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あんた、誰？
• 横路佳幸（ヨコロ ヨシユキ）

所属 学振PD／南山大学社会倫理研究所プロジェクト研究員
（出身大学・大学院は慶應義塾大学）

専門 英米系の哲学・倫理学。特に同一性に関する形而上学や
道徳の起源・本質に関するメタ倫理学
– よーするに、「ザ・哲学」

備考 メンタルヘルスの専門家…ではない！（…えっ？）
– あのさ、君、来る学会間違えてない？
– 哲学者さんなのにメンタルヘルスのことよく知ってはるんどすなあ
– つーか、なんで「大学院生のメンタルヘルス」やってんの？

3https://researchemap.jp/yoshiyukiyokoro/

https://researchemap.jp/yoshiyukiyokoro/


ここにいる理由
① D2辺りから周りでメンタルに問題を抱える人が増え始め
たことに気付く …音信不通、休学、自殺未遂など

② 異なる分野の友人に話すと、みな「こちらも同じ」と返答
③ 危機感を持ち調べてみると、欧米では特集記事・論文が
近年増えているが、日本ではあまり紹介されていない

④ 文献を集め、「大学院生のメンタルヘルス問題について」
という題のレビュー論文を書く

⑤ 新聞記事になり、一部で問題に注目が集まる
⑥ 哲学の学会に呼ばれない代わりに、僕は今ここにいます

↑日本法社会学会の皆様が大小問わず社会の問題に敏感な証拠かと…
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【参考】 レビュー論文と新聞記事

（『人文×社会』第1号, 2021年3月）

5https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinbunxshakai/1/1/1_107/_pdf/-char/ja

https://www.chunichi.co.jp/article/203249

（中日新聞, 2021年2月17日付朝刊）

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinbunxshakai/1/1/1_107/_pdf/-char/ja
https://www.chunichi.co.jp/article/203249


なぜ今論じる必要があるの？
• 誰しも薄々感じてきた重大な問題に、きちんと向き合う

–この場にいる全員が「あ、問題ぽそう」と気付けるレベル（多分）
–大学生の陰に隠れがちな、社会的マイノリティとしての大学院生
– 「病むぐらいが健全」というパラドクスめいた文化・風土を再考

• 昨今のコロナ禍で事態は深刻化している…かも
–総オンライン化で、研究・教育の環境は一変
–良い点もあるが、孤立しやすくなりメンタルヘルス問題も見えにくく

– これは大学院生やアカデミズムに限らないけれども
–環境の変化は、メンターシップや研究室運営を刷新するチャンス
でもある

6Langin 2020



「専門ではないのですが…」

• 声を上げたり議論することに物怖じすることはない！
–そもそも本問題は、高等教育や労働問題、公共政策にも関わる
ため、本質的に領域横断的

–まして、ここにいる多くの人が当事者／関係者
7https://lsa.umich.edu/eeb/people/faculty/duffymeg.html

Bowyer 2022

大学院生のメンタルヘルスをサポートするために
研究室に携わる誰しもに何かできることがあるは
ずです。事態を改善するのに、メンタルヘルスの
専門家である必要はありません。

——メーガン・ダフィ氏(ミシガン大学教授)
※彼女の専門は生態学と進化生物学

https://lsa.umich.edu/eeb/people/faculty/duffymeg.html


メンタルヘルス問題とは… ✕大学院あるある
〇一つの社会問題

この講演の内容と目的
• 博士課程大学院生のメンタルヘルス問題の現状をレビュー

–これまでの調査結果を紹介した後、精神的不健康の背景や問
題の多面性を検討

• 精神的不健康の懸念がありうると多くの人に知ってもらう
–あくまで「ありうる」懸念
–しかし問題への関心は、事態を知り動かすための第一歩
–具体的な治療法と予防法は、皆さんと一緒に考えたい

8

問題提起
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Levecque et al. 2017
• ベルギーの3,000人以上の大学院生を対象としたウェブアン
ケート調査
【結果】 大学院生の精神的疾患リスクは、高等教育を受けた

一般集団等の対照群よりも約2倍高かった

【背景】 常に重圧がかかっている感覚、鬱や不安による睡眠障
害、役割葛藤

【備考】 他の欧米諸国と同様、ベルギーの多くの大学院生は、大
学とフルタイムの雇用契約を結んでおり、経済的には比
較的恵まれた環境にある。それでも、彼らは高い割合で
メンタルヘルス上の問題を抱えていた
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Evans et al. 2018
• 25ヵ国以上の大学院生2,200人以上を対象とした、ソー
シャルメディアとメールでの調査
【結果】 40%が中程度以上の不安を感じており、39％が中程度

以上の鬱(気分の落ち込み)を抱えていた。大学院生は
一般集団に比べ、6倍程度不安や鬱を経験しやすい

【背景】 半数以上がワークライフバランスに問題ありと回答
– 「太陽が沈む前に研究室を後にすることを好ましく思わない文化
では、ワークライフバランスの達成は困難」と著者らは指摘

【備考】 女性やLGBTQ+の大学院生は、より重い症状を経験する傾
向にある

11



Woolston 2019
• Natureによる、各国の大学院生6,000人以上を対象とし
たアンケート調査
【結果】 40%近くがワークライフバランスに不満があると回答。

30%以上が博士課程での研究にまつわる不安や鬱につ
いて助けを求めたことがあると回答

【背景】 劣悪なワークライフバランス、将来のキャリアへの不安、
キャリアパスのためのガイダンス不足、経済的困難
– 特にアジアでは卒業後の経済的不安定、研究費獲得に不安

【備考】 70%以上が博士課程入学に満足と回答する一方で
週平均研究時間が41時間を超えていたのも70%以上

（某ブラック企業「アットホームな職場です！」）
12

博士課程学生の拷問のような真実



Satinsky et al. 2021
• 大学院生のメンタルヘルスを主題とした論文をメタ分析
【結果】 若年成人の鬱病の有病率は13~15%なのに対し、大

学院生の24%は鬱病の症状を示していると推定
– この数字はやはり一般集団よりも高く、医学生や研修医の割合
とほぼ同じ

13

学生は、コースワーク、教育、研究に取り組む一方で、対人関係、社会的
孤立、経済的不安などに対処せねばならない。博士課程への入学者数の増
加は、それに見合ったテニュアトラック教員の就職機会の増加に結びつい
ておらず、卒業後の就職競争とプレッシャーを強めている。指導教員と学
生の力関係は、セクシャルハラスメント、望まない性的注目、性的強要、
レイプなどの場面でその関係がこじれた場合に、救済のための選択肢を提
供することはほとんどない。



補足①
• 個々の数字の捉え方には議論の余地がある

–無作為抽出でなく自己応募型が多く、回答率もあまり高くない
– 選択バイアスが働いた可能性は否定できない

– 「一般集団よりXX倍」にも誇張があるかも

• 大学院生が一般集団に比べ、メンタルヘルスを悪化させ
やすいのはほぼ確実

–カリフォルニア大学バークレー校大学院生を対象とした2014年の
調査では、47％が鬱状態と判断可能な域にあると報告

–他の調査結果でも大学院生の著しい精神的不健康を問題視
– 「問題はこれまで以上に大きくなっており、このままでは改善しない。協調し
て注意を払わぬ限り、様々な困難によって状況は悪化するばかりだろう」

14Duffy et al. 2019

Graduate Assembly 2014; Garcia-Williams et al. 2014; Nagy et al. 2019; Charles et al. 2021; Gallea et al. 2021; Barreira et al. forthcoming            Delgado 2021



補足②
• 欧米でも問題視され始めたのは比較的最近

–大学院生の不安や鬱、希死念慮を調査した論文の約70%は、
2015年以降に出版

– 特に、Natureの大規模な調査結果が大きなインパクトを与えた
–本邦大学院生を対象とした大規模な調査・研究はゼロではない
が大変少なく、日本にも同様の問題があるのかは未知

• ただ、世界的に見て日本の大学院生だけがメンタルヘルス
問題とは無縁というのは考えにくい

–各国の研究・教育環境の間に、精神的不健康を防いだり緩和
できるほどの大きな違いはなさそう

–日本法社会学会の若手の皆様はどうだろうか…？
15Satinsky 2021

堀井 2020 (修士課程の大学院生が対象)
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ワークライフバランスの崩壊①
• 長時間労働を奨励する風潮は、WLBを崩壊させ、精神
的不健康を生む温床に

–研究≠労働：きっかり9時～17時に終わるものではない
–しかしNatureの調査では、20%近くの大学院生が、週平均研究
時間61時間を超えていた

– 長時間に及ぶ研究を奨励するような風潮さえある

• 背景には、業績至上主義と研究資金獲得の難しさ
–度を越した弱肉強食の構造 (…の割にポストは依然コネで決まったりするけどネ♡)

17Woolston 2019

要するに…
業績を早く積まねばならない大学院生にとって、長時間労働
は論文の数・質を担保するための自己防衛

要するに…



ワークライフバランスの崩壊②
• 成果を急ぐあまり、うまくいかずにメンタルヘルスを悪化させ、そ
れによって研究に専念できず、さらに悪化させるという悪循環

– 競争原理は否定すべきではないし、査読付論文は当然多い方が良い
– 問題は「鬱などの精神疾患をもたらすほどの競争は必要か」
– 悪循環は、ねつ造や剽窃、改ざんなどの研究不正に繋がるかも

• 学術業界全体が画一的な業績評価に過度に偏重してきたと
いう事実を関係者全員が直視するべき

– 長時間労働でストレスの多い研究現場など時代錯誤という文化を新
たに作り、生産性と健康は両立可能であることを示す必要性

– “publish or perish”は、不可視の圧力故に解決は容易ではない
– 業績偏重の文化に研究者自身も嫌気がさしている側面もあるが…

18Anonymous 2019

Dickerson 2020; Abbott 2020 



スティグマとメンターシップ①
• 大学院生という「弱者」は、声を上げづらい

–精神的不健康を告白すると、「向いてないんじゃないの？」と周り
からスティグマや不当な評価を負わされるリスクがある

– 特に、指導教員の下で学位を取得せねばならない大学院生にとって、
「精神的に問題アリ」という烙印が広がることは百害あって一利なし

–誰かに助けを求めることは、自らを危険に晒すことになりかねない
– メンタルヘルス問題を抱える大学院生のうち、治療を受けていると回答し
たのは25%程度という報告もあり、問題をオープンにしにくい

• 声を上げづらい土壌はセルフスティグマにも
–自らの鬱を理由に「誰にも受け入れてもらえない」という思いや劣
等感を自身に抱かせ、さらに孤立させてしまう

– 結果、関係者にサポートを求めることがますます困難に
19Bolotnyy et al. 2022



スティグマとメンターシップ②
• 指導側が精神疾患に偏見or無関心な場合サポートは絶望的

–指導教員のサポートは大学院生の満足度を左右する
–教員の指導に満足する大学院生は40%未満

「私もドクター取るまでは死ぬ程頑張ったよ。でも決して乗り越
えられない程じゃなかった。現に私は乗り越えられた。だから、
多少精神を病んだとしても、君も死ぬ気で頑張りなさい。」
「はい！喜んで！」(貴方は当時生存できたかもしれないけど、今は
研究環境も学費も競争の苛烈さも何もかも昔と違うけどね…） 

20Shibayama and Kobayashi 2017; Dericks 2019; Woolston 2019

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/50416.html

教員の研究指導が適切に行われていないことで、多くの
学生が博士課程での研究を諦めてしまっている。学生の
キャリアパスや処遇を真剣に考えてくれる教員は少ない。

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/50416.html


スティグマとメンターシップ③
• 声を上げやすい、風通しの良い環境づくりを

–偏見の排除／大学院生と指導教員の間の権力格差の是正
– 現状のメンターシップが学費に見合っているかと言われると…

–大学院制度や研究文化に精通したカウンセリングスタッフを配置
– 置きっぱなし、ダメ絶対。教員、大学職員、学生支援室と密に連携

–大学院生もSOSを発し、助けを求めやすい風土醸成に協力を

21Duffy et al. 2021

メンタルヘルスの支援環境を認識しているかに関する調査質問など、健康を
取り巻く環境の日常的な測定を奨励したい。私たちは症状よりも風土を測定
することを重視する。前者は研究室以外の要因に左右されるが、後者はより
現実的に改善可能だからだ。また症状に焦点を当てると、その尺度による
「進歩」を示そうとして逆にメンタルヘルスに問題を抱える人々の排除に繋
がりかねない。測定と報告には、大学院、健康福祉センター、事務室など、
研究室から独立した人々の関与が不可欠だ。これは、研究室メンバーが正直
に答えても安全だと感じてもらうのに寄与する。



経済的問題①
• 日本では大学院生への財政支援は低調だった

–国内大学院生のうち、半数以上は授業料減免措置を含む財
政支援を受けられていなかった

–うなぎ上りの学費、そして学生ローンの闇
– なんだろう、「奨学金」というウソつくのやめてもらっていいですか

• ありがたいことに、状況は改善傾向に
–研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ：博士課程進学
者の約5割にあたる15,000人に生活費相当額支給を目標

– 2025年度までにD進者数の7割が財政支援を受けられるようになる予定
–経済的問題を解決しても、メンタルヘルス問題解決とは限らない

– このことは欧米での各調査結果が示している
– 「昔は大変だった。今は経済的に恵まれてるんだから…」という茶々が増えそう

22文部科学省 高等教育局大学振興課 2017



【参考】 経済的問題②
• 大学／研究室によって経済支援や学振情報の格差が根
強く残る

• ポスドク以降も研究を継続可能かどうかは、いわゆる太い
実家の有無で変わってくる場合も

23Change Academia 2020

学振についても修士の頃にはゼミ等で話題になることはなく、…説明会では
「大学毎、ゼミ毎に書き方を教え合っているため、本学はまだまだその繋がり
が弱い」という補足情報がついていた。…［博士課程の新入生のみ応募でき、
在学生には応募資格がなかった新制度の奨学金について］抗議しようにも、学
部生のように人数がいるわけでもなく、一致団結することも難しい。…大ごと
にすると「自身の将来にも影響が出てしまうのでは」とも思う。さまざまな点
から、院生という立場の非力さを実感してきた。

——青山学院大学の大学院生 (2020年当時)



大学院の構造的問題①
• 大学院生という、地位があいまいで弱い存在

–学費を払い指導を受ける学生兼 独立した若手研究者
– 科研費で大学院生を雇用するには制約が多く、日本では浸透していない

–指導教員は雇用主・上司以上の強い存在になりがち
– 研究者人生を左右する相手だが、「いい人」に当たるかほぼ運
– 問題提起は指導教員の問題告発に直結し、調査でも正直に答えにくい

• 大学院という、昔から謎に包まれた機関
–世間では「大学院？ ああ、勉強好きなんだね」ぐらいの認識
–研究者どうしで完結する閉鎖性と多様なキャリアパス不足故に、
社会的に孤立しやすい

– 結果、サイレント・マイノリティという限りなく透明に近い存在に

24



【参考】 大学院の構造的問題②

25Cactus Communications 2021

大学院生の役割はアカデミアで非常に重要ですが、そのくせまったく
重要視されていないと感じています。誰も彼らのことを気にかけてい
ません。いわば食物連鎖の最下層にいるのです。 ——大学院生の声

アカデミアには根本的な欠陥があると思う。若い研究者にとって不健全な労働
文化があり、正社員として雇用される機会もほとんどない。私の経験上、キャ
リアが浅い研究者は知的コンテンツを搾取され、それを上級職員が評価してい
る。少なくとも私の分野ではコミュニティが小さく、何か行動を起こすと自分
の将来を脅かすことになる。こうした問題は若手研究者の間で広く知られてい
るが、解決のための努力は軽視されている。 ——研究室主宰者PIの声
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26



「大学院生」も色々いるわけで
• 分野や研究方法、所属先によって、研究環境は異なる

–査読付論文やIFの重要度、競争的資金獲得の深刻度、経済
的支援制度の充実度、指導教員との関係性は様々

– 人文社会系／自然科学系か、理論系／実験・フィールドワーク系か、都
市部の大学／地方大学か等々

–芸術・人文科学系の大学院生は、社会科学や生物・物理等に
比べてメンタルヘルス問題を抱えやすいという報告は多い

– 共同研究が少なく、孤立しやすいからか

• メンタルヘルス問題は本来、各大学院生のバックグラウン
ドの多様性に応じた形で論じられるべき

–国籍やジェンダー等は、差別や偏見、ハラスメントと不可分
–ただ、大学院とは無関係なストレス要因も絡んでくるので難しい

27Hyun et al. 2006; Lipson et al. 2016; Charles et al. 2021



メンター側にも事情が
• なんなら指導教員も精神的不健康の可能性が

–メンタルヘルス問題の専門家ではなく、研究、講義、学内事務、
学会運営等で忙しく、綿密な指導に手が回らず

– 研究者2,500人のうち60%以上が、自身の精神的な問題は学内での仕
事に直接起因すると回答

– 研究者13,000人から得た調査では38%が、前月に頻繁に仕事の状況に
圧倒されたと回答

–メンタルヘルス問題を抱えた院生の指導は、指導教員のメンタル
ヘルスにもよくない影響を与える可能性も指摘されている

28Shaw 2014; Cactus Communications 2020; Blackmore et al. 2020 

メンタルヘルス問題は、アカデミア全体が抱える重大問題かもしれない
（とはいえこのことは、大学院生特有の問題を放置する理由にならないよ！）

それゆえ…
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みんなで声を上げる
• メンタルヘルス調査で薄々感じている問題を可視化

–各学科や学会単位でアンケート調査を実施して実態を把握する
– 最初はテクニカルな統計分析である必要はなく、簡単な質的調査から
– これまでのデータとは異なる、本邦独特の背景・要因が見えてくるかも

• メンタルヘルス悪化の背景をみんなで本気で考え直す
–改善の余地がある項目は多い

– 大学院でのメンターシップのガイドライン策定
– 精神的・経済的サポート体制の充実 (特に研究室以外の人々の連携)

–厄介なのは、文化や風土
– 長時間労働や声の上げづらさの原因は、見えない圧力／組織的構造
– 関係者が分野を越え連携し、しつこく声を上げ続けることで、
おかしいことに「おかしい」と言えるように

30



実際の取り組み①
• 問題を理解・対処する取り組みは既に各所で始まっている

– 2016年より、ハーバード大学は大学院生のメンタルヘルス測定・
改善のためにGraduate Student Mental Health Initiativeを
発足

– まずは関係者間の結び付きを強化し、問題解決への賛同を得ることが重
要とのこと

– 2021年、米Council of Graduate Schoolsは22か月に及ぶ調
査の末、大学院生のメンタルヘルスに前向きかつ持続的な影響
を与えるための指針を示す報告書を公表

– 具体的な原則とコミットメントを示し、従来の大学院教育モデルを問い直
すものになっている

– 執筆者の一人曰く「大学院生の生の声を報告書に盛り込みたかったが、
彼らに変革の重荷を背負わせたくなかった」

31Barreira and Bolotnyy 2022

Council of Graduate Schools 2021; Forrester 2021 



実際の取り組み②
• その他の取り組み

– 2020年、『理工系大学生と教員の心のケア』が出版
– 著者曰く「一人の学生を全方位から包み込むように複数の専門的スタッフで
支援体制を組まないと問題が解決できなくなっている」

– 2020年、任意団体Change Academiaがシンポジウム「大学院生と考
える日本のアカデミアの将来2020」を開催

– 大学院生の経済的困窮やアカデミック・ハラスメントについて討論
– 2022年、日経記事「「低学歴国」ニッポン 革新先導へ博士生かせ」が
ちょっと話題になったばかり

– 大学院生の多様なキャリアパスを考えるきっかけに？
– UK Council for Graduate Education主催で、International 

Conference on the Mental Health & Wellbeing of 
Postgraduate Researchersが、2022年11月に開催予定

– 今回で第三回で、他にも若手向けや指導教員向けのイベントを定期開催
32https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD122W50S2A210C2000000/

https://ukcge.ac.uk/events/3rd-international-conference-of-the-mental-health-wellbeing-of-postgraduate-researchers

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD122W50S2A210C2000000/
https://ukcge.ac.uk/events/3rd-international-conference-of-the-mental-health-wellbeing-of-postgraduate-researchers
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①自己責任論／少数精鋭主義
• 「そもそも自分で選んだ道では。メンタルヘルス管理も含め
自己責任と言わざるをえない」

–自己責任で片づけるには、不可抗力の背景・要因が多すぎる
e.g. 大学院の構造的問題が絡むのなら「自助」では限界あり

• 「それくらいでメンタル病むならやめてもらっていいのでは。
優秀かつ強靭なメンタルを持った人だけ残ればいい」

–環境不備のせいで優秀な人材を失うのは、研究力の喪失、ひい
ては我が国のアカデミアの衰退に繋がる

– 逆に、良好な精神的健康は高い生産性に繋がるという報告も
– D進者が減少傾向にある中では、「少数精鋭」は通用しない

– お金もWLBもない割にプライドだけ高い業界は人材争奪戦に敗北する

34Johnston et al. 2019



【参考】 悲しすぎる現実

35文部科学省 科学技術・学術政策研究所 2021

「望ましい能力を持つ人材が博士課程後期を目指しているか」については、
2016年度調査時点から評価を下げた回答者の割合が34％、評価を上げた回
答者が16％であり…評価を下げた理由では、「優秀な学生は修士卒で企業に
就職する」、「経済的な理由により博士課程に進学できない」、「研究職の
魅力不足による進学希望者の減少」といった意見が多数見られた。

「望ましい能力を持つ人材が博士課程後期を目指す環境整備」については、
2016年度調査時点から評価を下げた回答者の割合が30％、評価を上げた回
答者が18％であり…評価を下げた理由では、「経済的支援が不十分」といっ
た意見が多数見られたのに加えて、「給料をもらうどころか学費を支払って、
学生を続けるほど博士課程進学に魅力があるとは思えない」、「経済支援等
は充実しているが、教育環境が劣化しているように思う。訓練してもらえな
い状況に尻込みする学生が増えているのではないか」などの意見が見られた。



②因果と相関／チェリーピック
• 「因果関係が逆。大学院という環境のせいで病むのではな
く、元々病みやすいひとが大学院に進みがちなのでは」

–一見ありそうな話だが、大学院やアカデミアに対する偏見の吐露
でしかない可能性もある

– 偏見が形成されたのは、これまで問題を放置してきたからとも
–劣悪なWLBや声を上げづらいといった構造的背景を考慮すると、
問題を大学院生の属性に矮小化するのは危険

• 「都合のいいデータだけ集めて、『ほら、僕たち大学院生は
こんなに大変なんだ！』と言いたいだけでは？」

–私含め問題提起している人たちは、ほとんどポスドク以上
–そもそもチェリーピックできるほどデータが揃っていないのが現状

36



③競争原理／みんなしんどい
• 「アカデミアの競争原理を維持するのであれば、ワークライフ
バランスが多少崩れるのはやむを得ない気が」

–問題の根幹は、WLBの崩れが労働文化的にほとんど不可避で、
かつ「多少の崩れ」で済んでなさそうという点

–競争原理を維持することと、メンタルヘルス問題対処に動くことは
両立可

e.g. カウンセリングスタッフの配置と連携、キャリアパスガイダンス実施

• 「スポーツ選手を見ろ。みんな苦労している。会社でも新入
社員のうちは大変だ。大学院生だけが特別大変ではない」

–議論の矛先をずらしても問題は消えない (whataboutism)
–それに、見てきたのは「特別大変かもしれない」という問題提起

37
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