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【要約】ライフサイエンスは，これまで多くの先進国において政策的に重点投資が行われてきた研究分

野である．日本においても 1990年前後からライフサイエンス関連の研究・教育機関の設置数が増加し，
現在もなお，第 4期科学技術基本計画における「ライフ・イノベーション」の中心的な存在として重視
されている．しかし，ライフサイエンスに基礎をおくビジネスの規模は「バイオテクノロジー戦略大綱」

の予想を下回り，また研究人材の需要も増えていないことから人材のミスマッチが大きな課題となって

いた． 
本研究ではこうした問題に対処するため，大学を対象として研究室教育の観点から現状を理解し，課題

解決に向けた示唆を得ることを目的としている． 
 
【キーワード】ライフサイエンス	 大学	 研究室教育 
 
1. はじめに	 
	 ライフサイエンスとは，生物学あるいは生命科学を対象とする研究分野を指す．また，ライフサイエ
ンス研究の出口に相当するのがバイオテクノロジー関連産業である．バイオテクノロジー関連産業は，

サイエンスに依拠したイノベーションが中心的な位置を占め，研究との距離が近い「サイエンス型産業」

という特徴を持っている（Pisano	 2006）．	 

	 1984 年に「ライフサイエンスにおける先導的・基盤的技術の研究開発基本計画」が内閣総理大臣決定

され，1986 年に閣議決定された「科学技術政策大綱」において，重点推進分野のひとつとしてライフサ

イエンスが位置づけられた．第 1次バイオブームが起こり，多くの異業種企業が市場参入を図ったもの

の，バブル崩壊とともにブームは収束へと向かった．しかし，ライフサイエンス関連の国家研究予算は

引き続き増額を続けた．	 

	 1990 年代後半からは，ヒトゲノム研究の勃興に伴って第２次バイオブームが起こり，現在も継続して

いるものと考えられている．医工学，ナノバイオ，バイオインフォマティクスといった新興・融合領域

や，他分野との連携に注目が集まるとともに，研究者／非研究者，あるいはアカデミア／インダストリ

アルいずれのキャリアにおいても，高まる人材流動性を意識したサバイバル能力の涵養について考えて

いく必要があると考えられる．	 

	 

2. 研究室に着目する理由	 
	 濱中（2009）は，工学系大学院進学者において研究室専念型の比率が増加し，研究室教育が「唯一の
学習の場」となりつつあることを鑑み，研究室教育の重要性が増す一方，研究室教育の担い手である教

員が教育者としての教育を受けておらず，力量のバラツキが観察されたと指摘している．	 

	 また，筆者は 5年一貫制博士課程制度を採用している大学院において，非研究者への進路変更が難し

いとの指摘を受けた．外部の人に助言してほしいという教員がいる一方，自分の研究のことは自分たち

だけにしかわからないから，ということでクローズドな体制・雰囲気をつくっている教員もいる．いず

れの場合も，研究室ごとに組織の壁が存在し，他の研究室のやり方を取り入れることができない，もし

くは取り入れにくい体制があるように思い抱かせる．	 

	 

3. 当該分野における課題研究室に着目する理由	 
	 「サイエンス型産業」に立脚するライフサイエンス分野は，実用化，産業応用に至るまでの道程が長

く，不確実性が高いことが指摘されている．大学研究室での研究者養成を主軸とした人材育成と実際の

キャリアパスとの間に不整合が発生し，とりわけ研究室での活動じたいが課程修了後のキャリアに結び
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つきにくくなっている．特定の専門分野の学習を端緒とし，より広い分野に展開していく可能性をもつ

専門性（柔軟な専門性）を身につけ，そこから領域の拡張を目指す（本田 2009）こと，さらにさまざ
まな分野の人たちとの協働や対話の中で，自らの研究を反射的に見つめ直したり，新しい視点を手に入

れたりする（寿楽ら 2009）ことが，当該分野における人材育成の喫緊でかつ最も大きな課題と考えら
れる． 
	 ライフサイエンス・バイオテクノロジー系研究室の場合，論文を産出することで研究室を維持してい

くために，労働集約的な実験への長時間の拘束が一般化しており，本来なすべき学生が論文を読む時間

を確保することさえ不自由しているという指摘もある． 
	 

4. 方法と経過	 
4.1	 研究室へのインタビュー調査および研究発表ゼミ等の観察（2010/12~2011/02）	 
	 関東の理系私立大学において 2010 年 12 月から 2011 年 2 月にかけて，研究発表ゼミ等の観察および
インタビュー調査を行った．	 

	 学部内でライフサイエンス系の研究室は一部に限られており，入学後のガイダンスではじめて当該分

野の研究室を選択する学生も少なくないと言う．研究発表ゼミでは，外研先に出向している学生も含め

て，ラボメンバー全員が研究の進捗状況等について発表し，指導教員およびオブザーバーからの意見や

アドバイスを得ている．発表者以外の学生が意見やアドバイスを行うことも可能であるが，全体的に発

言は少なく，教員からも聞かない限り言ってもらえない状況にあった．	 

	 今後，他研究室との比較を行うとともに，研究室の課題について議論するイベント実践で得られた知

見や，研究室教育改善のための先行研究等をフィードバックすることを検討している．	 

	 

4.2 サイエンスカフェおよびアフターカフェでの聞き取り（2011/07）	 
静岡市内で 2011 年 7 月に行われたサイエンスカフェおよびアフターカフェ（懇親会）に参加し，東

京と京都所在のライフサイエンス系大学研究室に在籍する博士後期課程の大学院生と意見交換を行っ

た．いずれもウェット実験が中心の学生で，これまでも指摘されてきた労働集約的な実験への長時間の

拘束は現在も根強く残っており，新たな発想や気づきにつながる論文を読む時間に影響を与えているの

はほとんど以前と変わっていないということであった．とくにライフサイエンス系の場合は高度に専門

化し，かつ大人数のグループで共著論文を書く文化が根強く，ウェット実験に時間を取られすぎること

によって，研究者としての個人の能力が養われにくいとの指摘もあった． 
	 

4.3「GakuSayNet 大学院生交流会」における実践（2011/09~2011/12）	 
	 筆者らは，総合研究大学院大学（以下 総研大と略），奈良先端科学技術大学院大学（以下 NAISTと
略）および本学の学生有志と協働し， 
１）発想ゆたかに新たな問題解決を導出し，	 
２）自らの将来を別の角度から考える機会を創出する 
ことに目途に，大学院生のための異分野交流会「GakuSayNet大学院生交流会」（以下 GakuSayNetと略）
を実施した（2011年 12月 10~11日開催）．これは，異なる学問分野を専攻する大学院生同士が一同に
会して行うテーマ別討議「異分野クロストーク」と，進路について 3人のゲストスピーカーの話題提供
を受けてメタ・レベルで考える「より良いキャリアに進むために」の 2つから成っている． 
 

                               
図 1：GakuSayNet大学院生交流会 
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GakuSayNet の由来と変遷 
	 GakuSayNetの由来は，分野の枠を越えた学術交流を通して新規学際分野の開発や分野横断型共同研究
を行う力を身につけることを目的に，過去 4年間開催されてきた総研大の学生企画事業「総研大ワーク
ショップ」である．GakuSayNetは，「総研大ワークショップ」から対象を全国の大学院大学全体に拡大
し，さらなる多様な知識，発想を取り入れた新しい知を生み出す可能性を探ることを念頭に発足した．

そのうち，趣旨に賛同した上記 3大学院大学で合同の運営委員会が組織され，幾度の議論を経て目標が
明確化され，軌道修正が行われた．最終的に参加対象は大学院生全体まで拡張されたが，運営主体は 3
大学院大学のままで維持された． 
コンセプトは「デザインしすぎない」こと 
	 企画段階から，参加者のモチベーションが高まり対話が促進されるよう，東京大学大学院情報学環主

催のカフェイベント「UTalk」やこれまで筆者が開催してきたサイエンスカフェの経験等を参考に，内
容を詳細にデザインしすぎないことに留意した．「デザインしすぎない」「柔らかなデザイン」を意識

することで，ふだんワークショップに慣れていない参加者も活発に議論できる余裕を仕掛けておいた．

運営に関わった総研大および奈良先端大生たちにとって，予想以上に発言が活発で時間が足りないくら

いに感じられたという． 
ライフサイエンス研究者以外のキャリアパスを考える上での気づき 
	 交流会の発起人は，総研大生命科学研究科所属の学生である．彼は総研大キャンパスが全国に分散し

ており，同研究科内であっても学生同士の協働が物理的に難しいということを問題として捉え，同校の

学融合推進プログラムを利活用して起案した．5 年一貫で研究者養成の専門教育を行う同校にとって，
研究者養成教育のみならず高度職業人材育成も行う他の大学院大学との交流は新鮮で映ったという．さ

らに，ライフサイエンス研究者以外のキャリアパスを考えるうえで複眼的なものの見方，考え方に気づ

くきっかけとなった運営委員会での経験は，発起人のみならず他の運営委員にとっても刺激になってい

る． 
今後の発展に向けて 
	 運営委員会内部では，異分野のつながり，人脈づくりの大切さを痛感したので，総研大と独立した形

ででも何らかの形で継続していきたいという声が多く挙げられていた．また，本学においても，学生主

導ではないが同様の企画が石川でできないか，打診を受けた．また，NAISTの学生有志が主体となって，
GakuSayNetをベースにした新たな企画が検討されている．このように，もとは総研大の内部企画だった
交流会が，今後は運営委員会経験者から形を変えて広がっていく可能性が示唆された． 
 
4.4「いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2012」での実践（2011/06~2012/02）	 
	 筆者らは，学生目線の「GakuSayNet大学院生交流会」とは別に，研究室運営のヘッドである PI（principle 
investigator，大学の場合は教員）を巻き込んで大学研究室の運営そのものを変えていくことを目途に，
「いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2012 ~研究室の当事者による，当事者のための「研究室経
営論」をつくる~」を企画している（2012年 2月 27日開催予定）． 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
図 2：いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2012 
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筆者を含む主催者側の考え方 
	 いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2012で筆者を含めた主催者側からは，これまでの内部の議
論をもとに，概略以下のような問題提起を行なう予定である． 
	 - 研究室は大学における研究・教育の実質的単位である 
	 - 社会的・経済的・公共的価値の創造・発展を担う人材育成の役割を研究室に期待されている 
	 - 研究室を取りまく環境は複雑で相矛盾する要求がある中，そもそもリニアモデルでは描ききれない 
	 - しかも，政策側，学会・大学・研究科，研究室・教員・学生の誰も全体の詳細を把握できていない 
	 - 中教審に代表される政策側の議論に研究室現場の研究・コミュニティの意見が軽視されている 
	 - 研究室の当事者による研究室経営論を考えることが，現場改善のためには喫緊の課題である 
コンセプトは「巻き込み」 
	 研究室教育の現場を変えていくには，問題意識を抱える学生へのアプローチにとどまらず，研究室運

営の主体である PIの巻き込みが欠かせない．「研究室を当事者目線で，かつ俯瞰的に認識するための枠
組み」の雛形を早急につくることが企画運営メンバーの総意であり，今回のフォーラムはその端緒を築

くことを重要視している． 
ライフサイエンスの独自性・大学研究室の一般性 
	 これまでの「いきいき研究室増産プロジェクト」では，企画運営メンバーのバックグラウンドに依存

して工学系でかつ，非ライフサイエンス系に偏っていた．そのため，ライフサイエンス系の大学研究室

に適用するには実態とはややかけ離れた議論が行なわれていたように感じられた．今回は，筆者が企画

運営に加わることにより，前述の GakuSayNet の企画運営を通じて関わるようになった総研大・学融合
センターに所属するライフサイエンス分野の研究者（講師）をパネラーとして招聘することが決定して

いる．さらに，パネルディスカッションで他の研究分野のパネラーと議論することにより， 
１）研究分野 
２）PI 
３）ラボメンバー 
その他様々な要因によってどのようなラボマネジメントが適切かを，個別にかつ俯瞰的に明らかにしよ

うと考えている． 
ライフサイエンス分野のパネラー予定者からの指摘 
	 筆者がパネラーのひとりとして招聘した，ライフサイエンス分野の教育に携わる研究者からは，ウェ

ブ会議を通じて，次のような指摘がなされた． 
１）問題 
	 問題の 1つ目として，先生と学生との関係の問題がある．個別の人の特性の問題というより，「閉じ
たものにしてしまいがち」という問題である．自分の研究のことはどうせ自分たちにしかわからないか

ら，ということで，クローズドな体制・雰囲気をつくっている．そのような閉じた体制の中で研究がう

まくいかなかったりすると，経験も知識も無い学生は自分の能力の問題にしてしまい，研究をしたいと

いう気持ちがそがれてしまう．閉じた体制の中で学生に一定のレベル・グレードのジャーナルへの投稿

を求めたりすると，能力・努力だけじゃなく運も研究成果には必要ということが学生にはわからず悩ん

だりする． 
	 問題の 2つ目として，仕組みの問題がある．他の研究室のやり方を取り入れることができない，取り
入れにくい体制が今はある．総研大ででもうまくいっている研究室は，副担任制度のような仕組みをう

まく使い，オープンな仕組みの中で学生の指導をしている．そうでない，学生が困っているような研究

室は，閉じた関係になってしまっている． 
	 問題の 3つ目として，学位やキャリアの問題がある．研究していることじたいや，学位が社会的に評
価されるようになれば，もっと良い．アメリカでは学位をとるのに日本（5 年）より長く（7 年）くら
いかかるというデータがあるが，その代わり，途中でいったん止めても良い，という雰囲気がある．日

本では，「学位とれずに大学を止めるのは能力がなかったから」「大学でやっていけなかったら企業に

いく」という雰囲気がまだあったりする． 
	 自分は理学系の出身だが，工学系では大規模な研究室で，大きなテーマの一部を学生が分担して担当

したりするので，「自分のしていることの意味がわからない」という問題も生じるのだろうな，と思う． 
最近，大規模な教育プログラムや新しい大学院体制がでてきている．それももちろん意味があるとは思

うが，学生を振り回すことにならないようにしなければいけない，とも思う．今すでに行われている研
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究室での研究・教育を確実にやっていくことも大事だと思う． 
２）理想 
	 去年の濱中先生の話（いきいき研究室増産プロジェクト FORUM2011）にあったように，研究室教育
は一定の効果があると自分も考えている．ただし，クローズドな体制になってしまっていると問題が生

じてくる．研究室教育の内容がもっとオープンになれば，もっと良いものになると思う． 
	 自分の出身の研究室のうち良かったところでは，ボスが横暴ではあるが，方針をきちっと持って指導

にあたっていたし，ゼミでのディスカッションがきちんとできていた．良く他の研究室の人も来ていた

し，副担任制も生きていた． 
	 最近「コースワークをしっかりする」というのが大学院改革の流れとしてある．しかし，分野ごとの

差異もあり共通の教育カリキュラムでしっかりした方が良い部分もあるが，やはり研究室で個別にする

方が良いと思う．研究室教育でしっかりやっているのが，日本の良いところだと思う． 
	 また，日本でももっと「研究してきたことじたい意味がある」と社会一般で受け止められるようにな

れば，博士課程を途中でやめてしまったりしても「数年がムダになった」と考えなくて良いようになる．

それに，「博士号をとれなければ意味がない」と考えなくても良くなるので，気が楽になる． 
 
4.5 JST/RISTEX プロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」における経験	 
（2009/10~2012/09） 

	 筆者は，科学技術振興機構社会技術研究開発センター（以下 JST/RISTEXと略）の研究開発プログラ
ム「科学技術と社会の相互作用」の 2009 年度採択課題「不確実な科学的状況での法的意思決定」（研
究代表者：中村多美子（弁護士法人リブラ法律事務所	 弁護士））の研究プロジェクトメンバーのひと

りとして，科学グループ（主に基礎物理学者によって構成されている）と法グループ（主に弁護士，法

学者によって構成されている）とのコミュニケーション・ギャップに日々直面している．本プロジェク

トの領域総括補佐を務め，科学史・科学技術社会論が専門の小林傳司教授（大阪大学コミュニケーショ

ンデザイン・センター）をもって「法と科学の間に愛ははぐくめない．しかし，社会問題という子ども

をともに養育していかねばならない」と言わしめた現状は，水と油以上の認識の乖離の深刻さを示して

いる． 
	 筆者個人の理解では， 
	 - 「議論を言葉に残さない」・「記録に残さない」文化と「記録に残すのが当然」の文化との対立 
	 - 厳密に定義づける文化といくら厳密にしても対応できない部分は臨機応変に対応する文化との対立 
	 - 異なる考え方を頑として認めない文化と多様性を認める文化との対立 
等，様々なところで対立軸が認められる． 
	 科学者の基本的な思考は「ピア・レビュー」による評価が軸になっている．自分と異なる社会の存在

を尊重し敬意を払う文化には必ずしもなっておらず，特に基礎研究においては研究分野間の対立もある

ため，例えば文化人類学のように，いったん自らの分野の立ち位置から一歩退いてメタ・レベルで物事

を捉えようという意識が薄いように感じられた．アカデミアで長年ライフサイエンス系の基礎研究に関

わってきた，学生指導に携わる大学教員の多くは，本プロジェクトの科学者と近い立場にあると考えら

れ，「科学と社会をつなぐ」等と大上段に構えなくとも，例えば民間企業のように社内の他部門とのコ

ミュニケーションが要求されるキャリアパスへの適切な指導にさえ困難を覚えるのではないかと危惧

された． 
 
5. まとめ	 
	 本研究では，研究室へのインタビュー調査・研究発表ゼミ等の観察，サイエンスカフェおよびアフタ

ーカフェでの聞き取り，「GakuSayNet 大学院生交流会」・「いきいき研究室増産プロジェクト
FORUM2012」での実践，JST/RISTEXプロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」における
経験等をもとにライフサイエンス系大学研究室における知識創造のあり方を考えるために，多方面から

の現状理解に努めてきた． 
	 実際に研究室調査に至るまでに，幾つかの研究室に当たりをつけて調査依頼をかけたもののすべて断

られてきている．国内での例がほとんどないライフサイエンス分野のラボラトリー=スタディーズは、
ラボの閉鎖性の側面があると考えられている（伊藤 2009）．ピア・レビューが優先され，自らの研究
分野を越えてコミュニケーションを行うモチベーションの希薄な研究室にとって，メリットを感じにく
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く先行事例もほとんど聞かれないラボラトリー=スタディーズに協力するということじたいが考えづら
いのかも知れない．今回例に挙げた研究室は，もともと研究室教育の改善に関心を持っていた若手教員

が，中学や高校のように教員免許状を取得するプロセスを経ずに学生指導する立場に「なってしまった」

現状から脱却したいという意欲を持っていたという背景がある（ある種，相場観をもったコンサルティ

ングをしてくれると思われたフシが感じ取れた）． 
	 今回，ラボラトリー=スタディーズ以外の手法により，多角的な視点で大学教員および学生の実情に
迫ることができた．そのうえで実際の研究室教育を変えていくためには，大学教員の意識改革とオープ

ンな仕組みの構築，さらにより多くの大学教員の意識を変え，政策面からもサポートする研究室経営論

の雛形を現場レベルからつくり上げていくことが必需と考えられる． 
	 JST/RISTEX プロジェクト「不確実な科学的状況での法的意思決定」に関しては，プロジェクト参画
当初，本研究への示唆はほとんど得られないものと考えていたが，プロジェクト内での度重なる議論を

経て，結果として大学における基礎研究者が陥りがちな思考パターンを（半ばフラストレーションを抱

きながらも）実感することができた．異なるアクターとの相互作用を間近で見ていたからこそ感じ取る

ことのできた経験で，同じ研究室に時間をかけて入り込んでも見えてこなかった視点なのかも知れない．

RISTEX プロジェクトにおいて最も重要視されているのは「社会実装」である．今後は，RISTEX プロ
ジェクトから得た示唆も加味した形で社会実装の端緒となるよう本研究を発展させ，ライフサイエンス

系大学研究室運営のイノベーションへとつなげていきたい． 
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