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研究者の尽力のもとに。

研究分野は、未来です。

学術システム研究センターは、

学術システム研究センターとは

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、

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

センター研究員として振興会事業の業務運営に

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

参画していただいております。

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。

その学術的知見や、現場の声を反映することにより

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、

事業制度を改善し、さらには、高い透明性・公正性を持つ

「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

審査制度に向けた改善を行うことで、

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

常に質の高い審査・評価を実施しております。
学術システム研究センター所長

今日の学術システム研究センターは、ひとえに、

佐藤 勝彦

研究者皆様方のご尽力のもとに成り立っております。

実現するため、積極的に活動しています。

●プログラムディレクター、プログラムオフィサー

今後も、さらなる学術研究の発展と支援のために

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 4 名

力を尽くして参ります。研究者ならびに関連の皆様方の、

及び相談役 2 名の計 7 名が置かれています。

一層のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

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 8 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。

”

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。

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。

組 織 図 （平成29年4月1日現在）
運営委員会 ＊
プログラムディレクター
所長
（1 名）

＊センター運営のための諮問委員会

プログラムオフィサー

副所長（4 名）

主任研究員（各専門調査班のとりまとめ）
（20 名＊ ）

相談役（2 名）

専門研究員（103 名）

＊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

人文学専門調査班

社会科学専門調査班

主任研究員会議メンバー一同

数物系科学専門調査班

○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

工学系科学・情報学専門調査班

○メンバーの流動性を保つため、任期を
３年に限定

農学・環境学専門調査班

○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

化学専門調査班
相談役

副所長

顧問

生物系科学専門調査班
医歯薬学専門調査班

盛山 和夫
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西村いくこ

永原 裕子

前島 信

村松 岐夫

勝木 元也

小林 誠

黒木 登志夫
＊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
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学 術システム研究センターの主な業 務

第一線の研究経験を、学術振興に 活かすために。
1

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。
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。

2

様々な課題についての「議論の場」を設けています。
●主任研究員会議

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。

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・

●専門調査班会議

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、

公募要領や審査基準
見直しの検討

●ワーキンググループ

各事業の
実施サイクル

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。

公募
開始
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審査委員候補者の選考

審査結果の検証・分析

採択課題
の
決定

年間を通じて、
審査制度の
見直しを行う

応募
受付

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

審査会に出席して
審査の適正な実施を確認

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

＊センター研究員は、審査・採択
そのものには関わりません

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。

振興会賞査読
科研費

特設分野研究

平成 29 年度公募設定分野

・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
・オラリティと社会
・次世代の農資源利用
・情報社会におけるトラスト

育志賞
面接

審査委員候補者の選考

審査基準及び公募要領の見直しを検討

振興会賞
審査会

審査会出席

審査会
出席

育志賞
審査会

審査委員候補者の選考
審査会出席

審査結果の検証

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

年 間
スケジュール

学術研究動向調査

4月
科研費
特別研究員
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ワーキンググループ

育志賞査読

審査結果の検証

特別研究員

専門調査班会議

最新の学術研究動向調査を、業務に反映させていきます。

書面
審査

審査会

学術システムセンターの主な業務

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。

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。

センター業務の
サイクル

主任研究員会議

5月

6月

7月

8月

交付内定

9月

10 月

公募開始
応募受付

書面審査

合議審査

11 月
応募受付

第１次採用内定

12 月

1月

第１段審査
面接審査
第２次採用内定

2月

3月

第２段審査
公募開始

審査委員候補者選考の様子
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主任研究員を経験して

専門研究員を経験して

日本の未来を支える基礎研究と
それを支えるもの
吉田 稔
理化学研究所

ここ数年、毎年ノーベル賞ウィークに日本は沸いています。
日本人の受賞は、
日本の科学技術や文化レベルの高さを示すものとして、
国民の誰もが喜びを感じているのでしょう。
日本には多くの潜在的候補者がいると言われ、今後も受賞が期待されます。
しかし、研究

主任研究員

の開始から30年以上もの間の地道な研究活動の末に受賞となる例がほとんどであり、
日本の成功は、若い研究者の荒唐無稽と思わ

農学専門調査班

れるような自由な発想の基礎研究を継続的に支援できる環境を作ってきた先人達のおかげであると言っても過言ではないのです。

〔平成 24 年 4 月 1 日～

平成 27 年 3 月 31 日〕

しかし、国の財政難の中、
これを維持し、発展させるのは決して容易なことではありません。学術システム研究センターの主任研究員

専門研究員としての
誇りと責任
中西 晶
明治大学経営学部
教授

社会科学専門調査班

〔平成 27 年 4 月 1 日～〕

人間社会研究域教授
人文学専門調査班

〔平成 28 年 4 月 1 日～〕

広島大学大学院

医歯薬保健学研究院

学術システム研究センター専門研究員を拝命し、研究
道への切符ともいえる科学研究費助成事業に関わる
業務、日本の研究･研究者を支える国内外を通じた

結果、科研費に関する非常に重要な業務を担っている

教授

様々な国際交流事業、社会との連携事業や人材育成

ことを理解した。
しかも、ちょうど科研費改革につい

医歯薬学専門調査班

事業の一部を知る機会を得て2年が経過しました。

〔平成 27 年 4 月 1 日～〕

覚えました。生来議論好きの私は、すっかりそれにのめり込んでしまい、あっという間の任期３年でした。きっと多くの研究員が同じ

ディシプリンについても深く考えるきっかけとなった。

の先生方は、基礎医学・臨床医学・社会医学・薬学・

ような気持ちで、
日本の未来のあるべき姿を思い描いているのだと思います。今から30年、40年後のノーベル賞ウィークでも日本が

すべての研究者のニーズを満たすことは難しいが、

歯学・保健学と分野も個性も大きく異なり、時には意見

裏方に徹する

学術システム研究センター？ 何、それ？
いまどき「学振」や「科研費」を知らなければ、研究
もぐ

者としては潜りを疑われても仕方がない。それが
「学術システム研究センター」
となると、話は別で
ある。何を隠そう私自身「何、それ？」の１人だった。

八島 栄次
名古屋大学大学院

科研費を申請し、その結果に一喜一憂しつつ、分厚
い研究計画調書の審査も当然の仕事と思いやって

工学研究科教授

きましたが、
この一連の審査システムに思いを馳せ

化学専門調査班

たことはなく、我々と同じ現役の研究者が携わって

〔平成 27 年 4 月 1 日～〕

いることを本センターの主任研究員になって初め
て知りました。粛々と型通りの業務を淡々とするの

設計、改革し、審査員を選び、審査結果を検証する

かと思いきや、個性溢れる（強者揃いの）研究者・

組織の存在もまた不可欠である。

執行部の方々とこのみちのプロであるセンター

学術システム研究センターは、科研費のみならず、

職員が、審査・評価システムの改善と新たな科研費

特別研究員制度や国際学術交流、学術振興会賞、

の提案・審査システムの改革に向けて、白熱した

育志賞の査読など、学振が行うほとんどすべての事

議論を闘わせています。予算には限りがあり、出来

業にかかわり、業務は多忙を極める。主任研究員の

ることにも限界があることは承知の上で、学術の

場合、センターへの出張は年間30数回に及ぶだ

根幹を支える我々研究者のための研究費であると

ろう。
しかも
「何、
それ？」のセンター研究員の仕事は、

いう確固たる信念を崩さず、裏方に徹する姿勢に

研究上の評価を受けることもなければ、表だって

は感銘を覚えました。慣れない仕事が多く、つい

感謝されることもない。
しかし、センターの各種会議

愚痴もこぼれそうになりますが、
「回りから大変だと

に出席して私が感動し、尊敬すら感じたのは、所長、

思われないよう、さらっとカッコ良く、完璧にやりま

副所長以下、研究員全員が日本の学術研究を支える

しょう」と言われ、また愕然....でも、これが出来る

縁の下の力持ちであることに使命感を見出し、非常

方々が本当に居られ、世の中が広いことも実感しま

に仕事熱心なことだ。私もまたこれまでセンターの

した。２年が経ち、漸くセンターの仕事にも慣れ、

仕事に携わられた先輩方に続き、微力ながらも

愛着とやり甲斐も感じつつあります。危険な兆候

課せられた使命をはたしたいと思う。

です。ただ、
この仕事をしなかったら出会うことも

1年乗り切る気力が沸いてきます。

私の属する医歯薬班の会議に参集される専門研究員

事務局も含めて、多くの人々がよりよい方向を目指し

が対立することもあります。それでも会議での凛とした

て真摯に検討した成果だということは間違いない。

空気は、公平性と正確性そして創造性を強く求められ

私自身も科研費の恩恵を受けている人間として、大切

ている上記業務の一部を担っているとの一貫した見識

に使っていきたいと思う。

から自然と生まれていると感じています。

月一回の人文学班と社会科学班の合同班会議は、楽し

私はまた、組織としての研究センターの必要性を感じ

みの一つである。全国から集まる専門研究員の方々と

ています。特に、近未来だけでなく将来の研究・学術を

の議論や情報交換の中で、多くの発見があった。
また、

支える人材を育成する組織という意味において、毎年

特設研究分野や複合領域関係の業務においては、

学術動向を探り、既存の研究分野や分科細目にこだわ

医学や工学など他分野の最先端の研究を知ることが

らず、
「挑戦的」
「萌芽」
「開拓」や「特設」
という言葉が

できるという
「役得」
もある。時には、長時間の会議など

示すように、時代を先取りしているがまだ小さな研究

もあり、ハードな仕事であるが、それはピアレビューを

分野、シーズを見落とさないようセンター全体が真摯

徹底し、議論を尽くしている証拠である。これからも

に取り組んでいます。センターの業務は膨大で煩雑

科研費が日本の研究活動の基盤を支えていくことは

で、多くの人の多くの時間がかけられていますが、
日本

明らかであり、その活動に専門研究員として微力なが

の将来の研究力を地道に力強く公正に支えている

らも貢献できることは大きな誇りであり、責任を感じ

組織なのだと認識できたことに、一研究者として感謝

ている。

しています。

主任研究員を経験して／専門研究員を経験して

だが考えてみれば、科研費の存続には、その制度を

なかった異分野の方々との雑談は結構楽しく、残り
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のか想像がつかず、Webサイトで検索をした。その

田中 純子

ての議論が佳境で、学問のカテゴライゼーションや

縁の下の力持ち

金沢大学

推薦の打診があったとき、正直、
どのような業務である

となった私は、科研費や特別研究員制度について常に危機感をもって制度や運用の改革を議論する皆さんの姿に驚きと尊敬の念を

沸き立っていることを願ってやみません。そうなっていたら、学術システム研究センターにも少しだけ拍手を送ってあげてください。

野村 真理

学術システム研究センターとは何か。所属機関から

日本の学術研究力は

専門研究員を経験して学んだこと
喜々津 哲
（株）東芝

研究開発センター

スピンデバイスラボラトリー
研究主幹

総合系専門調査班

〔平成 26 年 4 月 1 日～

平成 29 年 3 月 31 日〕

私は企業の研究者で科研費とはあまり縁がなく、科研費の種類もよくわからないまま専門研究員の業務に携わることになりました。そこで
初めて審査員の先生方の評価結果を拝見したのですが、それは、膨大な件数の応募書類を読み込み、ひとつひとつに評価結果とコメント
を書きこんだ書類の大きな束でした。その束の大きさに圧倒されながらも、今まであまり認識していなかったけれども、
これだけ多くの人々
が携わって初めてピアレビューの仕組みが保てるのだということを改めて学びました。
ここで学んだものは科研費のことだけではありません。私の所属した工学/総合班には、工学とその境界領域の各分野で日本を代表する
先生方が集まっておられます。毎月の会議で先生方からそれぞれの分野の最先端の話を聞かせていただけるのですが、
これが初めて聞く
刺激的なものばかりで、企業にいては経験できないとても楽しみな時間でした。
この時間のおかげで、分野を横断する複合領域を見る目が
涵養されたのではないかと思います。いろいろと学べて、楽しめて、大変でしたがとても貴重な3年間でした。
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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。

＊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。

独立行政法人日本学術振興会

お問い合わせ

〒102-0083

学術システム研究センター

東京都千代田区麹町 5-3-1

TEL : 03-3263-1882

FAX : 03-3237-8236

E-mail : rcss@jsps.go.jp

HP : http://www.jsps.go.jp/j-center/index.html
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