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文部科学省 科学技術・学術政策研究所 第 1 調査研究グループ
要旨
内閣府総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術・イノベーションの源泉である研究力強
化のため、2020 年１月に「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」を策定し、博士課程修了
者の多様なキャリアパスの実現を目指している。
一方、博士課程の入学者数は 2003 年度 18,232 人をピークに、2016 年度に 15,000 人を割り、
その後 2018 年度は 14,903 人と減少傾向にあり、博士課程への進学の躊躇が指摘されている。
科学技術・学術政策研究所（NISTEP）は、博士課程への進学前の状況や在籍中の経験、また、
現在の就業や研究の状況等を把握することを目的に、平成 26 年(2014 年)から「博士人材追跡調
査」を実施している。現在、平成 24 年度(2012 年度)に日本の博士課程を修了した者（以下「2012
年コホート」という。）、平成 27 年度(2015 年度)に日本の博士課程を修了した者（以下「2015 年コホ
ート」という。）を対象に 2 つのコホート調査が実施されており、令和元年(2019 年)には 2012 年コホ
ートの博士課程修了 6.5 年後と 2015 年コホートの博士課程修了 3.5 年後調査を実施した。
本報告書では、博士課程修了者の雇用先として、大学等が 50%を超え、民間企業が約 25%であ
ったこと、大学等及び公的研究機関の任期制の職から任期がない職への安定化が認められたこと、
民間企業に雇用されている者の半数は大企業に雇用され、製造業が多く、所得も大学や公的研
究機関に比較して高いこと、現在の仕事が博士課程の研究と関連している場合は、仕事の満足度
及び待遇・処遇の満足度とも高かったことなどを明らかにした。

3rd Report of “Japan Doctoral Human Resource Profiling (JD-Pro)”
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), MEXT
ABSTRACT
“The comprehensive package to strengthen research capacity and support young researchers 1” was
approved by the cabinet in 2020, aiming for doctoral students to build diverse carrer pathway.
The number of doctoral course enrollments in Japan had peaked in FY 2003; falling below 15,000
in FY2010; being 14,903 in FY2018. Thus, it is said that any students have been reluctant to enter
docotral course.
The Japan Doctoral Human Resource Profiling (JD-Pro) is a survey conducted since FY2014 by
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP). JD-Pro collects educational history,
demographic charateristics, and postgurates plans. Two series of cohort survey have been conducted
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for people who completed doctoral courses in Japanese graduate schools in FY2012 (hereinafter
referred to as “2012 cohort”) and in FY2015 (hereinafter referred to as “2015 cohort”).

In 2019,

NISTEP conducts the 2012 cohort survey at 6.5 years after graduating the doctoral course and the
2015 cohort suvey at 3.5 years after graduating the doctoral course.
This report reveals several results as following: More than 50% of graduates are employed by
universities, and 50% of them have tenure positions: Approxmately 25% of respondents work in the
private sector, and half of them works in the large companies; besides their incomes are higher than
those in universities and publice insitutions: Morover, in case of their work correlated well with their
studies in doctral course, they have high job satisfaction as well as good working condition.

