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はじめに
□ 防衛研究所とは
戦後間もない1952年に設立された防衛研究所は、防衛省のシンクタンクであるとともに、防
衛・安全保障に関する我が国唯一の国立の学術研究機関です。日本の平和、防衛・安全保
障に寄与することをめざし、政策研究や国際・地域情勢分析に加え、法律、経済、歴史、社会
など多岐にわたる分野の研究を行っています。
また防衛研究所は、防衛省・自衛隊の幹部職員に対して、諸外国でいう国防大学相当の教
育研修プログラムを実施する教育機関であり、また旧日本陸海軍関連史料の管理・公開を
行っている日本最大の戦史研究機関でもあります。
近年、防衛・安全保障分野では「政策」と「研究」が連携することの重要性について強く認識
されるようになりました。防衛省本省をはじめとする政策部門に対して、防衛研究所が有する
知見を提供することへのニーズが高まっています。
また安全保障研究分野における日本の “National Institute” として、防衛研究所は国際
的にも高い信頼と評価を得ています。特に近年では、日本の防衛・安全保障政策に対する関
心の高まりを反映して、防衛研究所と諸外国の国防大学やトップクラスの研究機関などとの間
で対話や往来が盛んに行われています。防衛研究所は、防衛・安全保障分野の研究機関と
して飛躍する時代を迎えているといえます。

□本パンフレットについて
本パンフレットは、防衛研究所の研究者になりたいと具体的に考えている方や、関心はある
けれど、防衛研究所の研究者が普段どんなことをしているのかわからないから応募するのは少
し不安があるという方を対象に、防衛研究所の研究者の仕事やその魅力、キャリアパスなどに
ついて紹介するものです。
本パンフレットを通じて、少しでも防衛研究所の研究者の仕事について理解が深まり、応募
してみたいと思っていただけましたら幸いです。防衛研究所の研究者が活躍する場は、年々
広がっています。安全保障・戦史の研究者として世界の第一線で活躍してみたいと思っている
皆様からの積極的なご応募をお待ちしております。
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1 調査研究
Research, Publications and Seminars

防衛研究所（防研）で働く研究者にとって最も重要な仕事が、自らの専門的な知見に基づいて行う調査研究です。調査研究活
動から得られた成果は、防衛省・自衛隊の政策部門における政策策定の一助となったり、防研や防衛省・自衛隊内で行われる
各種教育に活用されているほか、防研の各種出版物やその他の学術書、学会発表、公開のセミナーなどを通じて社会や研究コ
ミュニティに提供されています。

（１）特別研究・所指定研究・基礎研究
全ての研究者が毎年実施し、防研の調査研究における基盤的活動となっているのが特別研究、所指定研究、基礎研究です。
u 特別研究
防衛省の内部部局（内局）からの要望に応じて実施する研究で
す。防衛省のシンクタンクとして、日本の防衛・安全保障政策の
ニーズに応えることを目的としています。研究成果は内局に提供
され、政策策定に活用されています。

u 所指定研究・基礎研究
基礎研究は、研究者が各人の専門性に基づいて行う研究で、
比較的長期的な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。また基礎研究の中で、特に日本の

防研の研究者は防研が所蔵・管理する膨大な旧日本軍関
係史料に自由にアクセスすることが可能。

防衛政策に寄与できると認められるものについては、所指定研究
としています。

防研で実施している研究は原則として、公開情報に基づいて行われています。防研が所在する目黒基地内には図書館があ
り、軍事・安全保障に関する図書・学術誌を多数所蔵しています。また、研究に必要な各種のデータベースもあり、研究者はこ
れらの資料を活用して研究を行っています。戦史については、防研の研究者であれば、防研が所蔵・管理している膨大な旧日
本陸・海軍関係の史料に自由にアクセスすることが可能です。
研究成果の一部は、防研の出版物である『防衛研究所紀要』や『戦史研究年
報』に掲載され、防研のホームページなどを通じて、だれでも読むことができるよう
になっています。
また特別研究、所指定研究、基礎研究の成果は必要に応じて防衛省・自衛隊
内に共有されるようになっています。防研の研究者が生み出す研究成果は学術
的価値を有するだけでなく、防衛・安全保障政策の策定に必要な情報・知見を提
供するという役割も担っているのです。
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（２）『東アジア戦略概観』・『中国安全保障レポート』
研究者は、防衛研究所が出版する各種の報告書の執筆やその企画・編集も行っています。
代表的な報告書の1つが『東アジア戦略概観』です。東アジアを中心とする地域の戦略環境の変化や様々な安全保障課題に
ついて分析する年次報告書で、1997年の発刊以来20年間にわたって、防研の研究者の分析・視点を提供し続けています。
『東アジア戦略概観』が提供する分析の信頼性の高さは、国内外で広く認められて
います。学術論文などで引用されるのはもちろんのこと、大学のテキストとしても利用さ
れています。また、毎年、発表と同時にテレビや新聞などの各種マスメディアに大きく
取り上げられています。
『東アジア戦略概観』は日本語のみならず、英語でも出版されており、国際的にも高
く評価されています。例えば、ペンシルベニア大学TTCSP（シンクタンク・市民社会プ
ログラム）が発表した「2014年世界シンクタンク報告書」においては、 “Best Policy
Study/Report” の1つに選ばれました。
『東アジア戦略概観』の執筆はすべて、防研の研究者が行っています。東アジアを中
心とする地域の国々を専門とする研究者のほか、その時々の国際情勢のなかで重要と
思われるトピック（2016年版では宇宙安全保障と中東地域）について研究者が執筆を
担当します。
『東アジア戦略概観』の出版にあたっては、執筆者以外の研究者も重要な役割を果
『東アジア戦略概観2016』 は全9章から
なり、東アジア地域情勢や安全保障上の
重要課題を包括的に分析。

たしています。編集部の一員として、執筆者と協力しながら、毎年の企画や編集（原稿
の校正や英訳のチェック、写真選定など）、広報に携わっています。

『中国安全保障レポート』は、中国を専門とする研究者が中心となって、中国の軍
事・安全保障に関して中長期的な視点から着目すべきテーマについて分析を行うもの
で、2011年の発刊以来、『東アジア戦略概観』とならぶ防研の代表的な研究報告書と
して国内外から高い評価を得てきました。
『中国安全保障レポート』は日・英・中の3カ国語版が同時に発表され、世界中の中
国専門家や政策決定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。
国際的関心の高さを受けて、『中国安全保障レポート』の出版後に、執筆を担当した
研究者は世界各国の政府機関やシンクタンクを訪問し、内容の説明や意見交換を実
施しています。2016年版では、米国のランド研究所、戦略国際問題研究所（CSIS）、
ブルッキングス研究所や欧州各国のシンクタンク、政府機関などを訪問しました。また
海外の国防大学・研究機関から研究者や政府関係者が防研を訪問する際にも、『中
国安全保障レポート』の内容について議論をしたいとの要望が数多く寄せられます。
『中国安全保障レポート』でも、研究者が編集部の一員として、企画・編集や広報業
務に携わっています。
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『中国安全保障レポート2016』 では拡大
する人民解放軍の活動範囲や戦略につ
いて分析。

（３）多様な研究成果の発表機会
防衛研究所は、『東アジア戦略概観』や『中国安全保障レポート』以外にも、研究者が自らの研究
成果を国内外に広く発信するための様々な出版物を発行しています。
すでに触れた『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に防研
内の査読を通過した防研研究者からの自由投稿論文も随時掲載しています。
また防研はこれまでオーストラリア国立大学（ANU）や英王立防衛安全保障研究所（RUSI）、ス
ウェーデン国防研究所（FOI）など、著名な大学・研究機関と共同で研究プロジェクトを実施してき
ました。これらのプロジェクトの成果は『国際共同研究シリーズ』として出版されています。
戦史については、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』の刊行や『朝
鮮戦争と日本』といった特集を組んでおり、研究者の論文を掲載しています。
こうした研究論文に加え、『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をタイムリーなかたちで発表しています。
これらの出版物は原則として全てが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
きるようになっています。またその多くは、日本語だけでなく英語でも出版されており、世界中の
人々に読まれています。

（４）国際会議・研究会
防衛研究所は、国際会議や研究会を多数主催しており、研究者はここでも大きな役割を担っています。
防研主催の国際会議のなかで最も大規模かつ一般にも公開されて
いるのが、「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」です。来場者は毎年、200〜300名にのぼります。
「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、国内外から著名な研究者や実務家を招いて議論するもので
す。近年では、宇宙安全保障、平和維持活動、アジア太平洋地域の
多国間協力、防衛力の戦略的マネジメントなどをテーマとして取り上げ
2015年度安全保障国際シンポジウム「宇宙安全保障：
諸外国の動向と日本の取組み」の様子。

てきました。
「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。近年では、戦争
の終結、統合・連合作戦、島嶼問題、太平洋戦争の遺産などをテーマ
に開催しました。
会議では、世界トップクラスの研究者による発表を直接聞くことができ
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うことが期
待されています。またパネルディスカッションの司会や討論者を務める
こともあります。
研究者は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担っています。
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2015年度戦争史研究国際フォーラム「歴史から見た戦
争の終結」で基調講演を行ったヒュー・ストローン英セ
ントアンドリューズ大学教授。

防衛研究所では、一般には公開していない研究会も数多く行われています。例えば「アジア太平洋安全保障ワークショップ」で
は毎年、アジア太平洋地域の国々の大学・研究機関から研究者を招へいし、各国の防衛・安全保障政策や地域情勢などについ
て研究発表やディスカッションを行っています。防研の研究者は日本の防衛政策や日本を取り巻く安全保障環境について研究
者の視点から報告を行っています。
このほかにも防研では、小規模な研究会が数多く行われ
ています（2015年は40回以上）。
研究会で扱うテーマは、アジア太平洋の地域情勢、核抑
止、日米関係、サイバー安全保障などの現代の安全保障
課題から第二次世界大戦などの歴史的テーマに至るまで
様々です。
防研の研究者はこれらの研究会に自由に出席することが
でき、最新の知見や研究成果に触れることができます。また、
2015年10月に赤十字国際委員会（ICRC）と共催したセミナーの様子。
現代の航空攻撃やターゲティングと人道原則との関係について議論。

こうした研究会の企画や研究会での発表を通じて、国内外
の著名な研究機関や研究者とネットワークを構築することも
できます。

（５）史料の収集、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、あるいは
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。これは戦後の防衛省・自衛隊の元職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して出版するものです。防研におけるオーラル・ヒストリーは、防衛省・自衛隊史研究の史料
的基盤を整備するもので、2016年4月までに30人以上の防衛省・自衛隊OBに対して聞き取りを実施してきました。この分野にお
いて、現在まで組織的にオーラル・ヒストリーの取組みを続けているのは日本では防研のみであり、その成果は、多くの戦後史研
究者によって引用・参照されています。
オーラル・ヒストリーにおいて研究者が担う役割は、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OBの方が当時の様子や出来事を語る様子は臨場感にあふれており、それを直接聞くことができるのは、歴史を専門とする
研究者にとっての醍醐味といえるものです。

（６）国内外での知見の発信
多くの防研研究者が学会報告や学術誌への論文投稿、本の執筆などを通じて、国内外に対して自らの知見・研究成果を意欲
的に発信しています。世界各国で行われる国際会議に招へいされたり、新聞・テレビなどのマスメディアからのインタビュー依頼
を受ける研究者もいます。不透明さが増す国際情勢についての専門的な知見に基づく分析へのニーズは国内外で高まってお
り、軍事・安全保障分野で国内トップクラスの知見を誇る防研研究者の活躍の場は広がっています。
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2 国際交流
International Exchange

防衛研究所は、世界各国の国防大学や研究機関をカウンターパートとして、国際的なネットワークの構築・強化に向けた取組
みを日々進めています。こうした国際交流の取組みにおいて、研究者は自らの専門的知見に基づく発言や研究成果の発表を
行うことが期待されています。

（１）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防衛研究所を訪問し、防研の研究者と防衛・安全
保障に関連する様々なテーマについて議論（意見交換）を行っています。2015年には、およそ70回にのぼる意見交換が行われ
ました。
意見交換にはテーマに応じて専門とする研究者が出席
します。テーマは多岐にわたり、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あります。
意見交換のなかで研究者は専門的知見に基づく分析や
視点を提供することが期待されています。
こうした意見交換を通じて、研究者は各国政府の問題意
識や情勢認識に触れることができます。来訪した研究者と

ドシアノ ・ゴメス東ティモール防衛研究所長が防研を来訪した際に実
施した研究者との意見交換の様子。

の人的ネットワークを構築することも可能です。

表1： 2015年に防研を来訪した主な外国政府高官および国防当局の研究機関幹部 （敬称略）
国名

来訪者

米国

セシル・D・ヘイニー（戦略軍司令官・海軍大将）、ジョン・ドーラン（在日米軍司令官・空軍中将）、ダン・
リーフ（アジア太平洋安全保障研究センター（APCSS）長・退役空軍中将）

韓国

ハン・ホンジョン（韓国国防研究院（KIDA）院長・退役陸軍中将）

オーストラリア

リチャード・バー（陸軍副本部長・陸軍少将）

インド

シャム・サラン（インド国家安全保障諮問会議前議長）

パキスタン

アイザズ・アフマド・チョードリー（パキスタン外務次官）

インドネシア

ジャガル・ウィセソ・マルセノ（国家強靭性研究所（レムハナス）副所長）

ベトナム

ヴィー・ティエン・チョン（ベトナム国防国際関係研究所（IDIR）長）

東ティモール

ドナシアノ・ゴメス（東ティモール防衛研究所長）

ドイツ

アキム・リズバ（ドイツ連邦軍指揮幕僚大学校長・陸軍少将）

フランス

フレデリック・シャリヨン（フランス軍事学校戦略研究所（IRSEM）長）

イタリア

リナルド・ヴェーリ（イタリア高等国防研究センター（CASD）長・海軍中将）

チェコ

ニージェク・アレシュ（チェコ共和国軍事史研究所長・陸軍大佐）

チリ

マルコス・ロブレド（チリ共和国国防次官）
７

（２）世界各国の国防大学・研究機関への訪問
防衛研究所の国際交流は、海外からの来訪者への対応だけではありません。世界各国の国防大学や研究機関の訪問や国際
会議への出席を通じて、防衛研究所の取組みや日本の防衛・安全保障政策について説明したり、地域情勢について意見交換
を行ったりしています。研究者は、現代の安全保障課題や地域情勢、戦史の専門家として、会議や意見交換の場において発言
や発表を行います。国際会議では、例えば次のような会議に防研から代表者を派遣してきました。
•

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

•

香山フォーラム
また下の表にあるような世界各国の国防大学や研究機

関に研究者を派遣し、国際的な研究・教育ネットワークの
構築を進めてきました。これまで以上に防衛省・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
高まるなかで、研究者が専門家としての立場から世界に向

2015年にオーストリアで行われたNATO国防大学校長等会議には防衛
研究所長が出席し、研究者も同行。

けて発信していく必要性はますます増大しています。

表2： 防研の国際的な知的ネットワーク （研究者の往来を含む交流を行っている主な海外の大学・研究機関）
国・地域

大学・研究機関

米国

国防大学国家戦略研究所（INSS）、ランド研究所、戦略・国際問題研究所（CSIS）、外交問題評議会（CFR）、ブ
ルッキングス研究所、アジア太平洋安全保障研究センター（APCSS）、イースト・ウエストセンター

韓国

韓国国防研究院（KIDA）、国防大学校、国防部軍史編纂研究所

中国

国防大学、軍事科学院、中国国際戦略研究基金会、中国共産党中央党校、中国現代国際関係研究院
（CICIR）、中国社会科学院、北京大学

ロシア

参謀本部大学、参謀本部戦略研究所、ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所（IMEMO）、ロシア科
学アカデミー・極東研究所、カーネギー・モスクワセンター

オーストラリア

国防大学、オーストラリア戦略政策研究所（ASPI）、オーストラリア国立大学、地域安全保障研究所（IFRS）

インド

インド防衛研究所（IDSA）、国防大学、統合戦略研究所（USI）

東南アジア

ベトナム国際関係研究所（IDIR）、インドネシア国家強靭性研究所（LEMHANNAS）、インドネシア戦略国際問題
研究センター（CSIS）、マレーシア戦略国際問題研究所（ISIS）、フィリピン戦略開発問題研究所（ISDS）、ミャン
マー国防大学、シンガポール東南アジア研究所（ISEAS）、シンガポール・ラジャラトナム国際問題研究所
（RSIS）、タイ国防研究所（NDSI）、タイ・チュラロンコン大学安全保障国際問題研究所

欧州

英王立防衛・安全保障研究所（RUSI）、国際戦略問題研究所（IISS）、チャタムハウス、英王立国防大学（RCDS）、
フランス軍事学校戦略研究所（IRSEM）、フランス国際関係研究所（IFRI）、ドイツ連邦安全保障研究所（BAKS）、
ドイツ国際・安全保障研究所（SWP）、イタリア国際問題研究所（IAI）、オランダ国際関係研究所（クリンゲン
ダール）、ベルギー王立国際関係研究所（EGMONT）、スウェーデン国防研究所（FOI）、ヘルシンキ大学アレク
サンテリ研究所、バルト国防大学、EU安全保障研究所（EUISS）

その他

NATO国防大学、カナダ国防大学、パキスタン国防大学、モンゴル戦略研究所（ISS）、南アフリカ安全保障研究
所（ISS）

８

3 教育
Education

防衛研究所では、自衛官やその他の防衛省職員に対する教育を実施しています。研究者は自らの専門分野に関する知識を活
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。

（１）一般課程
一般課程は防研の最も主要な教育課程で、毎年9月〜6月までの
約10カ月間にわたり開講されます。一般課程では1佐・2佐クラスの
自衛官をはじめとして防衛省、他省庁、地方公共団体、民間企業
の職員や、米国や韓国、インドなどの諸外国の軍人を含む約40〜
50名が机を並べて防衛・安全保障に関する幅広い知識や見方に
ついて講義やセミナー、現地研修などを通じて修得していきます。
研究者は開講される講座（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、年間約

一般課程で第2次世界大戦直前の政治・外交について講義
を行う相澤淳・安全保障政策史研究室長。

1〜3個の講座・セミナーを受け持ちます。
一般課程では、課程の最後に各研修員が論文を提出
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。
防衛・安全保障の実務を熟知している一般課程の研修
員に対する教育は一方的なものとはなりません。講座・セ
ミナーや論文指導における研修員とのやり取りを通じて、
研究者も現場の見方を学ぶことができます。
これまでに一般課程を修了した自衛官は、各幕僚長を
一般課程のセミナーで現代の中東地域情勢について研修員とディスカッ
ションをする西野正巳・アジア・アフリカ研究室主任研究官。

はじめとする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自衛隊の将来を担う自衛官と知
己を得られる貴重な機会ともなっています。

2016年9月からの一般課程では、選抜された一部の一般課程研修員に対して修士号を付与するプログラムが始まります。安全
保障環境が複雑化する中で自衛官・防衛省職員が備えるべき知識や視野は拡大・深化しており、教育課程の一層の充実に向け
た様々な取組みのなかで研究者もこれまで以上に質の高い教育を提供することが求められています。

（２）特別課程・総合職職員研修
一般課程以外にも、防研には特別課程と総合職職員研修の2つの教育課程があります。
特別課程は、将補・1佐クラスの自衛官や課長クラスの職員に対して約3週間をかけて行われる教育プログラムです。特別課程
では、シニアクラスの研究者（主に研究室長以上）が講師を務めます。
主に若手の研究者（研究員・主任研究官）が担当するのが総合職職員研修です。総合職職員研修は入省3年目の総合職職員
に対して行われる短期の課程で、地域情勢や安全保障の基礎的知識を教えています。

９

4 政策支援
Support to Policy-Making

防衛省のシンクタンクとして、防衛研究所は調査研究に加え、より直接的な形で防衛・安全保障政策策定への支援を行って
います。ここでは、そうした取組みの代表例として、2015年4月に新たに設置された政策シミュレーション室の活動と、研究者に
よる政府幹部などに対するブリーフィングを紹介します。

（1）政策シミュレーション室
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月に防研に設置
されました。研究者である特別研究官（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。
こうした政策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、自衛隊においても特に戦術・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。防研の政策シミュレー
ション室では、戦略レベルのシミュレーションを中心に取組んでいます。

●政策シミュレーションにおける研究者の役割
政策シミュレーション室では、防衛省の政策立案に関する支援と、防衛研究所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。特別研究官（政策シミュレーション担当）の下、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。政策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。

（２）政府幹部などに対するブリーフィング
研究者は、政策ニーズに対応するため防衛大臣をはじめとする防衛省・政府の幹部などに対するブリーフィングを実施してい
ます。
防衛事務次官や各幕僚長をはじめとする防衛省・自衛隊の幹部が出席する会議後や防衛政策局内の会議後に、研究者は研
究成果や国際情勢・地域情勢についてのブリーフィングを定期的に行っています。また防衛大臣や国家安全保障局などの政府
高官、政党・国会議員などに対しても、その時々のニーズに応じてブリーフィングや説明を行っています。
こうした場でのブリーフィングは時間が限られているので、研究者は自らが専門とする地域・分野についてポイントのみを簡潔
に説明し、政策策定・決定者のニーズに的確に応えることができるよう努めています。
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5 キャリアパス

Career Steps of NIDS Researchers

防衛研究所の研究者として採用されると、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格して
いきます。

職名

研究員（研究職2級）
• 調査研究の実施
• 総合職職員研修などの教育課程における講座の担当

主な役割

• 『東アジア戦略概観』、『中国安全保障レポート』、『防衛研究所紀要』などの編集、各種プロ
ジェクト（国際交流、国際会議の企画・運営）のスタッフ
• 企画調整課、内部部局などへの併任 （※）
• 留学・在外研究（次ページ参照）

職名

主任研究官（研究職3〜5級）
• 調査研究の実施
• 一般課程などの教育課程における講座・セミナーの担当

主な役割

• 『東アジア戦略概観』、『中国安全保障レポート』、『防衛研究所紀要』などの編集事務局長、
各種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 （※）
• 留学・在外研究（次ページ参照）

職名

研究室長（研究職4・5級）
• 各研究室の統括
• 各種プロジェクトの責任者

主な役割

• 調査研究の実施
• 一般課程などの教育課程における講座・セミナーの担当
• 企画調整課などへの併任（※）

職名

研究部長、戦史センター長、特別研究官（研究職5級）
• 各研究部、戦史センターなどの統括

主な役割

• 『東アジア戦略概観』、『中国安全保障レポート』などの編集長、大型プロジェクトの責任者
• 一般課程などの教育課程における講座・セミナーの担当

研究幹事（研究職5級）

職名
主な役割

• 防研の調査研究及び教育課程の統括
• 一般課程などの教育課程における講座・セミナーの担当

※ 「企画調整課、内部部局などへの併任」とは
研究者はそのキャリアパスの中で、防研の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、あるいは防衛省の政策部門（内部部局など）に、一定期間勤務する場合があります。防研内の部署（企画部や教育部）で
は、研究者の知見・研究活動と防研の組織的ニーズとを架橋する役割を担っています。また、政策部門における勤務では、ブ
リーフィングなどよりもより直接的かつ継続的な形で研究者の知見を提供しています。ただし、こうした併任の制度自体は常に見
直されているため、併任ポストや期間・仕事内容は人によってそれぞれ異なります。政策部門での勤務を実際に経験した研究
者の体験談については、「研究者対談」（13〜14ページ）をご覧ください。
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6 留学・在外研究
Opportunities for Study/Research Abroad

調査研究・教育能力の向上や防衛研究所での仕事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、海
外留学・在外研究の道が開かれています。これまでに数多くの研究者が世界各国の大学院や研究機関に滞在し、修士・博士
課程での修学、論文の執筆、研究発表、資料の収集などを行ってきました。

（１）留学
留学では、主に若手の研究者が海外大学院の正規課程（修士課程もしくは博士課程）に最大2年間在籍し、学位論文などの執
筆や課程の履修をしています。
留学の機会を与えられた研究者は、自らの専門分野や防研における業務の必要性に応じて、留学先を決定しています。最近
では、オーストラリア国立大学戦略防衛研究センター博士課程、英リーズ大学政治・国際学部博士課程、英ロンドン大学キングス
カレッジ中東研究所修士課程にそれぞれ1〜2年間派遣されています。留学を通じて、研究者は自らの専門分野に関する知見を
深め、研究能力を磨く時間・機会を与えられています。

留学中の研究者からのメッセージ：大西 健 グローバル安全保障研究室研究員（2010年採用）
私は2014年9月から、英国リーズ大学政治・国際学部博士課程において、平和
維持活動（PKO）における強要（compellence）戦略の成功条件について研究を
行っています。防研からの留学期間は最大2年間なので、その間に博士課程
（リーズ大では3〜4年の課程です）を修了することはできません。そのため帰国後
も博士論文に引き続き取り組むことになります。
シンクタンクで働く研究者にとって、留学を通じて社会科学的な研究能力を高め
る機会を与えられることは大変貴重です。理論は政策そのものの代わりとはなりま
せんが、現実世界の複雑な状況を整理するレンズや、採りうるオプションとその適

2016年某日：リーズ大学構内にて

否を検討する際の思考枠組みを提供できます。私も帰国後は留学中の研究の成
果を基に、有用な知見を提供できるように頑張ります。

（２）在外研究
在外研究では、若手・中堅クラスの研究者が海外の大学・研究機関に数カ月から最大1年間派遣され、自らの専門分野に関す
る研究能力の向上や今後の研究に資する国際的なネットワークの構築を図ります。
最近では、ロシア科学アカデミー東洋学研究所、米アジア太平洋安全保障研究センター（APCSS）、オーストラリア国立大学豪
日研究センター、米コロンビア大学ウェザーヘッド東アジア研究所、英王立防衛安全保障研究所（RUSI）、米スタンフォード大学
フーバー研究所、米国海軍大学など、国際的に著名な大学・研究機関に研究者が派遣されています。
特に英国における防研のカウンターパートであり、軍事・安全保障分野においてトップクラスのシンクタンクであるRUSIとは、こ
れまで研究者の相互派遣を定期的に行っており、防研からも多くの研究者を派遣してきました。
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7 研究者対談
How Researchers Think about NIDS

実際に防衛研究所で働いている若手・中堅の研究者4名に、防研での仕事（研究やその他の業務）、在外研究や政策部門で
の勤務の経験、防研の雰囲気などについてざっくばらんに話してもらいました。

□ 防研での仕事について

義やセミナー、論文指導をしながら、彼らの現場での経験
や知見から多くのことを学ぶことができます。また、各国政
府高官や軍幹部、海外からの研究者などの来訪が多く、
彼らとの意見交換の機会が頻繁にあることも防研の大き
な魅力です。これも防研が政府機関だからこそある機会
で、一般の大学にはない特徴・強みだと思います。
山口：普段読んで参考にしている本や論文の著者がふらっと
防研に来ることはありますね（笑）。研究者のネットワーク
は作りやすいと思います。
栗田：私は2015年4月に防研に入りましたが、1年目の主な仕
事として『東アジア戦略概観』の編集作業、防衛省内部部
局からの要請に基づいて行われる特別研究の共同執筆
を担当したほか、海外の国防大学・研究機関から研究者
などを招へいして行うプロジェクトへの関与や、「NIDSコ
メンタリー」への寄稿を行いました。防研での研究活動は
入る前のイメージよりも制約が少なく、比較的自由にでき
る部分が多いと感じています。
山口：防研では、特別研究や『東アジア戦略概観』、『中国安
全保障レポート』など、組織として必ず行わなければいけ
ない仕事がある一方で、基礎研究や「ブリーフィング・メ
モ」、「NIDSコメンタリー」は基本的に自分の研究関心に
基づいて書くことができます。外部の学術誌などへの寄
稿も、原則として制約はなく自由に行うことができます。

Q2：実際にどういった仕事に携わっていますか？ 仕事は忙

Q3：研究とその他の業務はどのように両立していますか？

□ 防研の研究者になることについて
Q1：防研に入る前から防研のことは知っていましたか？ 防研
に入ることに不安はなかったですか？
千々和泰明：研究者を目指す大学院生の就職先の１つとして
防研の存在は知っていました。身近に防研研究者の知人
はいませんでしたが、政策系の大学院にいたこともあって
政府のシンクタンクに入ることへの抵抗は少なく、思い
切って飛び込んでみようと思いました。
山口信治：私は大学院生の頃に、学会で発表をする防研研
究者をみる機会が多かったので、防研の存在は知ってい
ました。また、防研は忙しそうな職場だなというイメージも
ありました。
鶴岡路人：応募前に研究環境や仕事内容について、知り合
いの防研研究者に話を聞いたりしました。私は海外の日
本大使館で専門調査員をしたことがあり、大学とは異なる
環境での勤務や自衛官と一緒に働いた経験があったの
で、防研に入ることへの抵抗感は小さかったと思います。
栗田真広：防研に入る前に不安がなかったわけではないで
す。ただ、私はまだ博士号を持っていないのですが、それ
でも研究者として研究の仕事をさせてもらえる防研への期
待感は強かったと思います。

しいですか？仕事の醍醐味・魅力はなんですか？
山口：最低限やるべき仕事以外に幅広く手を広げると非常に
忙しくなってしまうことはあります。ただ、研究関心の幅に
もよりますが、防研での仕事の多くは研究につながってい
ます。忙しさは時期にもよりますが、例えば海外の研究者
や政府高官が防研を来訪した際に実施する意見交換で
予定が一杯になって研究の時間が全くとれなくなるといっ
たようなことはありません。
千々和：戦史研究センターでは、太平洋戦争に関する共同
研究が進んでおり、また私は防研が刊行している防衛庁・
自衛隊関係者のオーラル・ヒストリーにも携わっています。
こうした仕事では事前準備や編集で忙しいときもあります
が、例えばオーラル・ヒストリーでは防研の情報・ネット
ワークを活かして関係者の方にアクセスできるのは防研な
らではの魅力だと思います。
鶴岡：防研の特徴・魅力の1つは教育にあると思います。一般
課程研修員の多くは将来を嘱望される幹部自衛官で、講

栗田：仕事の忙しさは時期によって波があり、年度の初めは
研究のための時間が比較的とりやすいので、その間に研
究を進めるといった工夫が必要だなと1年間の仕事を通じ
て実感しました。
鶴岡：タイムマネジメントをきちんとすれば研究の時間を確保
することは十分可能で、私も国際会議などへの出席や研
究発表を積極的にしています。 外部の研究プロジェクト
に参加する場合には所内での一定の手続きが必要となり
ますが、比較的自由に研究ができる環境だと思います。
千々和：忙しさの波があることを前提に、先々まで見据えて研
究スケジュールを組み立てることが必要だと思います。同
時に所内の他の業務に携わるメンバーとの調整を丁寧に
していくことも重要です。それによって研究時間の確保も
でき、防研での様々な可能性――研究だけでなく、政策へ
の関与など――を活かすことができます。なので、好奇心
旺盛かつ協調性のある人が、防研に向いているのかなと
思います。

対談者紹介
鶴岡路人（つるおか みちと）：
地域研究部米欧ロシア研究室主任研
究官。専門はヨーロッパの国際政治、
NATO、EU、核政策。2009年採用。

千々和泰明（ちぢわ やすあき）：
戦史研究センター安全保障政策史研究
室主任研究官。専門は日米関係、日本
の外交・安全保障政策。2009年採用。
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Q4：防研での仕事に語学力（特に英語）はどれぐらい求めら
れますか？
栗田：私は正直、英語で話すのは得意ではないのですが、防
研では採用1年目でも意見交換にかなり頻繁に出させて
もらう機会があり、この1年間で、英語で議論ができる能力
をきちんと身につける必要性を強く感じました。
山口：防研の仕事において、英語のスキルが求められる機会
は多いと思います。ですが、採用時点で流暢に英語を話
せなければいけないというわけでは必ずしもないと思いま
す。私の場合も仕事のなかで必要性を痛感して、自分で
語学学校に行くなどしました。今は英語を話したり、聞い
たりすることに大分慣れたと思います。
鶴岡：英語はできなければいけないというよりは、できたほうが
本人が得する機会が多いということだと思います。研究者
のなかにも語学の得手不得手はあります。ただ、防研の
魅力である来訪者との意見交換の機会を自らの知見向
上のために最大限活用するには、英語力、特に「聞く」、
「話す」能力が重要となってくると思います。

□ キャリアパスについて
Q5：防衛省内部部局などへの併任では具体的にどういった
仕事をしましたか？
鶴岡： 2012年4月から1年間、防衛省国際政策課で拡大
ASEAN 国 防 相 会 議 （ ADMM プ ラ ス ） や ASEAN 地 域
フォーラム（ARF）などの担当をしました。ADMMプラス
では防衛医学に関する作業部会で、シンガポールと協力
して専門家会合を開催するといった仕事に携わりました。
欧州地域を専門としている私にとっては仕事を通じて、欧
州とアジア太平洋の多国間安全保障枠組を比較してみる
ことができたのは面白い経験でした。また併任を通じて防
衛省内の政策決定プロセスを間近に見られたことも今後
の研究に役立つ、貴重な経験だったと思います。もちろ
ん併任の期間中は研究活動に割ける時間は大幅に減り
ますが、こうした政策の現場は大学の研究者ではなかな
か経験できない貴重な機会だと思います。併任の経験を
どのように研究に役立てられるかは、研究者個々人の意
識次第だろうと思います。
千々和：私は2011年4月から1年間、内閣官房副長官補（安
全保障・危機管理担当）付主査として、国家安全保障会
議（いわゆる日本版NSC）創設に関する内閣官房長官ら
による検討会合を担当しました。安全保障に関する内閣
の組織や機能などを検証するための調査や資料提供な
どを行いました。当時NSCは私の専門に直接関わるもの
ではありませんでしたが、過去の事例検証や諸外国の事
例の調査では、研究者としての知見を活用できたと思い
ます。またこの併任で得られた知見は2015年に出版した
著書『変わりゆく内閣安全保障機構―日本版NSC成立へ

の道』に活用することができました。内閣官房での仕事と
研究との間に良いサイクルを生み出すことができたと思い
ます。内閣官房の仕事を通じて日本政府内部の動きを間
近に見られたことや、そこで築くことができた人的ネット
ワークは研究者として貴重な財産になったと思います。

Q6：在外研究の経験について教えてください。
鶴岡：2013年5月から10カ月間、ロンドンにある英王立防衛
安全保障研究所（RUSI）に訪問研究員として滞在しまし
た。防研・RUSI間では研究者の相互派遣を含めた交流
が以前から存在していたことも背景にありますが、RUSI
は私の専門分野では最高の研究機関の1つですので、そ
こで研究に専念できたのは非常に貴重な経験でした。英
国のシンクタンクの世界を内側からみることができ、また
RUSIの内外で研究上のネットワークを拡大することがで
きました。さらに、その翌年に実施した防研とRUSIとの共
同研究にもつながったのではないかと思います。
千々和：私は2014年7月から9カ月間、米コロンビア大学ウェ
ザーヘッド東アジア研究所に客員研究員として在籍しま
した。コロンビア大学を選んだのは、私が専門とする日米
関係に関する中心的な研究機関だったからです。また同
大学にはオーラル・ヒストリーセンターがあり、米国での
オーラル・ヒストリーに関する先進的な取組みを学ぶことも
できました。非常に充実した時間を過ごすことができたと
思います。

□研究者間の関係について
Q7：防研の研究者同士での交流はありますか？
山口：国際関係・安全保障を専門とする研究者がこれだけ多
く集まっている研究機関・大学は他にはなく、同僚研究者
と行うインフォーマルな勉強会は研究を進めるうえで非常
に役立っています。お昼ご飯を一緒に食べに行って、議
論することもあります。組織としての上下関係はもちろんあ
りますが、強制的に飲みに連れて行かれるなんてことはな
いですよ（笑）
鶴岡：防研の研究者は出張などがない限りは、毎日出勤して
いるので、互いに顔を合わせる機会が多いですし、他の
研究者にアドバイスを求めることは大学と比べても簡単に
できると思います。また自衛官に現場のことも含めた話を
聞くこともできますよ。
千々和：私も本を執筆した際には、鶴岡さんなどに原稿を読
んでもらって、色々と有益なアドバイスを頂くことができま
した。

栗田真広（くりた まさひろ）：
地域研究部アジア・アフリカ研究室研
究員。専門は抑止理論、核戦略、パキ
スタン・アフガニスタンの安全保障。
2015年採用。

山口信治（やまぐち しんじ）：
地域研究部アジア・アフリカ研究室主任
研究官。専門は中国政治・安全保障、
中国の党軍関係、中国現代史。2011年
採用。
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8 若手研究者の１年
A Year of a Young Researcher

防衛研究所の若手研究者は、どのような1年を過ごすのでしょうか。ここでは、4月から翌年3月までの1年間に若手研究者がど
ういった仕事に携わるのかについて概要を紹介します。なお、ここで示すスケジュールは1つの例であり、忙しさの程度や時期も、
割り振られる仕事によって大きく異なります。また若手から中堅、シニアへと防研でのキャリアを積んでいくにつれて、仕事の内容
や忙しさの質は変化していきます。ですが、一般的な傾向としては、調査研究の成果報告書の締め切り、国際会議や研究会、
『東アジア戦略概観』などの出版物の編集・出版・広報作業が重なる秋から冬の時期が最も忙しくなります。

主 な 仕 事 ・ 研 究 活 動
l 新年度の始まりである4月は比較的余裕のある時期。今年度の調査研究（基礎研究）の資料収集を進める。

4月

l A国の国防大学研修団の防研訪問に合わせて行われた意見交換に出席。A国と日本との協力について発
言。

春
l 5〜6月は各国の国防大学や研究機関からの訪問が多い時期。意見交換に2回出席。

5月

l 9月開催予定の研究会（海外から研究者を招へいして実施）についてプロジェクトチームで打ち合わせ。
l 5〜6月は春の学会シーズン。学会にも積極的に出席してネットワークづくり。

夏

秋

冬

春

6月

l 研究者としての就職を希望する学生などに対する採用説明会で、防研の魅力・やりがいについて話す。
l 基礎研究に活かすため、海上自衛隊の基地に出張して、基地に所属する部隊の役割について学ぶ。防研
の研究者ならではの経験。

7月

l 入省3年目の総合職職員研修で講座を担当。研修生は年齢も近いので和気あいあいとした雰囲気のなか
で講義。

8月

l 8月は海外の研究・政府機関が夏休みに入るため防研への来訪者も少なく、忙しさが和らぐ時期。今が研
究を進めるチャンスとばかりに集めた資料を読み込む。

9月

l 海外から研究者を招へいして、研究会を開催。今回は議事録作成も担当。研究会の内容は非常に面白く、
勉強にもなった。こうして海外の研究者と知り合いになれる機会が多いのは防研の魅力の1つ。

10月

l 今年担当している『東アジア戦略概観』の編集作業もいよいよ開始。少しでも良いものになるよう、文章を
チェック。
l 10〜11月は国際会議、学会シーズン。時間の許す限り参加。学会発表も1つこなす。

11月

l 10〜11月は、防研が主催する会議・研究会も多い時期。自分の専門と関わるものにはなるべく出席。
l 『東アジア戦略概観』の編集作業も継続。

12月

l 年末、クリスマス・シーズンは海外の研究機関が休みに入る時期なので、国際交流案件も12月中旬までで
今年は終わり。
l 『東アジア戦略概観』の編集作業も継続。日々変化する国際情勢に合わせて、原稿も編集過程で変化する
ため大変。

1月

l 今年度の調査研究の執筆もそろそろ最終段階。時間をやりくりして進める。
l 『東アジア戦略概観』の編集作業もいよいよ大詰め。執筆者と編集チームの協力が重要。

2月

l
l
l
l

3月

l 『東アジア戦略概観』もいよいよ完成・発表。広報も重要な任務。テレビや新聞にも大きく取り上げられて、
執筆者でなくても嬉しい。
l 来年度の調査研究計画の所内審議も無事にパス。
l 来年度の業務分担も決まり始める。スケジュールを見ながら論文・学会発表のプランを練る。

調査研究（基礎研究）の仕上げの時期。なんとか締め切りの2月末に間に合った。
防研主催の研究会が多い時期。他の業務のスケジュールを見ながら、できるだけ出席。
来年度からまた新たに始める調査研究の計画を作成。
『東アジア戦略概観』の編集作業も終わりが見えてきた。あとちょっと。
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9 ワークライフバランス
Work-Life Balance at NIDS

研究者のワークライフバランス
仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の推進は、日本政府全体にとって重要な課題となっています。防衛研究所が実施す
る研究や教育の質は研究者個々人の能力によるところが大きく、他の人によって代替できない仕事も多いため、研究者のワーク
ライフバランスを確保していくことは特に重要であるといえます。
また防研においても女性研究者の存在は欠かせないものとなっており、研究室長や主任研究官として防研で中核的な役割を
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、活躍できるうえでもワークライフバランスは重要です。
防衛省では、下の図に示すような職員やその家族の妊娠・出産〜育児の時期における休暇のほか、介護休暇、配偶者同行休
業など、職員のワークライフバランスを支えるための様々な制度を整備しています。

妊娠・出産〜育児の時期における休暇などの制度
妊産婦の保健指導及び健康診査のための特別休暇

＊

妊娠中の休息など
のための特別休暇

妊娠満２３週まで

健康診査
４週間に１回

妊娠満２４週から満３５週まで ２週間に１回

通勤緩和のための
特別休暇

妊娠満３６週から出産まで

勤務時間の初め又は終わりにつ
き１日１時間を超えない範囲内

出産予定日の
６週間前から

産後６〜８週間
を経過する日まで

産前休暇

産後休暇

出産後１年以内

保育時間
（特別休暇）

１週間に１回
当該期間内に１回

女性職員
１日２回、各３０分以内

子の看護のための特別休暇（年５日の範囲内）※子が２人以上の場合は10日

育

児

休

業
育

児

時

１日２時間以内

間

育児短時間勤務
早出遅出勤務
超過勤務の免除

出産

妊娠
入院など
の日から

３歳

１歳

小学校
入学

小学校
卒業

出産後２週間を
経過 する日まで

配偶者出産特別休暇
出産予定日の
６週間前から

超過勤務の制限

超過勤務の制限及び免除

２日の範囲内

出産後８週間を
経過する日まで

育児参加のための特別休暇

５日の範囲内

保育時間確保のための特別休暇
１日２回、各３０分以内
子の看護のための特別休暇（年５日の範囲内）
※子が２人以上の場合は10日
育

児 休

男性職員

業
育

児

時

１日２時間以内

間

育児短時間勤務
早出遅出勤務
超過勤務の制限及び免除
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超過勤務の制限

10 処遇・福利厚生
Salaries, Benefits and Welfare

（１）給与
防衛教官（研究職2級）として採

学歴

用された場合、採用時の給与は

適用俸給表

俸給（月額）

右表の通りです。

272,760 円

大学院修士課程修了

ただし、採用前に調査研究の

研究職俸給表

経歴がある場合には加算されるこ

大学院博士課程修了

とがあります。

320,160 円

（２）各種手当
扶養手当： 扶養親族のある者に、配偶者月額13,000円など
住居手当： 借家居住者などに、月額最高27,000円
通勤手当： 交通機関などの利用者に、1カ月あたり最高55,000円
期末・勤勉手当（いわゆるボーナス）： 1年間に俸給などの約4.20カ月分
その他： 超過勤務手当など

（３）勤務時間・休暇など
勤務時間： 1日7時間45分（8:30~17:15 または 9:30〜18:15）。原則として、土日・祝日は休み（週休2日）
休暇： 年20日の年次休暇（4月1日採用の場合、採用の年は15日。残日数は20日を限度として翌年に繰り越し）の ほか、
病気休暇、特別休暇（夏期・結婚・出産・忌引・子の看護・ボランティアなど）、介護休暇があります。
育児休業： 子どもが満3歳に達する日まで育児休業を、小学校就学始期まで1日2時間の育児時間をとったり、短時間勤務をす
ることができます。詳細は前ページ「ワークライフバランス」をご覧ください。

（４）その他
日本学生支援機構奨学金返還免除：防衛研究所は、独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金の返還を免除される職
を置く研究所に指定されています（実際の適用条件などについては、日本学生支援機構
のホームページなどをご確認ください）。
共済組合：防衛省職員が加入する共済組合は、健康保険や年金などの事業のほか、各種助成、貯
金、貸付など、防衛省の職員と家族が健康で、より快適な生活ができるよう様々な事業を
行っています。

※ 上記（1）〜（4）はいずれも2016年4月現在。俸給は、地域手当を含んだ額。
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11 よくある質問
Frequently Asked Questions

ここでは、研究者の採用試験や採用後の仕事・キャリアパスについてのよくある疑問にお答えしていきます。

□採用試験について
Q1 研究者の採用は毎年行っているのですか。採用試験にはどのような種類がありますか。
A1 研究者の採用は、欠員の状況に応じて不定期に行っています。採用には、大学院修士課程修了見込み以上の方を対象と
する「研究職2級の採用」と、顕著な研究実績を有する方を即戦力として採用する「研究職3級以上の採用」の2種類がありま
す。過去3年の採用実績としては、「研究職2級」の採用が2013年4名、2015年1名、2016年3名、「研究職3級以上の採用」
が2015年1名となっています。

Q2 修士課程在学中のため、大学院などの授業で提出したタームペーパー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 もちろん可能です。採用プロセスにおいては研究業績の審査はその他の語学・専門試験などの採点項目のうちの1つに過
ぎません。また特に「研究職2級の採用」では研究者としての将来性が重視されているため、研究業績が少ないことが直ち
に不利に働くことはありません。ぜひ積極的にご応募ください。

Q3 「防衛研究所職員（研究職）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完全には一致していないの
ですが、それでも応募可能ですか。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 はい。採用後は、「職務内容」に示された分野での研究に主に従事していただくことになるので、その分野への学問上の関
心や研究意欲を持っていることは必要です。ですが、特に「研究職2級の採用」では、研究者としての将来性を重視している
ので、現時点で募集分野とぴったり合致するような研究上の業績や経歴を持っている必要はありません。防研への採用を
きっかけに、募集分野での研究に新たに取組みたいという強い意志を持っている方からのご応募を歓迎いたします。

□採用後について
Q4 現在、大学の先生と共同で研究プロジェクトをしているのですが、防研に入った後も続けることはできますか？
A4 防研の外で研究プロジェクトなどに参加することについてはケースバイケースでの手続きが必要となりますが、多くの場合で
続けることが可能です。実際に防研の研究者は大学や研究機関からの依頼で、様々な研究プロジェクトへの参加・協力や
大学における講義を行っています。こうした研究や教育への参加を通じて最新の知見を獲得し、防研での調査研究や一般
課程などの教育に活用していくことが期待されています。

Q5 現在、博士課程に在籍しています。防研に入った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 はい。防研に採用された後に余暇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。
Q6 2016年の夏に防研が市ヶ谷に移転するという話を聞きましたが、具体的に何か変わるのですか？
A6 防研は、2016年夏に内部部局や各幕僚監部などが所在する新宿区市ヶ谷に移転します。移転後も研究者には研究スペー
スが与えられ、これまでと同様の研究環境が確保される予定です。また、移転前は、図書館が防研の庁舎からは少し離れた
場所にありましたが、移転後は同じ庁舎の中に図書室が設けられるため、図書や雑誌などの研究に必要な資料へのアクセ
スは今よりも容易になるといったメリットもあります。防衛省の政策部門と地理的に近くなることでこれまで以上に活発な政策
支援も期待されています。
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