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	 私は、アメリカから日本に来て、現在
京都大学生態学研究センターでアメリカ
の 国 立 科 学 財 団 （ National Science 
Foundation; NSF）のサポートによってポ
スドクをしている。アメリカで育ち、学
部も大学院はアメリカだったが、3 回日
本に留学したことがあり、自分が経験し
た日本とアメリカの進化学・生態学の違
いについて詳しく書きたいと思っている。
アメリカでは、三つの大学（ハーバード
大学、カリフォルニア大学サンタクルー
ズ校、カリフォルニア大学バークレー校）
で研究を体験したことがあり、日本では
京都大学に留学した。2003年から 2005年
まで、京都大学生態学研究センターで文
部科学省の研究生として研究をし、ドク
ターコースの途中で日本学術振興会のサ
マープログラムで京大総合人間環境学部
に短期留学し、そして 2012年からまた京
大生態研でポスドクをしている。 
 
	 去年、日本生態学会関東地区会によっ
て東京で開催された「生態学者の研究留
学」というシンポジウムに誘われた。そ
の発表とそれについて基づいた文章（ヘ
ンブリー	 2013）で、日米両国間の生態
や進化の研究には、主に価値が認められ
る研究、および流行的な研究には違いは
あるが、結果的には国を問わず研究とい
う活動自体はあまり変わらない、という
結論を下した。つまり、科学（サイエン
ス）という活動は、あまり周りの文化か
ら影響を受けない、ということである。
これが科学の特徴なはずだと西洋人とし
て考えている。千年前の世界で、中国、
イスラム文明、そしてメソアメリカで哲
学的に異なる根拠から生じるそれぞれの
科学が存在するように、国によって科学
が異なる世界でもないし、現在の科学と
いうのは特定の文化的根拠から生じるも
のではない。宇宙人が存在したら、同じ
物理学と化学を発見するはずである。科
学にある文化が根拠として必要なのであ
れば、科学にならない。少なくとも、西

洋人の科学者がそう思っている。本当か
どうかというのを判断するのが今の目的
ではないが、少なくともアメリカから日
本に来ても、同じような哲学的な根拠を
持つ科学の研究ができるという例を挙げ
たいだけである。 
 
	 それ以来、日本で同僚研究者(colleagues)
と色々話をした結果、科学が国を問わず
に同じであっても、日本の大学で生態
学・進化学の研究をすることは、アメリ
カの大学で研究をするのとは気持ち違う
ところがある、というのが分かってきた。
日本の同僚研究者にはこのことについて
興味を持ってくれえる方が多かったので、
この文章で自分が経験した違いの具体的
な話をしたい。ここでの目的は、批判で
はなく、比較なのである。アメリカと日
本の間には、非常に似ているところも多
いし、共通な悪いことも良いこともある。
日本の同僚によく言われる例を二つ挙げ
てみる。日本人の研究はつまらないもの
が多いとよく言われるが、実際にはアメ
リカでもつまらない研究がたくさんある。
そのアメリカ人たちはあまりいいジャー
ナルに論文を出さないので、日本までは
伝わって来ない。優秀なアメリカ人の研
究者しか日本まで尋ねに来ない。もう１
つは、日本の大学には変なルールがたく
さんあるとよく言われる。日本で教員を
した経験がないので言えることは限られ
ているが、博士号を取ったカリフォルニ
ア大学バークレー校では京都大学と同じ
ぐらいややこしいルールがあった。 
 
	 このエッセイの目的は、自分の経験と
日米両国の同僚研究者との話によって、
アメリカと日本の間の進化学・生態学の
研究の違いについて論じることである。
研究内容だけでなく、大学の学部の中で
の人間関係やキャリアのことも書く。た
だし、私はまだポスドクで、自分の体験
が限られているので、日本における研究
助成や教員の活動については詳しくない。
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そのため、このエッセイは、学部生・大
学院生・ポスドクたちに焦点を当てると
する。 
 
研究のキャリアはどういう過程・順番
であるか？  
 
	 まず、アメリカにはどういうキャリア
の進み方があるのであろうか？	 学部は、
日本と同じように 4 年間である。そして
日本と同じように、研究に興味を持つ学
部生の多くはラボで研究体験をする。 
 
	 学部生の研究体験の種類はおもに２つ
ある。１つは卒業論文（senior thesis）の
ための研究で、これは大学によって頻度
が多かったり少なかったりする。その頻
度の違いは大学や専門によって、卒業論
文が必要とされる場合とされない場合が
あるからだ。もう１つは、どの大学でも
多くの学部生が行っている大学院生・ポ
スドク・教官のプロジェクトのための実
験、データ解析、そしてフィールド・ア
シスタントである。そのような学部生は、
自分で研究する前に研究の体験をするこ
とで、自分がやりたいことが分かるよう
になるだろうと考えている。その研究体
験によってお金をもらうこともあるし、
多くの場合は単位をもらう。あるラボに
入り、やっていることがあまり好きじゃ
なければ、学期が終わったら新しいラボ
に入ることも少なくない。 
 
	 学部生はラボをどうやって見つけるだ
ろうか？	 これも大学によって違う。授
業を受けた教官のラボに入る学部生はも
ちろんたくさんいる。カリフォルニア大
学バークレー校には、学部生募集のウェ
ブサイトがある。就職ウェブサイトと同
じように、学期ごとに、学部生に行って
もらいたい研究の説明文書が、希望する
教官、ポスドク、大学院生によって張ら
れている。興味を持つ学部生には連絡し
てもらい、インタービューしてから好む
学部生を選ぶ、というプログラムである。
参加する学部生は授業の単位をもらえる。
（詳しくは、Undergraduate Research 
Apprenticeship Program;	  
http://research.berkeley.edu/urap/	 にご参考

ください。）無論、教官だけではなく、大
学院生やポスドクが学部生を直接指導す
ることがよくある。データをたくさん欲
しい大学院生は、たくさんの学部生を働
かせて、大量のデータを取るという話を
聞いたことがある。大学院生が就職活動
する際にも、学部生の指導をした経験は
有利な条件となる。 
 
	 日本のほとんどの大学と違い、学部生
が同じ研究室に進学する期待はほとんど
ない。学部も博士課程も同じ大学である
のがあまりよくないと考えられているの
で、学部生が教官に「同じ研究室に進学
したい」と言えば、「ここに来るな」と言
われることが多い。（申請しても、かなら
ず落ちる大学もある。）これはなぜかとい
うと、どの大学でも強い分野とそんなに
強くない分野があり、個人の知的発展の
ために、それぞれの大学で勉強すること
で、異なる perspective（視点）を見るこ
とになり、自分の一番よいアイデアが思
いつくようになると考えられているから
だ。 
 
	 アメリカでは、新卒一括採用という制
度がない。学年がおおよそ５月から６月
に終わり、新学年が８月から９月に始ま
る。学部と大学院の間に、一年から数年
にかけて、別な活動をする人たちが少な
くない。これは英語で「taking time off」
（勉強を休む）と言われている。リサー
チ・アシスタントをしたり、会社に勤め
たり、海外に留学したり、ボランティア
活動をしたりする。（私の場合は、もちろ
ん、日本に留学した。）勉強を休むという
のは、長いドクターコースの前に、別な
経験をすることで、大学院進学のための
精神的準備と考えられている。Taking 
time off の期間の活動が大学院の研究と
関係のあることも少なくない。たとえば、
会社でプログラミングをした人たちは大
学院で数理解析をするし、外国で行って
きた人たちはよくその国で博士課程のた
めの野外調査をしたり、現地の研究者と
共同研究を続けたりする。（私の場合はそ
うであった。） 
 
	 それぞれの長さの期間を休んで、大学
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院に入る傾向が、大学院生同士の社会構
造に大きな影響を与える。大学院では、
院生が他の院生の年齢をあまり気にしな
い。アメリカでは先輩・後輩の感覚があ
まりなく（日本語の意味で「先輩・後輩」
に直接当たる英語もなく、以下で詳しく
それについて書いた）、「後輩」が同じ年
か年上の場合も多いし、「先輩」が同じ年
か年下の場合も多く、大体誰も他の人の
年齢を詳しく知らないことが普通である。
（私が日本から帰って、大学院に入学し
たら、２４歳であった。同じ環境学科の
同級生の平均年齢は２９歳ぐらいであっ
て、彼らが皆結婚したり子供を生んだり
していたことに気づいた時は、かなりび
っくりした。しかし、こういうのはアメ
リカでは普通である。） 
 
	 マスターコースを通過せずに、直接ド
クターコースに入る大学院生が圧倒的多
数である。ドクターコースはマスターに
あたる内容が入っているので、長さが５
年から７年間になる。これがおそらく日
本のシステムとの大きな違いの１つであ
ろう。修士課程に進む大学院生はもちろ
んいる。修士で就職したい人や、テーマ
を変えようと思っている人も結構いる。
（海外で修士を取ってから、アメリカに
行ってドクターコースに入る留学生もい
る。）しかし、本当に研究に熱意を持つ学
生は、修士課程に進まずに直接博士課程
に入りなさいと教官に勧められる。とい
うわけで、アメリカの D1は、日本の M1
に当たる。アメリカの D6が、日本の D4
に当たる。 
 
	 入試制度も違う。大学院ごとに入試が
あるわけではなく、ほとんどの申請者が
GRE（Graduate Record Examination）とい
う試験を受ける。GREがニュージャージ
州にある民間会社が勝手に作った試験で、
どうやって必要になったか私にはよく分
からない。いずれにしても、入学に必要
とされていても、GRE点数はあまり大切
でなくなってきている。（受けなくていい
大学院が近年増えてきている。）大学院の
入学に重要なのは、受け入れ教官になっ
てほしい教官への連絡なのである。受け
入れ教官とメールで研究のアイデアを打

ち合わせをし、研究室の訪問をしたりす
る学生が多い。訪問の時、教官なしで現
在所属している学生と必ず話しもできる。
申請書のエッセイや元の指導教官からの
推薦状も重要だが、受け入れ教官との打
ち合わせが一番大事である。 
 
	 多くの大学院のドクターコースの場合、
初の１〜２年間で論文を読んだり、授

業を受けたりする。今までの文献を知ら
ないと、面白いテーマが見つからない。
教官からテーマを与えてもらっても、論
文をたくさん読ませられる。授業は、手
法（統計、解析方法）やセミナー（graduate 
reading seminars; 一緒に論文を読んでデ
ィスカッションをする毎週の授業）が
も多い。学年の始まりは 9月からなので、
次の年の夏まで計画を立てる時間はたく
さんある。 
 
	 過去の文献に詳しいのが日本との大き
な違いのもう一つだと思う。英語を速く
読むことは容易なので、過去論文を知ら
ない言い訳ができないのである。日本の
平均的な M1 の学生は、アメリカの平均
的な D1ほど速く論文が読めないし、4月
からすぐに調査や実験を始めなくてはい
けないので、指導教官の役割がすごく重
要になる。アメリカの場合、D1は翌春ま
で時間的余裕があるのでたくさんの論文
を読む時間がある。そのため院生は自分
の研究計画により中心的な役割を果たす
ことができ、指導教官とより対等なディ
スカッションができるのである。 
 
	 多くの大学では、２年目に博士号の要
件の１つとして口答試験を課す。学生が
４人の教官から１人ずつ２０～３０分質
問され、それに答えるというフォーマッ
トなのである。学生が博士課程での研究
計画を発表する場合も多い。これに失敗
した場合、翌年にまた受けられる。教官
からのテーマが先に決まっているので、
(教官の時間に合わせて)試験の前にディ
スカッションをしながら、読むべき論文
や本を教えてもらう。この試験の準備の
ため、数ヶ月間、家やカフェで一生懸命
論文を読む学生がたくさんいる。本格的
に研究がはじまるのは、口答試験の後が
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多い。口頭試験から卒業までの期間は、3
年から 5 年かかる。そのためドクターコ
ースは 5年から 7年かかることになる。 
 
	 学生の支援は、一般的に TA（つまり、
学部生に授業を教える）を行うことで学
費と給料を支給する、または指導教官の
科研費から学費と給料を支給することで
なされる。ほとんどの院生は、NSF の
Graduate Research Fellowship Program
（GRFP;	 NSFのドクターコースの学振）
に申請して、合格した学生は 3 年間の給
料と学費を国からもらう。（留学生は
GRFP に申請できないが、学部の前から
アメリカに在留している外国人の院生は
申請できる。）GRFPに採用される率の具
体的なデータはないが、オバマ政権のは
じめの頃に学振の数が倍に増やされてい
ても、JSPSの学振より取りにくいという
印象である。私費で学費を払うことはお
そらく可能だが、私が聞いたことがない。 
 
	 給料と学費に比べたら、学生の研究費
の問題は難しい。日本の JSPSの学振と違
い、NSFの学振では研究費は支給されな
い。教官の方は大学から研究費を支給さ
れないので、NSFなどの機関からの科研
費に頼っている。NSFの科研費というの
は、特定なプロジェクトにしか使われな
いので、科研費を持っていてもあまり（別
のテーマの研究をしている）学生を手伝
えないこともある。ということで、学生
がどんなにいい研究をしていても、研究
のお金がどこから来るかという問題があ
る。１つの解決策としては、科研費があ
れば、教官はそのプロジェクトに関する
研究だけを学生にさせる。もう１つの解
決策は、学生が自分で NSFや大学そして
民間機関に、様々な小さな助成金（small 
grants）に申請することである。例えば、
公立（州立）なカリフォルニア大学では、
メキシコの研究者との共同研究のための
助成金（UC MEXUS Program; 
ucmexus.ucr.edu）とカリフォルニア大の
野外演習地区（UC Natural Reserves）での
調査のための助成金（Mathias Grants;  
http://nrs.ucop.edu/grants/mathias/）がある。
私立大学では大学由来の助成金が多い。
ハーバード大の多くの大学院生が

Putnam Expedition Grants 
（http://www.mcz.harvard.edu/grants_and_f
unding/putnam-expedition.html）に申請す
ることで、様々な遠方の国で動物学の調
査をしている。NSFからは、競争の激し
い Doctoral Dissertation Improvement Grant
（DDIG;	 1万 5千ドルで、かなり大きな
助成金）とアジア太平洋での短期留学の
ための East Asia and Pacific Summer 
Institutes（EAPSI;	 JSPSのサマープログ
ラムがその中に入っている）という助成
金もある。 近、EAPSIだけでなく、海
外での短期留学のグラントが増えてきて
いる印象もある。多くの院生は、教官の
お金と自分のお金を適当に合わせて研究
をする。実を言うと、クレジットカード
を使いすぎて困ることは少なくない。 
 
	 大学院の目的としては、この期間が修
了したら、大学院生が独立した研究者に
なっていることである。大学院生は時間
を研究に好きなように使い、全てのこと
を指導教官に相談することはなくなり、
ある意味で指導教官が考えていることを
気にしなくなるはずである。博士を取っ
た学生がいつまでも指導教官の「後輩」
または「元の学生」ではなく、教官の「若
い同僚」（つまり、若いけど、同じレベル
の研究者）になるのが目的である。（これ
が理想であるが、相手は人間でもあるの
で、そんなにうまくいかないこともある。）
国を問わず、学生・教官の関係が難しい
ことがよくあるが、日本ほど教官の力は
強くない。日本では、若い研究者のキャ
リアのために、指導教官の意見が も重
要かもしれない。逆にアメリカでは、一
旦博士を取得して卒業したら、自分の指
導教官の力は比較的弱くなる。もちろん、
教官が元の学生の研究成果を宣伝したり、
共同研究で科研費の申請書やレビュー論
文に誘ったり、輝かしい推薦状を書いた
りしてあげられる。しかし、日本の場合
ほど指導教官の力が同じ大学・他大学の
教官に強く影響しないので、結局、若い
研究者のキャリアにとっては、多くの研
究者に評価される研究をした方が重要と
なる。（ポストを募集する場合、時々、年
上の教官が委員会の他の人に自分のとこ
ろを出た元学生に有利になるように圧力
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をかけたりするが、他の教官がオープン
に反対意見や文句を言う。私が大学院生
時代、教官に直接そういう話を聞かれた
ことがあった。） 
 
	 ポスドクの支援の制度も日本とかなり
違う。JSPSの学振に支援されるポスドク
の数が比較的に多い日本と違い、NSF が
支援する研究者の割合は非常に少ない。
NSF は限られた目的（海外留学、生物と
数理の総合的な研究、そして人口比に比
べたら科学者の割合の少ない社会集団）
のためにしか学振を出さないので、ほと
んどのポスドクが別の方法で給料を獲得
する。一部の大学が、大学のお金でポス
ドクを募集するが、全国的にはそのポス
トの数は少ない。一部のポスドクは海外
に行って外国から学振を取り、その数が
近年増えてきている（ヘンブリー	 2013）。
残りの若い研究者（つまり、ほとんどの
若い研究者）は、どこかの教官のプロジ
ェクトにポスドクとして雇われる。なぜ、
こうなっているのかは私にはあまり良く
分からないが、いずれにしても、非常に
複雑で若い研究者にストレスをかける仕
組みである。（日本みたいな制度があれば
いいであろう。）比較的よいポスドクを取
るためには、同じ分野の教官複数と仲良
くなったうえで、大学院の途中で論文を
出し始めることが奨められる。 
 
	 大学院の終わりかポスドクの時から、
大学教官になりたがる研究者が就職活動
を始める。知る限りでは、申請過程はあ
まり日本と違わないが、面接がかなり違
う。アメリカの教官の就職面接はパブリ
ックで、誰でもその面接での発表を聞き
に行ける。（誰が誘われたかという情報も
インターネットに載っている場合がほと
んどなので、私が日本にいる間に、アメ
リカの友達の誰がどこで面接を受けてど
こで就職したかをインターネットでスポ
ーツと同じように見ることができる。）面
接は 1〜2日間かかり、発表以外は、同じ
大学のそれぞれの教官と個人的なミーテ
ィングがある。就職面接は緊張するが、
一番大変なのが 2 日間のミーティングな
のである、と先輩によく言われる。無論、
全ての教官が自分の研究室を持つ。日本

のある大学のような教授・准教授・助教
が同じ研究室の中にいることはない。 
 
	 就職採用過程で大学院生が重要な役割
を果たす。採用委員会の中には大学院生
の代表は必ず１人いるし、多くの大学院
生やポスドクが発表を聞きに行く。ポス
ドクでも大学院生でも候補者と個人的な
ミーティングを願うこともできる。カリ
フォルニア大学バークレー校では、教官
なしで大学院生と候補者がお互いに会え
る環境が用意されるため、必ずランチが
開催されていた。委員会のメンバーも、
積極的に院生やポスドクから意見を求め
るのが当然のことである。 
 
英語で「先輩」、「同級生」、と｢後輩｣
をどう言うか？  
 
	 英語で日本の大学での経験について話
をするとき、「先輩」と｢後輩｣に当たる英
語がなく、非常に困る。日本の組織に非
常に大切なこの概念が英語で表せないわ
けではないが、英語での説明が非常に長
くなってしまう。たとえば、「先輩」は
「people who are senior to you」と説明した
ら分かりやすく見えるが、「senior」とい
う形容詞はちょっとあいまいな上、組織
に入った順番も表せないため、「people 
who are older than you, or who entered the 
organization/lab before you did」のような説
明になってしまう。そう言っても、その
説明では日本にある先輩と後輩の間の関
係をあまり表せない。意味的には、
「superior」という単語があるけれど、こ
の言葉はフォーマルな力の関係を表す
（例えば、D3が D1の「superior」であり
えない）だけでなく、軍事的・会社的な
意味なので、大学の場合には使われてい
ない。（後輩の場合、「people who are junior 
to you」または「people who are younger than 
you, or entered the organization/lab after you 
did」になる。）私の妻はアメリカ人で日
本語をあまり話せないが、以上の理由で
英語で話すとき、「senpai」と「 kohai」を
そのまま英単語として使っている。 
 
	 こう定義しても、アメリカ人には具体
的に分からない。無論、アメリカでは年
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齢やキャリアの段階を表す英単語がたく
さんあり、皆が完全に平等で同じ責任と
役割を持つわけではない。しかし、年齢
や順番によって自分の上に誰がいるかと
下に誰がいるかという感覚があまりない
し、上と下の人に対する話し方や態度が
日本ほど極端に違わない。先輩からの依
頼が後輩からの依頼より必ず大切なわけ
でもない。指導教官が何かを望んだら、
直接言うだろう、と思っているので、学
生が指導教官の本音を推測するのにあま
り気を使わない。学生が教官をファース
トネームで呼ぶ。英語で話すとき、「She 
was my labmate」（同時に同じ研究室にい
た）または「We overlapped at Michigan」
（同じ時にミシガン大にいた）と言い、
先輩・後輩の関係を表せない。この理由
で、私が初めて日本に留学したとき、「先
輩」と「後輩」という言葉が自然に使え
るまでは、すごく時間がかかった。普通
に使えるようになるには、周りの人との
関係に関する考え方を完全に変えなくて
はいけなかったのである。 
 
	 アメリカで上の人に学生が尊敬される
には、自分がもっと年上であるかのよう
に自信を持って行動したらよいとよく言
われる。年上の大学院生がポスドクのよ
うに行動したり、ポスドクが若い教官の
ように行動したりすることがよくある。
一方で、人はやはり人なので、優秀な学
生が自信を持つことを教官が嫌がること
は少なくない。しかし、自分の指導教官
からの尊敬よりも、むしろ周囲の研究者
（特に他の教官）からの尊敬が重要なの
である。大学院の目的は教官の同僚を作
ることなので、博士を取ったら、いつま
でも昔の指導教官やコロキウムの委員の
後輩であるわけではない。バークレーに
帰るとき、昔知っていた教官と一緒にコ
ーヒーかビールを飲みに行き、どちらか
というと、友達になったような雰囲気で
ある。 
 
多様性の受け入れと促進  
 
	 アメリカは非常に多様な国なのだが、
アメリカで開催された学会大会に参加し
た方々がおそらく気づいたように、大学

の中の研究の社会は周りの社会ほど多様
ではない。研究者の中では、男性が女性
より多いし、ほとんどの研究者が白人か
アジア系で、そしてゲイであることを秘
密にしている研究者もまだ少なくない。
（ある分野では、学生の中で男女比率が
ほぼ同じだが、ポスドクと教官になると、
男性の方が多くなる。）女性、黒人、ヒス
パニック系の人たちや先住民が研究者に
占める割合は、その周りの人口比に比べ
たら相対的に少ない。 
 
	 ある社会集団の人たちの人口比が科学
者の中に反映されていないことは、いく
つかの原因がある。アメリカの社会が経
済的に非常に不平等なので、平均的に貧
しい人たちは機会が少なく、大学院まで
進む確率が低い。今の教授の世代はもっ
と差別が強かったので、タイムラグの効
果もあるであろう。しかし、差別的な行
動がまだ多いということが認識され、そ
の結果、研究を始めてもやめることにな
る。多くの場合、「皆平等であって差別し
ないよ」と思っている人たちが、無意識
に差別的な行動をしているのである。 
 
	 この結果で、差別に反対し、多様性を
受け入れるためにはどうしたらいいかと
いうのが非常に活発な話題になっている。
毎日フェースブックにログインするとき、
アメリカ人の友達が張ったこの件につい
ての記事を見るし、アメリカにいるとき
も、よく友達からこの話を聞いた。NSF
も、アメリカのサイエンスの中の多様性
の促進を１つの目的にしている。各科研
費の申請書の中で、「Broader Impacts」と
いう欄がある。「Broader Impacts」を日本
語にしたら、「分野や社会への利益と影響」
に近い意味が含まれている。研究者同士
の国際交流を促進したり、このような文
章を書いたり、自然保護や技術の開発に
役に立ったり、他の研究者のためデータ
ーベースやソフトを作ったり、または研
究室で人口比に反映されていない社会集
団の人たちのために機会を積極的に与え
たりすることが、いくつかの例である。
白人の男性だけに機会を与えるのがよく
ないわけである。違う風に言えば、研究
をしながら昔の差別的な制度を（無意識

- 15 -



個体群生態学会会報	 No.71	 (2014)	 

	 

 

でも）維持してはいけないのである。女
性が子供を産んでから研究に戻れるよう
に、大学も NSFも認識をどんどん高める
ことで、方針を変えたりしている。 
 
	 日本でも性差別に対する方針、ハラス
メント、そして人権問題に関する話をた
くさん聞いたことがあるが、印象として
は多様性の受け入れはアメリカほど認識
されていない。日本はアメリカほど多様
ではない、または歴史が違うとは言われ
るかもしれないが、日米を問わず、女性
とゲイな人の比率が異なるわけでもない。
日本の大学では、コリアンや部落の人た
ちもいないわけでもない。海外からの研
究者も自分なりに日本の科学の多様性を
高めるべきだろう。 
 
	 後に、国を問わず、研究は楽しいこ
とが多いけど、大変なことも多い。大学
院では多くの学生がメンタルヘルスの心
配があり、それについてどうしたらよい
かということが話題になっている。個人
的な意見としては、この問題はあまりア
メリカではオープンに認識されていない。
頭のよい人にとっては、精神面で問題が
あるのは恥ずかしくて自分では認められ
ない場合が多いであろう。しかし、解決
方法を調べている大学もある。例えば、
カリフォルニア大バークレー校では、学
生の健康保険の中でメンタルヘルスの保
険も含まれていて、多くの大学院生が利
用している。（アメリカは国保みたいな公
立健康保険がないので、大学院生の保険
は大学がかける。）日本の場合はどのよう
になっているのかはよく分からないので、
残念ながら比較はできない。 
 
どういう研究をするか？  
 
	 主に、アメリカと日本では大学での文
化や制度がかなり違うけれど、研究の内
容は似ている。しかし、自分の経験に基
づくと、研究の大きな違いは以下の２つ
であろうかと思う。この中で近年の分野
の変化が見られ、それについて英語でブ
ログ・ポストを書いたことがある
（Hembry 2012）。 
 

研究テーマの流行：アメリカ人の研究者
の考え方では、テーマが面白ければ、そ
れがたくさんの研究者に研究されること
は当然のことである。その上、研究材料
を選ぶときは、たくさん知られれば知ら
れるほどよい材料だと考える人が多い。
その結果、アメリカにはたくさんの人が
研究している人気の系と、少数の人しか
研究していない不人気の系がある。一方
で、日本ではアメリカで少数の人しか研
究していない系が比較的に多いという印
象がある。（日本が熱帯林で、アメリカが
温帯林だと言えばいいであろう。）無論、
例外がある。異なる分野との間のコネク
ションを見つけられる研究者は尊敬され
るため、若い研究者は他の人が興味を持
ちそうな研究テーマを探すことになる。 
 
	 流行の動態も激しい。村上春樹が「や
がて哀しき外国語」の中で日本のポピュ
ラー･カルチャーについて書いたように、
焼畑農業みたいな傾向もある。毎年アメ
リカ進化学会大会（Evolution meetings）
に行くとき、「ああ、アレが今年のブーム
か。なるほど」と思うことが多い。これ
が特に進化学の特徴だと思うが、 近の
２つの流行は、多様化解析（diversification 
analysesまたは macroevolution）と「野外
モデル生物」（“field model organisms”; 
Hembry 2012）である。アノールトカゲ
（Anolis）やトゲウオ（stickleback）など
の「野外モデル生物」の研究をしている
人数がものすごく近年で増えてきた。逆
に、過去の知見があまりない新しい研究
系が発展しにくいことがある。インパク
トのある研究をするなら、たくさんのデ
ータがすでにある材料がいい、と学生に
よく言われている。 
 
共同研究への強調：皆が同じことを研究
するならば、どうやってコンフリクトを
解決するのであろう？	 私の印象として
は、共同研究はアメリカの方が多い。こ
れはなぜであろうか？ 
 
	 もともとは文化的にアメリカ人にとっ
て共同作業は人気があったのかもしれな
い。前述したように、日本みたいな先輩・
後輩関係がなく、下の人が上の人に必ず
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同意させる圧力が一般に感じられないの
で、オープンなディスカッションと平等
的な共同研究がやりやすいのであろう。
（逆に、日本の場合は、先輩・後輩関係
の中で、１人単独で研究をすることが一
番安心かもしれない。）直接聞いたら、多
くのアメリカ人が、共同プロジェクトの
方が楽しいし、生産率が高くなると言う
だろう。 後に、１つの研究系を深く追
求するよりも、物事間のコネクションを
見つける方が尊敬される。若いときから、
そういう研究を目指す研究者が多く、そ
のためには、一部の研究が共同で行われ
る必要があろう。就職面接では、「うちの
学部の中で、誰と共同研究をしたいです
か？」と聞かれることがよくある。 
 
	 近年、共同研究を促進する原因が増え
てきた。１つとしては、90 年代以来の
NSF による総合解析研究所の設立である。
1995年、NSFがカリフォルニア州サンタ
ババラ市で National Center for Ecological 
Analysis and Synthesis（NCEAS;	 エンシ
ース；nceas.ucsb.edu）を設立した。NCEAS
にはお金がたくさんあったが、実験室が
まったくなかった。その代わりに、
NCEAS が研究集会の会場と参加者の旅
行費・滞在費、そして集会の会計やプラ
ンニングを提供した。集会の目的は、新
しいデータを取らずに総合的な解析をし
たり、レビュー論文をかいたり、または
データーベースを作ったりすることであ
った。同じように NCEAS がショートコ
ース（短期授業）の助成と会場を提供し、
総合的な研究のためのポスドクの学振を
毎年募集していた。1995 年から 2012 年
まで、（留学生を含めて）1世代の若い研
究者が NCEAS でポスドクをし、アメリ
カの生態学に強い影響を及ぼした。同じ
ように 2000年以降、ノースカロライナ州
に National Evolutionary Synthesis Center 

（NESCent;	 ネッセント；	 nescent.org）
や テネシー州に National Institute for 
Mathematical and Biological Synthesis
（NIMBioS;	 ニンバス；	 nimbios.org）
が NSFによって設立された。 
 
	 しかし、共同研究の促進には、総合解
析研究所の存在より、NSF からの科研費
が近年どんどん取りにくくなったことが
重要であろう。研究者が共同で科研費に
申請することは少しでも採用率を上げる
だろうし、NSF も限られた予算がうまく
使われることを望んでいるので、共同プ
ロポーザルが有利となるからである。 
 
終わりに  
 
	 以上はあまりまとめていないような印
象かもしれないが、次の２点で役に立つ
ことを望む。１つは、アメリカ（または
他の英語圏の国）に留学したい日本人の
研究者にとって参考になること。２つめ
は、来日する欧米人研究者の以前の経験
を知ることで、コミュニケーションとお
互いの文化の理解がとりやすくなること
である。 
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