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はじめに 
 

■ 防衛研究所とは  
 

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目指し、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、更に旧日本陸海軍関

連史料の管理・公開を行っている日本最大の戦史研

究機関としての側面も持っています。 

 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はこ

れまで以上に高まっています。また、安全保障研究にお

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・安全保障分野の研究機関として飛躍するとき

を迎えているといえます。  

 

 

■ 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具体的に考えている方だけでなく、防衛研究所が何

をしているのか分からないし、応募するのは少し不安があるという方なども対象に、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。 

  

2016年 8月、防衛研究所は防衛省市ヶ谷地区に移転 
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１．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が、自らの専門的な知見に基づいて行う調査研究で

す。研究成果は、防衛省の政策部門において役立てられるほか、各種教育課程への活用や、防研の各種出版

物や国際会議・研究会などを通じて発信されています。 

 

（1）特別研究・所指定研究・基礎研究 
 

各研究者が毎年実施し、防研の基盤的な活動となるのが特別研究、所指定研究、基礎研究です。 

■ 特別研究 

 防衛省内部部局などの政策立案部門からの要望に応じて実施し、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。 

■ 所指定研究・基礎研究 

 基礎研究は、研究者が各人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、調査研

究に必要な図書・学術誌を多数所蔵しています。また、

各種のデータベースも契約しており、研究者はこれら

を活用しながら日々の研究を行っています。更に防研

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るようになります。また、

必要に応じて防衛省・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。 

  

防研の移転に伴って史料庫もきれいに生まれ変わりました 

研究図書室は、外交、防衛・安全保障、各国・地域情勢、

歴史、社会、経済、法律などの多岐にわたる分野の本や資

料を多数揃えています 
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（2）『東アジア戦略概観』・『中国安全保障レポート』 
 

防研が出版する各種報告書の執筆やその企画・編集も研究

者が担う主要な仕事の１つです。 

『東アジア戦略概観』は、同地域の戦略環境の変化や安全

保障上の課題などについて分析する年次報告書で、1997 年

以降、20 年以上にわたって研究者からの視点・洞察を提供

し続けています。『東アジア戦略概観』の信頼性は高く、学

術論文などでの引用や、大学で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。更に英語でも

出版されており、国際的にも高い評価を得ています。 

 『東アジア戦略概観』は、防研の研究者によって書かれて

います。東アジア地域の国々を専門とする研究者のほか、そ

の年ごとに重要と思われるトピック（2016 年版では中東情

勢、宇宙安全保障）を専門とする研究者が各章を執筆しま

す。 

  出版にあたっては、執筆者以外の研究者も編集スタッフ

として、毎年の企画や編集、広報など重要な役割を担ってい

ます。 

 

『中国安全保障レポート』は、中国を専門とする研究者を中心に中国の軍事・安全保障について中長期的

な視点から分析を行うもので、2011 年の発刊以来、防研の代表的な研究報告書として国内外から高く評価

されています。毎年、日・英・中の 3 か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。 

  

 

 

 

『中国安全保障レポート』は毎年、日本語、英語、中国語版を同時に刊行 

『東アジア戦略概観』は 20年以上にわたり日本
を取り巻く戦略環境、地域情勢の変化を分析 
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（3）多様な研究成果の発表機会 
 

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に防研研究者の自由投稿論文も随時掲載しています。また、

オーストラリア国立大学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、

海外の大学・研究機関と共同で実施してきた研究の成果は『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』といった特集を組み、研究者の論文を掲載しています。更に『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。 

 これらの出版物は全て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 
 

防研は毎年、国際会議や研究会を多数主催し、研究者は大きな役割を担っています。なかでも最大の国際

会議が「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、来場者は 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、国内外から研究者や実務家を招

いて議論するものです。昨年は米国、韓国、日本の大学・

研究機関などから研究者を招へいして北朝鮮をめぐる将

来の安全保障環境をテーマに活発な議論を行いました。

このほか、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などのテーマで開催していま

す。 

 「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。15 回目の開催となる昨年のフォーラムは、

日米安保条約締結 65 年目の節目に日米安保や日英同盟、

日独伊三国同盟など、日本が締結した同盟について歴史

的観点から比較考察を行いました。また、最近では、戦

争の終結、統合・連合作戦、島嶼問題などがテーマとし

て取り上げられています。 

 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す

ることも期待されています。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。 

2016年の「安全保障国際シンポジウム」では朝鮮半島
情勢について議論 

2016年の「戦争史研究国際フォーラム」は「歴史か
ら見た日本の同盟」と題して開催 
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また、関係者限りの研究会も数多く行われています（2016 年は約 30 回）。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いて、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及

び議論を行っています。防研の研究者も日本の防衛政

策や日本を取り巻く安全保障環境について報告してい

ます。このほかにも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なものまで様々な

テーマで研究会が実施されています。 

 防研の研究者であれば、これらの研究会に自由に出

席することができます。また、研究会の企画や発表を

通じて、国内外の著名な研究機関や研究者とのネット

ワーク構築も可能です。 

 

 
 

（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、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、2017 年 3 月までに 30 人以上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 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）国内外での研究成果の発信 
 

防研の研究者の多くは、学会報告や学術論文の発表、本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います。不透明さが増す国際情勢についての専門的・

客観的な分析へのニーズは国内外で高まっており、防研研究者の活躍の場はますます広がっています。 

ほぼ毎年開催されているインド防衛研究所（IDSA）との研
究会では、日印両国が直面する共通の課題について議論 



7 

 

２．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、恒常的に意

見交換や国際会議への出席などを行っています。こうした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来訪し、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。2016 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研究者が出席します。

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

まで多岐にわたるテーマについて議論を行ってきまし

た。 

 こうした場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。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。 

 

 

2016 年の主な防研来訪者（外国政府高官・国防当局の研究機関幹部） 
 

国名 来訪者 

米国 
デービッド・ゴールドフィン空軍参謀総長・大将、ハイディ・グラント空軍次官代理（国際担当）、ジェ

リー・マルティネス在日米軍司令官・中将、フランク・ローズ国務次官補（軍備管理・検証・順守担当） 

中国 周愛民 国防大学校副校長・中将 

オーストラリア ブルース・ミラー駐日大使、レイモンド・グリッグス国防軍副司令官・中将 

インドネシア アマルラ・オクタヴィアン国防大学防衛管理群長・少将 

バングラディシュ チョードリー・ハサン・サーワディ国防大学校長・中将 

インド ナヴキラン・シン・ガイ国防大学校長・中将 

パキスタン ファルーク・アーミル駐日大使 

フィンランド アレクシ・ハルコネン北極担当大使 

NATO 
ペトロ・パベル NATO 軍事委員長・チェコ大将、マリエット・スクールマン NATO 事務総長特別代表（女

性平和安全保障担当） 

 

見交換写真（選定中） 米空軍参謀総長との意見交換（2016年 11月） 
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（2）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。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、防研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、現代の安全保障問題や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。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。 
 

 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 

 モスクワ国際安全保障会議 
 

 また、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必要性はますます増大しているといえます。 

 

防研の国際的ネットワーク（交流を行ったことのある主な海外の大学・研究機関） 
 

国・地域 大学・研究機関 

米国 

国防大学戦略研究所（INSS）、陸・海・空軍歴史研究センター、ランド研究所、CSIS、外交問題評議会（CFR）、ブ

ルッキングス研究所、新アメリカ安全保障センター（CNAS）、カーネギー平和財団、リバモア研究所、スタンフォー

ド大学、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、アサン政策研究院、世宗研究所、延世大学 

中国 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、中国社会科学院、北京大学、清華大学 

ロシア 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 

オーストラリア 国防大学、豪州戦略政策研究所（ASPI）、豪州国立大学、地域安全保障研究所（IFRS）、豪州戦争記念館 

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）、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） 

欧州 

英 RUSI、英 IISS、チャタムハウス、英王立国防大学、キングスカレッジ、仏 IRSEM、仏 IFRI、仏国防省歴史研究セ

ンター、独 BAKS、独 SWP、独連邦軍事史センター、伊国際問題研究所（IAI）、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EGMONT、スウェーデン国防研究所（FOI）、SIPRI、EU 安全保障研究所 

その他 
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（KazISS）、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 

ARF国防大学校長等会議には毎年、防研代表者が
出席し、研究者も同行 
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３．教育  
 

防研では、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。 

 

（1）一般課程 
 一般課程は、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 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するものです。毎年、9

月から翌年 6 月の約 10 か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、年間約 1～3 個の講座・セミナー

を受け持ちます。また、課程の最後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。 

 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では講座・セミナーや

論文指導におけるやり取りを通じて、研究者も

現場の見方を学ぶことができます。 

 これまでに同課程を修了した自衛官は、各幕

僚長を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、将

来を担う自衛官と知り合うことのできる貴重な

機会ともなっています。  

2016 年 9 月からは、政策研究大学院大学

（GRIPS）と連携し、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した。そのた

め、多くの防研研究者が GRIPS の連携教官に委嘱されました。これまで以上に自衛官・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、研究者もより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 
 

防研には更に特別課程と総合職職員研修という 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行われる約 3 週間の教育プログラムです。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。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。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。  

一般課程における講義の様子 

 
一般課程におけるセミナーの様子 
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４．政策支援  
 

防衛省のシンクタンクとして、防研は調査研究に加えて、より直接的な形での政策策定支援を行っていま

す。そうした取組みの例として、政策シミュレーション室の取組みと、政府幹部などに対するブリーフィン

グがあります。 

 
（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。 

 

（2）防衛省・国家安全保障局（NSS）へのブリーフィング 
  

防研の研究者は、政策ニーズに対応するため防衛省や国家安全保障局（ NSS） 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な

どに、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行ってきました。また、総理大臣、防衛大

臣や国家安全保障局長などの政府高官、政党・国会議員などに対しても、その時々のニーズに応じたブリー

フィングや説明を行うことがあります。  

総合職職員研修での政策シミュレーションの様子。研究者がファシリテー

ション役を務めます 
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５．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。 

 

職名 研究員（研究職 2 級） 

主な役割 ・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 

・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 

 

職名 主任研究官（研究職 3・4 級） 

主な役割 ・調査研究の実施 

・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 

 

職名 研究室長（研究職 5 級） 

主な役割 ・各研究室の管理業務 

・調査研究の実施 

・各種出版物の編集やプロジェクトの責任者 

・一般課程などにおける講座・セミナーの担当 

・企画調整課などへの併任（※） 

 

職名 研究部長、戦史研究センター長、特別研究官（研究職 5 級） 

主な役割 ・各研究部、戦史研究センターなどの管理業務 

・各種出版物の編集長、大型プロジェクトの責任者 

・特別課程などにおける講義・セミナー、論文指導の担当 

 

職名 研究幹事（研究職 5 級） 

主な役割 ・防研の調査研究活動や教育課程の統括 

・特別課程などにおける講義・セミナー、論文指導の担当 

 

※ 「企 画 調 整 課 、内 部 部 局 などへの併 任 」とは 

防研の研究者は、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、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。  
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６．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、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課程（修士・博士課程）に最大 2 年間在籍し、課程の履修、

学位論文の執筆などをしています。 

 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。近年では、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などにそれぞれ 1～2 年間派遣されていま

す。留学を通じて、研究者には自らの知見や研究能力を磨く時間・機会が与えられています。 

 

留学中の研究者メッセージ：石原 雄介（グローバル安全保障研究室研究員、2010 年採用） 

 

2016 年 3 月からオーストラリア国立大学戦略防衛研究セン

ター（SDSC）博士課程において、アジア地域の秩序変動と日

本の対外政策の関連についての研究を行っています。この大学

を選んだ最大の理由は、①国際関係学の概念研究と②アジア地

域に関する実証分析の融合を目指す学風に魅力を感じたことで

す。この留学を通じて国際関係論の歴史的及び概念的素養を養

いながら、研究者として自分が長期的に取組むべき学問的問題

意識を研ぎ澄ませることができるよう日々取組んでいます。 

帰国後は、博士課程を通じて育んだ学問的基盤や問題意識を

活かし、常に何らかの一貫した「石原らしい視点がある」と思

われる研究をしたいと思っています。そのことが、防研の研究

者としての付加価値につながるものと確信しています。 

 

 

（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。最近では、英王立防

衛安全保障研究所（RUSI）、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

究所などの大学・研究機関に研究者が派遣されています。 

  

豪州戦後外交の礎を築いたメンジーズ

元首相像とともに 
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７．研究者インタビュー 
 

防研で働く研究者に仕事の内容や魅力、応募をお考えの皆様に向けたメッセージを語ってもらいました。 
 

防研 1 年目の仕事、日々の生活とこれから 

修士課程在籍中に関心があったアジア太平洋地域の安全保障の分野で運よく募集が出たので防研に応募しました。防研で働

きたいと以前から考えていて、大学院の最終試験そっちのけで採用試験の準備をしました（笑） 

採用 1 年目は基礎研究、『東アジア戦略概観』の編集や安全保障国際シン

ポジウム、日露防衛研究・教官交流のスタッフが主な仕事でした。他にも、

総合職研修での講義、論文指導、「NIDS コメンタリー」への寄稿、ARF 国

防大学校長等会議への参加、大分県での市民講座における講演など、色々な

仕事に携わりました。国内外の専門家を招いた研究会や意見交換などにも多

く出て、知識の幅が広がっていくのを実感できました。 

タイムマネジメントがしやすいのも防研の魅力です。私はフレックスタイ

ム制を活用して朝は早めに出勤して、帰りはなるべく 17 時前に職場を出る

ようにしています。今は『東アジア戦略概観』の編集や基礎研究の執筆が大詰めの時期なので、午前中は編集作業などに充て

て、午後は研究に専念するなど、仕事にメリハリをつけるようにしています。また、昼の休憩時間には敷地内でのランニングな

どで気分転換をするよう心掛けています。 

今後は、日本各地の部隊への訪問や他部署への併任など防研ならではの機会を活かして、様々な経験・知見を蓄えていきた

いと思っています。また、外部の学術誌などへの論文投稿や機会があれば博士課程への留学もしたいと考えています。仕事は

決して楽とはいえませんが、やりがいを感じられるものが多いです。それに外からみたイメージとは違って（？）、防研には

気さくで楽しい研究者が多いです。研究者に恵まれた環境だと思うので、少しでも関心のある方はぜひ挑戦してください。 

切通 亮（米欧ロシア研究室、2016 年採用） 

 

内局国際政策課への併任で実感した実務と研究の相互作用 

 防研については、入る前から名前を聞く機会は多く、安全保障分野の研究

者となるための選択肢の 1 つとして考えていました。様々な研究者が所属

し、防衛省・自衛隊の一機関として海外の国防当局とも関係がありそうな防

研に入れば、自分の研究も進むのではという考えもありました。そんなとき

にタイミング良く採用の募集がかかり、受験することにしました。 

 現在は、内局の国際政策課で併任という形で働いています。そこでは

ASEAN 関連のものを中心に、「マルチ」と呼ばれる、多国間安全保障枠組

み・対話などの国際会議に関わる業務に携わっています。多忙で、落ち着い

て研究する時間を持つことは難しいですが、本やニュースで見聞きしたことのある国際会議に自ら関わり、政策立案など、最

前線における実務の一端に触れられるのは、他では得難い経験だと思います。これまでの研究から得た知見が役立つ場面もあ

りましたし、内局での仕事で得られた知見が研究の糧になるという相互作用もあったと思います。また、国際政策課での仕事

を通じて、防研には、防衛省・自衛隊の取組を広く国内外に知ってもらうという役割が期待されていることを改めて実感しま

した。併任期間が終わった後は、自分の専門分野についての研究を地道に着実に進めていきたいと思っています。 

 安全保障分野の研究者を目指している人にとって、防研は他では得難い経験をさせてくれる貴重な場になると思います。内

局への勤務や諸外国の国防当局との交流がその一つの例ですが、防研の様々な研究者との日々の交流からも大きな知的刺激が

得られます。是非積極的にチャレンジしてみてください！ 

原田 有（内局国際政策課（併）グローバル安全保障研究室研究員、2013 年採用） 

2016年採用同期 3人組（一番左が本人） 

総合職職員研修では毎年、講義を担当 
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戦史研究センターの仕事とロシアでの在外研究 

今年度の主な仕事として、基礎研究では、第二次世界大戦時のソ連の対日戦争指導において中心的役割を果たした国家防衛

委員会の組織と機能について分析しました。また、韓国国防部の軍史編纂研究所を訪問し、シベリア抑留研究の近年の動向に

ついて発表しました。昨年度開催された戦争史研究国際フォーラムの報告書（日本語版・英語版）の編集にも携わりました。 

2015 年には、ロシア科学アカデミー東洋学研究所に客員研究員として

約半年間、滞在する機会を得ました。日露関係史をテーマに、ロシア国内

の文書館（アルヒーフ）や図書館にほぼ毎日通い、研究に専念できまし

た。滞在中は、同研究所の日本研究者や欧米やアジアのロシア研究者と知

遇を得ることもでき、貴重な経験となりました。滞在中には、ロシアによ

るシリア空爆が始まり、テレビの報道番組や討論番組などを通じて、ロシ

ア国内の報道姿勢などを勉強することもできました。 

防研の魅力は、研究者という立場で防衛省・自衛隊の仕事に寄与できる

ことと、安全保障研究・戦史研究の専門家として国内外に情報発信できる

ことの両面があると思います。研究成果をもとにした学術書の執筆や学会報告などを積極的に行うことができます。また、防

研は様々な分野の研究者集団なので、同僚との意見交換や昼食時の何気ない雑談も大きな刺激となっています。特に戦史研究

センターは、日本で唯一本格的に戦史研究に取り組むことができる恵まれた環境を備えています。所蔵する旧陸海軍の膨大な

一次史料を活用できるのは大きな魅力です。 

防研は、日々の研究活動とそれ以外の仕事をともに発展させることができれば、防衛省・自衛隊への寄与も、研究者として

の自己実現も成し遂げられる職場です。本人の努力次第では、自分の想像を超えた学問的な幅広さや奥深さを身につけること

ができると思いますよ。応募をぜひ前向きに検討してみてください。 

花田 智之（戦史研究室主任研究官、2010 年採用） 

 

政策シミュレーション室を通して得たもの 

私は 2015 年 1 月から政策シミュレーション室に所属（併任）して、シミュレーションという手法を用いて主に防研の教育

課程への支援をしました。シナリオに基づき、チームに分かれてセミナー方式での机上演習（TTX）を実施しますが、シナリ

オの作成、TTX の進行、終了後の評価など一連の過程に携わりました。シナ

リオ作成では、防研内の研究者から話を聞くなどして、様々な分野について

の知識を深めることができました。また、TTX 参加者間の討議や彼らとのや

り取りを通じて新たな気づきを得ることもできました。更に、米国の様々

なシンクタンクを訪問し、シミュレーションの手法や経験などを学ぶ機会も

ありました。ファシリテーションの技法についての研修も受ける機会があ

り、そこで学んだことは、研究会の司会進行など様々な場面でも役に立っ

ています。 

防研では、政策や実際の運用に近いところで研究を進めることができるのが、一般の大学や研究機関にはない魅力だと思い

ます。また、仕事の中で自分の専門分野とは異なるイシューにも関わらなければいけないこともありますが、それらの経験を

通して、安全保障上の幅広い課題に触れることができ、全体像の中に自分の研究を位置づけ深めることができると思います。 

今年の夏からは国連による平和・安全保障への取組み、特に暴力的過激主義に対する国連の活動や課題についての知見を深

めるために在外研究を行う予定で、そのための準備を進めています。実務に携わっている人や研究者へのインタビュー、意見

交換などを行えたらと考えています。 

田中 極子（政策シミュレーション室（併）社会・経済研究室主任研究官、2013 年採用） 

※各研究者の所属は 2017 年 3 月 1 日現在。  

研究会で司会や討論者を務めることもあります 

防研所蔵の史料を活用して研究を進めます 



15 

 

８．ワークライフバランス 
  

防研の特徴の 1 つとして、研究や教育の質は個々の研究者の能力や取組み次第の部分が大きく、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、防衛省市谷地区における託児所について紹介します。 

 

（1）フレックスタイム制の導入 
  

2016 年 5 月にはフレックスタイム制が導入され、公務に支障のない範囲で毎日の始業時間や終業時間を

柔軟に設定できるようになりました。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。導入以来、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 

 

（2）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。 
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（3）託児所の整備 
  

2017 年 4 月には防研が所在する防衛省市谷地区敷地内に託児所（事業所内認可保育園）がオープンする

予定です。基本的に平日 7:30～18:30（延長保育 19:30）まで保育サービスが提供されます。 
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９．処遇・福利厚生  
 

（1）給与（採用時）  
学  歴 適用俸給表 俸  給 

大学院修士課程修了 
研究職俸給表（2級） 

274,800円 

大学院博士課程修了 322,080円 

※地域手当を含む。修士・博士課程修了後に調査研究経歴がある場合は加算されることもあります。 

 

（2）各種手当 
 

扶 養 手 当 ：扶養親族のある者に、配偶者月額 10,000 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 か月当たり最高 55,000 円 

期末・勤勉手当 ：1 年間に俸給等の約 4.3 月分 

そ の 他 の 手 当 ：超過勤務手当等 

 

（3）勤務時間・休暇 
 

 8：30～17：15 又は 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）及び介護休暇 

 

（4）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

員等共済組合連合会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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１０．よくある質問  
 

Q1 研究者の採用は毎年行っていますか？ 

A1 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 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度（見込み） 

人数 4 0 1 3 2 

 

Q2 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 可能です。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。 

 

Q3 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 はい。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。 

 

Q4 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 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。 

 

Q6 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 防研での職務に影響がないと判断される場合、一定の条件において認められています。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防衛省防衛研究所 研究職職員採用パンフレット 2018 

2017 年 3 月 15 日発行 

編集・発行 防衛省防衛研究所 

〒162-8808 東京都新宿区市谷本村町 5-1 

防衛省防衛研究所 企画部総務課人事第 1 係 

電話: 03-3268-3111（代表） 内線 29141 

電子メール: gaf-ws1@open.nids.mod.go.jp 

http://www.nids.mod.go.jp 

National Institute for Defense Studies 

Insights for Peace, Security and the Future… 


