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本パンフレットのねらい
本パンフレットは、防衛研究所の研究者になりたいと

の研究者が活躍する場は、年々広がっています。安全保

具体的に考えている方だけでなく、防衛研究所が何をし

障・戦史の研究者として世界の第一線で活躍したいと思っ

ているのか分からないし、応募するのは少し不安がある

ている皆様からの積極的なご応募をお待ちしています。

という方なども対象に、研究者の仕事やその魅力、キャ

なお、防衛研究所の活動についてさらに詳しく知りたい

リアパスなどについて紹介するものです。

方は、ぜひ当研究所ホームページもご参照ください。

本パンフレットを通じて、少しでも防衛研究所の仕事、
研究者の役割について理解が深まり、就職先の選択肢
の 1 つとして考えて頂けましたら幸いです。防衛研究所
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世界に雄飛する研究機関として、
有為な人材を待っています！
防衛研究所は、以下の点で唯一無二の特色を有
しています。
第一に、
「多様性」です。政策研究、安全保障
理論、地域研究、戦史研究など様々な分野の専

門家の立場から政策決定の場に接することにより、
政策と研究の連携が可能となります。実際の政策
展開に関わりながら研究できることが防衛研究所
での職務の醍醐味でしょう。

門家が一堂に会しており、相互に議論することに

第三に、
「国際性」です。防衛研究所は、国際

より、広くかつ深みのある分析が可能です。防衛

会議・研究会の開催をはじめとして、世界中の研

研究所は、
「歴史」から教訓を得ながら、
「現状」

究者や実務家と意見交換できる機会に恵まれてお

を分析し、
「未来」を見通す可能性に満ち溢れてい

り、さらに諸外国の国防大学やトップクラスのシン

ます。また、研究を深く積み重ねてきた文官の研

クタンクとの国際交流を活発に行っています。これ

究者と、実務経験豊富な自衛官が協力して研究に

により、防衛省・自衛隊の推進する防衛交流・安

取り組んでいます。

全保障対話の一翼を担っており、研究・教育交流

第二に、
「現場」感覚です。防衛研究所は、国
の防衛・安全保障政策に有益な分析を提供する
ことにより、政策策定に大きく貢献しています。専

の分野で中心的役割を果たしています。こうした
諸活動は、国際的にも高い信頼と評価を得ていま
す。もちろん、若手研究者がそうした国際的な舞
台で活躍し得る能力を強化するため、留学や在外
研究の機会や外国出張（会議参加・実地調査）の
機会も充実しています。
時は、平成から新たな時代を迎えようとしてい
ます。防衛研究所も、目黒から市ヶ谷へ移転して
2 年半が経ち、日本の防衛・安全保障の将来を担
う「頭脳集団」としてさらなる充実と飛躍を目指し
ています。一緒に挑戦しませんか。専門的な研究
基盤を持ちながら、柔軟かつ積極的な姿勢で世
界に雄飛する人材を待っています。

しょう じ

じゅんいちろう

庄司 潤一郎／研究幹事
（専門：近代日本軍事・外交史、歴史認識問題）
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調査研究

防衛研究所（防研）の研究者にとって最も重要な仕事は、自らの専門的な知見に基づいて行う調査研究です。
防研の各研究者は政策研究部、理論研究部、地域研究部、戦史研究センターに所属し、日本の防衛・安全
保障政策、安全保障理論研究、安全保障に関わる経済や法律の研究、各国・地域の情勢、戦史研究といっ
た多様な研究を行っています。それらの成果は、防衛省の政策部門において役立てられるほか、各種出版物
の執筆や研究会発表といった形で防研の活動の様々な場面で活用されています。
さらに近年では政策シミュレー
ション（10 ページ参照）を企画・実施するうえでの知的土台となっています。

特別研究 / 基礎研究・所指定研究
防研の研究者は毎年、特別研究、基礎研究、所指定研究のいずれかの研究プロジェクトを実施します。各研究者は、
これらの研究を積み重ね、全ての活動の基盤である自らの学問的基礎を強化しています。

特別研究
日本の防衛・安全保障政策上のニーズに応えることを目的とし、防衛省内部部局などの政策立案部門からの要望を受けて実
施しています。研究成果は防衛省の政策策定に活用されています。テーマやスケジュールに応じて防研の研究者が単独で担当す
るケースもあれば、複数の研究者がプロジェクトチームを組んで共同研究するケースもあります。

基礎研究・所指定研究
基礎研究は、研究者が各自の専門性と発意に基づき、比較的長期の視点から重要と思われる防衛・安全保障のテーマにつ
いて研究しています。基礎研究の中で特に日本の防衛政策に寄与できると認められたものは、所指定研究となります。
防研での研究は、基本的に公開情報に基づいて行われています。防研内には研究図書室があり、研究書や学術誌を含む文
献を所蔵しています。各種のデータベースも契約しており、研究者はこれらの文献やデータベースを活用しながら日々の研究を行っ
ています。さらに防研は膨大な旧日本陸・海軍関係の史料を所蔵・管理しています。防研の研究者であればこうした史資料へ
のアクセスも容易です。
研究成果の一部は、
『防衛研究所紀要』や『戦史研究年報』などに掲載され、防研ホームページを通じて誰でも読むことがで
きます。また、防衛省・自衛隊内にも研究成果が共有されています。防研の研究者が生み出す研究成果は、学術的価値とともに、
防衛・安全保障政策の策定に必要な情報・知見を提供する役割も担っているのです。さらに、防研の研究者は、公開のシンポ
ジウムへの参加やメディアを通じた時事解説を行い、安全保障に関する知識の普及や社会的な議論の活性化にも積極的に貢献
しています（5 ページ『研究発信の機会』を参照）。
いちまさ すけゆき

一政 祐行／政策研究部防衛政策研究室主任研究官（専門：軍備管理・軍縮・不拡散、安全保障論）
私は軍備管理や軍縮・不拡散を専門に、朝鮮半島の非核化問題や核テロ対策、米ロの核軍備
管理などに安全保障研究の視点から取り組んでいます。また、防研内での基礎研究や所指定研
究、特別研究でも、こうした専門的知見に基づく研究に従事してきました。このような研究成果
の一端は、
『防衛研究所紀要』
（日本語版・英語版）として一般公開されます。
『防衛研究所紀要』は、
安全保障分野の研究論文集として時宜を得た内容であり、政策立案への協力という側面のみなら
ず、国内外の大学・研究機関などアカデミック・ソサエティへの学術的貢献としても重要な取り組
みだと考えています。
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出版物
防研は常に数多くの出版物を刊行しています。中でも『東アジア戦略概観』と『中国安全保障レポート』は防研の主要出
版物であり、日本を取り巻く安全保障課題の理解と議論の活性化に貢献しています。防研の研究者はこれらの執筆はも
とより、専門知識をもって編集に当たることで、学術書としての信頼性の維持向上に努めています。
『東アジア戦略概観』
『東アジア戦略概観』は、日本の安全保障に影響を及ぼす周辺諸国の動きや、東アジ
アの安全保障に関わる時宜にかなったテーマを取り上げ、防研の研究者がそれぞれの
専門性に基づく独自の立場からこれらを分析・記述する年次報告書であり、1996 年の
発刊以来 20 年以上の歴史を持ちます。我が国唯一の国立の安全保障シンクタンクであ
る防研が刊行する『東アジア戦略概観』に寄せられる関心は高く、学術論文などに引用
されたり大学のテキストとして利用されたりしているほか、毎年、各種メディアに大きく
取り上げられています。また英語でも公表・出版され国外からも高い評価を得ています。
はら だ

ゆう

原田 有／政策研究部グローバル安全保障研究室研究員（専門：海洋安全保障、サイバー安全保障）
私は、多様な研究課題を包含する海洋安全保障の中でも、特に南シナ海問題を専門に、日本
と ASEAN との防衛協力の展望にも関心を持ちながら研究しています。こうした問題関心から
『東
アジア戦略概観 2018』ではトピック章「海洋の安全保障」を同僚と共同で執筆しました。同章は
南シナ海を舞台に注目を集める「航行の自由」の意義と課題をテーマとし、昨今の情勢に加えて、
海洋制度の変化の歴史も踏まえて論考することで、問題の重要性や奥深さが浮き彫りになるよう
努めました。また、
「航行の自由」の維持に向けた日本の、特に防衛省・自衛隊の取り組みを国内
外の皆さんに広く知っていただく一助になるようにも心掛けました。防研の研究者には、自身の
日々の研究の成果はもとより、防衛政策の実務に近い立場も活かした情報発信が求められている
と思います。そのための知見を得たり、情報を発信したりする機会は多く、他の研究機関では得
難いチャンスが皆さんを待っています。

『中国安全保障レポート』
『中国安全保障レポート』は、中国を専門とする研究者を中心に中国の軍事・安全保
障動向について中長期的な視点から分析を行うもので、2011 年の発刊以来、防研の代
表的な学術研究報告書として高く評価されています。毎年、日・英・中の 3 カ国語版が
同時に発表され、世界中の中国専門家や政策当局および軍関係者に広く読まれるととも
に、世界各国のメディアにも大きく取り上げられています。

いい だ

まさふみ

飯田 将史／地域研究部中国研究室主任研究官（専門：中国の外交・軍事、東アジアの国際関係）
防研は、中国の安全保障動向を分析する『中国安全保障レポート』を毎年刊行しています。中
国の軍事力が急速に増大し、また海洋を中心に中国軍の活動が活発化する中で、本レポートへの
国内外の関心も高まっています。レポートの執筆に当たっては、執筆者間の議論に加えて、防衛
省の関係部署や国内外の研究者などとの意見交換をする機会もあり、研究者としての視野を広げ
ることができます。また、レポートを発表する際には、メディアへの対応や幹部へのブリーフィン
グなど、情報発信や政策支援といったシンクタンクとしての役割を直接担うこともできます。執
筆者として、また編集者として本レポートの刊行に関わることで、シンクタンクの仕事の面白さを
体験していただければと思います。
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研究発信の機会
防研の研究者には、研究成果を国内外に広く発信する様々な機会があります。
『防衛研究所紀要』や『戦史研究年報』
には毎年の調査研究の成果のほか、防研研究者の自由投稿論文も随時掲載しています。また、豪国立大学や英王立防
衛安全保障研究所、スウェーデン国防研究所など、海外の大学・研究機関と防研が共同で実施した研究の成果を、
『国
際共同研究シリーズ』として出版しています。戦史研究分野では、歴史的な節目や史料の公開に合わせて『フォークランド
戦争史』や『朝鮮戦争と日本』といった論文集を取りまとめ、研究者の論考を掲載しています。
また『ブリーフィング・メモ』や『NIDS コメンタリー』では、刻一刻と変わる国際情勢・安全保障動向について、研究者
が自らの分析・視点をコンパクトなかたちで発表しています。これら全ての出版物は防研のホームページに掲載され、誰で
も無料で読むことができます。
さらに、防研の研究者は、学会報告や学術論文の発表、研究書籍や一般書籍の執筆などを通じて、国内外で自らの知見・
研究成果を意欲的に発信しています。世界各地で行われる国際会議に招待されたり、新聞・テレビなどからインタビュー
を受けたり寄稿を求められたりする研究者も数多くいます。

オーラル・ヒストリー
歴史研究では、その基盤となる史料の蓄積が極めて重要です。そのため、戦史研究センターでは海外で新たに発見、
公開された戦史史料についての調査・収集を行うため、毎年各国に研究者を派遣しています。
また、2003 年からはオーラル・ヒストリーの作成を始めました。これは防衛省・自衛隊の元職員・隊員に対する聞き取
りを行い、その歴史的経験に関する証言を記録・出版することを通じて、防衛省・自衛隊史研究の史料的基盤を整備す
るもので、2019 年 3 月までに約 40 人に対して聞き取りを実施してきました。防研は、この分野においてもっとも長期間に
わたり、また、組織的にオーラル・ヒストリーの取り組みを続けており、その成果は多くの研究者によって引用・参照され
ています。
オーラル・ヒストリー作成における研究者の役割は、聞き取り対象者の決定、質問事項の作成から聞き取り結果の編集、
刊行に至るまで様々です。聞き取りの準備や最大 10 数回にもわたる聞き取り、編集作業を含めやるべきことは多いですが、
防衛省・自衛隊の元職員・隊員の方が当時の出来事を語る様子は臨場感にあふれており、歴史を専門とする研究者にとっ
て知的興奮を覚える瞬間でもあります。
ち

ぢ

わ

やすあき

千々和 泰明／戦史研究センター安全保障政策史研究室主任研究官（専門：日米関係、日本の外交・安全保障政策）
防研では、防衛庁（省）・自衛隊関係者の歴史的な経験に関する証言を記録する「オーラル・ヒ
ストリー」プロジェクトを担当しており、これまで 20 編近くの企画に関わりました。本プロジェク
トでは、防研の人的ネットワークを活用しつつ、元事務次官・元幕僚長など安全保障政策史の当
事者の証言に直接接する機会を得られます。また文官研究者と自衛官がチームを組み、幅広い聞
き取りが可能となる体制をとっていることも、こうしたプロジェクトを防研が行う上での強みだと
考えています。最近では安全保障政策史に関する多くの部内外の研究で防研のオーラル・ヒスト
リーが引用されており、改めて本プロジェクトの意義を実感しています。私自身も、1970 年代以
降の日本の防衛構想の変遷に関する研究に取り組むなかで、政策担当者の認識や組織文化の解
明に不可欠な材料として、文書史料とともにこれらを活用しています。
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国際会議
防研は、数多くの国際会議や研究会を主催し、研究者が大きな役割を担っています。中でも最大規模のものが「安全
保障国際シンポジウム」と「戦争史研究国際フォーラム」で、毎年、数百人の研究者・実務者や報道関係者、さらに一般
の方が聴講に訪れます。
「安全保障国際シンポジウム」は、現代の防衛・安全保障上の課題について、国内外から研究者や実務家を招いて議
論するものです。安全保障上の時宜や研究トレンドを踏まえながらテーマを決めています。近年ではアジア太平洋における
海洋秩序、北朝鮮問題、宇宙安全保障、平和維持活動などのテーマで開催しました。また、
「戦争史研究国際フォーラム」は、
戦争史上の重要な出来事・テーマについて歴史的視点から議論を行う国際会議です。最近では、非正規戦の歴史、日本
の同盟、戦争の終結、統合・連合作戦などをテーマとして取り上げています。
2018 年度は上記のシンポジウムとフォーラムを合わせて、
「新しい戦略環境と陸上防衛力の役割」をテーマにした「国際
シンポジウム」を開催したほか、ASEAN 地域フォーラム（ARF）加盟国が毎年持ち回りで開催する「ARF 国防大学校長
等会議」を、
「アジア太平洋における新たな安全保障課題対応のためのパートナーシップ強化と能力構築」をテーマに、防
研が主催しました（7 ページ『国際交流』参照）。
こうした会議では、世界トップクラスの研究者による発表を聞くことができるだけでなく、防研の研究者もパネリストとし
て研究発表を行ったり、司会や討論者を務めたりしています。これらの国際会議の企画（会議テーマの選定など）や当日
の会議運営の一部も研究者が担っています。
大規模な定例の国際会議のほかにも多数の研究会が行われています。国内外の大学・研究機関から研究者を招いて、
研究発表および議論を行い、また防研の研究者も各自の専門テーマに関する報告をしています。研究会で扱うテーマは、
日本や各国の防衛・安全保障政策、各地域情勢、核抑止、日米関係、サイバー安全保障、宇宙の軍事利用から第二次
世界大戦など多岐にわたります。
防研の研究者は、こうした国際会議や研
究会を通じて、各国との人的交流の活性化
をはかり、国際的な相互理解の促進に携
わっており、国際的な知的舞台で活躍する
機会は近年増大しつづけています。国際会
議や研究会で得られた知見は、
『東アジア
戦略概観』の執筆を含む様々な調査研究活
動に役立てられており、さらに防衛省など
で防研が実施するブリーフィングにおいても
活用されるなど、日本の安全保障政策の立
案、策定に寄与しています。
2019 年 1 月に開催された国際シンポジウム
『新しい戦略環境と陸上防衛力の役割』の討議風景

防衛省・NSS へのブリーフィング
防研の研究者は、防衛政策の実務者等のニーズに対応するため、防衛省・自衛隊の政務三役・幹部や国家安全保障局
（NSS）の幹部を含む職員に対して、最新の研究成果や国際情勢・地域情勢・戦史についてのブリーフィングを行うほか、
その他の政府高官や国会議員などに対しても、その時々のニーズに応じたブリーフィングを行っています。
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国際交流

防研は、世界各国の多数の国防大学や研究機関などとの間で国際的なネットワークを構築しています。防研
の研究者は、恒常的にこれらの相手との意見交換や国際会議への参加などを行っています。防研が実施する
研究交流や教官交流は、防衛省・自衛隊が実施する各国との対話・交流の一環として、日本と各国との相互理
解や信頼醸成の促進の一翼を担っています。

海外からの来訪者との意見交換
世界各国の政府機関、国防大学、大学・研究機関から政府高官や研究者が来訪し、防研の研究者と意見交換や
研究会を行っています。2018 年には、約 80 回の意見交換が実施されました。
意見交換のテーマは、アジア太平洋の地域情勢や、日本の防衛・安全保障政策、サイバーや宇宙といった課題、
戦史に関するものまで多岐にわたります。こうした場で研究者は研究成果の発表を行ったり、自らの専門的知見に基
づく分析や視点を提供しています。また、意見交換を通じて、研究者は各国の問題意識や情勢認識に触れることが
できるほか、来訪した研究者との人的ネットワークを構築することも可能です。防研の研究者は、会議室でのフォー
マルな議論だけではなく、ティータイムや会食での懇談を通じて、研究者間の絆を深め、知的交流の蓄積と連携の
強化に努めています。

防研が交流した組織の例
国・地域
米国

韓国
中国
ロシア
豪州
インド
東南アジア

大学・研究機関
国防大学戦略研究所、陸・海・空軍歴史研究センター、ランド研究所、戦略国際問題研究センター、

パシフィックフォーラム CSIS、外交問題評議会、ブルッキングス研究所、新アメリカ安全保障センター、

カーネギー国際平和財団、リバモア研究所、アジア太平洋安全保障研究センター、イーストウエストセンター
韓国国防研究院、国防大学校、国防部軍史編纂研究所、国立外交院、国家安保戦略研究院、アサン政策研究院、
世宗研究所

国防大学、軍事科学院、中国国際戦略研究基金会、中国現代国際関係研究院、中国国際問題研究院、外交学院、
中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、上海国際問題研究院、上海社会科学院

参謀本部大学、参謀本部大学軍事戦略研究センター、ロシア科学アカデミー、カーネギー・モスクワセンター
国防大学、豪戦略政策研究所、豪国立大学、地域安全保障研究所、豪戦争記念館
防衛研究所、国防大学、統合戦略研究所
インドネシア国家強靭性研究所、インドネシア戦略国際問題研究センター、マレーシア戦略国際問題研究所、
ミャンマー国防大学、フィリピン国防大学、フィリピン戦略開発問題研究所、シンガポール国軍軍事研究所、
シンガポール・ラジャラトナム国際問題研究所、タイ国防研究所、ベトナム国防国際関係研究所

英王立防衛安全保障研究所、英国際戦略問題研究所、チャタムハウス、英王立国防大学、キングスカレッジ、

欧州

仏軍事学校戦略研究所、仏国際関係研究所、仏国防省歴史研究センター、独安全保障研究所、

独ピーターシュミット科学政治財団、独連邦軍事史センター、伊国際問題研究所、オランダ・クリンゲンダール、

オランダ王立軍戦史研究所、ベルギー王立国際関係研究所、スウェーデン国防研究所、ストックホルム国際平和研究所、
EU 安全保障研究所

その他
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NATO 国防大学、カナダ国防大学、カザフスタン大統領戦略研究所、パキスタン国防大学、モンゴル戦略研究所、
南アフリカ安全保障研究所

世界各国の国防大学・研究機関への訪問
防研の国際交流は、海外からの来訪者への対応だけではありません。防研の代表団は、世界各国の国防大学・
研究機関への訪問や国際会議への参加を通じて、防研の取り組みや日本の防衛・安全保障政策について説明したり、
地域情勢や安全保障上の重要課題などについて議論をしたりしています。研究者は、現代の安全保障問題や戦史
の専門家として、こうした場において発表や発言を行います。防衛省・自衛隊が果たす役割やその活動について国
際社会からの関心が高まるなか、研究者が専門家としての立場から世界に向けて発信していく機会がますます増大
しているといえます。これまでに次のような国際会議に防研から代表者を派遣してきました。

― 防研が参加した海外の会議の例 ―
■ ASEAN 地域フォーラム（ARF）国防大学校長等会議

■ NATO 国防大学校長等会議

■ IISS（国際戦略問題研究所）アジア安全保障会議（シャングリラ会合）

■ ハリファックス国際安全保障フォーラム

■ モスクワ国際安全保障会議

2018 年 9 月に防研は ARF 国防大学校長等会議を主催しました
きく ち

しげ お

菊地 茂雄／理論研究部経済・社会研究室長（専門：米国の国防政策および政軍関係）
2018 年 9 月 25 ～ 29 日、23 カ国・機関の国防大学校長等 76 名が参加して行われた第 22
回 ARF 国防大学校長等会議において、防研は 17 年ぶりに議長を務めました。私は、開催の 1 年
前に、所長より、準備事務局長として会議準備の一切を仕切ることを命じられました。責任は重大
でしたが、我々、事務局員に任されていた部分も大きく、仕様書の作成から、コンセプトペーパー
作成、さらにソーシャルイベントの企画まで、アイデアを形にしていくプロセスはやりがいもあり、
会議終了後には各国の代表団から「パーフェクトな会議運営だった」との過分の評価をいただきまし
た。今回、私たち事務局員が担当した業務は
「研究」という範疇に収まるものではなかったでしょう。
しかし、他方で、我々が、付与された任務に対する「オーナーシップ」を持ち、自らの能力・知見を
フルに発揮したからこそ可能となった「研究者ならでは」の仕事であったと確信しています。
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教育

防研では、幹部自衛官や幹部職員などに対する教育を実施しています。研究者は自らの専門的知見を活用し
て、幅広い視野と豊富な知識に基づく政策形成を行う人材の育成に貢献しています。

一般課程 / 特別課程
一般課程
一般課程は、1 佐級の自衛官をはじめ、防衛省や他省庁の課長補佐級職員や民間企業からの研修員、さらに米・豪・
アジアなどの軍人約 40 名が机を並べ、日本の防衛に関する幅広い知識や見方について、講義、セミナー、現地研修な
どを通じて修得します。毎年、9 月から翌年 6 月の約 10 カ月にわたって開講しています。
研究者は講座（講義形式のクラス）やセミナーの担当教官として、シラバスの作成から講座・セミナーの実施までを担い
ます。講座・セミナーは基本的に主任研究官以上の研究者（研究者のキャリアパスについては 11 ページ参照）が主担当と
なり、年間 1 ～ 3 個の講座・セミナーを受け持ちます。また、課程の終盤に各研修員は論文を提出することになっており、
研究者は論文のテーマに応じて指導教官を務めます。
2016 年 9 月からは、政策研究大学院大学と連携し、自衛官・防衛省職員研修員の一部に対して修士号を付与する戦
略研究プログラムを実施しています。これに伴い、講座やセミナーを担当する防研研究者が同大学の連携講師を委嘱され
ています。自衛官や防衛省の職員にはこれまで以上に深い知識や広い視野が必要となっており、研究者もより質の高い教
育を提供できるよう準備しています。
これまでに同課程を修了した自衛官は、各幕僚長をはじめ自衛隊の枢要なポストに就いてきました。研究者にとって一般
課程は、将来を担う自衛官や事務官をはじめとする実務者のリーダーと知り合うことのできる貴重な機会ともなっています。

特別課程
特別課程は一般課程の上級課程です。将補・1 佐級の自衛官をはじめ、防衛省、他省庁、地方公共団体の課長級職員、
民間企業からの研修員が、日本の防衛に関し特に必要と認められる知識について、講義、班討議、現地研修などを通じ
て修得します。同課程を修了した研修員は、防衛省・自衛隊をはじめ各組織の中核ポストに就いています。
毎年 1 回、例年原則 1 ヵ月で行う短期の課程で、シニアクラスの研究者（主に研究室長以上）が講義を受け持ちます。
このように各種の教育を実施することで、防研の研究成果は安全保障を担う実務者の育成に活用されています。また、
教育を通じて実務者と議論を深めることは、防研の研究者にとっても、政策の立案やその展開についての現場の知見をう
かがい知る貴重な機会となっています。
たちかわ きょういち

立川 京一／戦史研究センター戦史研究室長（専門：軍事史、国際関係史）
私は一般課程において第二次世界大戦後の国際関係と日本の防衛政策の歴史を教育する「冷
戦と日本の安全保障政策」という講座の責任者を務め、自身も「冷戦概論」
「アジアの冷戦」の講
義を担当しています。それに加えて、一般大学のゼミに相当するセミナーも担当しており、
「日本
軍事史」をテーマに研修員の発表をもとに少人数で議論しています。研修員が発表で取り上げる
題材は様々で、古くは白村江の戦いや元寇から、明治から昭和にかけての日本陸海軍の戦闘、
戦術、技術開発、医療制度等々まで実に幅広く、毎回のように新たな発見があり、知的刺激を
大いに受けています。
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政策シミュレーション

政策シミュレーション室は、防衛省内部部局などに対する政策支援手段の充実・強化の一環として、2015 年
4 月に設置されました。特別研究官（政策シミュレーション担当）の下、政策シミュレーション室には研究者・自
衛官・事務官が所属し、政策シミュレーションの企画・運営などを行っています。

政策シミュレーションとは
政策シミュレーションとは、仮想的な状況下において各国政府機関などのアクターがどのように行動するかを参加者の間
で模擬（シミュレート）するものです。シミュレーションを通じて、日本やその同盟・パートナー国が現実の状況において効
果的な決定、協力、問題解決を行う際に課題となる点を明らかにすることができます。また、政策策定・決定者が政策シミュ
レーションに実際に参加してみることによって、今後起こりうる事態や問題について認識できるという効果も期待されます。
シミュレーションの手法は、特に米国において大きく発展し、国防・外交当局の政策策定の現場に広く取り入れられて
います。また、自衛隊においては特に戦術・作戦レベルのシミュレーションがこれまで行われてきました。防研では、戦
略レベルのシミュレーションを中心に取り組んでいます。

政策シミュレーションにおける研究者の役割
防衛省の政策立案に関する支援、防研が開講する一般課
程などの教育の 2 つの場面においてシミュレーションを活用し
ています。研究者はシミュレーションで用いるシナリオの作成、
参加者間の討議の進行、報告書の作成などを担当しています。
シミュレーションのテーマ、目的、手法は多様なため、政策・
地域・理論・歴史の各分野の研究成果を総合的に活用するこ
とが必須であり、政策シミュレーション室に所属していない研
究者も必要に応じて協力しています。

総合職職員研修での政策シミュレーションの様子
政策シミュレーション室の研究者がコントローラー・ファシリテーター
を担当

たかはし すぎ お

高橋 杉雄／特別研究官（政策シミュレーション担当）付政策シミュレーション室長

（専門：国際安全保障論、現代軍事戦略論、日米関係論）

政策シミュレーションとは、
「想定外に備える」ために、仮想的なシナリオを設定して、そうした状況
に置かれたとき、どのような選択を行うべきか、自分たちがある選択を行ったとき、関係国はそれに対
してどのように対応してくるのか、さらにそれに対して自分たちはどう対応するのかをインタラクティブ
に議論し、具体的な政策課題に取り組む際のアイデアを導き出す手法です。最近、世界中の安全保障
の専門家の中で、
「発表者がプレゼンテーションを行ったうえで質疑応答をする」やり方には限界がき
ているとの問題意識が共有されつつあり、いろいろな方法論が試みられています。政策シミュレーショ
ンもその 1 つであり、政策サイドとも連携しながら、世界の最先端の方法論にチャレンジしています。
太平洋戦争における米太平洋艦隊司令官であったニミッツ提督は、神風特攻隊を例外として、日本
との戦争で起こったほとんどの局面は、戦前に行われた様々なシミュレーションの再現でしかなかった
と述べています。世界が複雑化し、
「正しい答え」どころか、
「正しい問い」が何かそれ自体が簡単に導
き出せなくなっている現在、様々な状況を想定してブレインストーミングを行うことがますます重要に
なってきているのです。
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キャリアパス

防研の研究者は、勤続年数や勤務実績に応じて、研究員から主任研究官、研究室長などへと昇任していきます。
それに伴って、担う仕事・業務の内容も変化していきます。

研究員（研究職 2 級）

主任研究官（研究職 3・4 級）

○ 調査研究の実施

○ 調査研究の実施

○ 総合職研修などの教育課程における講義担当

○ 一 般課程などにおける講義・セミナー、論文
指導の担当

○ 各種出版物の編集、国際交流、国際会議など
のプロジェクトスタッフ
○ 企画調整課、内部部局などへの併任（※）
○ 留学

いし だ

○ 各種出版物の編集事務局長、プロジェクトの
実務責任者
○ 企画調整課、内部部局などへの併任（※）
○ 在外研究

とものり

石田 智範／戦史研究センター国際紛争史研究室研究員（専門：朝鮮半島の安全保障、日米の外交・安全保障政策）
2018 年 4 月に入所してからの日々は、どこを切り取っても回想の材料に事欠きません。6 月と 7
月には第一線の部隊を訪ねて鹿児島県鹿屋市と千葉県館山市へ、8 月には所内で一週間に及ぶ特
別講義を受講、9 月には主催国の事務局員として ARF 国防大学校長等会議に参画、一拍おいて 11
月には沖縄での戦跡研修、12 月には海軍・海兵隊基地内での史料調査のための米国出張。所内で
次々と開催される研究会にも顔を出しつつ自らの研究課題に打ち込めば、1 年はあっという間です。
自室での作業時間には、防研入所前からのテーマである朝鮮半島の安全保障に関する研究を深
めつつ、所属の国際紛争史研究室が取り組む湾岸戦争史の研究も進めてきました。米国の安全保
障という視点から中東と朝鮮半島を並べて捉えた時に、果たして何が見えてくるのか。周りの研究者・
自衛官から刺激を受けつつ思わぬ形で自らの研究の幅が広がっていく日々に、胸を躍らせています。

さ たけ ともひこ

佐竹 知彦／特別研究官（政策シミュレーション担当）付政策シミュレーション室
（併）政策研究部防衛政策研究室主任研究官（専門：アジア太平洋の安全保障）
防研に入ってから数年間は、助手（現在の研究員）として『東アジア戦略概観』の編集作業や各
種シンポジウム・研究会の運営作業等に携わりました。もちろん研究をする時間もふんだんにある
ので、専門分野のみならず、日本を取り巻く様々な安全保障問題に関する知識を深めることがで
きました。2013 年には諸外国との防衛協力の実務を担う防衛政策局国際政策課に部員として勤
務し、多国間の安全保障協力を担当しました。国際政策課では政策を進めることの難しさを経験
することも多かったですが、安全保障の現場を知る上でも得難い経験となりました。また主任研
究官となった 2015 年には、豪キャンベラにて 1 年間在外研究をする機会に恵まれ、専門分野に
集中して取り組むことができました。現在所属する政策シミュレーション室では、主にシナリオの
立案やシミュレーションの進行などを担当しています。また大学で非常勤講師を担当しているほか、
各種研究会や国際会議などにも積極的に参加し、最新の知見の吸収に努めています。
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＊「企画調整課、内部部局などへの併任」とは
 研の研究者は、そのキャリアパスの中で国際交流や調査研究の企画・調整を担う部署や一般課程などの教育実務を担う部署、
防
あるいは防衛省の政策立案部門（内部部局など）に一定期間勤務することがあります。こうした勤務（併任）を通じて研究者の活
動と防研の組織的ニーズを架橋したり、政策部門に対して研究者の知見を提供したりしています。

研究部長、戦史研究センター長、
特別研究官、研究幹事（研究職 5 級）

研究室長（研究職 5 級）
○ 各研究室の管理業務

○ 各研究部、戦史研究センターなどの管理業務

○ 調査研究の実施

○ 各種出版物の編集長、大型プロジェクトの責
任者

○ 各種出版物の編集やプロジェクトの責任者

○ 特別課程、一般課程などにおける講義・セミ
ナー、論文指導の担当

○ 特別課程、一般課程などにおける講座・セミ
ナー、論文指導の担当
○ 企画調整課などへの併任（※）

まつうら よしひで

松浦 吉秀／地域研究部アジア・アフリカ研究室長（専門：東南アジアの安全保障）
2011 年から室長職を務めています。研究部門での室長は、調査研究や研究行政に関する主要な
プロジェクトの責任者またはチームの実質的な取りまとめ役を担うことが多く、私はこれまでにアジ
ア太平洋安全保障ワークショップの運営、
『東アジア戦略概観』編集事務局長、研究調整官、研究職
の採用、機構・定員要求などに関わってきました。室長は部のあらゆる活動を機能させ、人々を有
機的につなぐ要であり、日々忙しく過ごしています。
自身の研究分野は東南アジアの安全保障で、民主化と社会の安定、そこにおける軍の役割に関心
があります。所からの派遣で留学したシンガポールで小国生存のリアルな姿を体感したことや、出向
した内閣官房で防衛計画の大綱の作成に関わった経験は、
『概観』東南アジア章の執筆など研究に
生かされています。（写真は防衛省に寄贈された、初代インドネシア国軍司令官スディルマン将軍像とともに）

組織図

平成 31 年 4 月現在

所長
副所長
研究幹事

企画部

政策研究部

理論研究部

地域研究部

教育部

戦史研究
センター

総務課

防衛政策研究室

政治・法制
研究室

中国研究室

教務課

戦史研究室

企画調整課

軍事戦略研究室

社会・経済
研究室

アジア ･アフリカ
研究室

教育課程運営室

安全保障政策史
研究室

グローバル
安全保障研究室

米欧ロシア
研究室

特別研究官

特別研究官

（国際交流・図書担当） （政策シミュレーション担当）

図書運営班

政策
シミュレーション室

国際紛争史
研究室
史料室

防研の研究者は、政策・理論・地域研究部および戦史研究センターに所属し、一部の研究者は政策シミュレーション室や他の部署に併任されて
います。実際の業務では、目的に応じて部・室を横断したチームを作り、主に部長級あるいは室長級の研究者が責任者となってプロジェクトを運
営しています。また、研究幹事は防研における調査研究や教育を統括する研究者のトップであり、防研全体を見渡したマネージメントを行っています。
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留学・在外研究

調査研究・教育能力の向上や防研での業務に資する人的ネットワークの構築を促進するため、防研の研究者
には、留学・在外研究の道が開かれています。
留学では、主に若手の研究者が海外の大学院（修士・博士課程）に最大 2 年間滞在し、課程の履修、学位
論文の執筆などを行っています。機会を与えられた研究者は、自身の専門分野や防研での業務の必要性に応じ
て、留学先を決定しています。
在外研究では、若手・中堅の研究者が海外の大学・研究機関に最大 1 年間滞在し、自身の専門分野に関す
る研究能力の向上や研究に資する国際的なネットワークの構築を図ります。

じんぐう し

あきら

神宮司 覚／理論研究部政治・法制研究室研究員（セントアンドリューズ大学大学院博士候補生）

（専門：アフリカの政治・安全保障・治安部門改革）

2017 年 9 月から英スコットランドにあるセントアンドリューズ大学国際関係学部博士課程に派
遣され、アフリカにおける軍隊の非軍事的役割（公衆衛生やインフラ整備など）に関する研究を
行なっています。留学を通じて、学術的観点から自らの問題意識や研究アプローチを見つめ直し
たり、インタビューの手法や様々な研究関連ソフトウェアの使い方などの基礎的スキルを習得した
りと、今後にもつながる有意義な時間・機会を得ています。またシエラレオネとルワンダにおいて
フィールドワークを行うこともできました。
帰国後は、大学院で学んだこと、得られたものを生かして、政策的にも学術的にも意義のある、
アフリカの安全保障に関する幅広い研究を行なっていきたいと考えています。
（写真は博士課程の一環で実施したシエラレオネでのフィールドワーク中のもの）
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た なか きわ こ

田中 極子／理論研究部社会・経済研究室主任研究官
（専門：軍備管理、軍縮、不拡散、紛争予防）
（国際連合安全保障理事会１５４０委員会専門家グループメンバー）
大量破壊兵器の非国家主体に対する不拡散を扱う国連安全保障理事会の補助機関、1540 委
員会に専門家として出向中です。国連加盟国による安保理決議 1540 号の履行状況を評価し、
履行支援を行っています。これまで研究対象としてきたことを実務で活かせること、また実務で
得た経験を今後の研究に活かせる機会を与えられたことに感謝しています。特に多国籍の勤務環
境では必ずしも自分の常識は通用するわけではなく、丁寧に議論を重ねることが求められます。
自分の価値観をしっかり持つとともに、その価値観に対して謙虚であることの大切さを日々認識
しています。ニューヨークは世界中から人が集まってくる街です。多様な文化、価値観のあるこの
大好きな街で、知識や経験をしっかり身につけて、研究者として成長したいと思います。

海外留学・在外・出向の派遣実績（過去５年）

※ 2019 年 3 月 1 日現在

■ 在外研究

■ 留学

英王立防衛安全保障研究所

… ロンドン

英ロンドン大学大学院

米コロンビア大学

… ニューヨーク

キングスカレッジ

… ロンドン

豪国立大学

… キャンベラ

英リーズ大学

… ウェストヨークシャー

米イーストウェストセンターおよび

豪国立大学

… キャンベラ

米アジア太平洋安全保障研究センター … ハワイ

英セントアンドリューズ大学 … スコットランド・セントアンドリューズ

ロシア科学アカデミー東洋学研究所 … モスクワ
米ニューヨーク大学

… ニューヨーク

米ジョージワシントン大学

… ワシントン DC

米ダートマス大学

… ニューハンプシャー

■ 出向
国連本部

… ニューヨーク
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ワークライフバランス

防研の業務の特徴の 1 つとして、研究や教育の内容は個々の研究者の能力や取り組みに依存する面が大きく、
他人によって代替できない仕事が多いことが挙げられます。そのため、研究者の仕事と生活の調和（ワークライ
フバランス）を確保していくことが非常に重要であると考えています。
また、安全保障課題が複雑化・多様化するなかで、多面的な視点から研究を行う必要性が高まっており、
その観点からも女性研究者の活躍は重要といえます。防研でも現在、研究室長や主任研究官などとして女性研
究者が中核的な役割を担っています。性別に関係なく研究者としてのキャリアを積み、活躍できる環境を整え
るため、様々な制度が整備されています。ここでは主な制度や取り組みとして、フレックスタイム制、妊娠・出
産～育児の時期における休暇などの制度、防衛省市ヶ谷地区における託児所について紹介します。

フレックスタイム制
公務に支障のない範囲で毎日の始業時間や終業時間を柔軟に設定できます。特に研究者は、全員が勤務しなけ
ればならない時間帯であるコアタイムが事務官などと比べても短く設定されているので、より個人の状況に合わせた
勤務形態とすることが可能となっています。多くの研究者が実際にフレックスタイム制を活用しています。

フレックスタイム制のイメージ

・コアタイムは全員が勤務
・フレキシブルタイム（始業時刻は午前 7 時以降、終業時刻は午後 10 時以前）は、その範囲内で
育児・介護など各自の様々な事情に応じて以下のことが可能
… 勤務時間帯を早める（遅らせる）こと
… 1 日の勤務時間を短く（長く）して、その分、他の日の勤務時間を長く（短く）すること
・1 週間あたりの勤務時間が 38 時間 45 分となるように割り振る

妊娠・出産～育児の時期における休暇などの制度
妊娠・出産から子どもが小学校を卒業するまでの間の育児期間中には、特別休暇や超過勤務の制限・免除、短
時間勤務など、男性・女性職員ともに、仕事と出産や育児などを両立できるようにするための制度を整備しています。
16

託児所の整備
2017 年 4 月、防研が所在する防衛省市ヶ谷地区敷地内に「キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園」
（事業所内保育所）
がオープンしました。保育時間は平日のみとなり、基本保育 7:30 ～ 18:30・延長保育 18:30 ～ 22:00 の間、保育サー
ビスが提供されます。
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処遇・福利厚生

給与（採用時）
学

歴

大学院修士課程修了
大学院博士課程修了

適用俸給表
研究職俸給表（2 級）

俸

給

277,560 円
324,480 円

※地域手当を含む（平成 31 年 3 月現在）。修士・博士課程修了後に職務経歴等がある場合は加算されることもあります。

各種手当
○ 扶 養 手 当 ：扶養親族のある者に、配偶者月額 6,500 円等
○ 住 居 手 当 ：借家居住者等に、月額最高 27,000 円
○ 通 勤 手 当 ：交通機関等利用者に、1 月当たり最高 55,000 円
○ 期末・勤勉手当 ：1 年間に俸給等の 4.45 月分
○ その 他の 手当：超過勤務手当等

勤務時間・休暇
○ 8：30 ～ 17：15 または 9：30 ～ 18：15（7 時間 45 分）フレックスタイム制あり
○ 週休 2 日制
○ 年次休暇 20 日（4 月 1 日採用の場合、採用された年は 15 日。残日数は 20 日を限度として翌年に繰り越し）
○ 病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引、子の看護等）および介護休暇

福利厚生
■ 共済組合
共済組合は、国の厚生施策と相互に密接な関係を保ちながら、職員と家族が健康で、より快適な生活ができるよ
う、健康保険や年金などの事業のほか、生活の安定と豊かさのための各種助成、貯金、貸付、生活必需品の販
売や宿泊施設の運営を行っています。

■ 福利厚生施設
共済組合直営の宿泊施設、外部委託契約による民間保養施設などが割引金額にて利用できます。

■ 優れた健康管理体制
医療施設が設けられており、職員は病気などの治療を受けることができます。また、全国各地の国家公務員共済
組合連合会等の病院も利用することができます。

■ 充実した食堂・売店等施設
食堂や売店などの福利厚生施設が設けられております。
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Q1
A1

Q2

よくある質問

研究者の採用は毎年行っていますか？
大学院修士課程修了見込み以上の方を対象とする採用は、定期的に行っています。最近の採用実績は以下の通りです。
採用年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度 ※

人数

1

3

2

5

2

※平成 31 年度の採用実績は見込みです。

修 士課程在学中のため、大学院などの授業の課題で提出したレポート以外に研究業績と呼べる
ものがないのですが、それでも応募可能でしょうか。

A2

Q3

 能です。採用プロセスにおいて研究業績審査は、それ以外の語学・専門試験などの試験種目のうちの 1 つに過ぎま
可
せん。研究者としての将来性を重視していますので、研究業績が少ないことで不利となることはありません。ぜひ積極
的にご応募ください。

募集案内に書かれている「職務内容」と現在の自分の研究内容が一致していないのですが、
応募可能ですか。大学院で理工系の勉強をしていても、応募はできますか。

A3

Q4

 い。採用後は「職務内容」に示される分野での研究に主に従事することになりますので、その分野への学問的関心や
は
研究意欲は必須です。ですが、選考では研究者としての将来性を重視しますので、応募時点で「職務内容」と合致する
ような研究業績や経歴は必要ありません。採用をきっかけに、その分野の研究に取り組みたいという強い思いをお持ち
の方からのご応募を歓迎します。

応募票の「資格」について記入例で示されているような資格を持っていないのですが、
何を書けばよいのでしょうか。書かないことによって不利になることはありますか。

A4

応 募票の「資格」は面接などの際に参考資料として用いるものですので、資格がないというだけで選考上不利になるこ
とはありません。また資格について特段の基準などはありません。防研の仕事に少しでも関連ありそうだとご自身で思
われる資格でしたらどのようなものでも結構ですので、ぜひご記入ください。

Q5

現在、博士課程に在籍しています。採用後も博士号取得に向けて博士論文の執筆を続けることは
できますか？

A5

Q6

は
 い。防研採用後に勤務時間以外の時間などを利用して論文の執筆を着実に続けて、博士号をとった研究者も数多くい
ます。

他の研究機関が実施する研究プロジェクトの委員や大学における非常勤講師を引き受けることは
可能ですか？

A6

 研の職務に支障がないなど、いくつかの承認基準を満たす場合に行うことが認められています。具体的には採用内
防
定時にご相談下さい。
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