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研究者の尽力のもとに。 研究分野は、未来です。

“ ”
振興会と研究者コミュニティーの橋渡し役として、
学術研究のさらなる発展と研究者支援のために。

学術システム研究センターは、

研究機関等に籍を置く第一線の研究者を非常勤として委嘱し、

センター研究員として振興会事業の業務運営に

参画していただいております。

その学術的知見や、現場の声を反映することにより

事業制度を改善し、さらには、高い透明性・公正性を持つ

審査制度に向けた改善を行うことで、

常に質の高い審査・評価を実施しております。

今日の学術システム研究センターは、ひとえに、

研究者皆様方のご尽力のもとに成り立っております。

今後も、さらなる学術研究の発展と支援のために

力を尽くして参ります。研究者ならびに関連の皆様方の、

一層のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

学術システム研究センターは、競争的資金の効果を最大限に発揮させるため、厳正で透明性の高い評価システムを

確立するとともに、研究経歴のある者が課題選定から評価、フォローアップまでを一貫して責任をもつプログラムオフィサー

制度が必要であるとの総合科学技術会議の提言｢競争的研究資金制度改革について中間まとめ（意見）｣等を踏まえ、

平成15 年7 月、日本学術振興会に設置されました。

本センターの中核は、各分野を代表する研究者で構成される主任研究員と専門研究員です。プログラムオフィサーとして、

「ファンディングエージェンシーとしての振興会」と「研究者コミュニティー」との橋渡しの役割を担っています。科学研究

費助成事業や特別研究員事業をはじめとする本会の諸事業において、研究現場の声を反映して、よりよい事業運営を

実現するため、積極的に活動しています。

学術システム研究センターには、競争的資金制度の運用を統括する「プログラムディレクター」として、所長１名、副所長３名
及び相談役 1 名の計 5 名が置かれています。

各事業の審査・評価制度に関する実務を担当する「プログラムオフィサー」としては、主任研究員20名及び専門研究員 103 名が、
人文・社会科学から自然科学までの全分野をカバーする９つの専門調査班のいずれかに所属し、専門分野の特性に応じた
活動を行います。

本センターの研究員は、研究機関に籍を置く第一線級の研究者で、優れた学識経験を有し、審査・評価業務に対し、独立して、
公正かつ適切な判断が可能な方に就任いただいています。新たな研究員を募集する際には、広く全国の研究機関に候補者の
推薦を依頼し、優れた人材の確保に努めています。

学術システム研究センターとは

●プログラムディレクター、プログラムオフィサー

組織図（平成28年4月1日現在）

＊ホームページに研究員名簿を掲載しております。　http://www.jsps.go.jp/j-center/po.html

運営委員会＊

プログラムディレクター プログラムオフィサー

所 長
（1名）

副所長（3名） 主任研究員（各専門調査班のとりまとめ）（20 名＊）

＊センター運営のための諮問委員会

＊うち1名は特命事項担当（科研費 系・分野・
　分科・細目表見直し等）の主任研究員を配置専門研究員（103名）

人文学専門調査班
社会科学専門調査班
数物系科学専門調査班
化学専門調査班
工学系科学専門調査班
生物系科学専門調査班
農学専門調査班
医歯薬学専門調査班
総合系専門調査班

相談役（1名）

○第一線の研究者を通じて、最新の学術
動向や研究現場の声を事業運営に反映

○メンバーの流動性を保つため、任期を
３年に限定

○機関・地域・男女比・専門分野のバラ
ンスに配慮し、公正性を確保
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相談役

小林 誠

顧 問

村松 岐夫

副所長

前島 信盛山 和夫勝木 元也

黒木 登志夫

ご あ い さ つ 概 要 ・ 組 織ご あ い さ つ 概 要 ・ 組 織



審査委員候補者選考の様子

特設分野研究

振興会では、あらゆる学術分野における独創的・先駆的な研究を支援するため、研究者の協力のもと、

ピア・レビュー（専門分野の近い複数の研究者による審査）による研究課題の審査・評価を行っています。

学術システム研究センターでは、第一線級の研究者であるセンター研究員が、ピア・レビュー制度の根幹を支えるため、

審査結果の検証にもとづき、本会諸事業の公募要領・審査基準の見直し、適切な審査委員候補者の選考、その他審査・

評価体制に関する提案・助言等を行うなど、よりよい審査・評価制度に向けて一貫的・継続的な取組を行っています。また、

若手研究者の育成に資するため、日本学術振興会賞、育志賞における予備審査も実施しています。

第一線の研究経験を、学術振興に 活かすために。
よりよい審査制度に向けて、常にすべてを精査しています。

年 間
スケジュール

1
所長、副所長、相談役、主任研究員等が一堂に会し、学術的見地及び各専門調査班での議論に
基づき本会業務における種々の課題について討議・意見交換を行い、各種事業に対し提案・助言
等を行います。また、審査・評価に関する諸業務の実施について具体的検討を行います。

様々な課題についての「議論の場」を設けています。2

学術システム研究センターでは、国内外の学術振興方策や各分野の最新の研究動向につい

て調査・分析を行うため、センター研究員を研究担当者として、学術研究動向調査を実施し

ています。国内外の学会への参加、研究集会の開催、学術研究関係者へのインタビュー等

を通じて、各分野における課題の把握や今後の方向性の明確化を図っています。これらの成

果は、センター研究員が審査・評価体制に関する提案・助言を行うに際して活用されています。

また、学術研究動向調査から生まれた新たな試みとして、平成 26 年度公募より、科学研究

費助成事業に「特設分野研究」の審査区分が設けられました。未開のまま残された重要な

分野、技術の長足な進歩によって生まれつつある分野、分野横断的な研究から生まれること

が期待される分野を対象として、学術コミュニティからの要望や最新の学術動向を踏まえ、

本センターが候補となる分野を提案しています。

最新の学術研究動向調査を、業務に反映させていきます。3
年間を通じて、

審査制度の
見直しを行う

＊センター研究員は、審査・採択
　そのものには関わりません

・ネオ・ジェロントロジー
・連携探索型数理科学
・食料循環研究
・紛争研究
・遷移状態制御
・構成的システム生物学
・グローバル・スタディーズ
・人工物システム強化
・複雑系疾病論

●主任研究員会議

●専門調査班会議

●ワーキンググループ

研究者のニーズや専門的な視点を本会事業の実施等に反映させ、より適切な業務運営の実現を図
るため、専門分野の同じ主任研究員及び専門研究員が会して、意見交換を行います。また、主任
研究員会議での議論に基づき、審査・評価に関する諸業務の実施について具体的検討を行います。

重要かつ継続的に審議が必要な課題に対して議論を行い、意見を取りまとめ、提言を行います。
現在、科学研究費助成事業改善のためのワーキンググループと特別研究員等事業改善のための
ワーキンググループが設置されています。

主任研究員会議

ワーキンググループ

専門調査班会議

平成 28 年度公募設定分野

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

科研費

特別研究員

科研費

特別研究員

交付内定 公募開始 応募受付 第１段審査 第２段審査

応募受付 書面審査 合議審査 第１次採用内定 面接審査
第２次採用内定

公募開始

審査結果の検証

振興会賞査読

審査委員候補者の選考

育志賞査読
審査会
出席

育志賞
面接

育志賞
審査会 審査委員候補者の選考

審査結果の検証振興会賞
審査会審査会出席審査基準及び公募要領の見直しを検討

主任研究員会議、ワーキンググループ、専門調査班会議への出席

学術研究動向調査

審査会出席

センター業務の
サイクル

各事業の
実施サイクル

公募要領や審査基準
見直しの検討

審査結果の検証・分析

審査会に出席して
審査の適正な実施を確認

審査委員候補者の選考

公募
開始

応募
受付

書面
審査

審査会

採択課題
の
決定
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学術システム研究センターの主な業務学術システム研究センターの主な業務



志のある研究者を育てる志

日本の学術を取り巻く環境は大きく変化している。科学研究費のような学術研究の財政的支援についてはもちろんだが、次を担う

若手研究者の就職に対しても強い逆風が吹いていると言っても言い過ぎではないだろう。最近はアカデミックポストに就くことは

難しい時代になった。理由は大学等におけるポストの減少、そしてそれとは逆に競争的資金による任期付ポスドク雇用の増加等で

ある。限られた財源の中でより優れた研究や研究者を支援するには、競争的であることは必要条件である。優れた資質のある芽を

見出し優れた若手研究者に育て上げるためには、良い研究環境や一定の競争的環境は重要である。しかし、それだけで日本の

学術を真に牽引する人材が育つだろうか。研究環境が少し悪くなったり研究資金が獲得できないと、すぐに自分の自由な発想に

よる学術研究を放棄してしまう人がいるとしたら、足りなかったものは「志」だろうと私は思う。特別研究員制度（DC、PD 等）は、

若手研究者（の卵）が自らの発想と研究意欲をもとに、独立した研究者として成長するための支援である。つまり研究者としての

「志」を育てることも暗黙の使命なのである。今後も志のある研究者を育てる志をもった研究員の皆様の熱い議論で、より良い制度

設計を進めて頂ければと願っている。

長坂 雄次
慶應義塾大学理工学部

工学系科学専門調査班
〔平成 24 年 4 月 1 日～
 平成 27 年 3 月 31 日〕

主任研究員の仕事

日本学術振興会といえば、科研費や幾多の研究経

費でたいへんお世話になっているところである。

この中に学術システム研究センターというのがあり、

所長役員のもと主任研究員、専門研究員という方々

が科研費等の公正な審査・評価に拘る業務に携

わっておられる…と他人事のように書いたが、昨年

4月から私にもこの仕事が回ってきた。HPにもある

ように、主任研究員は人文、社会科学、数物、化、工、

生物等々の異なる分野から基本各2人、計20人。

原則3年任期である。社会科学にも法、経済、社会等

いろいろあるが、各分野の2人は異なる領域、かつ

前任者と後任者も異なる領域でなければならず、

心理（私の領域）の主任研究員も10年に1度という

ことになるのだろうか。科研費、特推、特設、特研、

海特、学振賞（略語が多い）等につき隔週朝～夕の

会議の他振興会内でのみ可能な業務、審査、陪席

は、北海道からの身としては大変である。しかし、

主任研究員会議は異分野他領域が交差するギャラ

クシー宇宙ステーションのようでもあり、発見・感銘

というエネルギー補給の場となっている。科研費

申請書を書かれるとき、裏方にこのような場所がある

ことを少しだけ想像してみて頂ければ幸いである。

仲 真紀子
北海道大学大学院
文学研究科教授

社会科学専門調査班
〔平成 27 年 4 月 1 日～〕

科学者自身が守る
科研費

科研費は研究者の命の水です。しかし、研究者は

文科省の研究者ではない官僚に自分たちの命運を

ゆだね、自力で自らの命を守ることができないのだ

と思っていました。しかし、官僚と研究者をメル

ティングポットに入れて昇華させ、日本の科学をより

良くしていこうという組織があることを知りました。

それが学術システム研究センターです。センター

職員は、研究者が階級も時空をも超えて自由な

発想で学術研究ができるような仕組みを作ろう、

そんな高邁な思想のもと、科学者たちの無理難題に

現実味を持たせてくれます。理想と現実のギャップ

はどんどん縮まっているように思います。この3年

間、恒例の審査員選考と審査結果の検証に加え、

系分野分科細目表の見直し、新二段階審査方式の

検討、新分野創成の呼び水としての特設分野設定、

重複受給の可否などなど、ずいぶんたくさんの

仕事に関わらせていただきましたが、その実現性

の高さは苦労をふきとばすものでした。研究者が

自らの研究がしやすいように、自分たちの手でどん

どん制度を良くできる。心地良い疲れと充実感、

一生に一度で良いですが、なんともやりがいのある

仕事でした。

長谷部 光泰
自然科学研究機構
基礎生物学研究所教授

生物系科学専門調査班
〔平成 25 年 4 月 1 日～
 平成 28 年 3 月 31 日〕

創造的な研究を公正に

大学で教育・研究に携わる者として、“ 如何に創造的な研究を公正に行なうか？” と考えてきました。幸いにも、センター専門研究員の

任に就き、科研費を始めとする各支援制度や公正性、創造的な成果の獲得、等につき客観的評価を行なう機会に恵まれました。専門

研究員は、所期の目的を達成すべく真摯に職務にあたっており、研究者養成に重要な役割を担っています。私自身もこれまで科研費を

受け、動物生命科学に関する研究を推進してきましたが、公正な選考によって課題が採択されたことを実感でき、研究成果の獲得に

一層の使命感が湧いてきました。また職務の一環として、英国の大学での講演及び同大学の教授への研究面談の機会にも恵まれました。

この時、学振ロンドン研究連絡センターの皆様に大変お世話になりました。具体的には、訪問先の大学との調整や在英日本人研究者へ

の情報伝達、等につき迅速適確で暖かい支援を頂き、とても感銘を受けました。この経験から、各海外研究連絡センターの担う重要性

を強く感じました。創造的研究の公正な支援制度については、今なお自問自答しています。専門研究員の任を通じて解に辿り着くべく、

大きな魅力とグローバルな刺激を受けつつ職務に励んでいます。

鏡味 裕
信州大学
学術研究院農学系
教授

農学専門調査班
〔平成 27 年 4 月 1 日～〕

若手研究者の育成と
学術システム研究センター

学術システム研究センター専門研究員としての3年間は、

予想以上に大変でした！ しかし、終わってみるとあっと

いう間で、とても楽しい時間でした。最初は、何をどう

すればよいのか戸惑ってばかりでしたが、人文社会班

の多彩な主任研究員、専門研究員の皆様との意見

交換が大変面白く、センターに行くことが次第に楽しみ

になっていました。そして科学研究費に関わる様々な

仕事をこなすなかで、組織の仕組みが次第に分かり、

このセンターの役割の大きさと重要性が理解できた

ように思います。

専門研究員としての大きな仕事の一つに日本学術振

興会賞の予備審査があります。毎年夏休み前に担当

する 45 歳未満の候補者たちの全業績が届きます。

業績全てを対象とする査読なので、候補者の研究

内容に細かく接することとなり、結果として若手の

研究の面白さと問題点が見えます。専門研究員の仕事

の中では、このように、日本学術振興会賞の予備審査、

特別研究員事業など、若手研究者の育成にかかわる

ことも重要な位置を占めています。

任期の 3 年間を通じ、日本の学術の現在と将来を支

えるシステムが健全に保たれていることが何よりも

枢要であることを実感し、その運用に微力ながらも

かかわれたことを嬉しく思っています。

窪田 幸子
神戸大学大学院
国際文化学研究科教授

人文学専門調査班
〔平成 25 年 4 月 1 日～
 平成 28 年 3 月 31 日〕

未来につなぐ

企業の立場で専門研究員を拝命してまず感じたことは、

大学の先生方からよく耳にしていた研究費の不平等等の

不満は全く根拠のないものであるということであった。

実に公平、公正に力点を置いて事業を行っていること

を実感した。さらに、その事業活動の幅広さにも驚いた。

一例では、ひらめき☆ときめきサイエンスである。参加

した中高生の目には明るい未来が輝いていた。

企業の研究開発は付加価値の創造を念頭に置いた

ものである。しかし、小職の場合には応用研究である

ことを言い訳に、いつも右往左往しながら、力任せに

進めていた。その際に何時も頼りにしていたのは共同

研究先の大学の多くの先生方であった。多くの助言、

指導を頂き、そして相互に刺激し合い、共に前進する

ことができた。基礎と応用の二つの車輪がうまく噛み

合っていたと思っている。世界での日本産業の地位

低下が懸念され始めて久しいが、科学と産業が先端を

走っていくためには、基礎と応用の二つの車輪が同じ

速度で回り続けることが必要である。

科研費は基礎の車輪を回し、未来につながる研究を

出し続けるための根幹であり、その重要性はますます

増加している。そのような中で専門研究員として活動

させて頂いたことを心からお礼申し上げる。

大西 敏博
大阪大学
太陽エネルギー化学研究センター
特任研究員

（元 住友化学株式会社
 フェロー）

化学専門調査班
〔平成 25 年 4 月 1 日～
 平成 28 年 3 月 31 日〕
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「志」 も、 研究してる。
学術システム研究センターでは、

次期研究員候補者の推薦は、

例年 4月～ 7月頃に受け付けています。

本センターに関する説明会・意見交換会の開催希望も、

随時受け付けております。

より良い研究を、ひとつでも多く。

アカデミアの “あたらしい第一線 ”は、

研究員の皆さまの智慧と、情熱から生まれます。

2016.4　第4版

お問い合わせ

＊本センターに関する説明会・意見交換会の開催希望を随時受け付けております。

学術システム研究センター 2016年（平成 28 年）
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