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平成 26 年 10 月 

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 

第１回「日本博士人材追跡調査」実施要項 （2014 年 11 月 10 日修正） 

 

１．調査の趣旨 

我が国では毎年 15,000 人程が大学院の博士課程を終え、科学技術イノベーションの重要な担

い手として、また高度専門人材として広く社会で活躍している。しかし研究における競争的環境の

激化や、昨今の雇用情勢などにより、専門性を生かしたキャリアの構築が困難であることも指摘さ

れている。その改善に資する政策研究につなげるために、文部科学省 科学技術・学術政策研究

所（以下、NISTEP という）では、博士課程修了者の就業状況、生活状況等を継続的に把握する

「日本博士人材追跡調査」（JD-Pro.：Japan Doctoral Human Resource Profiling）を開始す

る。 

 

２．調査の概要 

本調査は毎年同一の対象者に、継続して調査を実施するものであり、今回は第１回（初回）調

査となる。２回目以降は、大学を経由せずに、直接 NISTEP から調査を依頼する。 

以下は、第１回調査についての概要である。 

 

（１）対象者 

博士課程を設置する全ての大学で、平成２４年度（２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日）に博

士課程を修了した者全員（博士学位取得の有無に関わらない。また、単位取得退学者を含む）。 
 

※1. 外国人留学生や社会人学生の修了者を対象に含む。 

※2. 博士課程とは、前期・後期に区分する博士課程の後期課程のことを指す。 

・前期・後期の区分を設けていない場合はこれに相当する３年間の課程とする。 

・医・歯・薬・獣医学についてはこれに相当する４年間の課程とする。 

※3. 博士課程に在籍せずに学位を取得した者（いわゆる論文博士）、平成 24 年度より以前に単

位取得退学となり、その後平成２４年度中に論文を提出して博士学位を取得した場合は、

対象者としない。 

 

（２）内容 

調査内容は、対象者の基本的属性（氏名、性別、専門分野、修了した博士課程等）、就業状

況、研究状況、世帯状況など。 

 

（３）調査時点 

平成２６年１１月１日現在の状況について回答する。 
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（４）回答方法 

大学から対象者へメール等で回答を依頼する。 

 

 

（５）回答期限 

平成２６年１２月２６日（金） 午後５時まで 

 

３．大学における調査の実施方法 

（１） 博士課程修了者へ回答の依頼： １１月 10 日（月）から１１月１４日（金）まで 

大学から対象者へ、回答用 WEB サイトの URL、ログイン ID 等が記載された電子メールを送

信し、回答依頼を行う。メール文例については別紙１を参照。 

電子メールアドレスが不明の場合は、大学から電話、郵送、研究室を通じた直接依頼など、そ

の他の方法により、可能な限り全員に回答を依頼する。 

 

【調査回答用 WEB サイト】 

日本語版 URL： https://enq.bz/doc2012-j 

英語版 URL： https://enq.bz/doc2012-e 

ログイン ID（日・英共通）： doc2012 

※回答用 WEB サイトの公開日（アクセス可能となる日）は１１月 10 日（月）を予定しております。 

 

（２） 回答依頼状況を事務局へ報告： １１月１４日（金）～１２月１日（月）まで 

調査の回答依頼状況について、以下の２点を調査事務局まで報告する。 

① 調査対象者の全数（平成２４年度博士課程修了者数） 

② 調査依頼方法別の回答依頼人数（回答の依頼ができた人数） 

(ア) 電子メールによる依頼人数 

(イ) 郵送による依頼人数 

(ウ) 電話による依頼人数 
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(エ) その他の方法（具体的な方法を併記）による依頼人数 

(オ) 依頼できなかった人数 

※原則として１１月１４日（金）までに回答依頼を完了して下さい。但し、諸事情により依頼が完了し

なかった場合、１１月末日まで依頼を継続し、１２月１日（月）に最終的な回答依頼状況をご報告

願います。 

 

（３） 督促（再依頼）：事務局からの連絡を受け、１２月１９日（金）まで 

１２月第１週頃、事務局から各大学担当者へその時点での回答者数を連絡する。これを受け、

再度、回答期限１週間前の１２月１９日（金）までに、電子メール等により回答の再依頼を行う。 

メール文例については別紙２を参照。 

 

 

（注）原則として１１月１４日（金）までに回答依頼を完了して下さい。但し、諸事情により依頼が完了し

なかった場合、１１月末日まで依頼を継続し、１２月１日（月）に最終的な回答依頼状況をご報告

願います。 

  

調査回答

調査事務局
（NISTEP）

大学
平成24年度

博士課程修了者

調査協力依頼

回答収集・整理

11月
上旬頃 11月10日

～11月14日

～12月19日

（１）回答依頼

（２）回答依頼状況の報告

（３）督促（再依頼）

～12月26日

【調査実施の流れ】

原則として
～11月14日（注）
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５．その他留意事項 

（１） 調査対象者からの調査方法等に関する問合せについては、原則として調査事務局が対応

する。そのため、大学に問合せがあった場合は、調査事務局（三菱UFJリサーチ＆コンサル

ティング㈱）の連絡先を案内する。 

（２） 調査対象者に対し、大学以外からも学会やその他の機関を通じて本調査の告知を行うこと

がある。 

（３） 本調査は、平成２５年度に文部科学省 高等教育局大学振興課により実施された「博士課程

学生の経済的支援状況と進路実態に係る調査」において協力を依頼している。 

 

６．情報の取扱い 

本調査に関する回答システムの作成、発送、データ入力等の一連の業務に関しては、三菱

UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社に委託し、科学技術・学術政策研究所とは秘密保持

契約を結んでいます。個別の記載内容、個人情報については秘密を厳守し、外部に公表するこ

とはありません。 

 

７．調査事務局連絡先 
 

回答依頼状況の報告

及び 

調査方法等に関する 

お問合せ 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株） 

担当：今村、戸田、西田（研究開発第２部） 

TEL：080-6228-8837（平日 10 時 00 分～17 時 00 分受付） 

E-mail：hakase2014@murc.jp 

（大学からの） 

調査目的・調査内容等

に関するお問合せ 

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 

担当：小林、岡本（拓）（第１調査研究グループ） 

TEL：03-3581-2395 

E-mail：jd-pro@nistep.go.jp 
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（別紙１） 

調査依頼用メール文例 

 

件名：【依頼】第１回「博士人材追跡調査」へのご協力のお願い（回答期限 12 月 26 日(金)） 

 

本文： 平成 24 年度に本学の博士課程を修了された方へ 

文部科学省 科学技術・学術政策研究所より、博士号取得者(単位取得退学含む)の進路状況を

捕捉するための調査として、第１回「日本博士人材追跡調査」の協力依頼がありました。平成 24 年度

に博士課程修了された方全員が対象となりますので、必ずご協力くださいますようお願い致します。 

本調査は、日本の博士課程や科学技術政策の在り方を議論する基礎資料として用いられ、特に博士

人材のキャリア環境改善に資することを目的として実施されます。 

個別の記載内容については秘密を保持するとともに、個人が特定できるような情報は一切公開され

ません。 

 

【回答方法】 

下記 URL から ID を入力してログインし、回答して下さい。回答期限は 12 月 26 日（金）午後５時です。

回答用 WEB サイト：  
日本語版  https://enq.bz/doc2012-j 
英語版   https://enq.bz/doc2012-e 

 

ログイン ID： doc2012 

 

本調査の趣旨、よくある質問： http://www.nistep.go.jp/jdpro 

 

 回答には 15 分程度かかります。 

 調査票の最後に、集計結果の受け取りや、本調査への意見を記入する欄があります。 

 調査票の郵送や PDF 形式のファイルを希望される方は、下記事務局までご連絡ください。 

 本調査は大学以外に、学会やその他の機関からも同様の依頼が届くことがあります。 

 

本件に関する問合せ（調査事務局） 

●回答方法・調査票送付について 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）政策研究事業本部（担当：今村、戸田、西田） 

E-mail： hakase2014@murc.jp 

●大学連絡先 

※大学の窓口・連絡先を記載してください。 
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（別紙２） 

督促（再依頼）用メール文例 

 

件名：【再依頼】第１回「博士人材追跡調査」へのご協力のお願い（回答期限 12 月 26 日(金)） 

 

本文： 平成 24 年度に博士課程を修了された方へ 

先日ご案内させていただきました通り、文部科学省 科学技術・学術政策研究所より、第１回「日本博

士人材追跡調査」の協力依頼がありました。 

すでにご回答いただきました方につきましては、ご協力誠にありがとうございました。 

本調査の回答期限は 12 月 26 日（金）午後５時までとなっております。平成 24 年度に博士課程修了さ

れた方全員が対象となりますので、まだご回答いただいていない方につきましては、必ずご協力くださ

いますよう、お願い致します。 

 

【回答方法】 

下記 URL から ID を入力してログインし、回答して下さい。回答期限は 12 月 26 日（金）午後５時です。

回答用 WEB サイト：  
日本語版  https://enq.bz/doc2012-j 
英語版   https://enq.bz/doc2012-e 

 

ログイン ID： doc2012 

 

本調査の趣旨、よくある質問： http://www.nistep.go.jp/jdpro  

 

 回答には 15 分程度かかります。 

 調査票の最後に、集計結果の受け取りや、本調査への意見を記入する欄があります。 

 調査票の郵送や PDF 形式のファイルを希望される方は、下記事務局までご連絡ください。 

 本調査は大学以外に、学会やその他の機関からも同様の依頼が届くことがあります。 

 

本件に関する問合せ（調査事務局） 

●回答方法・調査票送付について 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株）政策研究事業本部（担当：今村、戸田、西田） 

E-mail： hakase2014@murc.jp 

●大学連絡先 

※大学の窓口・連絡先を記載してください。 
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（別紙１：英文版） 

Email example: Request for cooperation in survey questionnaire 

 
Subject:  
Request for cooperation JD-Pro.：Japan Doctoral Human Resource Profiling (Reply deadline: Fri, Dec 
26, 2014) 
 
Body text:  
Graduates who have completed a doctoral program at our university in academic year 2012 
 
We have been asked by the National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), an institute 
under the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, to participate in the survey 
“JD-Pro.：Japan Doctoral Human Resource Profiling.” The purpose of this survey is to grasp the career 
options of those who have received a doctoral degree as well as those who have completed coursework 
without receiving a degree. You are kindly requested to take part in this survey questionnaire since the 
target respondents for the questionnaire are all the graduates who have completed doctoral courses in 
academic year 2012. 

 
The survey results will be treated as base data for discussions on policies regarding doctoral courses as 
well as science and technology in Japan. The survey is especially intended to contribute to the 
improvement of career environments for doctoral degree holders. 

 
Respective entries of respondents are treated as strictly confidential and any information that could lead 
to identify respondents will not be disclosed. 
 
How to answer the questionnaire 
Click the following URL and enter the login ID to open the questionnaire page. The reply deadline is 
5:00 p.m. on Friday, December 26, 2014. 
Survey website:  
Japanese  https://enq.bz/doc2012-j 
English  https://enq.bz/doc2012-e 
 
Login ID : doc2012 
 
Purposes and other aims of the survey, FAQ: http://www.nistep.go.jp/jdpro 
 
 Answering the questionnaire takes approximately 15 minutes. 
 There is a space at the end of the questionnaire where you can write a request to receive the survey 

results or your comments about the survey. 
 If you wish to have a hard copy of the questionnaire mailed to you or a PDF sent to you, please 

contact the secretariat at the address below. 
 You might receive a similar request about this from an academic society you belong to or other 

organizations. 
 
Inquiries regarding this survey (research secretariat) 
 For inquiries regarding reply methods and questionnaire delivery 

(Persons in charge: Imamura, Toda, Nishida) 
Policy Research & Consulting Division, 
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. 
E-mail: hakase2014@murc.jp 

 Contact address at the university 
※大学の窓口・連絡先を記載してください。 

 

  



8 

（別紙２：英文版） 

Reminder email example: Request for cooperation in survey questionnaire 

 
Subject:  
Reminder Request for cooperation in JD-Pro.：Japan Doctoral Human Resource Profiling (Reply 
deadline: Friday, Dec 26, 2014) 
 
Body text:  
Graduates who have completed a doctoral program at our university in academic year 2012 
 
As we notified you the other day, we have been asked by the National Institute of Science and 
Technology Policy, an institute under the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology, to take part in the survey “JD-Pro.：Japan Doctoral Human Resource Profiling.” 
 
If you have already submitted the questionnaire, we thank you very much for your cooperation. 
 
If you have not yet submitted it, please be reminded that the reply deadline is 5:00 p.m. on Friday, 
December 26, 2014. Since the target respondents for this survey are all the graduates who have 
completed doctoral courses in academic year 2012, please ensure that you complete the questionnaire by 
the said deadline. 
 
Thank you for your cooperation. 
 
How to answer the questionnaire 
Click the following URL and enter the login ID to open the questionnaire page. The reply deadline is 
5:00 p.m. on Friday, December 26, 2014. 
Survey website:  
Japanese  https://enq.bz/doc2012-j 
English  https://enq.bz/doc2012-e 
 
Login ID : doc2012 
 
Purposes and other aims of the survey, FAQ: http://www.nistep.go.jp/jdpro 
 
 Answering the questionnaire takes approximately 15 minutes. 
 There is a space at the end of the questionnaire where you can write a request to receive the survey 

results or your comments about the survey. 
 If you wish to have a hard copy of the questionnaire mailed to you or a PDF sent to you, please 

contact the secretariat at the address below. 
 You might receive a similar request about this from an academic society you belong to or other 

organizations. 
 
Inquiries regarding this survey (research secretariat) 
 For inquiries regarding reply methods and questionnaire delivery 

(Persons in charge: Imamura, Toda, Nishida) 
Policy Research & Consulting Division, 
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. 
E-mail: hakase2014@murc.jp 

 Contact address at the university 
※大学の窓口・連絡先を記載してください。 

 


