切ではないだろうか． 

 

生体関連化学・博士研究員・30代 ◆A1 強いていえば元気がない…か？「元気」の意味がよくわからないので回答

しづらい．ただ，いろいろな問題（病気）がある気がするので，そういう意味では「健康」とはいいがたいかも

しれない．ただ，どんなに人（社会）でも歳を取れば（成熟すれば）持病はある．◆A1	 ？位．これについても
分野によっても得意／不得意があるので順位づけは難しい．絶対的な評価は難しい話題だし……（それをあえて

順位付けしたいという意図かもしれないが）世界中の科学者がそれらを相互補完することで新たな進歩となるこ

ともあり，もはや日本という範疇だけで化学をはじめ学問が常に完結できるわけではないことを考慮すると，こ

のようなことは気にすることではないと思う．◆A3	 よくも悪くも分野間の囲い込みがある点．分野の垣根を越
えた新しい研究がなかなか日本から生まれない理由の一つでもあると思う．とくに企業では成功実例がないとな

かなか動きだそうとしない風潮があるが，成功例が世の中にでたころには特許など押さえられてしまって手遅れ

になっている．アカデミアでも，なかなか夢をみるような研究はしづらくなっている．◆A4	 日本人の基質．手
先が器用で仕事が丁寧．根性がある．文句をいわずに頑張れる．震災時でもそうでしたが，自分が辛くても協調

性をもってやるべきことをきちんとやる．◆A5	 このままでは，アカデミアはなんとか今程度のレベルを保てる
かもしれないが，産業界ではどんどん頭脳流出が起こると思う．◆A6	 天然資源（植物，動物等）で未開拓なと
ころもまだまだ多いと思うので，積極的に利用することで発展の“のりしろ”が多いと思う．◆A7	 政治家が国家
戦略として化学をどうするべきか，真剣に考えてほしい．石橋を叩いて渡るような戦略ばかりでなく，思い切っ

た戦略をたてて動きださないと間に合わなくなる．応用的な派手な結果を短期的に追い求めることも大事かもし

れないが，そのような結果が継続できるようにしっかりした地盤を固めるような教育や基礎的な研究の重要性に

もっと眼を向けるべき．◆A8	 科学者は立場が低いと思う．資源の少ない日本を支えてきた理由の一つに科学技
術力があることは承知の事実だと思う．ある意味，芸人やスポーツ選手級に注目を浴びてもいいのかもしれない．



国民性が違うのだから，世界の動きに常に同調する必要性は必ずしもないと思う．そのかわり，独自の価値観で

ピリリと光る成果があげられたほうが，面白いと感じる．震災からの復興資金が足りないにもかかわらず，雲を

掴むような？化学に取り組むことの意味，意義を確かめながらわれわれは研究に向き合っていかなければならな

いと思う． 

 

無機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 4位．◆A3	 競争的資金の一極集中．成果に応じて多寡が生じるのは当然だが，多寡の格差
が大きすぎるために，多の部分に余裕がありすぎると感じる．◆A4	 “教授-准教授や助教-学生”という研究室制

度は，教授のもとで研鑽を積みながら成果をだしていけるという意味で，悪くないと感じている．ただし，組織

運営と早期独立の点から研究室組織がもう少し小さくなり，その数が増えるとベストだと感じる．◆A5	 決して
トップではなく，やや老舗的なポジションで中堅上位に位置しているように思う．◆A6	 日本以外のアジア諸国
の台頭は当然あるべき姿だと感じる．そのなかで日本がどのような立ち位置を目指すかが重要だと感じている．

中国と張り合ってトップを取ることに執念を燃やすことが，必ずしも正解であるかは分からない．◆A7	 国内外
における目先の成果競争に追われるのではなく，これまでどおり質と精度の高い実験と，正しい化学知識に基づ

く堅実な結果を示していくことにより，日本の論文は質が高いという評価を維持もしくは獲得することは重要だ

と感じている．人材教育に関して，国際的かつ積極的な人材の育成は重要であるが，その多様性も重要であると

いう観点から，万人がそうあるべきだという画一的かつ排他的な人材育成と評価は避けたほうがよいのではと感

じる．◆A8	 自己満足的もしくはものまね的な化学に終始せず，社会への貢献もしくはなんらかの哲学が伴う化
学を目指せたらよいのではと思う． 

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気がないわけではないと思う．これまでの化学分野での日本人研究者のノーベル賞のインパクトがある
と思う．◆A2	 5位．本質的な研究は他国のグループが主導で行っており，国内の研究はその追随であるような独

創性に少し欠けるところがあるように感じる．◆A3	 就労条件．任期制雇用やポスドク問題．◆A5	 少子化，理
科離れ，ゆとり教育の影響が懸念される．◆A6	 アジア諸国は政府が研究を推進しており，海外経験研究者を優
遇している．また日本の第一人者の教授がこれらの国の研究機関に多数招聘されており，日本の研究のノウハウ

が輸出されている．◆A7	 研究に対する理解と支援． 

 

錯体化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 錯体化学・2位．◆A3	 基礎研究に関していえば，より萌芽的な研究に研究費を回すべき（ど
この国もそうかもしれないが）．◆A4	 今のところ，日本の財政にまだ余裕があり，研究費があるところ．その
うちなくなるだろう．◆A5	 中国には論文数では確実に抜かれるだろう．質的にも抜かれるかもしれない．数で
は勝てないので，質で勝つ努力をしなければならない．◆A6	 中国は科学技術全般において力を入れている．韓
国は選択と集中が上手．化学に選択を置いているかは知らない．台湾は分からない．◆A7	 私は基礎化学に携わ
っている．基礎化学で大切なことは，以下にオリジナリティーがある研究を行うか，にかかっている．誰かの研

究に似た研究でたくさん論文をだすことが大事ではない．現状ではそういった研究にお金が回りがちだが，オリ

ジナリティーがある研究をしっかりと評価する体制，および研究費を回すしくみがより重要なのではないか？

◆A8	 税金で研究を行なっている研究者は国民に情報発信せよといわれているが，国民に興味がないので行なっ
ても無駄だと思う．国民に興味をもってもらいたいのであれば，研究者の待遇をよくするべき．そうすれば，自

ずとそうなるであろう． 

	  

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 5位．◆A3	 研究プロジェクトへの集中的な投資ができていない． 先端の計測装置の国内

調達がほとんどできない．大学発のベンチャー企業が海外（欧米）と比べて少ない．これは，大学発ベンチャー



に対する国の理解とサポートが不足していることにあると思われる．◆A5	 日本以外のアジア諸国の台頭により，
いったん研究成果（“量”）に対する要求が高くなるものと思われるが，質の高い研究を継続すれば，決して日本

の現在の立場を失わないと思われる．ただし，そのためには，初等教育からの科学に対するモノの見かたを培う

教育を始める必要があると考えている．◆A6	 荒削りである場合が多いが，日本と比べて研究プロジェクトに対
する集中的な投資ができている．また，欧米の優れた技術やノウハウを習得することによって，著しい成長が見

られる．しかし，オリジナルなことを行うということになると，研究の質的な改善が必要と思われる．◆A7	 未
来の化学者を輩出しつづけるための，初等教育の根本的な見直しが必要と考えられる．自然をよく観察し，論理

的に考える能力を幼いときから培う，そして育てる教育が必要と思われる． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．団塊世代によって達成された一昔前の業績が評価されつくされた感があり，これから若手を中心と
して，まったく新規な発展が望まれる現状と見る．化学領域自体は研究者人口も多く，体を張って新しいものを

探そうと取り組む研究者も少なくないので，期待はもてるだろう．◆A2	 2位．私の専門分野（有機化学）は，手

先が器用で根気強く，品質重視の日本人の特性が生かされる「ものづくり」領域である．日本発のノーベル賞も

多数でており，多数の日本勢がトップ領域で活躍している，世界的に見ても日本が非常に強い分野であると思う．

ただ他国をリードして巻き込むほどの斬新なコンセプトを提示したり，研究分野を立ち上げたりなどの国際的，

領域横断的，組織的取り組みのさかんさという点では，やはりアメリカに一歩遅れているようにも感じられる．

◆A3	 よくも悪くも現行の講座制だと見る．早い時期から独立した研究を奨励る体制の欠如，および雑務の増加
につながっているのがよろしくない．独立的取り組むに十分な額で，単独で飛躍を狙えるような若手向け巨額グ

ラントの少なさが一つの原因ではないだろうか．サイエンスとしての斬新さではなく，年功序列と人脈，過去の

財産で獲得額が決まる傾向も気にかかる．このため，資金的な意味でどうしても教授のお膝元での仕事をせねば

ならない現実があり，世界（とくに中心地であるアメリカ）から眺めて自らの仕事がvisibleになりにくい．◆A4	 
一方のメリットは，各種のリスクヘッジが効く点で，一度パーマネントポストを得さえすれば，コケたら即ダメ

になることへの不安は少ない制度と思われる．もちろんこれはよし悪しで，研究者の流動性の低さにも直結して

いるように思える．一昔前に比べればだいぶ改善されてきたが，まだまだメスを入れる余地のある制度と思われ

る．◆A5	 人件費や設備投資費がアジア諸国に比して高額となり，空洞化が進む現状，医薬開発などの高付加価
値産業を奨励するとともに，イノベーションを促進させる取り組みを続けていかない限りは沈没傾向にあること

はまちがいない．このようなことは10年前に危機感をもって手を付けておくべきだったのだろうが……． 大の

問題はリスクテイクおよび個人単位での活動を促進させるような社会・教育システムづくりを，制度設計側でさ

ほど真剣に考慮していない点と思われる．高学歴ほどリスクを取らないという根っからの安定志向の社会は，イ

ノベーションからほど遠い．◆A6	 いずれの国にしても，ある程度（一昔前の日本）のレベルまでは努力と短期
的投資にて向上できると思われる．他国の確立した基礎研究に乗っかればそれで事足りるからだ．その後は国策

に基づき，長期的視点に立ったリーダーシップ教育と，多分野にまたがる積極的な研究者の招聘などによる，多

角的視点の醸成が重要だと見る．現状ではそれを真剣に考えはじめている段階とはまだ見受けられない．◆A7	 若
手を中心に未来の化学者に向けて「夢を語る」のがよいと思うが，現状どれほどそれができているのだろうか（自

戒を込めて）？日々の雑用に追われ，身の回りのことで精一杯でアウトリーチなど考えられないと述べる研究者

という職種に，どれほどの子供たちが魅力を感じてくれるだろう．わが国の大人は科学に対する興味が元来薄く，

そんな彼らによってフィルタリングされて情報を伝えられる立場にある子供たちには，科学の魅力どころか正確

な知識そのものがそもそも伝わりにくい状況にあると常づね感じている．情報過多の現在，「よいものをだせば

いずれ伝わる」という職人的な考えの有効性は幻想に過ぎない．科学を一般に伝える（とくに大人に対して）た

めの広報の整備が急務だと私個人は思っている． 

 

 

 



有機化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．今のところは 先端のフィールドで勝負できている．◆A2	 4位．アメリカ・ドイツ・イギリスの

欧米に次ぐ位置にいると感じている．また， 近では中国の勢いに負けてしまいかねない現状にあると考えてい

る．◆A3	 若い研究者が大きな競争的資金を得ることが事実上不可能な点．プロポーザルの質よりもこれまでの
論文数などの実績が重視される傾向が強い．◆A4	 学生が勤勉に働く点．また，実験操作も丁寧に行える．◆A5	 
学生の安全志向が強まっているように感じるため，現状のまま過ごしてしまうと現在の地位を確保するのは難し

い．政策的に挑戦を後押しできるような環境を整える必要があるのではないだろうか．◆A6	 とくに中国が人的
資源の強みを存分に生かした戦略で，急速に成長している．また，シンガポールや韓国などでも国家的に化学を

推進しようとしている印象があり，若手の勢いのある研究者が多く集まっている印象がある．◆A7	 アメリカの
アイデアの追随をしていては，中国の勢いには勝てないので，独自のアイデアを展開する必要がある．「元素戦

略」のように日本発の大きな目標を世界に提示することが必須である． 

 

生体関連化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気がない．日本の化学は基礎学問としての研究者の質は高いと考えるが，その多くが海外に活躍の場を
求めることが多い点が懸念される．私もアメリカに2年間留学していたが，その際に知り合った日本人研究者でも，

そのまま海外で研究を続けたいと思っている人が多く，また，これとは逆に，海外の研究者が日本に来て自身の

研究を伸ばそうとする機会はほとんどないように感じる．日本が，研究の場として，アメリカなどのほかの国以

上に魅力的な機会を提供できることが求められているのではないかと思う．◆A2	 3位．研究の拡がりとしては決

して大きくはないが，とくに基礎学問として非常に優秀な研究者が多いと考えている．◆A3	 1）日本の化学は
基礎を大事にするところが強く，これは非常によい点であると考えているが，その反面で，化学の知識をほかの

分野に生かす機会がもっと増えてくるべきであると感じる．近年では，アメリカを中心に，化学者が生物学など

の異なる分野に入って新たな研究領域を拓くことが多く，これが化学という分野の拡がりに大きく貢献している

と思う．日本においても，化学者が積極的な異分野交流を通じて，新たな研究分野に挑戦できる機会が今以上に

増えてくることが必要なのではないかと思う．2）日本では，30代前後の経験を積んで野心のある研究者が，助教

として雇用されることが多く，その場合には，しばしば教授の哲学に従うかたちで自分の研究を行うことになる．

これに対し，アメリカなどにおいては，同年代の研究者は，独立して，自分の哲学で動くラボをもつことを目指

して研究を行っている．それぞれの形態によい点と悪い点があるのは確かだが，とくに野心のある研究者にはア

メリカのような形態が魅力的に映るのはまちがいないと思う．◆A4	 幾度か述べたように，学問としての基礎力
の高さがとくに優れていると考える．これは，日本人の気質が理詰めの学問をするのに適していることに加え，

大学，大学院レベルでの基礎教育の成果がよいかたちで表れているのではないかと思う．◆A5	 化学が大きく貢
献することができる材料開発，医薬品開発にどれだけ日本の化学の知識を生かせるかによると考える．とくに医

薬品開発はその需要が近年急激に高まっており，この分野で活躍できる広い視野をもった化学者を多く育ててい

くことが，日本の化学がこれまで以上に大きく世界に貢献していくことにつながっていくと考えている．◆A6	 そ
れぞれの国に合ったやりかたで大きく成長してくると思う．しかしながら，化学というものは非常に輪郭が広い

学問なので，その成長を脅威として感じるよりも，私たちは私たちの長所を生かすかたちで化学を伸ばしていく

ことで，相互に刺激し合って成長していくことが望ましいと考える．◆A7	 日本の優れた化学の基礎力が，とく
に材料開発，医薬品開発を通じて社会に還元されることが今後も続いていくことを願う．また，これとならび，

社会の側から，化学に対する理解が増し，正しい研究に正しくスポットライトが当てられ，国をあげてこれを伸

ばしていく空気が広がっていけばよいと思う．◆A8	 古来よりの「ものづくり」の伝統をもつ日本は，とくに基
礎を中心とした化学を大きく育てていける土壌があると私は考えている．私個人としては，これが医薬品開発に

生かされ，強い化学力を背景とする創薬研究が日本の「お家芸」としての地位を確立できる日が来ることを強く

願っており，また，私自身も，微力ながら，そこに貢献できる仕事を続けていきたいと思う． 

 

 



生体関連化学分野・助教・30代  

◆A1	 世界的な業績を上げている「元気な」研究者も少なからず存在する一方で（他人事のようにいえる立場で
はないが），新しい分野を切り開いている若手はアメリカと比較して少ないように感じる．また，学生の能力は

高いものの，新興国と比較して意欲や機会に恵まれているとはいえないように思う．「少しずつ元気がなくなり

つつある」というのが個人的な感覚．◆A2	 2位．分野にもよるとは思うが，総じて考えるのであればアメリカに

次ぐ2番だと思う．◆A3	 学科や研究室の壁が厚く，学生時代のヘテロな交流が少ない．目のまえの研究に集中す
ることは大切だが，一つの研究室に引きこもるのではなく，幅広い視野や経験を身に付けられるように人材の育

成方法を考える必要がある．また，教員になったあとのキャリアサポートが欠けている．視野の広い学生を育て

るには，教える側についても企業との人材交流やサバティカルの促進など新しい刺激・流動性を与えるしくみが

必要なはずなのに，現実には学生指導・マネジメント業務・研究費管理等の面で制約が大きい．さらに一部の有

名大学以外の研究環境が劣悪である上に，教員の仕事が多すぎる．したがって，いったん転んだりするとよい成

果をあげるのは極めて困難な状況にある．そもそも，官僚と一部の重鎮的研究者のみで方針を決めていることが，	 

将来を見据えた果断な政策決定を困難にしているように思える．◆A4	 大学や研究室の縦のつながりが比較的し
っかりしているため，業界内での情報交換や相互互助が行いやすい．パーマネントな職位に就くことができれば，

仮に研究費に外れても，ある程度安定して仕事ができる．研究室・分野の閉鎖性が高いため，時代の流行に囚わ

れずに専門的な知識・技術を次世代に伝えることができる．◆A5	 新興国の台頭で現在よりもプレゼンスは下が
るものの，ヨーロッパの伝統国と同様，一定の地位を保っていると予想する．◆A6	 中国を中心に，近年急速に
レベルが上がっていると感じる．科学のレベルは研究者人口と国の経済力に比例する面があり，中国やインドの

ように豊富な労働人口をもつ発展途上国に数十年後に追い抜かれるのは不可避だと思う．◆A7	 研究費について
は，大型プロジェクトの予算を減らしたり	 同一人への重複を制限したりするなどの工夫により全体の採択率を

上げることで底上げを図る．海外からの研究者を積極的に受け入れるべく，国際的に魅力ある学習・研究環境を

整える（奨学金の充実，研究支援要員の拡充，会議・書類の簡素化などを含む）．科学技術・高等教育に関する

政策決定に若手の研究者，学生の意見を取り入れることで	 若い世代のモチベーションを上げるしくみをつくる．

◆A8	 日本はこれから人口減少時代を迎える以上，人材・市場を国内に限定していたら成長はありえない．研究
の設備，実験技術において日本の化学はすでに一流なのだから若者を欧米に留学させることよりも，世界の優秀

な人材に日本で働いてもらうことを主眼においた「国際化」へと方向転換することで，科学と産業の発展を図る

べきだと感じる．	  

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．まだ元気だが，少々疲れてきているところだろうか．アメリカでもそうだが化学に対する庇護が少
しずつ弱くなってきていると感じる．これは化学が生物学の一部分としての役割を果たしつつあるなか，化学と

してのアイデンティティを発揮しづらくなってきている部分が少なからずあるからかもしれない．◆A2	 3位．現

在のところ，アメリカが飛び抜けて1位だといえるだろう．イギリスかドイツのどちらかが日本より上だと考える

と3位が妥当だろうか．◆A3	 「特任」制度は日本になじまないように思う．アメリカではある程度の期間を区切
ったかたちで雇用され，その期間に自分の世界を打ちだした研究を発表することができればテニュア（終身雇用）

を得ることができるという制度がある．この制度が日本にもち込まれて特任助教などのかたちで3年や5年の区切

りのあいだに仕事をすることを求められる．しかし日本の助教は講座制の一番下にいることから自分の世界をつ

くることを許されない場合も多く，使い捨てのようなかたちになってしまうことも多い．これからは特任制度を

もう少し日本にあったかたちで運用していく必要があるだろう．◆A4	 講座制がうまく働くこともある．駆けだ
しの研究者はまだまだ自分の足で立てないことも多いといえる．研究の才能はあってもまだ金銭的な余裕を手に

入れる技術がないような若手にとって，教授が獲得している研究費を使った研究ができる経験は非常に重要なも

のだといえるだろう．アメリカでは若手研究者がいつも資金獲得のことばかり気にしないといけない環境にある

と聞く．◆A5	 現在のアジア各国の勢いを見るかぎり，今後日本が一流のランクに居つづけるのは難しいかもし
れない．政府が科学技術立国を語るのであれば，それに見合った研究費を投入すべきだと思う．現在， も優秀



な学生は企業での安定した生活を選ぶ．このままでは今後，大学や研究機関が研究能力を失うこともありえるの

で，研究者の待遇改善も必要になると思う．◆A6	 アジア各国の研究レベルはすさまじい勢いで上がってきてい
る．現在のところ，剽窃に近いような研究が多いというところばかりに目が行きがちだが，しっかりと力を蓄え

ている研究者はかなりの数にのぼる．国家からのサポートもかなりしっかりしている．◆A7	 どうも化学に対す
る印象がいまだによくないことが多いようだ．物質の変換を理解する根幹となる学問についてきちんとした認識

を世の中に広めていく努力をする必要があるだろう．専門家だけが増えてもいけない．世の中に正しい知識を広

めるような，いわゆる科学コミュニケーターの方がたが働きやすくなるようにしていくことが大事だ．◆A8	 日
本の場合，高校までの化学が記憶ばかりに頼っていて，どうもつまらないと思われることが多いようだ．カリキ

ュラムが変わらないといけないとも思うが，まず高校などで化学のオモシロさが学生に伝わるようなイベントづ

くりも必要になってくると思う． 

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．化学研究の 前線は元気だ！◆A2	 1位（であってほしい！）．1位か少なくとも1位にとても近い

力をもっている．◆A3	 科学技術の発展と人材育成にかかわる予算の縮小，これらにかかわる職（ポジション）
の減少．◆A4	 元気な研究者・技術者，頑張っている研究者・技術者がたくさんいること．◆A5	 10～20年後も

今の位置に日本があるか，決して楽観的な予測はできない．諸外国の頑張りもものすごい．負けないようにどれ

だけ踏ん張れるかが，10～20年後を決めると考える．◆A6	 ものすごく頑張っている．確実に現状を超えると思
う．日本も頑張らないと．◆A7	 化学の研究者層を広げること．また，化学に理解・興味を示す人が増えること．
◆A8	 さまざまな変化のなかで，苦しい立場に立たされながらも化学研究を続けている方がたくさんいる．この
ような方が，少しでも報われるような社会になってほしい． 

 

材料化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．空元気かもしれない．◆A2	 2～5位．規模そのほかを考えると，アメリカにははっきりおよばない

と認識．学問分野ごと，あるいはアカデミックか産業か，大規模プラントかR&Dか，などでも違いがある．◆A3	 
海外の事情に疎いので，大学の制度などについて，明瞭には答えられない．「日本のなかで化学の足かせになる」

ことがあるとすれば，「化学物質」に代表されるように（具体的な物質を対象とする学問は，すべて化学，ある

いはその関連分野である），「化学＝悪いもの」という認識が一般社会に広がりすぎていることと，そのことを

一般の人が理解していないこと．「化学者」の質を高めるうえで，将来的にマイナス．社会にある，抜きんでた

人がその能力を活用しづらい面は，化学に限らず，R&D分野全般でマイナス．あとは，国際化の意義づけやその

取り組み（インターネットや交通網の進化に伴い，英語圏の知識の共有速度はさらに向上，日本はどうか？ただ

日本語の壁によって守られていた雇用や文化もあるわけで），人口構成や労働文化の変化など，R&Dに限らない，

日本社会全体の問題．◆A4	 欠点と同じく，海外や大学外の事情に疎いので，明確には答えられない．野依教授，
鈴木教授らの有機合成の分野でのノーベル賞が代表的だが，化学では実験上，手先の技術が要求されることがあ

り，それらの操作や，それを磨くという考えかたに関して日本人はある程度，適性が高いかもしれない．また，

抜きんでた人がその能力を活用しづらい面とは表裏一体に思えるが，研究分野における周囲と協力することへの

ハードルは低いかも（個人的偏見），そしてそれがプラスになるかもしれない．◆A5	 インド，中国などの頭数
の多さに押され，相対的位置は低下．絶対的な教育・知識・技術レベルの維持は，困難であろうが達成されなく

てはいけない目標であり，達成する．◆A6	 中国：押しの強さは競争社会向き．数の多さも含め，今後は影響が
大きくなるだろう．日本に来ている学生・研究者が日本人より優秀／稚拙ということは，はっきりいって「ない」．

韓国：現状，元気がある（ように見える）．ただ，忘れがちであるが，中国と同様，以前が以前であった国／社

会であり，「先進国」になったあとが不明．台湾：よくわからない（数が多くない）．東南アジア系（ベトナム

など）：留学生に対する印象として，個性を維持しながら日本社会へ高い適応性を示すので，むしろ見習いたい．

見習うべき点は見習い，協力できるところは協力し，警戒すべき点は警戒し，場合によっては他山の石とする．

政治でもめることが多い相手（中・韓）に「アジアだから」なんていう，政治的認識をすることはナンセンス．



◆A7	 そんな簡単な答えがないことを社会のみなが認識し，（相対的地位は必ず低下するし，日本は「もってい
る」立場なので，つまり失うものがある立場である）覚悟と責任をもってできることに地道に取り組む．その責

任や行動に，社会は適切なコストを払い，社会の構成員は，コストが必要なことを理解したうえで方向性がまち

がっていないかを，時おり確認する．◆A8	 「日本の化学」に対する「日本の＊＊」「＋＋＋の化学」がよくわ
からない．理系学問で比較するなら，論文数その他の点で，日本のほかの学問にそう劣るものではないだろうし，

逆に中国や韓国の伸長は明らかだが．……まあ今の「日本の政治」，つまりは現政権を選択するに至った，日本

人全体の政治レベルほど低くはないと思うが． 

 

物理化学分野・博士研究員・30代  

◆A2	 1位．学際的な分野で，他国と競争するよりはオンリーワンの研究をすることのほうが評価されるので，順

位にあまり意味はない．◆A3	 経費削減，合理化という時代の流れからか，研究予算管理体制がますます厳しく
なっている．税金から捻出されている研究費の不正利用を防止する観点から，いたしかたのないこととは思うが，

融通が利かなすぎるきらいは感じている．たとえば，放射光施設のような共同利用施設において，かなりまえか

らの事前登録をしていないもの/設備は，実験時に急に必要/足りなくなっても一切使えない，技術専門スタッフを

雇う経費がでないのでその数が非常に少ない，といった状況は，他国と比べても見劣りする．◆A4	 大型の共同
利用施設は，その施設自体が存在しないと研究しえないものである．世界 先端の研究が行える反面，経済的な

余力と世論の理解が無いと建設・維持が難しい．不景気が続けばわからないが，今のところ日本にはその土台は

整っている．◆A6	 論文数と研究者人口の増加に比例して発展していると思う．分析化学の観点では，そもそも
試料作製専門の研究者と共同研究する機会が多いので，欧米のみならず，アジア圏の研究機関と共同研究する機

会がますます増えていくと思う．◆A7	 世界でもトップレベルの研究水準と技術をもっていることはまちがいな
いので，それを維持するためには，研究機関と民間，国内と海外など，人材の流動性が容易になるような（そし

て研究者にあまり不利益が生じないことが理想）システムづくりが必要と感じる．ここで書く事かどうかは微妙

だが，個人的には大学の秋入学うんぬんよりも，研究機関の利便性（各種手続きの簡易化，交通・食事等の生活

環境）を高めるほうが実は有効なのではないか，と感じている． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 そのほか（元気がないように見える）．グローバル化が叫ばれているなか，“日本の”順位というものにど

れほどの意味があるのかは不明である．若者は積極的に海外にでて人脈をつくり共同で研究を行うことなどが推

奨されており，企業も日本だけで成り立っているわけではもはやない．このようになってくれば必然的に日本の

化学というものがしだいになくなっていくのではないかと思う．それでも国を単位とした評価をするのは化学の

力というよりは政治力や国力になるのではないだろうか？そういった意味での化学分野の日本の力はあまり強く

ないように感じる．研究主体が日本の研究者であった場合，アピールの仕方が弱く研究をリードしているように

は見えなくなってしまい，結果として元気がないように見えてしまうことは多々あると思う．◆A2	 上位．Q1
でコメントしたように日本という指標に疑問を感じるが，本質的にもっている“化学力”は世界でトップであると

思う．しかし，日本独自の昔からの慣習が色濃く残っており，また，アジアで も早く成長してしまったがため

に制度や環境が昔のままであることも多く，外国人からなじみにくいため，とくに海外からの人材が集まりにく

い．◆A3	 大学の研究室の話になってしまうが，研究室がオープンではないことがあげられる．昔の講座制が残
っている部分があり，“自分の研究は自分で”という考えがまだ根強いため，他研究室との共同研究は欧米ほど活

発ではないように感じる．欧米ではほかの研究室の学生が出入りして研究活動を行うことに対してもかなり自由

度が高いし，共同で研究を進めるにあたっての精神的な壁はかなり低い．また，“自分の研究は自分で”という精

神はあらゆる大型機器を自前で保有するという考えにもつながっていく．そうなるとその保守管理も研究室内の

人間が研究の片手間に行うことになり効率が悪い．欧米では共通で利用可能な大型機器は共通施設として運用さ

れており，そこには専門家が常駐しており保守管理を行っている．それだけではなく，専門知識の提供も行って

おり，共同研究に参加する場合もある．日本にもそのような制度をつくることが必要であると思う．◆A4	 日本



の研究室では研究室所属の学生に対する教育（授業ではなく研究活動に対する教育）は欧米よりもしっかり行え

ている．欧米では放任主義の研究室も多く，日本でいう助教のような研究室スタッフがいないため，実践的な教

育はほとんどなされない．こういうところでは，限られた極めて優秀な人材は育つが，そうでない場合は救うこ

とが難しい．一方日本のやりかたでは中程にいる人材をもち上げることができるので，結果として全体レベルの

底上げが可能になるのではないかと思う．◆A5	 繰り返しになるが，日本はアジアのなかでは も早く発展した

国であるだけに当時の基準のままの制度や設備･環境をそのまま流用している場合が多く，世界水準からは遅れて

しまっているところが多々あるように感じる．このままの体制で進んでいってしまうとどんどん衰退し，あっと

いう間に中国などの発展著しい国に抜かれているのではないかと思う．◆A7	 簡単ではないと思うが，一つあげ
れば，日本の研究者は職人気質な人が多く，それがよしとされている文化があるように感じる．悪いことではな

いが，もっと営業的な側面も重視し，他分野，他国，一般に対してどのようにアピールして行くかをもっと考え

て行動するようになると，結果として多くの人の関心が集まり元気がでてくると思う． 

 

生体関連化学分野・助教・20代  

◆A1	 どちらかといえば，元気がない．◆A2	 2位．トータルで考えるとアメリカの次くらいかと．◆A3	 留学
や各研究室間（学生，ポスドク，教員等含め）の移動が少ない．流動性があまり多くない．◆A4	 いい意味での
徒弟制度（院生が学部生を指導するなど）があるぶん，学生全体のレベルは高いと思う．◆A5	 このままでは少
しランクが下がってしまうかも……．◆A6	 伸びはすごいと思うけど，底力ではまったく負けていないと思う．
◆A7	 社会のなかで，研究者というモノの理解を深めること．研究者自らの啓蒙活動も大事だし，社会のなかで
科学を理解するという土台作りが必要だと思う． 

 

生体関連化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 5位．◆A3	 ポスドクの少なさ．特定の研究室への予算と人の集中．◆A5	 中国や韓国に追
い付こうとする気力を失っているくらいの立場．◆A6	 研究の発展には十分な予算と（とくに若い）研究者層の
厚さが重要なことを理解しており，戦略的な制度設計をしている．◆A7	 研究者層を厚くするために，研修医の
ように，修士号取得者はテクニシャンとして博士号取得者はポスドクとして出身研究室とは異なる公的研究機関

で2年間程度働くことを義務づけ，それに伴う研究スペースと研究予算の拡充する，などの特定の研究者に偏らな

い全体的な制度をつくるべき． 

 

有機化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．人口一人あたりの論文数で比較すると台湾の後塵を拝しているが，これはオリジナリティーの高い
研究を行っているためであると考えている．◆A2	 上位．流行を後追いした研究は少なく，多くの研究は先駆的・
独創的であり，成熟した状態であると思う．◆A3	 （論文数，インパクトファクターなど）評価を偏重する傾向
にあること．◆A4	 若手を育てる予算・援助が存在すること（その件数・金額についての議論を除く）．◆A5	 適
切な評価基準を追求しつづければ，世界を牽引する「日本の化学」でありつづけるよき競争相手となっていって

ほしい．◆A7	 日本の教育に対して自信をもってほしい．それは研究者への信頼につながり，より困難な問題を
解決するための環境づくりになると考える．短期的な成果ばかりを求めていると，日本の化学は弱体化する． 

 

バイオマス変換分野・助教・30代  

◆A1	 元気がない． すべての化学分野についていえることだが，「新しい！」「面白い！」と思える研究が10年

前に比べて少なくなったと感じている．それだけ化学が進歩して，新しいことを見つけるのが難しい時代になっ

たのだと思う．しかし，いろいろな合成手法や方法論が確立された今，アイデアさえあれば何でもできるはず．

日本人が得意とする「発想力」に期待している．◆A2	 4位（バイオマス変換分野）．◆A5	 日本人研究者の学
力や意識の低下を背景として，今後世界における日本の影響力は徐々に低下していくと考えられる．また，中国

における化学の発展は目覚ましいものがあり，将来的には世界トップレベルの研究力をもつことになるだろう．



他国に遅れをとらないためにも，学生や若年研究者の育成により力を入れていかなければならないと考えている．

◆A6	 アジア諸国における化学の発展は目覚ましいものがあり，とくに，研究者の向上意識が強く数で勝る中国
は将来的には世界トップレベルの研究力をもつことになるだろう．10～20年でアジア諸国と日本の化学のレベル

は同等になると考えている． 

 

物理化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．◆A2	 1位．ブレークスルーになる質の高い研究が行われている．◆A3	 事務的な仕事や会議など
に振り回され，研究に集中する時間が取れないこと．派閥のようなグループが形成され，そこから外れるものを

排除あるいは蔑ろにしようとする場合があること．◆A4	 人の後追いでない，オリジナリティーの高い研究が評
価される風潮があること．◆A5	 アジアの物量作戦に押され，全体的に立場が悪化し，また，政治や世論の短期
的な成果・経済性偏重が強まると直接的に金銭的利益につながらない分野の研究が停滞する可能性がある．◆A6	 
とくに中国では，先行研究を模倣して人海戦術で 適化を行い，論文を量産しているケースが多くを占める．し

たがって研究の質は決して高いとはいえないが，数値競争や知財権の観点から脅威である．今後ますます脅威の

程度が大きくなると考えている．◆A7	 化学を事業仕分けのように即効的な経済性で判断せず，将来的な利益に
結び付くよう長い目できちんと育てていくこと． 

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 1位タイ．◆A5	 多数の世界的に優秀な研究者はコンスタントに排出すると思うが，平均的
には世界ランクは落ちると思う．これはアジア諸国の台頭によるもの．日本は，人材不足から伸び率はアジアに

敵わないため．◆A6	 非常に活発．興味の対象が，比較的応用に寄っている印象がある．◆A7	 英語を使ったコ
ミュニケーション能力の強化が必要だと思う．研究の世界においても，国際化は進んでいる．国際的な人材の流

動化が起こっているので，海外の優秀な人材の確保が一つの課題となっていると思う．そこで，海外の研究者が，

日本で長期間働きたいという環境づくりが必要だと思う．日本人の英語を使ったコミュニケーション能力は，ア

ジア諸国と比べて高いレベルにあるとはいえないと思う．結果として，海外の研究者には，研究生活を送りやす

い国と見えていないと思う．よって，海外の人材を確保できない． 

 

材料化学分野・研究員・30代  

◆A1	 元気．たとえば，分子組織化学の分野では，非常に多くのトップサイエンティストがいると思う．相田先
生，藤田先生，原田先生，加藤先生など．◆A2	 3位．アメリカ，ドイツに次いで3番目ぐらいだろうか？◆A3	 以
前よりはハードルは低くなったが，欧州に比べて共同研究の慣習が希薄．欧州では，いいサイエンスをクラスタ

ー化して取り組み，成果として評価されるしくみがある．EUの大きなグラントは，共同研究の必然性がある．◆A4	 
質の高いサイエンスを求めている．中国のようなコピーサイエンスではない．◆A5	 洗練されたサイエンスを行
う環境は変わらないと思う．◆A6	 中国はまだ量で束になっているが，近い将来，質の向上も一部ではでてくる
と思われる．たとえば，論文の引用数に関しては組織ぐるみで同じ組織の論文を引用する取り組みがあるとか．

◆A7	 環境・エネルギー問題へ向けた応用型研究が現状としては大事だが，しっかりと基礎研究を継続していく
こと．日本初のシーズ研究をどんどん発信し，世界のリーディング的存在を常に目指す．◆A8	 実力に合わせた
若手のポスト登用をもっと積極的にやってほしい．海外に比べて極端に後れを取っている点だと思われる． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気がない． 近はあまり元気がないように思う．Q3にも関連するが，国全体で経費削減の意見が大多数
を占めているうえに某大臣の「2位じゃだめなのか」発言のように，基礎科学に対して国民の理解があまり得られ

ていないように感じられるため．◆A2	 1～5位．諸先輩がたにつくっていただいた伝統もあり，世界でもトップ

レベルにあると思う．◆A3	 基礎科学に対する理解が薄いところ．また，大学の人員が十分でないために，研究
者がさまざまな雑務に追われている点．とくに，iPS細胞で有名な山中教授ですら，常勤スタッフの確保が得られ



ずに，非常勤スタッフが大多数を占めている現状は世界を見渡してもいい慣習とは思えない．◆A4	 昔からの著
名な先輩がたの伝統（たとえばクロスカップリングなど）を見事に受け継ぎそれをさらに発展させている点．◆A5	 
少なくとも今より悪くなっていると思う．◆A6	 アジア（とくに中国）の成長は驚異的であり，このままであれ
ばいずれは抜かされていくのではないかと思う．◆A7	 競争原理をもち込むことは成長には必須のものであると
は思うが，若手の研究者に対する処遇が厳しいように思う．とくに，助教はほとんどが任期付きであり，継続し

て研究を続けていけないのではないかという不安と常に戦う必要があり，精神的なストレスが非常に大きいと感

じている．任期が付くと，成果至上主義になり，データのでやすい研究が主流となり挑戦的なテーマに取り組み

にくいように思われる．このような現状から，近年は急激にドクター進学者が少なくなっているのも大きな問題

だと思う．そのため，もう少し，若手研究者の雇用問題（とくにポジション）について，改善が望まれるのでは

ないかと思う． 

 

無機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．これまでにない新しい構造の分子が次つぎと合成され，新規な物性が報告されている．◆A2	 1位

（少なくとも5位以内）．基礎化学なので順位を付けることに意味はないと思うがあえて付けるなら，この順位．

◆A3	 慣習というよりは 近の風潮としての研究すべてに何かしらの利用価値を求めすぎている傾向．確かに応

用を見越して研究を行うことは必要だが，応用研究にはその土台となる山の裾のような膨大な基礎研究が必要だ

と思う．◆A4	 他国と比較して，長期的なスパンで研究を行える環境．またそれに対する資金的な援助．◆A5	 ア
ジア諸国の台頭はあるが， 終的には現在と同じ位置は保持していると願いたい．◆A6	 韓国や台湾の化学は今
後も発展すると思うが，中国は研究の本質をじっくり見るような研究者育成ができていないと思われるので，そ

のうち頭打ちになるのではないかと思う．◆A7	 日本人学生への研究活動を通した教育の徹底．◆A8	 もともと
日本の研究機関は多方面からの支援があり，そのなかで基礎研究を発展させてきたことが，現在の日本のトップ

レベルの研究成果を支えている．今後も欧米あるいはアジア諸国に負けまいと先端研究だけに特化するのではな

く，基礎研究およびその研究活動を通した研究者の育成が継続して行えるかが非常に重要であると思う． 

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気が少しずつなくなりつつある．人員削減，新規プロジェクトなどの増加などに起因する研究者個々の
仕事量の増大による大学の研究，教育，運営力の低下が感じられる．◆A2	 2位．分野によると思うが，総合的に

2.5位くらいだと思う．◆A3	 大学，研究機関等の人員削減，法人化，ポスドク1万人計画の失敗．他国の大学制

度や法の一部のみを模倣することによる，大学，研究制度の歪曲化新規プロジェクトの乱発による大学教員の仕

事量の増大卒業，修了見込みで，在学期間中に大学を休んで行なう長期間の就職活動．◆A4	 すべてではないが，
欧米と違い，無給で朝から夜中まで実験，研究等に励む大学院生が多い．同様に，残業手当はないが，深夜まで

働く大学教員が多い．◆A5	 徐々に弱体化する．◆A6	 化学を含めた科学，産業分野で，アジア諸国と欧米との
差は縮まると思うが，アメリカおよび日本のレベルに追い付くにはまだ時間がかかる．◆A7	 国の財政状況に起
因する大学や研究機関の現況と乖離した人員削減をこれ以上行なわない．大学の運営，プロジェクトなど合理化．

アメリカのNSFやDOEのような予算のように，研究者が獲得した研究費は，研究者の裁量で自由に使えるように

する（貯金をして今後の研究遂行にも備えることができるようにする）．◆A8	 大学，研究機関の人員削減，無
駄かつ現場任せの無責任なプロジェクト乱発による研究者個々の増大した仕事量を軽減し，研究および教育等に

かける時間を増やすべきだと考える． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．自分の研究テーマに関して，何がわかれば面白いか，どのように研究を進めるべきかを真摯に考え，
科学している学生さんは決して少なくない．また，同業者同世代間のコミュニケーションはもちろん，境界領域

の交流もさかんであり，切磋琢磨し合える環境になってきている．◆A2	 2位．◆A3	 大学の制度では，やはり
大学院生の経済的支援が 大の問題である．学生が研究に没頭できる環境を整え，平均レベル引き上げにつなげ



ることが日本のプロ化学者輩出へ重要であると考える．優秀な人材なくして化学の発展なし．◆A4	 多くの大学
で講座制を取っており，研究結果のない若い大学職員でもある程度研究をすることができる．また時間のかかる

研究も欧米に比べると取り組みやすい．遅咲きの研究者がでる可能性がある．◆A5	 現在とそれほど変わらない
と思う．活躍する今の学生さんのなかには，熱意と情熱をもって日々の研究に明け暮れている子も多く，捨てた

ものではない．◆A6	 現時点では日本のほうがリードしているが同じレベルになる日は近い．日本やアメリカな
どで基礎を学んで帰国したアジア留学生が自国の勢いに乗って活発に成果をだすであろう．日本はただのアジア

の学校になってしまう可能性もある．◆A7	 化学の楽しさを共有して，日々の化学を充実させ続けるほかない．
ただし，学生への経済的支援があればなおよい．留学生への支援が充実する一方で，日本の学生を大切にする制

度がイマイチ欠けているように感じる．優秀な化学者はまだまだ日本からでると思うが，待遇の悪さによって外

国へ活躍の場を移す学生さんも多いだろう．少なくとも大学院生は給料制にするべきだと思う．給料制に伴い，

より大学院生になるハードルを上げて質を高めるのも必要だと考える． 

 

分析化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．私事だが，3.11以降，日本の化学のチカラを社会に発信していきたいと意識するようになった．◆A2	 
2位． 幅広い分析化学分野においてそれぞれの先端研究が展開されている．◆A5	 2位で維持している．◆A6	 一
部の化学者の質は高いが，独創性や研究モラルなどが欠けている印象． 

 

有機化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気であると思う．私が所属している研究室をはじめ，まわりでは博士課程後期に進学する学生がこの数
年で増加傾向にあると実感している．このような博士課程後期の学生が活発に研究に取り組んでいる姿をみてい

ると，日本の化学は元気であると思う．また，同時に私自身も頑張らなければと思うようになっている．このよ

うな相乗効果は大きな力になると考えている．◆A2	 3位．21世紀に入り，ノーベル化学賞が日本から6人も選出

されるなど，近年の化学の発展における日本人の寄与は大きいと思う．もちろん，ノーベル化学賞が優秀な研究

のすべてではないとは考えているが，著名な論文をみても日本人の活躍は目覚ましいものがあると感じている．

◆A3	 優秀な研究機関が国立大に偏っている点．多くの国立大学の研究者は，研究だけでなく，教育，大学の運
営に従事しており，雑事に忙殺されているのが現状だと思う．企業や他国の研究機関のように，研究や教育以外

は専属職員が行い，研究者が研究になるべく専念できるような環境づくりが必要ではないかと考えている．◆A4	 
学生の質．日本人の気質は研究において世界でもトップレベルであると思う．日本人は研究が丁寧であるとよく

聞くし，自分もそのように思っている．そのような研究に対する姿勢がセレンディピティーを掴むことにつなが

るのではないかと思っている．◆A6	 日本はアジアの化学分野を先導している国であると考えている．しかしな
がら，近年中国や韓国の化学の発展は目覚ましいものがある．とくに中国は近年の論文の著者を見るとわかるよ

うに，その急激な発展には目を見張るものがある．これは，中国の化学者が積極的に海外の優秀な研究機関に飛

びだしているとのが 大の理由ではないかと思う．今後はあと数年で，日本を追い抜くこともありえるのではな

いかと感じている．◆A7	 博士課程の教育を変える必要があるのではないかと考えている．どうしても日本の博
士課程の学生は専門の研究に没頭してしまいがちだが（そこもいいところの一つではあるが……），専門分野の

研究のみではなく，マネジメントやプレゼンテーションなど実践的な教育を導入してもよいのではないかと思う．

あと，やはり大学や政府が博士課程に進学しやすい環境をつくるのも重要だと思う．◆A8	 今後は化学や生物，
物理，医学といった学問領域を超えた研究がさかんになるのではないかと思っている．とある学問分野に精通し

たスペシャリストらによる新たな自然科学が生まれてくるのを楽しみにしている．また，私も将来，このような

学際的研究に参加できるためにも，現在の専門性を研鑽していきたいと思う． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 3～5位．懐の深さ（優秀な若手がどんどん台頭してくる）ではアメリカ．研究の論理的な進

めかたとしてはドイツ，フランスをはじめとするヨーロッパ勢も強い．◆A3	 日本の講座制は（教授の性格にも



よるが），意思決定が遅い．海外の研究のスピードに付いていっていない．◆A4	 講座制を取っていることで，
研究費が不足する危険性を減らすことができる（2，3人の教員がいれば，誰かは研究費を獲得してくるため）．

◆A5	 落ち目．以下の設問と重なるが，中国，シンガポール，韓国に押されることが予想される．◆A6	 海外の
PhD帰りの若手が元気．設備が整えば，よい仕事がでてきそう．◆A7	 5年ないし，6年と研究資金を与える，テ

ニュアトラック制度を増やしてみる．その期間に仕事がでればテニュアを取れ，無理なら大学を去るシステムな

ら新陳代謝がよくなる気がする． 

 

生体関連化学分野・准教授・30代  

◆A1	 元気がない．◆A2	 4位．◆A3	 「化学」だけでないが，デフレ，人口問題によって，博士まで行く学生
が少なくなり，研究者間の競争原理が少なくなっている．研究者の既存ポストに比べると研究者の人口は過剰で

あるが，「人手あまりの人材不足」感がある．文科省以外の他省庁予算が企業との連携が必要な予算が多くなり，

企業が二の足を踏むリスクの高い応用研究ができにくくなっている．◆A5	 「化学」だけでないが，弱くなる．
◆A6	 化学分野が進展し，日本人でもアジアでポスドクをする時代が来る．◆A7	 世界で職を見つけられる研究
者の育成と海外の研究者が日本で研究したくなるようなシステムづくり．アジアの発展を利用して，日本の研究

者が壁を感じずにアジアでアカデミックの職を得られるような世界標準（とくに英語力）の能力を見つけられる

ようなシステムをつくる．たとえば，学士取得条件に「英語能力」を義務づけるなど．そうなると，おのずと大

学の国際化につながり，日本の大学へも海外の学生が入学しやすくなり，能力のある研究者間の競争が起こり得

るのではないか．◆A8	 「化学」だけではないが，海外の研究者が日本で研究職を得られる環境をつくり，人材
的も世界と競争している環境を日本につくることによって，研究者環境の国際化を図る必要がある．それによっ

て，少なくても，世界から取り残されることはないと考える． 

 

超分子化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．とくに若い研究者は元気だと思う．◆A2	 1位．私の専門である超分子化学に関しては，日本の実

力は現在1位だと思う．とくに基礎分野については世界をリードしていると思う．しかし，その応用や実用化など

のアウトプットに関しては，アメリカに先を越されている部分もあると思う．アメリカでは，医学や物理学，生

物学など多分野でのコラボレーションがさかんな印象があり，その点で日本は遅れている部分があると思う．◆A3	 
修士で就職するのが当たり前になっている点．博士号を取得することは，研究における視野や考えかたを狭める

のでは決してなく，逆に世界に目を向け，多分野にわたる知見を学ぶ機会となり，視野を広げるメリットがある

と思う．修士で卒業してしまう場合，概して先輩が残した研究内容を引き継ぐ，というかたちで終わってしまう

が，博士まで腰を据えて研究を行うことで，自分のオリジナリティーのある研究へと発展させ，その「自分が立

ち上げた研究」を自ら国際学会などで発表することで，自信や，自分の研究の位置づけを世界的な視点で見る姿

勢，などを身に付けることができ，研究者としての大切な実力を養うことができると思う．ただしそのためには，

博士課程の学生に対する経済的な支援は必須であると思う．◆A5	 現在の優位性は保てていないかもしれない．
◆A6	 現状としては，まだまだ世界の第一線にいるとは感じないが，勢いは日本以上にあると思う．◆A7	 これ
からの人口減少を考えると，日本一国の力で現在のレベルを維持するのは困難だと思う．アメリカなどのように，

世界中から研究者が集まってくる環境や制度を整えることが大切であり，世界中から人が集まることが日本にと

っても刺激になり，活気・元気につながると思う．ただし，世界中から人を集めるには，研究環境はもちろんで

あるが，それだけでなく研究施設の「衣食住遊」すべての面が魅力的でなければならないと思うが，この点はま

だまだ不十分であり，その改善が重要だと思う． 

 

生体関連化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気度をどのような尺度で測ればよいのかまったく不明なので，回答しかねる．◆A2	 ？位．Q1と同様
に，漠然とした前提での順位付けは，不必要だと考えているので回答しかねる．今回の場合では，前提すらない

ので，なおさらだ．◆A3	 震災関連の地震情報の提供の仕方，原発関連のニュース配信の仕方で見られたように，



一般の人びとと，研究者がもつ 新のより正確（と研究者が考えている）な情報をつなぐ仲介が薄っぺらいこと．

これは，研究者側も発信しないの が問題かもしれないし，現在仲介者として機能していると思われているマスコ

ミの人びとの不勉強が問題かもしれない．◆A4	 多分総合力．日本で行われていない科学（化学ではない）分野
はないのではないだろうか？得手不得手はあるかもしれないが，一国内で総合的に科学を推し進められる力は，

これまでの先達のおかげであり，今後われわれがなんとか，維持していかなければならないことだと認識してい

る．◆A5	 世界的に見て，Chemistryという学問自体が発展的解消して行くのではないかと思う．その方向で，純

粋な「化学」という分野は日本においても解消していくのではないだろうか？たとえば，π共役系の化学や無機化

学の大部分は物性物理の一部分として，天然物合成化学は，製薬と結び付いて薬学の一員と明確に意識されると

思う．すでに物理化学全般は，物理学との（再？）融合の中点にいるのではないだろうか．分析化学は，たとえ

ば，細胞内マーカー分子の微量検出分野と一体となり，生物の神秘に迫る必須の分野となるのではないだろうか？

すでにそうなっている，それを化学者がそう思いたくないだけ，というのが現状かもしれない．◆A6	 アジア諸
国をとくに意識する必要はあるのか？◆A7	 とにかく，科学に関わっていない人たちに，科学者がもう少し発信
する必要があると強く思う．その発信する場所を，科学者が個人ベースでWeb上にて行うのか，大学単位でオー

プンキャンパス等をもう少し大規模に行うのか，国が音頭をとって，初等教育からどしどし研究者がかかわって

行うのか，科学者およびその周囲が全員でコンセンサスをもって，ほとんどすべての研究者が発信する必要性を

もつという意識改革が必要だと思う．◆A8	 もうモノをいわず，おとなしく研究していればいいという考えかた
は研究者には許されない時代だと思う．そういった意味で，本物の科学者がどしどしテレビにでて，どしどし本

を書いて，といった活動に理解をもっていきたいと思う．現代にも寺田寅彦は必要だ． 

 

物理化学分野・助教・40代  

◆A1	 2～5位（アメリカに次ぐ2位グループの一つ）．順位より，ほかの世界の国ぐにとどれだけ違うことを行っ

ているかが重要（同じことをやっても意味はない）．◆A3	 青い鳥症候群（どこかよその世界によりよい状況が
あるかのように考えてそれを探してしまうこと）．◆A4	 よその世界（外国）との距離があるので，それらので
きごとにあまり左右されずに研究にじっくりと取り組むことが，やろうと思えばできること．◆A5	 大きな変化
はない．ただ，あまりよその世界のことは気にすべきではない．自分たちの世界（日本）のことに集中すべき．

◆A6	 とくに興味はない．あまり関係ない，まったくかけ離れた，よその世界のことと思う． 

 

有機化学分野・助教・40代  

◆A1	 元気．気持ちのもちようだと思う．悲観的になってしまっては成果もでにくくなってしまう．◆A2	 2位．

ほとんど1位に近いと思うが，私自身は2位であることを意識して1位を目指すことにしている．◆A3	 修士課程と
博士課程が分離しているが，アメリカのように「大学院＝博士課程」にし，就職のため前期2年で中退する人には

修士号を授与するシステムに改めたほうがいいと思う．現状は修士課程が就職のための予備校みたいになってい

る．◆A4	 研究に対する非常に真摯な姿勢．近年，業績至上主義からずさんな投稿論文が氾濫しているなか，日
本人化学者の投稿論文はそのようなもの（私の経験の範囲内で）が少なく，フェアな精神が保たれていると思う．

◆A5	 100年前のドイツがお手本だと思う．二度の大戦後，主流はアメリカに移ったが，現在でもコンスタントに

よい研究成果をあげていると思う．◆A6	 学生が非常にアグレッシブで活気があり，好印象をもっている．◆A7	 
日本は天然資源が乏しく，科学技術立国しかないので，高校生以下の教育で理科に興味をもってもらえるような

教育環境を整えていくことだと思う．◆A8	 常に世界の 先端を目指して切磋琢磨すること． 

 

生体関連化学分野・博士研究員・20代 ◆A1	 元気．活発ではあると思うが，アイデアの面でアメリカの後追い感
が否めない部分もあり，オリジナリティーをもった日本初の成果をもっと増やす必要があると思われる．◆A2	 3

位．化学のなかの分野によっては1位といえる分野も存在すると思われるが，私の所属する生物系の化学分野では

アメリカにはまだまだ及ばない（論文の質と量，ノーベル賞受賞者数等を考えると）．スイス，イギリスのレベ

ルも高いと思う．◆A3	 新しい発想をもった若手が自立して研究を行えるような，研究室の制度設計．今日本も



変わりつつあるが，よりテニュアトラック等ポジションを増やすことで，研究の多様性が増し，そのなかに一定

の確率で存在する研究がブレークスルーにつながると考えている．講座制は，研究の方向性が定まっているとき

には，その力を発揮するが，その反面，研究の大目的が手探り状態のときには，研究室の頭数を増やして，いろ

んな方向性にジャブを打つ必要がでてくる．また，科研費はすべて繰り越しできるようにするべき．◆A4	 上に
書いたように，講座制は皆が同じ方向を向いて研究を行う時には，組織としてのパワーを発揮しやすく，結果を

量産しやすいと思う．◆A5	 団塊の世代の離脱により，研究人口が減少するため，論文の数は減少する．この10

年で質の高い成果をだしつづける必要があるが，アカデミックの立場としてはそこまで変わらないのではないか．

◆A6	 中国や韓国の化学レベルの成長率は確実に日本より上を行っていると思う．研究人口の多い中国が論文数
で上を行くことはほぼ明らかであるが，質（研究者一人あたりの研究レベル＝どの論文に通したか）の面で負け

てはいけないと思う．◆A7	 1）大学の改革．大学に入った 初の1，2年は無駄に過ごす人間が多いので，はじ

めから研究室に配属すればいいと思う．それによって，一つの研究分野の 先端に触れることができ，自分が何

の勉強をすればいいか見えてくる．高校生までは，受験戦争を勝ち抜くという目的だけのために（なぜ勉強しな

ければいけないのか，ということをあまり考えずに），与えられた科目を勉強するようなしくみになっているが，

大学からは勉強する目的を自分で設定しなければならない．そのための策の一つが，研究室に配属する時期を早

める，ということである．2）日本の研究機関の人事が，日本人にこだわらずに優秀な人材を世界から採用するこ

と．3）英語教育の徹底． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気がないとはいわないが，閉塞感は感じる．◆A2	 1位．どのような尺度で評価するかにもよるが，独

創性という観点ではトップクラスだと思う．◆A3	 1）一極集中型の研究資金制度．大学における「研究者至上
主義」．優れた研究者を世間に輩出することはもちろん重要だが，専門的な素養を身に付けた人間が就くべき職

業は，研究職だけではない．しかし現状では，修士や博士号取得後のキャリアパスとして，なんらかの研究職に

就くのが王道で，それ以外の道に進むのは邪道であるかのような雰囲気が漂っているように思う．広い視野と専

門的素養を身に付けた人材が，メディアや初等教育の場など多様なフィールドで存分に活躍するような地盤がで

きてくれば，国民の科学リテラシーの向上，ひいては日本の科学の発展につながっていくはずだ．そのためには，

大学教員が，専門教育のありかたを真剣に見つめ直していく必要があると強く感じる．2）「日本は科学技術立国

である」という自信．日本は，資源は乏しいが科学技術立国であり，それがほかの国には負けない強さであると

いうのはもう必ずしも通用しない考えかたであると思う．事実，昨今の中国，韓国，台湾などアジア諸国の躍進

は目覚ましく，いくつかの分野では完全に追い越されてしまっている現状だと思う．負けるわけがないと自惚れ

てしまっていては，科学発展の足かせになるばかりでなく，国として危機に面するのではないかと危惧される．

科学技術立国でありつづけるのである，という自負や信念をもって邁進しつづけることが重要だ．◆A4	 日本人
の国民性としてよく語られるが．「モラルの高さと忍耐力」，だろうか．科学技術の発展のためには極めて大切

なことだと思う．◆A5	 希望的観測だが，世界において，研究の質の高さ，独創性の高さで常に一目置かれる存
在であってほしいし，そういられるように自分たちの世代が頑張らなければいけない．◆A6	 急速に進展してい
るという印象に尽きる．現状でもすでに，日本がアジア諸国のなかで抜きんでた存在であるというのは完全な勘

違いであるといい切れる．とくに，若い世代の貪欲さにはすさまじいものを感じる．◆A7	 研究者であるかどう
かは関係なく，日本がアジア諸国のなかで特別な存在であるという考えを捨て，規模ではなく質の高さで，いか

に世界で生き残っていくかを真剣に考えることだと思う． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．全体はわかりかねるが，若手はどの時代も伸びたいと思っている（そう思いたい）．ただ行動を抑
え付ける，常識を押し付けるような自分自身とまわりの意見に流されないことが重要だと考える．◆A2	 2位．ア

メリカの若手に比べて「なぜ合成するか？」「新しい合成手法を提供する」というコンセプトを打ちだす点で負

けていると思う．既存の反応，ストラテジーを用いてきれいに合成するのは教育的にも素晴らしく重要なことだ



が，たまには逆合成の段階でクレイジーだといわれるぐらいな思い切りが必要だ．◆A3	 私の分野では（ほかは
わからないが）自分の専門と同じ人，同じ研究室出身の人をそのまま助教，准教授として登用する例が多くみら

れる（ほとんどだ）．講座制といわれるピラミッド型の研究室スタッフ制度（一つの研究室に教授，准教授，助

教などがいる）の悪いところだと思う．研究室主催者は自身の化学に自信をもち，スタッフは別の分野，自分で

はもっていない化学ができる人を採用したほうがよいと思う（そういう例が多いほうがよい．長年引き継ぐこと

によって確立する化学も否定できないので）．若手スタッフだけでなく教授の成長を促すために．そんな器の大

きい化学者が増えてほしい．また，「イマドキの若いものは」的な発現は禁句．誰も付いては来ない．◆A4	 Q3
の続きで，逆にうまく「成長」できれば一人ではできない化学を展開することが可能だ．講座制を利用すること

ができれば資金も豊富で自由に研究できる環境にあるのは疑いない．アメリカなどのPI（principal investigator）が

教授のみという環境に比べてフルスイングすることができると思っている．◆A5	 わからない．研究はどこでも
できるし，「日本の」ということにこだわっていない人が増えると思う．「日本の」にこだわるとするならばよ

りよい研究環境設備，制度を整えることだと思う．◆A6	 施設や環境がよければ日本から問わず海外からも人が
集まると思う．研究者は研究環境のよいところに移るので．◆A7	 自分の化学をよりアピールすること．アピー
ルするためにはオリジナルな化学，自分の道を邁進していなければ気が引けて普通の人はできない．アピールす

る機会や場はそろってきているので，それを効率的にいかに利用するかにかかっている．既存の「常識」をよい

意味でぶっ壊していこう．◆A8	 自分が変えてやるという意気込みで，みなさん全力で頑張ろう． 

 

有機化学分野・講師・30代  

◆A1	 元気．先進機関に所属する研究者は，日本（世界）の化学を元気にしつづける義務があり，常にナンバー
ワンを目指して活動しなくてはならない．◆A2	 2位．アメリカが群を抜いて1位．高いオリジナリティーとクオ

リティーを兼ね備える．進歩が速い．個性あふれる優秀な人材が豊富．今後も活発な発展が続くだろう．◆A3	 学
生の問題．欧米並みに博士課程を標準化させることが急務である．そして企業の理解と雇用制度の改革が必要で

ある．修士課程，博士課程は授業料を無償化し，賃金を与えるべき．日本の大学院生のプロ意識と社会性の欠如

は，学部大学生とほとんど何も変わらない身分保障に多分に影響されている．◆A4	 講座制の研究体制．若手研
究者は人材（学生，ポスドクなど）確保や研究資金獲得が現状では極めて困難だが，教授指導のもとで，ある程

度長期の見通しが立つ安定した研究体制が整っている．若手研究者にとっては，自由な研究ができないと思われ

がちだが，実際はほとんどそのようなことはないと考えている．◆A5	 日本が化学先進国でありつづけるには，
これからの10年で，高いリーダーシップを発揮できるかどうかにかかっている．現状維持では他国との競争に勝

てないだろう．◆A6	 とくに中国の研究レベルの向上が著しい．研究者人口ではアジア随一であり，世界一の経
済成長に加え，活発な競争原理が働けば，ますます質の高い研究成果が数多く生まれるだろう．今後10年で，確

実に日本の脅威となる．◆A7	 学生の人材育成による研究力のボトムアップが必要である．国内外の制度を改革
し，在学中の3か月以上の海外研究留学の義務化を進めるべき．日本の化学にはオリジナリティーがあり，それを

牽引する強いリーダーシップをもった主導研究者は多く，それを支える若い学生の研究力，人間力強化が大変重

要である．◆A8	 国内にハイレベル学術雑誌がなく，日本から世界へ向けた発信は海外学術雑誌に頼らざるをえ
ない．研究成果の価値を位置づける唯一の手段が論文であるから，この生命線の時間をかけてでも国内で整える

必要がある． 

 

高分子化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．海外の研究室に滞在していた私の意見として，私の専門分野では，世界的に見ても精力的に 先端

の研究をしている先生がたが非常に多く，日本の化学はとても活気があると思う．ただ，昔に比べて，現在の学

生の化学に対する「元気」が少しなくなっているように思う．◆A2	 3位．論文数という観点からは，アメリカや

イギリスに加えて， 近では勢いが留まるところを知らない中国に次いで，第4位かと思う．しかし，論文の質と

いう観点からは，アメリカやイギリスに次いで，第3位ではないだろうか．◆A3	 この質問に率直な意見を述べる
ことに抵抗を感じている．まさに，このことこそが，改善すべき慣習であると思う．現在では，学生のグローバ



ル化を目指した取り組みが各大学でさまざまに行われているが，積極的に海外の研究室へ留学しようとする学生

が少ないように思う．◆A4	 日本人研究者は，研究に対してとても繊細かつ熱心であり，この点は長所の一つで
あると思う．また，この日本人気質はときに，海外の研究室の先生がたには好評価であり，日本人の学生やポス

ドクの受け入れを決断される際，プラスになっていると思う．制度に関するよい点としては， 近，グローバル

化を目指した学生の育成プログラム（GCOEやリーディング大学院）がさまざまな大学で精力的に展開されている

こと．◆A5	 今日では，アメリカが化学をリードしているように，10〜20年後には，日本が世界の化学をリード

していると予測（期待）している．◆A6	 これまでに日本の化学が著しい発展を遂げてきたように，中国や韓国
をはじめとするアジア諸国の勢いが増していることは事実だと思う．Q1でも述べたが，現在，論文数では，中国
がイギリスや日本を抜き，第2位という状況にあり，目が離せない存在であることにまちがいはない．また，海外

の研究室では，非常に多くの中国人研究者が博士後期課程の学生やポスドクとして雇用されており，日本学術振

興会からの支援のように自国のお金を投資することなく，研究をしている人が多いように思う．そして，彼・彼

女らが，海外の研究室で 先端の化学を学び，また，コミュニケーション能力を身に付け，幅広い人脈をつくり，

結果として，国際的に育成されたあと中国に戻ってくると，将来の中国の化学の立場は飛躍的に高くなるかもし

れない．◆A7	 Q4でも述べたが，「日本の化学」が今後も元気でいるためには，GCOEやリーディング大学院な

どのプログラムにより育成された学生，これから才能を開花する学生やすでに国際的に育成された研究者をどん

どん世界に輩出することだと思う．世界に羽ばたく元気な日本人研究者が世界で活躍することは，今後の日本の

化学の「元気」につながると確信している．たとえば，サッカーW杯で活躍した日本人選手が海外で評価され，

海外のトップレベルのチームでプレーすることと例えることができるかと思う．◆A8	 各質問の回答と重複する
が，「日本の化学」が常に元気を保ち，発展していくためには，国際的な人材を国内外で育成することが大切だ

と思う．現在，多数の中国人研究者が積極的に海外進出しているように，日本人研究者ももっと積極的に海外進

出し，世界から評価され，大暴れしてもらいたいと思う．元気な日本人研究者の化学を輸入，逆輸入することに

より，世界的にもより元気な化学へ発展していくと思う． 

 

無機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．昨年8月25日付けの日経産業新聞に以下のような記事が掲載されていた．このような記事を読むと元

気だなと感じる．機械と電機の時代から化学の時代が来つつあるのでは． 

「5月19日，経済産業省が東日本大震災後の自動車産業の課題を探ろうと都内で開いた研究会．委員として出席し

た三菱ケミカルホールディングスの小林喜光社長とトヨタの豊田章男社長とのあいだで，テーマを脱線したさや

当てがあった．『この機会にいいたいのは，化学会社は自動車会社の奴隷だということ．開発費は負担してくれ

ないし，技術を取り上げられて終わるだけ．従属関係の解消をお願いしたい』（小林社長）『取引先とは常に対

等な立場でお付き合いをしている．法人税負担や電力コスト増など経営環境の厳しさは同じだろう』（豊田社長）

搭載部品が約3万点に上る自動車は取引先に厳しい安全基準はもちろん，激しい国際競争を背景に高い品質と徹底

したコストダウンが求められる．完成車メーカーから認定を受けた“Tier3”と呼ぶ企業群が主要部品を供給．その

部品の部品を供給する“Tier2”，さらにその下の“Tier3”へとピラミッドを成すが，化学企業は 下層の立場だ．ト

ヨタの充電型プラグインハイブリッド車は市場投入に向け実証実験中『これまで化学会社が自動車会社を挑発す

るなんて考えられなかった』（経産省幹部）．小林社長の強気の発いには“エコカーのキーデバイスの主導権を

握っている”との自負が見え隠れする」◆A2	 ？位．自分の専門分野が不明瞭になってきているので順位を付け
ることができない．昔からある専門分野を深めるのもよいが，新しい物事を生みだすために既存の分野や学問を

横断するモノの見かた（たとえば元素戦略など）がこれまで以上に社会から求められているようにも思う．◆A3	 
受験教育高校の事情に疎いので個人的な感想だが，高校化学で実験をほとんどやらなかったという大学生をよく

目にすることもあり，内容が暗記に偏りすぎているのではという気がする．暗記もいいが，疑問をもつことも化

学の出発点としては大事なことだと思うので，中学や高校の段階で頭を固くするようなことに努力の大半を傾け

させるのは人材育成という点では生産的ではないだろう．就職活動学生は研究そっちのけになる．何かよい解決

策はないものだろうか．◆A4	 基礎研究の積み重ね．新しい産業のタネになりそうな発見がまだまだ日本からは



でていると思う．◆A5	 わからない．分野によりけりだと思う．強い立場でいるには，これまでの研究を伸ばし
ていくのと同様に，新しい研究分野を生みだしつづけることに今まで以上に重きを置く必要があるのではと思う．

◆A6	 若い人が存分に力を発揮している印象．ただ，「人は人，自分は自分」なので，あまり深く考えたことは
ない．◆A7	 自分の研究が将来の社会にどのような貢献ができるかを頭の片隅にいれながら，いろいろな人と情
報を交換しつつ，チマチマせずにやりたいことをやりたいようにやる（そう簡単にうまくはいかないが）．◆A8	 
自分のことに精いっぱいだので，今回のアンケートへ回答するまでは「日本の化学」というような大きなことを

深く考えることもなかった．  

 

物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．団塊の世代の先生がたが築いてきた業績の結果もあり，分野を問わず，今の40，30代の研究者は非

常に活発であるし，上昇志向も高い．なので，現状は元気であると思うが，その下の世代となると人口が減少す

ることや基礎学力の低下もあり，かなり心配である．◆A2	 2位．ヨーロッパに数か月滞在した経験があるが，学

生の実験量や指導法など明らかに日本の数段下であると感じた（もちろんどの教授の研究室かにもよると思うが，

全体的な印象として）．アメリカには長期間滞在したことはないが，話を聞く限り，世界一ではないだろうか？

（分野によっては日本が1位というのもあると思う）◆A3	 研究室制度であると思う．とくに，教授，准教授，助
教という制度で，大きく研究展開をできている研究室はかなり少ないのではないか？個人的には，助教など非独

立研究者で，業績がある程度積み重なれば，自動的に准教授などのPIにするシステムを取ってほしい．有能な若

手が研究室制度でうずもれていく可能性が非常に高い．ただし，じっくり時間をかける研究もあるので，そのあ

たりのバランスが重要．その他，研究費制度（校費減少も含めた）についても意見があるが，それはまた別の機

会に．◆A4	 上記と同じで，研究室制度．やはり，教授もしくは准教授一人につき，一人の助教というのがよい
と思う．欧米のように，教授のみで他スタッフがあまりいないというのは，いろいろな意味で大変．研究室とい

うのはある意味小さな会社のようなもので，メンバーが数人程度ならよいが，10人を超えるとスタッフ一人では

まわっていかない．◆A5	 今の30代が元気なうちはよいが，その後は人口減少や基礎学力低下のせいでかなり心

配される．だからといって，現在，日本政府が進めようとしているアメリカのような留学生で，というのは先行

きが不透明．◆A6	 必ずしもトップクラスではないが，何人かのアジア諸国の学生を指導したり，まわりから話
を聞いたりした結果，総じて基礎学力や基礎的な技術が低いと感じた．そういう意味で，量は増えても質は？と

いう感覚がする．◆A7	 やはり，今の40代，30代が科学政策にも関与しながら，上記で述べた研究室制度や研究

費制度などにきちんと提言をして，実際に変えていくことが必要．官僚や議員，一部の大学の先生の都合のよい

ような制度は排除していくこと．アメリカなどのシステムを模倣しないこと．日本の実情にあった制度作りが重

要．それが化学だけではなく，科学を元気にすると思う． 先端の研究も重要であるが，本当に基礎的な研究も

重要だと思うので，そういうところにもある程度均等に予算がいくといいと思う．◆A8	 Q7とだいたい同じこと
になると思う． 

 

計算化学分野・博士研究員・30代  

◆A1	 元気．日本人の器用さ，創造性がいかんなく発揮されている分野と考える．◆A2	 3位．アメリカ，ドイ

ツについて3位を争う立場ではないだろうか．国際的に有名な論文誌，組織（American Chemical Societyなど）の面

で遅れを取っている．◆A3	 強固な講座制度．他分野に比べ，資金面，発言権で上下の関係が強いように思う．
◆A4	 若者のバイタリティー．深夜まで研究に打ち込む人間が多数いる．◆A5	 現状と同じく，定期的にノーベ
ル賞を輩出しつづける分野だと思う．◆A6	 日本に追い付く可能性を大きく秘めつつも，化学の負の側面である
社会問題（公害）との共生を目指せるかが課題．◆A7	 ・新規分野への国，企業からの理解および資金投入・計
算機シミュレーションを含む理論の開発，活用．◆A8	 現場の学生の活力は十分に満ちている． 

 

 

 



高分子化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．◆A2	 10位くらいではないかと思う．◆A3	 私は大学の助教という立場上，大学における改善す
べき慣習や制度に関して述べたいと思う．私はテニュアトラック制度をもっと拡充させる必要があると考えてい

る．テニュアトラック制度とは，ある一定期間のみ若手研究者を雇用し，実績がでれば任期のない教授に付くこ

とができる制度のことだ．定められた期間のみ若手研究者に競争をさせることで，競争が激化し，活性化される

のではないかと思う．また，テニュアトラック制度で，正規ポストに就くことができなかった場合も，企業など

のほかの研究機関の受け皿を用意するべきだと思う．◆A5	 このままの状況が続けば，おそらくアジア諸国に追
い抜かれ，世界における日本の化学の地位はまちがいなく低下すると思う．◆A6	 アジア諸国は，国家レベルで
化学の国力を高めようとしていると思う．それに対し，日本は化学に対する予算を削る方向に進んでいる．この

状況が続けば，アジア諸国に抜かれるのは明らかだと思う． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A2	 2位．アメリカには負けている．恐らく．◆A3	 教育制度．大学・大学院でもっと勉強するべきだし，そ
のような環境を整えるべきだ．◆A5	 高度成長している国に追い抜かれると思う．◆A6	 今はまだまだだが，国
をあげて設備や教育を整えているところは非常に評価できると思う．日本も見習ってほしい．◆A7	 大学教育の
徹底改革．博士課程（修士ではなく）の優遇（給料をあげる）． 

 

有機化学分野・准教授・30代  

◆A1 元気．◆A2	 1位．オリジナリティーのある研究を展開している．◆A3	 1）大学研究者に求められる研究
と教育の両立．大学教員の評価（とくに若手教員）は，論文のインパクトや研究費獲得状況でのみ判断される一

方，学部や大学院教育あるいは事務的な仕事にかなりの時間を費やされる．2）博士後期課程の学生の経済的援助．

学術振興会特別研究員の学生以外の殆どが奨学金（返却義務）で生活している．◆A4	 化学発展に向かって，産
学官がある程度連携していると考えている．日本国内に有数の化学会社があることは，日本の化学の強みである．

◆A5	 おそらく今と変わらない．◆A6	 中国の化学の発展には勢いを感じる．数十年後には，より洗練されてい
くはず．◆A7	 Q3で答えたような，環境整備をしていくべき． 

 

有機化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．大学での基礎研究がしっかり行われてきたことがあげられる．世界的なシェアをもつ化学系企業が
学会も引っ張っていると思う．それは博士課程に行っても産業界への入口があるので，行くのに躊躇する理由が

ほかの学界と比較すると少ない，ということにつながっていると思う．◆A2	 2位．アメリカにはやはり勝ててい

ないと思う．◆A3	 少子化．日本の化学研究はおもに教育現場で発展していると思う．少子化で教育が縮小傾向
になると同時に研究も縮小傾向になってしまう危険性がある．少子化を直接的に改善することも長期目標として

は必要だと思うが，子供に関係なく研究できる場（企業の研究所とか）や地域の整備も少子化時代には 必要では

ないだろうか．◆A4	 Q2と同じで，化学産業が発展しているところ．◆A5	 中国に抜かれていると思う．アメ
リカ，中国に次ぐ3位だと思う．◆A6	 中国：人も金もつぎ込んでやがては日本を抜いていくと思う．韓国：企業
向けの研究が多いイメージ．将来性は中国ほどにはないと思う．台湾およびほかのアジアの国ぐににはこれとい

ったイメージはない．これから，というところだと思う．◆A7	 日本の化学を支えてきたのは大学での研究と化
学産業であると思う．大学の教育ではこれからは「一つのことだけしかできない」人間を育てるべきで はなく，

視野を広くもてる統括力のある人間を育成しなくてはいけない．なんせ少子化だし，人は宝だ．そのためには細

分化された教育組織は再編されるべきだろうし，教員が知識をもち寄ってよりよい教育環境を構築することが必

要だと思う．化学企業においても視野の広い人材の育成が化学産業の隆興には必要だと思う．「つくって売る」

だけだと中国に勝てないと思う．いかに付加価値を付けるか，真似できない商品に仕立て上げるか，これは化学

の専門性だけでは解決の難しい問題だ． 

 



物理化学分野・助教・30代  

◆A1	 そのほか．いろんな意味で，転換期かなと思う．◆A2	 3位．◆A3	 他人の評価によって人の評価を決め
ている現状．化学が多様化するなかで，業績数やインパクトファクター，受賞歴などのデジタルな情報が，研究

者の評価につながるのはある程度仕方がないが，研究費の一極集中による無駄の発生や，化学の多様化の阻害に

つながると思われる．統計データ偏重にならないようにすること・他分野の研究を真っ当に評価する能力を研究

者が鍛えていくこと，が重要であると考える．◆A4	 「さきがけ」や「新学術領域」など，若手研究者が新たな
課題に踏み込むためのチャンスがあること．◆A5	 現在の科学政策下では，漸次的に下降していくと思われる．
◆A6	 学問としての化学の発展のためには，アジア諸国の研究が活発になることは望ましいことだと考える．た
だし，科学論・科学哲学への造詣が浅いアジア諸国は，日本も含め，業績数重視になりがちである．挑戦的・基

礎的な研究が軽視されるようでは，自然科学に対する価値観が形成されにくく，化学の発展や，人間の幸福につ

ながらない恐れもある．◆A7	 大学間競争の活発化と，研究者間競争の緩和が必要．いい換えれば，個人レベル
での競争ではなく，大学という法人・コミュニティーレベルでの競争意識をもたせることによって，化学の活性

化を図るということ．研究者間の競争がメインであると，教育面がおろそかになったり，挑戦的な研究に向き合

えなかったりしかねない．研究者の審査は，大学によるものだけで十分なのではないだろうか．大学が，「この

人には教育と研究を任せられる」という人を採用し，研究教育の環境を整えるということである．一方で，大学

間での競争を活発化することで，大学での研究教育水準の向上を図ることと，教員の審査をしっかり行わせるこ

ととが必要だと思う．◆A8	 論文を簡単に検索し読めるようになった反面，専門教科書や，雑誌「化学」など，
日本語の文献・総説・読み物を読まない学生が多くなったと思う．自分の研究分野の勉強をし，テクニカルなこ

とも強くなったけれども，化学への造詣は浅い，という傾向が強くなりつつあることに懸念をもっている． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気がなくなりつつある．短期的に成果を求められるようになってきた（事業仕分けの影響？）ので，長
期的なスケールの大きなテーマがやりにくくなった．いわゆるホームランを狙うのではなく，こつこつヒットを

狙うような研究にシフト．本来大学ですべき研究，すなわち0→1を生みだすまったく新しい概念や分野の創出では

なく，短期間に結果のでる1→2的な既存の概念分野の応用，拡大の研究が増えてきているのは問題だと思う．また，

研究以外の仕事量の増大のため，教員・学生とも昔に比べて疲労している．◆A2	 2位タイ．アメリカがダントツ

1位．日本，ドイツ，イギリスが2位グループ．シンガポールが国をあげて世界中から優秀な若手研究者を招聘し

ているので，近い将来（10年後には）日本のライバルになると思う．◆A3	 大学の研究室の講座制（一つの研究
室が複数の階級の違う教員で構成．通常，教授，准教授，助教が各一人）研究室のボスにもよるが，上下関係（教

授＞准教授＞助教＞大学院生＞学部生）がはっきりしており，教授が絶対的権力をもつことが多い．上の先生の

意見が尊重されるため，若手が自由にアイデアを述べにくい雰囲気があること．◆A4	 優れた徒弟制度．有機化
学は実験化学であるため，アイデアのほかアイデアを実際に実験（行動）できる能力が必要．日本は，助教や大

学院の上級生が研究室に入ってきたばかりの学生の面倒を丁寧に見ているため，この実験能力は高い．◆A5	 じ
り貧で，世界的な影響力は下がると思う．◆A6	 中国と韓国はアメリカ型システムのサイエンスを目指している．
台湾は，日本に近いと思う．私がアメリカ留学で感じたのは，三国出身の科学者に共通していえるのは，日本人

に比べて人脈作りがうまい．◆A7	 世代交代．徐々に改善されているが，若い研究者が独立して活躍できる場を
提供する．若者が生き生きしている国は活気があるように，「化学」の分野も若手研究者が生き生きしている国

は活気があって強い．◆A8	 欧米やシンガポールと比較すると，日本の大学の化学の研究室は，ファンダメンタ
ルな実験環境が貧弱である．「化学」は，実験科学であるため，実験環境が重要．日本の大学は，一人あたりの

実験スペース，ドラフト数など，安全に研究をできる環境を備えていない．これでは，世界と戦えない． 

 

有機化学分野・助教・20 代  

◆A1	 元気がない．厳しい意見をいうならば，本当に日本のオリジナルな仕事が少ない．過去の偉人たちの業績
の延長が多く，みな同じような研究で若干閉塞感がある．◆A2	 2位．有機化学の分野だが，1位アメリカ，2位



日本，3位ドイツといった顔ぶれかと思う．研究者一人あたりの質は世界トップレベルであることはまちがいない．

◆A3	 大学の研究室は講座制なので，「助教」や「講師」「准教授」世代の若手研究者が，独創的な研究に取り
組みにくい．海外留学したあとに，国内の就職活動（大学と企業の両方）がしにくい．◆A4	 研究費や設備を十
分に獲得できない若手研究者でも，講座制にすることで優れた研究環境や人材を共有することができる．◆A5	 10

～20年後はまだ現在の研究水準の高さの恩恵が残っているので世界トップクラスを維持していると思う．しかし，

その間に日本オリジナルな研究を展開していかないと圧倒的な数で勝る中国などに太刀打ちできなくなる．また，

優秀な研究者が海外を拠点として研究するようになり，頭脳流出が危惧される．◆A6	 圧倒的な数で勝る中国は
脅威であり，ほかのアジア諸国も化学レベルは年々向上していると思う．現段階では日本は名実ともにアジアの

トップであるが，他国が真似できないような独創的な研究を続けていかない限り，将来はないと思う．◆A7	 若
手研究者や学生が海外で勉強し，帰国後に優遇されるようなシステムをつくるべき．教育について各方面から批

判はあると思うが，詰め込み教育やエリート教育をもっと積極的にして，若者の競争意識を高める必要があると

思う． 

 

有機化学分野・助教・30 代  

◆A1	 元気．鈴木先生，根岸先生のノーベル賞受賞で活気づいたし，若い世代でも理系に人気がでてきているよ
うなので，元気だと思う．◆A2	 2 位．アメリカがトップであることは確かだと思う．ただし，ヨーロッパや中

国は日本に限りなく近い位置にいると思う．◆A4	 若い人を奨励する制度が定着している．◆A5	 世界をリード
する立場になっていくべきだし，そうなっていると期待する．◆A6	 とくに中国の進歩は目覚ましい．日本も中
国に先を越される可能性がある．◆A7	 次世代の人材の確保が大切なので，化学に興味をもってもらえるように
情報を発信し，奨学制度等をより充実していくことが必要だと思う．◆A8	 今まで以上にオリジナリティーの高
い研究成果を世界に発信していくべきだと思う． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気がない．東大，京大などのような学生が優秀でお金の集まるところは元気．地方で金がなく学生も中
途半端なところは，学生だけでなく，教員もやる気がない．◆A2	 10位．頭を使わなくてもよい化学が多い．セ

レンディピティーに重きを置きすぎ．◆A3	 講座制が良くない．やる気があり奇抜なアイデアをだす教授のとだ
と働きやすいが，そうではないと，若手は自分の能力をだしづらい．変化を求めない教授を変えるのは至難の業．

◆A4	 のんびりしているから，争いがあまりない．◆A5	 二極化が激しい．東大，京大によい人が集まり，ほか
が衰退していく．◆A6	 自分の意見をきちんと主張するところは偉いが，自分の非を認めないのが良くない．ま
だまだ人まね反応開発が多い．コピーの天才．◆A7	 自分の意見をきちんと主張できる環境をつくる．実験第一
主義ではなく，考える時間をつくる．ディスカッションができるような環境にする．化学の上ではみな平等．教

授の顔色を窺って意見を変える人が多い．◆A8	 セレンディピティーに頼りすぎ．もっとディカッションして考
えてから実験をすべき．馬鹿が多い，「なんとなくそう思う」をよく使う．理論や知識に裏付けされた意見に乏

しい． 

 

無機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気がない．これまでの国際会議や海外留学の経験から，世界の研究者に対して，日本の研究者のレベル
は総じて高いと感じている．そんな意味で元気に日本の化学の研究者は研究に取り組んでいると思う．一方で，

型破りというか，いい意味でも悪い意味でも目立つもっと元気な研究者は海外に比べて少ないと思う．◆A2	 5

位．世界のトップではないと思うが，2～5位には付けていると思う．私の研究分野では，アメリカ，イギリス，

フランス，ドイツからはほとんど留学生が来ない．レベルが低い国に行く必要がないからだろうか？逆に日本か

らはこれらの国への研究留学はさかんだ（数は減っているが，これらの国の割合は高いと思う）．◆A3	 大学の
研究者の職務として，学生の教育があるが，教育にかかわる時間が，海外の研究者と比較して格段に多いと思う．

大学の若手研究者は，時間に追われるため，化学の基本的な部分や本質的な現象の理解をおろそかにせずに真摯



に研究に取り組む姿勢を身に付けることが困難になっていると思う（短期的な成果が求められる）．◆A4	 海外
の国に比べれば，化学の本質的な部分を研究または探求する意識や環境はまだ残っている．基本的な教育のレベ

ルが高いからだろうか？（研究の第一人者である教授や准教授が授業を担当するからか？先人の積み上げがまだ

残っているだけ？）◆A5	 今のままでは，アジアの一部の国のように，アピール度の高い研究分野で，コピーの
ような研究ばかりになっていくと思う．短期的な成果も必要だが，化学の本質をじっくりと見極め深めていける

研究者を多く育成していくことが必要だと思う．現在の日本の地位は過去の基礎技術の積み上げの上に成り立っ

ている．今，将来に向けてどれくらいの基礎や土台の積み上げでできているだろうか？◆A6	 化学の基本的な部
分にはあまり焦点が当たらず，結果やインパクトが優先されている印象をもっている．アピール度の高い研究分

野に集中し，とにかくインパクトファクターの高い雑誌に論文を載せることが主目的のように感じることがある．

◆A7	 若手研究者や大学院生が，本気でじっくりと研究に打ち込める環境を整備することではないだろうか．短
期的な結果を求めつつ，化学の基本的な部分を大切にする研究者を育成し評価するようにしてほしい．◆A8	 国
際会議などに参加すると，国内の学会よりも研究のレベルが低いと感じることが多い．化学現象の表面だけを見

ていて，物事の本質まで深く考えていると感じる研究者はそんなに多くはないのではないだろうか？一方で，日

本国内の研究者は全体的に深く考察していると思うし，そんな研究が求められると思う． 

 

有機化学分野・准教授・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 4位．世界大学ランキングから推定．◆A3	 大学の講座制，産官学の連携の脆弱さ．◆A5	 
現在は短い期間で成果が求められるため，20年後につながるような基礎研究を重点的に続けられる研究者・組織

は多くないと思う．そのため，20年後には日本の化学の立場は今よりは弱くなっているのではないかと思う．◆A6	 
中国は今よりも立場が強くなるのはまちがいないと思う．韓国，台湾は今ととくに変わらないと思う． 

 

生化学分野・博士研究員・30代  

◆A1	 元気．◆A3	 異分野から参入した立場から感じることだが，ほかの分野に対する考えかたも極めて化学的
であり，白黒をはっきり付かないことを受け入れることが苦手なように感じる．そのためか異分野からの参入，

異なったやりかたには排除する傾向が見られたり，思い切った研究課題に厳しすぎる目を向けたりしているよう

に思う．また，これも学問としての成熟度が高いためだと思うが，共通認識，いい換えれば分野の常識が絶対性

を帯びており，それに従うことが当然とされているようで，師を超えるために何が必要かを考える時間を学生が

十分にとれていないように思える場合もある．◆A4	 Q3と表裏一体だが，統一された論理や思考パターンが，自
らの研究にはまった瞬間から，一気に研究を進めることができること，共同研究が進めやすいことは，この分野

の長所というか，特徴であるとは感じる．◆A5	 今のままでは東南アジアの人海戦術によって埋もれていく可能
性があると思います．当然必要な実験量とそれに伴う時間は費やすべきだが，ただひたすらに実験さえしていれ

ばよいという発想では，その人海戦術に太刀打ちすることは不可能ではないかと思う．◆A6	 貪欲な彼らの研究
姿勢は，おそらく，かつての日本のやりかたに近い状態にあり，今後しばらくは猛追（あるいは一部にはすでに

追い付かれている点や抜かれている点もあるかもしれないが）されることになると思う．少なくとも，言語と国

民性から見た場合，日本よりは国際化に対応しやすいだろうなという実感がある．◆A7	 Q8の回答でもあり，化
学に限らないことかもしれないが，中途半端な国際化をやめることが重要ではないだろう．やるなら，大学以外

も巻き込んで英語対応をできなくては，優秀な人は結局，わざわざ言語のハンデをとってまで日本に来ようと考

えないだろう．それでも来ている外国人は，日本固有の文化に興味をもってきているだけだと感じる．その点，

国際化しないつもりなら，とことんガラパゴス化する道も決して悪いこととは思えない．幸か不幸か，論文を発

表すること自体は，英語圏に行かなくてもできなくはないことだし，日本がいつも独特な研究手法や結果を報告

しつづければ，結局それが，固有の文化になって，興味をもった外国人が来るという流れもないわけではない．

何も欧米基準への到達が科学の本質というわけでもないので，自らの研究を自ら面白いと自信をもって話せる研

究者を育てるべきだと思う．ただ，英語力だけは，発表する必要性と，海外からの圧力への防衛手段として身に

付けておくべきではあると思う． 



無機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．現在はまだ元気であると思うが，10年後はどうかわからない（大学における研究の空洞化の問題や

経済面での不安から）．◆A2	 2位．一概には総合的な順位をだすのは難しいとは思うが，報文に見られる研究の

質・量ともに，実質的な世界のトップはアメリカであると思う．超大国である中国の化学者による報文が質・量

ともに大きく向上している現在でも，日本はこの位置（2位）にはいてほしいという希望も込めて．◆A3	 日本の
基礎化学研究における大学の果たす役割は大きいが，大学での研究における実質的な牽引役である大学院学生（と

くに博士課程進学者）の数が減少しており，大学における研究の空洞化が進行しているように思う．博士研究員

という制度がアメリカのようにうまくまわっていない以上，企業・大学が一体となった改革が必要．企業が大学

研究を支え，大学が企業の研究者の化学教育や研究シーズ発掘を支える体制を明確にしながら，大学−企業のwin 

winの関係を構築できるとよいと思う．具体的には，たとえば，企業側では大学院進学をサポートする，大学院卒

業者の待遇改善．大学側では高度な知識・技術をもつ研究者の輩出はもちろん，ワークショップの定期開催，基

礎技術・人材の紹介など．もちろんこれらの取り組みは，現在も大なり小なり行われているが，より密度濃くで

きればよいと思う．◆A4	 日本人は本質的に勤勉であるため環境さえ整えば着実かつ緻密な研究を展開できる点
が日本における化学研究の 大の長所であると思う．◆A5	 報文の数や研究の規模では中国に抜かれる可能性が
あると思うが，一定の質・量を確保してはいると思う．◆A6	 とくに中国の化学者による報文は，質・量ともに
大きく向上している．今後，さらに発展すると思う．◆A7	 自分たち化学者ができるレベルのこととしては，よ
くいわれることであるが，産官学一体となって研究を展開することではないか．また国策としては，経済面での

不安はあるが，化学研究・教育を充実させ優秀な「日本人の」化学者を育成する必要があると思う． 

 

物理化学分野・助教・20代  

◆A1	 元気．◆A3	 予算の細かい制約．◆A4	 基礎を重視してくれる先生がたがいる．◆Q6	 学生が積極的．
◆A7	 科学者自身の努力，そして事務作業を軽減するための事務手続きの大幅な簡略化． 

 

環境化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．若い研究者が比較的多く，分野が成長していると思う．◆A2	 3位．◆A4	 分子生物学の研究手法
（オミクスなど）がどんどん取り入れられ，これまで分野内で未開拓な領域から新しい知見が多く得られている．

◆A5	 もうしばらくすると，分野全体が飽和すると予想している．そのときに，斬新な考えかたやモノの見かた
ができれば，生き残っていけると思う．◆A6	 急速に発展していると思うし，地域的に未開拓な部分が多い．と
くに，中国は豊富な人材と研究費で発展していると思うが，分野が飽和したときにどうなるかわからない．◆A7	 
一つの分野だけでなく，学際的な研究が求められると予想している．そのために，専門分野だけでなく，いろい

ろな分野の人と協力できる体制を築いておくことが大事と思う．◆A8	 華やかな分野や，一見，そうでもない分
野もあると思うが，何が日の目を見るかはわからない．税金が投入されているため，わかりやすい成果や説明が

求められるのは当然だと思うが，長い目で日本の化学を見守って欲しい． 

 

有機化学分野・助教・30代  

◆A1	 元気．◆A2	 4位．◆A3	 大学院生にまともな給与が払われないこと（先進国では日本だけ）．日本の化
学の発展には優秀な若い化学者の確保が不可欠．大学院が大学院生を雇用すれば，学生も責任感をもって学習と

研究に打ち込める．海外から優秀な学生を日本に引き込むこともできる．給与を支払うための資金は巨額になる

ので，社会からの強力な後押しが必要．◆A4	 活動が景気に左右されにくいこと．企業も大学も，ほかの分野に
比べてものごとを継続しやすい環境にあるように思う．専門的な教育水準や技術水準の継承がなされている．高

等教育プログラムはなぜか4，5年単位で継続性がないが……．◆A5	 コンパクトだが革新的な分野を担っている
と思う．逆に数や量で勝負している分野は新興国に駆逐されていると思う．◆A6	 頼もしく，力強いと思う．日
本だけでものごとを進めれば衰退の一路なので彼らを巻き込んでアジア全体の化学を打ち立てる関係にありたい

ところ．今，彼らの発展に日本の化学が産官学で貢献すれば，10〜20年後に日本は大きな恩恵を被ると思う．政・



官のリードがほしい．◆A7	 何よりも化学を支える若者の確保．そのためには小学校〜高校で魅力的な化学の教
育を行うこと．大学・大学院で意欲ある学生が学習と研究に打ち込める環境をつくることが不可欠．アジアを中

心とした国外の優秀な学生にはアメリカやEUより日本を選んでほしいと願う．とくに国立大学の学生には，文字

どおり「国を立てる」気概で化学に取り組んでもらうために，大学と国は真摯に制度改革を行ってほしいと思う．

学生に必要なのは「教育投資」と「給与」であって「交付金」や「支援」ではない．◆A8	 「日本の化学」は「ほ
かの国の化学」との比較の問題ですのでほかの国から見た「日本の化学」も関心が高いのではないでしょうか．

ぜひ在日または国外の外国人の方がたにも同じアンケートを取っていただけると面白いと思う． 


