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若手アカデミー委員会委員長挨拶	 

	 日本学術会議若手アカデミー委員会は「学術の未来をソウゾウする」を合い言葉に、

2011年 11月にスタートして以来様々な活動に取り組んで参りました。これらの活動の

中で私たち委員会としてもっとも力を入れるべき活動の一つに挙げているものが今回

新たに立ち上げました「若手研究者ネットワーク」の取り組みです。複雑化、グローバ

ル化する現代社会の中、科学に携わるとして対応すべき局面が複雑化し、単独で解決す

ることが困難となってきております。更に東日本大震災以降その必要性が顕在化し、今

まさに社会が一丸となってあらゆる問題を解決する「チーム力」が求められております。

そこで本ネットワークでは以下の 4つをその目的とし、より一層の学術界の活性化を目

指します。 

 

1.分野を越えた日本初の大規模若手研究者のネットワークを確立 

 

2.学際融合の新たな研究の創出 

 

3.行政の動きを鑑み、必要な時に若手の意見を集約して各方面に強力にアピール 

 

4.海外の若手研究者組織との連携に参加 

 

	 3月 17日には東京、大阪両会場をネットでつなぎ、ご登録くださいました各学協会

若手の会の代表の方々と共にワークショップを開催することができました。この模様は

本アニュアルレポートで各若手の会の紹介と共に紹介させていただきます。今後も同様

の活動を継続し、これらの活動の実現のための環境の整備に取り組む中から、多くの科

学者がそれぞれの、そして社会の未来を前向きにソウゾウできるよう尽力させていただ

く所存でございます。 

 

	 今後更に皆様方の声をお聞かせいただければと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

日本学術会議 若手アカデミー委員会 委員長 駒井章治（奈良先端科学技術大学院大学）  
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日本学術会議若手アカデミー委員会について	 

	 若手アカデミー委員会は、若手研究者によるアカデミー活動を実践しつつ、我が国に

おける若手アカデミーの創設に関する事項を審議するために、日本学術会議内に設置さ

れ た 、 30～ 45 歳 代 の 若 手 研 究 者 を 中 心 と す る 組 織 で あ る 。 詳 細 は ＜

http://www.youngacademy-japan.org＞を参照されたい。 

＜経緯＞ 

	 近年のグローバル化の進展、地球環境問題の深刻化、経済・産業構造の変化などによ

り、 社会は対応すべき多くの課題に直面している。このような課題の解決のためには、

専門分野の枠を越えて優れた知性を総動員することが必要である。日本学術会議はわが

国の科学者コミュニティを代表する組織として、これらの問題に対して率先して取り組

んできた。しかし、さらなるアカデミー活動の展開のためには、さらに幅広い世代の力

をも結集することが必要である。そこで、2009 年 6 月から、若手研究者による、若手

アカデミーの在り方に関する事項を審議する委員会が日本学術会議に設置され、2010

年 5 月には当該委員会の下に若手研究者を中心に組織された若手アカデミー活動検討

分科会が設置され、2011 年 6 月に提言「若手アカデミーの設置について」の公表に至

った。本委員会はこれを引き継ぎ、2011年 11月に設置された委員会である。 

	 世界的に見ても、若手研究者の担う役割への期待は高まっており、若手研究者が独

自のアカデミー活動を展開するようになってきている。ドイツ、オランダでは先行して

若手アカデミーが設立され、各国に設立（2013 年現在、20ヶ国）が広がっている。2010 

年には各国の構成員(2013 年現在、55 ヶ国 155 名)からなる国際若手アカデミーGlobal 

Young Academy （GYA）が設立され、当委員会の委員も参加し、国際的な活動を行っ

ている。 

＜活動概要＞ 

	 当委員会は、社会に対する活動

と、学術界に対する活動を展開す

る（右図参照）。社会に対する活

動とは、若手研究者の視点を活か

した提言活動、産業界、行政、NPO

との連携、科学教育の推進、GYA 

の活動への参画などである。学術

界に対する活動とは、主に若手研

究者の意見収集と、それを踏まえ

た当事者の立場からの問題提起、
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学協会等の若手研究者団体や異なった諸分野の若手研究者間の交流とその機会の提供、

各国若手アカデミーとの連携などである。下記に 2012年度の主な活動を示す。 

◯若手研究者ネットワーク 

	 分野を越えた日本初の大規模若手研究者のネットワークの確立に向け、2012年 12月

に運営を開始した。詳細は、本レポートの通り。 

◯学術の未来検討分科会 

	 当委員会の下に分科会を設置し、若手研究者による未来において実現したいビジョン

に基づき、学術の未来像について検討している。これまでに、日本学術会議公表の「日

本の展望 2010」の読み合わせと課題抽出、シンポジウム、メディア関係者へのヒヤリ

ングなどを行った。 

◯海外派遣（GYA、各国若手アカデミーとの連携） 

• GYA総会（2012年 5月 20日〜24日、南アフリカ）：各種プロジェクトの話し合い、

各国若手アカデミーの情報交換などが行われた。GYAメンバーの委員は各種ワーキン

ググループに参加している。 

• 若手アカデミー国際シンポジウム（2012年 10月 31日〜11月 1日、オランダ）：他国

の若手アカデミーとの意見交換を行った。2013年 6月には、スウェーデン若手アカデ

ミーとの交流会を予定。 

• IAP 総会ワークショップ（平成 25 年 2 月 24 日〜26 日、ブラジル）：貧困根絶と持続

可能な発展のための科学に関する意見交換を行った。 

◯公開シンポジウム 

• 『心の時代』と学術 —若手研究者とともに考える社会の不安と喜び—（2012 年 6 月

23日、東京）：学際研究の促進を目的に、「心」と現代をテーマとした学際的シンポジ

ウムを開催した。 

• 若手研究者問題と情報系（2013年 3月 7日、仙台）：「若手研究者問題」の現状と将来

への展望を得るため、「情報系」と他分野の双方から第一人者を招聘し、パネル討論

を行った。 

• 若手研究者たちと考える、君達の、そして日本の未来（2013年 3月 16日、京都）：科

学教育の推進を目的に、「科学・技術フェスタ」において、様々な分野の若手研究者

を集め、高校生・大学生を対象に、「2050 年の科学・技術」をテーマに、自分達が叶

えたい未来について、一緒に議論した。 

◯次期若手アカデミーの組織・運営の在り方についての審議 

	 日本学術会議における若手アカデミーの創設に関する事項を審議している。 	 
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若手研究者ネットワーク設立の経緯	 

	 日本学術会議若手アカデミー委員会では、2012年 8月若手アカデミー委員会承認の

もと、下記の目標・手順のもとに若手研究者ネットワークの構築を行った。 

＜ネットワーク目標＞  

1.分野を越えた日本初の大規模若手研究者のネットワークを確立 

2.学際融合の新たな研究の創出 

3.行政の動きを鑑み、必要な時に若手の意見を集約して各方面に強力にアピール 

4.海外の若手研究者組織との連携に参加 

＜ネットワーク構築手順＞  

以下のように、若手ネットワーク構築および行事の開催を行った。 

1) 2012年 8月 9日	 若手アカデミー委員会によるネットワーク設立承認 

・ネットワーク担当者として委員２名（蒲池・横山）が設立準備を開始 

2) 同 8月～10月頃 

学協会リスト（1936件）にある学協会の若手の会状況把握 

・委員からの情報により集約：57件 

・学協会枠外若手の会：	 38件 

3) 同 11月初旬～ 

・既存若手の会へのネットワーク参加呼びかけ	 （別添資料①） 

・上記以外の学協会事務局宛、若手代表紹介依頼（1936+38=1974件） 

・ネットワーク担当者として委員２名（一ノ瀬・半場）を追加 

4) 同 12月初旬	 Facebookグループ・メーリングリストの整備・活動開始 

・アンケート回答者宛	 ネットワーク参加手順周知 

5) 2013年 3月 

・17日	 第 1回国内若手研究者ネットワークワークショップ	 開催 

・ネットワーク担当者として委員２名（井藤・林・竹村）を追加 

・登録者規約（別添資料②）の若手アカデミー委員会委員会承認 

	 ＜現在の登録数＞  

アンケート回答学協会：137件 

Facebook代表者登録 77名：	 64名＋委員会メンバー13名(+2名は代表を兼ねる) 

ML登録： 43件+委員会メンバー15名 

＊Facebook、 MLともに委員会メンバー兼代表者２件あり。また、同一学協会より２

名登録あり。 
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資料①：代表者向けネットワーク参加呼びかけ文書	 
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資料②	 

国内若手研究者ネットワーク	 登録者規約	 

 
日本学術会議若手アカデミー委員会（以下、若手アカデミー委員会）は、国内若手研究

者ネットワーク（以下、若手ネットワーク）の運営にあたり、以下の登録者規約を設け

る。若手ネットワークへの登録団体代表者は Facebook（以下、FB）およびメーリング
リスト（以下、ML）に明示的に参加するものとする。 
 
＜１．登録者の条件＞ 
 若手ネットワーク登録者は学協会およびそれに準ずる会に属する研究者団体の若手の
会代表者であること。 
１）「若手研究者の会代表」とみなされない場合（例えば、営利企業・団体の若手社員

組織や官公庁の公務員組織での代表）、ネットワークの主旨と異なるため、登録・参加

が認められない場合がある。 
２）原則として、登録者は若手の会の現代表とするが、FBおよび MLへの登録、閲覧
は、各学協会からの推薦により若手の会を組織するまで連絡係等が代理を務めることも

可能とする（ただし、発言および事項の投票に関して、連絡係個人としての参加は認め

られない）。 
３）若手の会の組織化の中途過程にある団体は、若手の会の組織化が完了した場合、す

みやかに連絡担当者から若手の会代表に登録を移行すること。 
４）ネットワーク内での登録者の発言は、原則として、当該登録者が所属する各若手の

会の代表としての発言とみなされる。このため、登録者は、本ネットワークが私的見解

の表明の場又は特定の主義主張の推進の場ではないことに留意する。登録者の発言が、

個人や組織に対する誹謗中傷その他の問題を生じさせたといえる若しくは生じさせる

恐れがあると判断できる場合には、若手アカデミー委員会は、委員会内での協議に基づ

き、当該登録者の登録を抹消することができる。 
  
＜２．登録人数＞ 
 各団体・会代表１名登録を原則とする。ただし、代表が複数である組織の場合は現代
表２名まで登録を可能とする。 
１）代表の交代時は、すみやかにネットワーク登録者の交代を行うこと。ただし、2013
年度以降は、引継ぎ連絡を目的として、前任者１名までは新代表との同時登録可能とす

る。 
 
＜３．登録手順＞ 
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 若手ネットワークへの登録は、以下の１）から４）の手順で行うものとする。なお、
登録方法の変更は、若手アカデミー委員会のホームページ上での通知を以って行う。 
 １）若手の会代表によるアンケートへの回答（アンケート URL：http://goo.gl/1d8y7）。 
 ２）若手アカデミー委員会担当者より、FBグループおよび MLへの登録方法の送信。 
 ３）FBグループへの代表者からの申請およびメーリングリスト担当者へのメール送信。 
 ４）アンケート内容との符合を確認の上、各担当者による上記３）の承認。 
 
＜４．その他＞ 
 登録および内容に関して上記に当てはまらない事項が生じた場合は、若手アカデミー
委員会での審議および適宜、若手ネットワーク内での意見交換に基づいて対応する。 
  
なお、この規約は 2013年 3月より若手アカデミー委員会による承認の上で 施行するも
のとする。 
	 

	 	 



 9 

2012 年度	 若手研究者ネットワークワークショップの開催	 

実施日：2013年 3月 17日（日）13:30-17:30 

場所：東京会場（工学院大学）、大阪会場（大阪大学）、ウィーン（ウィーン工科大学） 

1. 全体概要 

駒井委員長による挨拶ののち、各会場で自己紹介が行われた。その後、若手研究者ネッ

トワーク設立の趣旨、規約の説明、設立目的の紹介があった。また、ディスカッション

の目的として、①若手問題および日本全体が抱える問題の再確認、②各若手の会が抱え

る問題点の共有、③ネットワークで実現可能なことは何かについて議論することが紹介

された。日本の現状確認として、正規の若手教員の割合が減っていること、論文数が

2000 年代に入ってから伸び悩んでいること、若手研究者のアンケート結果からシニア

世代と異なる見方があることが報告された。 

2. 各若手の会の運営について（東京会場、大阪会場） 

・学会内での若手企画やシンポジウムや合宿を運営している若手の会が多かった。 

・これから若手の会を発足すべく、学会理事の方が数名、参加された。若手アカデミー

が若手研究者ネットワークの構築を目指して各学会等に依頼したことが、各学会で若手

の会を作る後押しになっている。こうした状況を若手アカデミー委員会が把握しておく

ことが必要である。 

・ヒエラルキーが強い中、トップダウン的に若手の会が作られているケースが多い。 

・いくつかの学会が連携し、その元に設立された若手の会もあった。若いうちから広い

交流を持つことは研究の上でも非常に役立っていると報告された。 

・親学会から資金援助がある場合が多いが、若手が自主的に活動する例もある。 

・若手の会が発足してから 40 年近くの歴史をもつ会も参加した。しかし昨今の若手人

材不足から、若手の会を運営する直近の次の世代を見つけることすら難しくなってきて

いる。 

・若手の会が発足した当時から状況が代わり、独自に活動をする意味が薄れ、シニアの

会と合同に活動することを検討する会もある。 

・若手の定義はそれぞれで、若い気持ちを持っていれば年代に構わず入ることができる

状況である。 

・学会に属する若手の会のミッションは、若手世代を呼び込み学会全体を活性化するこ

とにある。 

・企業の開発研究と近い分野ではバブル、リーマンショックの影響で、40 代が抜けて
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いる会もある。 

・教育普及を目的とする若手の会は、研究者のみならず学芸員や中学高校の教員がメン

バーになっている。 

3. 東京会場のディスカッションの要点 

・若手に共通する問題点として、(1)忙しいこと、(2)人数が少ないことが挙げられた。 

・ネットワークを使って行えることとしては、「光」や「時間」など、共通のキーワー

ドを提示した分野横断型の合同セミナーおよびアウトリーチ活動が提案された。 

・若手問題は、大学院を出たばかりのポスドクや、数度のポスドク経験を繰り返した若

手、あるいは企業就職をしてからアカデミアに戻ってくる方など、年代や状況によって

質的に異なるため、階層的な問題を整理し提示することが重要である。 

・異なる分野で、異なる多くのキャリアパスがあることを、お互いに提示するとよい。 

・共同研究を行っていくことができる相手先を探すようなデーターベースを構築したら

どうか。 

・ヘテロな集団がそれぞれ満足する企画が必要である。 

・分野を新たに切り直し整理したときに、共同研究の可能性が広がるのではないかと指

摘があった。 

・参加にあたって、提出資料などはそのたびに理事会に諮る必要があり手間である。 

・若手の会代表でなくとも、若手問題に取り組む意欲のある方の声を活用することは重

要である。しかし代表制を保つために、代表に出てきていただきたいと議論があった。 

・グローバルヤングアカデミーは、①若手世代からの政策的発言を求め、②地球規模の

問題について斬新なアイデアを求められている。一方で、日本の若手には忙しく、人数

が少ないという特徴があることが指摘され、日本の実情にあった若手の会の運営および

ネットワークが必要である、 

・登録者については、代表者としての発言と、どこまで組織を背負って発言するか、と

いった線引きが難しい。 

・文系では以前は就職をしてから博士論文を書く方が多かったが、今は博士論文を先に

あげるため、その間、研究会での交流活動が減ってしまい、幅広い研究につながらない

のではないかとシニアが心配をしているケースもある。 

4. 大阪会場のディスカッションの要点 

・シンポジウムなど若手の会の取り組みを気軽に発信し、お互いに自慢し合うようなネ

ットワークにしていってはどうか。 
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・若手の会の当初の目標として共同研究を目指したが、実際は労力の問題などがあり、

困難であった。若手ネットワークの目標としてもすぐに共同研究をめざすのではなく、

まず相手の研究内容など情報を知り、人的交流を深めるのがよいのではないか。 

・バーチャルなやりとりだけでは深い関係を築くのは難しいので、なるべく実際に顔を

突き合わせる機会を設けるべきであるが、本業とのバランスが難しい。 

・明確な目標を掲げるのではなく、お互いを知ることを目標とした、継続的活動を行う

とよい。すぐに成果を求めるのではなく、長期的にボディーブローのように効果が出て

くることを期待すればよいのではないか。 

・今回のワークショップでなぜ代理出席が認められないのか。 

・分野交流のシンポジウムやワークショップに、お互いに招待講演を行い業績にカウン

トされるような形が望ましい。 

・パブリケーションの形にすることは重要である。 

・より若い人を取り組む工夫をネットワークでも行う必要がある。年次大会で小学生や

中高生がポスター発表をする、あるいは海外渡航へのサポート、賞との連動があるとよ

い。 

・日本の論文数が減少していることに関しては、ある世代以下の研究者の数とほぼ同期

しているのではないか（若手の数の減少が論文数の減少につながっている）。論文数を

増やす方策として、日本語と英語で書かれた場合は重複を認める等の対応があってもよ

いのではないか。若手の問題として、若手が海外に行った後のケアが不足していること

が挙げられ、一方で分野によって問題の内容がかなり異なる（若手が不足している分野、

ポスドクの就職難が問題になっている分野）ことも報告された。 

5. まとめのディスカッションの要点 

・若手の会の間で、よい事例を共有していく。 

・分野間交流とアウトリーチを兼ねた活動の例として、前日に開催した、科学技術フェ

スタが報告された。時期、場所も異なるサイエンスアゴラを活用してはどうか。 

・クラウド・ファンディングを行うことができないか。 

・連絡方法については、どの会も MLは使用していた。Facebookのほか、twitterを活用

した広報を行うとよい。FB で議論ができるのか、顔を合わせなければ議論できないの

ではという意見もあったが、出張の予算措置がない中で、実行できることから進めて行

こう、と意見がまとまった。 
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若手の会代表者	 出席者一覧： 
お名前  代表を務められる若手の会の名称  所属機関・職位  会場 

江口潔 教育哲学会 芝浦工業大学・准教授 東京会場 

和田有史 多感覚研究会 農業・食品産業技術総合研究機構 東京会場 

西村ユミ 日本看護科学学会 首都大学東京・教授 東京会場 

成川礼 日本光合成学会若手の会 東京大学・助教 東京会場 

松田 怜 農業気象学会若手研究者の会 東京大学・助教 東京会場 

藤崎和香 多感覚研究会 産業技術総合研究所・研究員 東京会場 

井上政則 若手有志 IVR 医 慶應義塾大学医学部放射線診断科・助教 東京会場 

蔦谷 匠 人類学若手の会 東京大学大学院・博士課程 1 年 東京会場 

川路崇博 日本創造学会若手の会 大月市立大月短期大学 助教 東京会場 

姜理惠 日本創造学会 早稲田大学研究員 東京会場 

高梨直紘 天文教育普及研究会若手の会 東京大学・特任助教 東京会場 

塩見邦博 日本蚕糸学会 信州大学・准教授 東京会場 

友永省三 日本畜産学会若手企画委員会 京都大学・助教 関西会場 

境 泉洋 日本行動療法学会 徳島大学大学院ＳＡＳ研究部・准教授 関西会場 

所千晴 資源・素材学会、環境資源工学会 早稲田大学・准教授 関西会場 

佐藤隆太 精密工学会アフィリエイト委員会 神戸大学大学院工学研究科・助教 関西会場 

柴田 知秀 NLP 若手の会 京都大学 助教 関西会場 

上浦千津子 日本創造学会若手の会 近畿地区代表 関西会場 

角谷 寛 日本睡眠学会 若手の会 京都大学、准教授 関西会場 

高見 美幸 生命情報科学若手の会 千葉大学  Ustream 中継 

川村健介 日本草地学会若手の会 広島大学大学院国際協力研究科・准教授 Ustream 中継 

和田耕治 日本産業衛生学会生涯教育委員会若手の会 北里大学医学部公衆衛生学准教授 Ustream 中継 

黒橋禎夫 情報処理学会 若手研究者の会 京都大学・教授 Ustream 中継 

佐藤博志 日本教育経営学会  若手 筑波大学  准教授 Ustream 中継 

柿沼 康弘 精密工学会アフィリエイト委員会（関東代表） 慶應義塾大学・准教授 Ustream 中継 

比能 洋 高分子学会北海道支部若手の会 北海道大学・助教 Ustream 中継 

永崎研宣 JADH 若手の会 人文情報学研究所 主席研究員/所長 Ustream 中継 

（注）共同代表制あるいは、代表制をとらない会からは複数名の参加があった。来年度からは各会からの

参加は一名にする。 

 

若手アカデミー委員	 出席者一覧： 
東京会場	 	 

蒲池	 みゆき	 	 工学院大学情報学部	 准教授	 （担当委員）	 	 

横山	 広美	 	 東京大学大学院理学系研究科	 准教授（担当委員）	 	 
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竹村	 仁美	 	 愛知県立大学外国語学部国際関係学科	 准教授	 （担当委員）	 

田中	 由浩	 	 名古屋工業大学（おもひ領域）	 助教	 （幹事）	 	 

大阪会場	 	 

半場	 祐子	 	 京都工芸繊維大学応用生物学部門	 教授（担当委員）	 	 

井藤	 彰	 	 	 九州大学大学院工学研究院	 准教授	 （担当委員）	 

高橋	 良和	 	 京都大学防災研究所	 准教授（幹事）	 	 

中村	 征樹	 	 大阪大学全学教育推進機構	 准教授	 	 

駒井	 章治	 	 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究	 准教授（委員長）	 	 

ウィーン	 	 

一ノ瀬	 友博	 	 慶應義塾大学環境情報学部	 教授／ウィーン工科大学	 客員研究員（担当委員）	 

Ustream 中継	 

狩野	 光伸	 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科	 教授	 

住井	 英二郎	 東北大学大学院情報科学研究科	 准教授	 
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若手研究者ネットワーク参加団体活動報告	 

	 若手研究者ネットワークアニュアルレポートの発行に際して、参加団体に活動内容を

紹介するレポートの作成をお願いした。報告いただいたのは、以下の 8 点である。1)

若手の会名称、2)代表者の氏名、所属機関、職位等、3)構成メンバー、人数、4)

関連のある学協会名称、その関係（学会内に設置しているか、独立の会か）、5)	 若

手の会のミッション、6)活動内容、7)	 若手の会の課題、8)	 若手研究者ネット

ワークに期待すること。	 

 

団体リスト（あいうえお順） 

NLP若手の会 

高分子学会北海道支部若手の会 

情報処理学会「若手研究者の会」 

人類学若手の会 

精密工学会アフィリエイト委員会 

生命情報科学若手の会 

多感覚研究会 

地域農林経済学会若手の会 

天文教育普及研究会若手の会 

日本疫学会若手の会 

日本ゲノム微生物学会若手の会 

日本睡眠学会若手の会 

日本光合成学会若手の会 

日本神経化学会若手研究者育成セミナー 

日本創造学会若手の会 

日本草地学会若手の会 

日本畜産学会若手企画委員会 

農業気象学会若手研究者の会 

農村計画学会若手ネットワーク 

若手有志 IVR 医の会	 
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１ . 若手の会名称  

NLP若手の会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

柴田知秀、京都大学大学院情報学研究科、助教 

３．構成メンバー、人数  

委員 12名。年一回のシンポジウムに 70～100名参加 

４．関連のある学協会名称、その関係（学会内に設置しているか、独立の会か） 

言語処理学会(我々は学会から独立。学会にはシンポジウムの後援をしていただいてい

る) 

５．若手の会のミッション  

	 自然言語処理(NLP)および関連分野の若手研究者、エンジニアおよび学生の交流を促

進し、若手のアクティビティを高めることを目指したコミュニティです。NLPに興味

を持っている人がオープンに情報交換、コミュニケーション作りができるような場を提

供し、新しい取り組みの積極的な奨励や、他のコミュニティとの連携を活発にすること

で、NLPコミュニティの新陳代謝を促すことを目的としています。 

６．活動内容  

	 年 1回、秋にシンポジウムを開催しています。自然言語処理および関連分野の若手研

究者の交流を促進し、若手のアクティビティを高めることを目指しています。 

その他にも、勉強会や懇親会などを開催しています。 

ウェブサイト：http://yans.anlp.jp/ 

７．若手の会の課題  

どのようにしたら研究に関心のあるエンジニアの人たちに学生や研究者と交流して自

然言語処理の発展に結びつけていくことができるか、そして高校生、高専生、研究室配

属前の学部生といった超若手に対してどのような支援や活動の場所を提供できるかな

ど。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

異分野間の意見交換・人材交流の促進を期待しています。 
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１．若手の会名称  

高分子学会北海道支部若手の会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位など  

比能洋、北海道大学先端生命科学研究院、助教 

３．構成メンバー、人数  

若手研究者（特に定義なし）から学生まで、 

90名（2012年度若手研究会参加者数） 

４．関連のある学協会名称、その関係  

高分子学会北海道支部の内部組織、若手研究会開催を基本とし、担当者持ち回り制 

５．若手の会のミッション  

	 北海道内の高分子に関連する若手研究者の交流の場を提供すること。若手研究者の育

成。高分子学会新規会員の獲得。 

６．活動内容  

	 1泊 2日の若手研究会を年 1回開催することを基本とし、若手研究者の交流の場を提

供する。「高分子」は現在、バイオ、素材、ナノテク、物性など幅広い専門的背景を有

する研究者が参画する学際領域となっているが、高分子学会年会などではそれぞれの専

門分野の発表会場のみでの人的ネットワークが形成される傾向がある。そのため、年齢

制限を設けることなく「若手の会」を設置することにより地域の異分野研究者のネット

ワークを形成し、学際研究を推進するための場の一つを提供している。 

７．若手の会の課題  

	 地域に根付き、淡々と「場」を提供し続けることに意味がある会であるが、昨今の定

年延長・任期制導入・プロジェクト研究者の増大等に伴い、中心的若手研究者が減少し

ていること。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

日本の未来を担う人材の「持続的」排出のため施策を提言できる場となること。 

研究分野の多様化（ボーダレス化）に伴う若手研究者の声の希薄化を補う場となること。 
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１．若手の会名称  

情報処理学会「若手研究者の会」 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

黒橋禎夫、京都大学大学院情報学研究科知能情報学専攻、教授 

３．構成メンバー、人数  

40研究会などから推薦された 30歳代～40歳半ばの約 40名 

４．関連のある学協会名称、その関係  

一般社団法人情報処理学会の学会内に設置 

５．若手の会のミッション  

（1）分野ごとに構成される 40研究会の分野を超えた若手研究者の連携の構築 

（2）若手研究者の視点からの新たな研究分野や新たな研究会の運営などの提案 

（3）内外の求めに応じた若手研究者の意見集約 

（4）若手研究者の質の向上に向けた対応検討・提案 

（5）その他、理事会、政策提言委員会等への各種提案など 

６．活動内容  

（1）運営体制 

・年 1回～2回程度の全体会議による意見交換・情報交換（関連省庁等との定期的な意

見交換も含む）を行う。 

・全体を 3領域単位に分割し、諸課題について、より機動的な検討体制とする。 

・3領域の中心メンバーによる幹事会を年数回開催し、具体的な活動推進のための準備

をする。 

（2）今後予定する具体的な活動 

・若手研究者の地位向上のための声明等の取り纏め、または関係団体への働きかけ 

・学会活動全体の活性化のための若手研究者の意見集約、および具体的施策の提案 

７．若手の会の課題  

	 情報処理学会「若手研究者の会」は 2013年 1月に発足し、2013年 2月 26日に第一

回の全体会議を開催したところである。今後、ソーシャルメディア等を活用しつつ議論

を深め、上記ミッションの実現を目指す。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 日本の学術分野での国際競争力の維持・向上のためには、特に、卓越した若手研究者

に対する十分な研究費の確保、先進的な研究環境の整備、パーマネントなポストの確保

など、さまざまな施策の実行が喫急の課題であり、日本学術会議からの国への提言など

を積極的かつ継続的に行っていただきたい。  
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１．若手の会名称  

人類学若手の会	 Young Researcher's Association for Anthropology 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

中込滋樹、統計数理研究所、研究員 

３．構成メンバー、人数  

遺伝、形態、考古、心理、生態、生理、文化、霊長類など広義の人類学諸分野の大学院

生、PD．40名(2013年 3月 1日現在)。 

４．関連のある学協会名称、その関係  

独立。会員の所属学会は多岐にわたります。 

５．若手の会のミッション  

	 特に若手研究者と大学院生を中心に、広義の人類学諸分野の交流と連携を推進するこ

と。人類学は、さまざまな視点とさまざまな手法をとる多くの研究分野の融合領域にあ

ります。それぞれの分野の将来を担う若手が、人類という存在をさまざまな視点からト

ータルに捉え、数年後・数十年後の研究において、新しい方向性や共同研究の可能性を

探れる場になることを目指しています。 

６．活動内容  

	 現在行なっている活動は以下の通りです。 

・オンライン機関誌「Anthropological Letters」の発行(半年に 1度) 

・総合研究集会の開催(年に 1度) 

・その他セミナーや研究関連イベントの開催(不定期) 

・メーリングリストなどによる情報交換(随時) 

詳細は以下のWebサイトをご参照ください。 

https://sites.google.com/site/jinruiwakate/ 

７．若手の会の課題  

	 2012年 8月に設立されたばかりのため、会の存在を多くの人に認知してもらうこと

が目下の課題です。現在のところは自然人類学を専門とする会員の数が多く、特に「人

文系」の人類学(考古、心理、文化、歴史など)に携わる若手の方々と、もっと対話がで

きれば良いと考えております。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 それぞれの専門とする分野の研究内容・研究文化が、広大な諸学問分野のなかにどの

ように位置づけられるのか、それを知る手がかりを与えていただければ幸いに思います。 
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１．若手の会名称  
精密工学会アフィリエイト委員会 
２．代表者の氏名、所属機関、職位等  
佐藤隆太（さとうりゅうた）、神戸大学大学院工学研究科機械工学専攻、助教 
３．構成メンバー、人数  
アフィリエイト選考委員会にて認定された、35歳以下の精密工学会正会員または学生
会委員．正会員、賛助会員、学会関連組織からの推薦、または学会理事会からの推薦に

基づく。2012年度は 69名（大学 55名、企業 10名、産総研・公設試 4名）。 
４．関連のある学協会名称、その関係  
精密工学会事業部会の下部組織として、2009年度に発足。（参加者の認定には学会が関
与するが、会の活動は独立しており基本的に自由である。） 
５．若手の会のミッション  
	 精密工学分野における若手人材の活性化、学際的な若手人材の育成、および若手人材

間のネットワークの構築。 
６．活動内容  
①研究会および見学会の開催（年 2～4回）	 アフィリエイト認定者による話題提供と
討論、外部講師による特別講演、関連企業や大学の見学を行っている．これまでの見学

先としては、東京大学（2009）、三菱電機株式会社（2009）、株式会社ナノ（2010）、大
阪大学（2010）、熊本大学（2011）、株式会社小坂研究所（2011）、静岡大学（2012）、神
戸大学（2012）など。懇親会もあわせて開催している。 
②精密工学会誌への連載記事の掲載 
・自己紹介記事：毎号 3名ずつ、アフィリエイト認定者の自己紹介記事を連載している。
研究内容の紹介欄と自由記述欄とからなる。 
・アフィリエイト留学記：海外留学経験のあるアフィリエイト認定者が、留学に至った

経緯、留学中の体験、海外の研究動向、および海外留学へのアドバイスを 2～4ページ
程度にまとめて学会誌に連載している。 
・解説 博士論文：アフィリエイト認定者が、博士課程進学に至った経緯、博士課程で
の経験、博士論文の内容、および修士課程の学生や企業の研究者に対するアドバイスを

4ページ程度にまとめて学会誌に連載している。 
③座談会の開催と情報発信	 学会の著名な研究者を招いてアフィリエイト認定者と座

談会を開催し、その内容を学会誌に掲載している。このほか、研究会や見学会の内容を

学会誌で紹介している．このほか、現在ホームページの公開を準備中である。 
④精密工学会講演会に合わせて開催される企画の運営・協力	 精密工学会講演会に合わ

せて開催される卒業研究発表会の運営や、国際セッションでの協力、特別企画等を担当

している。 
⑤その他	 10～20年後の世界をリードする日本の科学技術への貢献を見据え、若手の
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視点から協力して進めるべき活動について議論する。（学際的なジョイントリサーチの

推進や新分野開拓の可能性についての議論など。） 

７．若手の会の課題  

・精密工学分野における若手人材の減少傾向。 
・学際的な共同研究を実施することの難しさ。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 異分野間の人材交流を通じて、新しいニーズおよびシーズが創出されること。 
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１．若手の会名称  

生命情報科学若手の会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

荒川和晴、慶應義塾大学先端生命科学研究所、特任講師 

３．構成メンバー、人数  

若手研究者から大学院生まで、99名（2012年 2月 13日現在） 

４．関連のある学協会名称、その関係  

独立の会 

５．若手の会のミッション  

	 ヒトゲノムの解読からおよそ 10年が経過し、生命情報科学はライフサイエンスにお

ける大きな潮流となりました。「新型シーケンサによる Omics解析」「遺伝子・タンパク・

細胞・組織レベルの定量的解析」「ライブイメージングや画像情報解析」などの強力な

解析技術が急速に発展する中、情報科学的視点を踏まえつつ実験を行い、また情報解析

によって新たな生命現象の発見や理解を行う、この新しい分野を切り開こうという熱意

を持つ若手研究者・大学院生の交流を推進することを目的として、私たちの会は 2009

年 2月に設立されました。 

生命情報科学若手の会ウェブサイト：http://bioinfowakate.org/ 

６．活動内容  

	 生命情報科学若手の会の主な活動は年に１度、１泊２日の泊まりがけで行われる研究

会（年会）です。40名を超える参加者全員が口頭での研究発表を行うことが最大の特

徴で、通常の学会以上に突っ込んだ熱心な議論が交わされます。参加者は実験系と情報

系の両方から、博士号を持つ若手研究者と研究を活発に進めている大学院生がおよそ

半々の割合で、最新の研究成果から分野の将来までを語りあいます。初めて参加された

方の満足度・評価も毎回極めて高くなっています（生命情報科学若手の会ウェブサイト

に掲載されている「参加者の声 (http://bioinfowakate.org/events/annualmeet2011)」をご覧

ください）。その他、不定期に幅広い活動も行っています。これまでに、バイオインフ

ォマティクスのワークショップ、海外の著名研究者によるセミナー、関連分野の若手の

会との共同研究会、お洒落な雰囲気で議論をする「サイエンス・バー」などを開催して

きました。分野を発展させる新しいアイデアの議論・実行も盛んで、2010年には第２

世代シーケンサを現場で扱っている研究者・技術者同士が情報交換を行う「NGS現場

の会」が立ち上がりました。 

７．当該分野の若手の会の課題  

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 会としての統一した見解はありません。 
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１．若手の会名称  

多感覚研究会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

＊代表はいないが、以下の二名は連絡係として登録。 

藤崎和香、独立行政法人産業技術総合研究所、主任研究員 

和田有史、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、主任研究員 

３．構成メンバー、人数  

世話人会 

金山範明(EPFL)・北川智利(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)・小林まおり(明

治大学)・高橋康介(東京大学)・寺本渉(室蘭工業大学)・藤崎和香（上述）・和田有史（上

述）。その他、毎年の研究会ごとに参加者が 50名以上。 

４．関連のある学協会名称、その関係  

学会内に設置した研究会ではないが、これまでの開催において、日本基礎心理学会より

助成を受けている。 

５．若手の会のミッション  

	 異なる学会に分散しがちな多感覚研究に携わる人々が集まる機会をつくることで、知

見の共有、議論と連携の促進、多感覚研究全体の活性化を目指す。 

６．活動内容  

	 年一回の研究会の開催。 

７．当該分野の若手の会の課題  

	 実験心理学分野に若手の会そのものがないので、当面の受け皿として登録している。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 他の学術分野では、若手の会にどのような必要性があり、どのような活動をしている

かをまず学びたい。 
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１．若手の会名称  
地域農林経済学会若手の会 
`The Association for Regional Agricultural and Forestry Economics’ Youth Network 
２．代表者の氏名、所属機関、職位等  
本田恭子、岡山大学大学院環境生命科学研究科、特任助教 
３．構成メンバー、人数  
37名（2013年 2月現在）。会員は博士前期課程院生から助教や講師といった若手研究者
まで様々です。地域農林経済学会に所属する若手研究者・院生が中心ですが、非学会員

も参加しています。 
４．関連のある学協会名称、その関係  
地域農林経済学会	 The Association for Regional Agricultural and Forestry Economics 
若手の会は地域農林経済学会から承認を得ていますが、活動は独立して行っています。 
５．若手の会のミッション  
 若手研究者・院生間での研究に関する交流を促し、研究をブラッシュアップできる機
会を増やすことを目的としています。 
ウェブサイト：http://a-rafe.org/page.php?c=68&s=0 
６．活動内容  
	 毎年 10月に開催される地域農林経済学会研究大会の期間中に活動報告会と交流会を
開催しています。また、会員の要望に応えて、統計学の勉強会や論文の輪読会、研究報

告会を随時開催しています（これまで 7回開催）。活動場所は関西が主ですが、東京で
も行っています。また、2012年より雑誌（「農業と経済」誌）の書評依頼を仲介する活
動も始めました。これは若手研究者・院生が執筆経験を積み、業績を増やすことを目的

としています。 
７．若手の会の課題  
	 現在の若手の会の課題は次の 3点です。 
・遠方のため研究会や勉強会へ気軽に参加できる状況にない若手研究者・院生へどのよ

うに対応していくか 
・単なる交流や研究紹介だけに終わらせない工夫をどうするか 
・自身の研究や職務に追われる若手研究者・院生が多い状況で活動をどう進めていくか 
また、とくに関西地方では大学間の距離が離れているため、大阪駅などターミナル駅の

周辺で無料もしくは安価で小規模な会議室（30人程度の）があると便利ですが、その
ような部屋の確保が難しい状況です。 
８．若手研究者ネットワークに期待すること  
	 上記課題の解決に向けて、他分野の若手ネットワークと情報交換を行いたい様々な分

野の若手研究者が集まる場であることを活かして、学際融合を進めたり、若手の会が抱

える問題の解決に向けて政府等に何らかの働きかけを行うことなどを期待したい。 
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１．若手の会名称  

天文教育普及研究会若手の会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

高梨直紘、東京大学、特任助教 

３．構成メンバー、人数  

12名 

４．関連のある学協会名称、その関係  

天文教育普及研究会内に設置 

５．若手の会のミッション  

	 会長諮問機関として、長期的視点からの会のビジョン等を議論して進言する事。 

６．活動内容  

	 メールベースでのオンラインの議論、学会等に合わせたオフラインでの議論。 

７．若手の会の課題  

	 会は教育関係者や科学館等で働く学芸員、研究者など、多様なバックグラウンドを持

つ会員で構成されているため、その多様性を活かしながら活動していく形を作っていく

こと。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 異なる学協会同士のコミュニケーションを通じて、学協会の新しい社会的価値を生み

出すような活動につながればと考えています。また、組織マネジメントのための合同研

修等の機会があると良いと思います。 
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１．若手の会名称  

日本疫学会若手の会 

正式名称：日本疫学会疫学の未来を語る若手の会：http://www.eki-waka.umin.jp 

２．代表者の名前、所属機関、職位等  

伊藤ゆり、大阪府立成人病センターがん予防情報センター、研究員 

佐藤弘樹、防衛医科大学校医学研究科公衆衛生学専攻、助教 

３．構成メンバー、人数  

若手の会メーリングリスト登録者約350名 

院生（博士課程）から30代が中心だが、自称「若手」であり、「教授」クラスも登録さ

れている。中心構成員（＝世話人）10-15名。若手の集い（年1度の集会）の参加者。 

約100名院生（博士課程）から30代が中心。 

４．関連のある学協会名称  

日本疫学会 

５．若手の会のミッション  

	 学術的な議論のみならず、雑談や近況報告なども交えて気楽な雰囲気で疫学研究の進

歩発展と若手疫学者相互の交流を図ることを目的としています。 

６．活動内容  

	 「疫学の未来を語る若手の集い」を日本疫学会総会の前日に開催しています（年1回）。

毎年、若手疫学者の関心が高いテーマを選定、企画しており、疫学会会員、非会員を問

わず多数の若手研究者が出席しています。直近3年のテーマは下記のとおりです。 

2013年「疫学と異分野のコラボレーション～脳科学、経済、GISと疫学～」 

2012年「座談会：疫学者のキャリアパスを考える」 

2011年「テーマ：若手の研究費獲得」 

また、「疫学の未来を語る若手の会メーリングリスト」では、疫学研究に関する課題や 

疑問について若手の会の会員同士で随時、意見交換を行っています。 

７．若手の会の課題  

	 若手同士の議論をもっと活発化したい。学会を支えるためにも若手を中心とした会員

数の増加。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 オンライン・オフライン問わず、分野をまたいだ若手研究者同士の交流の場を設定し

てくださることを期待しています。 
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１．若手の会名称  

日本ゲノム微生物学会若手の会 

２．代表の氏名、所属機関、職位  

今村壮輔、東京工業大学資源化学研究所、准教授 

３．構成メンバー、人数  

教員・学生（学部生、大学院生）、７０名 

４．関連のある学協会名称、その関係  

日本ゲノム微生物学会（http://www.sgmj.org/index.php/Home）、支援を受けている 

５．若手の会のミッション  

	 本若手の会は、微生物学研究の次世代を担う、若手研究者の交流と情報交換を通し、

微生物、特に微生物ゲノム分野を中心とした基礎・応用研究をより活発なものにするこ

とを目的にしている。 

６．活動内容  

	 研究会を年１回開催しており、2012年度は第 6回大会として、2012年 9月 27日～28

日の日程で行った。研究会では、ゲノム研究に限らず、様々な分野の微生物学研究者が

集まり、お互いに研究の背景、基盤技術、研究データなどを紹介し、活発に議論し合う

ことで、知識の向上や新たな研究展開・研究者ネットワークの構築を行った。更に、企

業による技術セミナーを２件開催するなど、最新技術の情報収集の場を提供している。

また、本若手の会の趣旨に賛同して頂ける企業の皆様より協賛金を独自に募り、それを

学生への参加支援に充てることにより、次世代を担う研究者の育成にも微力ながら取り

組んでいる。 

本若手の会のウェブサイト：http://adgjmptw.ddo.jp/~wakate/MicroWakate/home.html 

７．若手の会の課題  

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 若手研究者が真に求めている支援・制度改革などの意見集約とそれを実現するための

提言。他分野との技術的な交流を行うことによる学際的研究の創成と発展 
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１．若手の会名称  

日本睡眠学会若手の会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

角谷寛（かどたにひろし）、京都大学大学院医学研究科、准教授 

３．構成メンバー、人数  

学生や若手研究者（自称も含む）、30名 

４．関連のある学協会名称、その関係  

日本睡眠学会、学会内 

５．若手の会のミッション  

	 睡眠研究、特に基礎研究をより活発なものにし、この分野の研究の仲間を増やすこと。 

６．活動内容  

・日本睡眠学会定期学術集会における「DataBlitz」の開催 

・ワークショップ「日本睡眠学会冬の学校」の開催 

・Facebook、メーリングリストを通じた情報交換。 

・ホームページによる情報公開（https://sites.google.com/site/sleepwinter2013/home） 

７．若手の会の課題  

	 準備会を経て活動を開始したのが昨年であり、日が浅いこと。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 他学会の若手の会の活動を知り、良いところは取り入れて行きたい。他分野の研究者

との情報交換。 
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１．若手の会名称  

日本光合成学会若手の会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

成川礼、東京大学大学院総合文化研究科、助教 

３．構成メンバー、人数  

学生から若手研究者まで。毎回のセミナーにおいて、30-40名近くの参加がある。 

４．関連のある学協会名称、その関係  

日本光合成学会（http://photosyn.c.u-tokyo.ac.jp/）内に設置されている会 

５．若手の会のミッション  

	 光合成研究はその素過程を解析する上で、生物物理学、有機化学、生化学などの知識・

技術が必要となる一方、マクロな視点で捉えるには、生理学、細胞生物学、生態学など

の知識・技術が必要だが、１人の研究者がこれら幅広い学問領域を深く理解し、その技

術を習得するのは難しい。このような状況で、互いの研究分野・背景を理解した上で、

適切な共同研究を行うために、若手研究者がお互いの研究を発表し合い、検討する場と

して本若手の会は設立され、研究者間コミュニケーションの充実を目指している。最近

はアウトリーチ活動にも参画し、社会とのコミュニケーション充実まで幅を広げている。 

本会のWebサイト:https://sites.google.com/site/photosynwakate/ 

６．活動内容  

	 年二回、本会シンポジウム後に開催する研究会、10月に宿泊形式で研究交流を重視

した研究会を開催している。2012年の研究会では、通常のセミナーに加え、二日目午

後にフィールドワークを行い、光合成微生物の生育環境を観察した。2011年からサイ

エンスアゴラに若手の会有志で参加し、光合成研究について社会に対する発信も行って

いる。2012年の出展では、サイエンスアゴラ賞を受賞し、その活動が評価されている。 

７．若手の会の課題  

	 学生の積極的な参加が若干少ないこと。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 若手研究者ネットワークで具体的に何を目指すのかを明確にし、その目的のために継

続して活動するための基盤を確立して欲しい（代表個人の意見）。 
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１．若手の会名称  

日本神経化学会若手研究者育成セミナー：http://www.neurochemistry.jp/youth/ 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

小泉修一（仮）、山梨大学医学部薬理学、教授 

３．構成メンバー、人数  

年会開催時の活動を基本とする。その際セミナー参加者を構成員としているため年毎の

変動が大きい。50−100名。世話人は 10名。 

４．関連のある学協会名称、その関係  

日本神経化学会(http://www.neurochemistry.jp)。サポートを受けている。 

５．若手の会のミッション  

	 日本神経化学会は、世界で最も長い歴史と最大級の会員数を有する「神経化学」の学

会で、「脳と神経の病気の原因や発症の仕組みについて分子実体を基盤として明らかに

していく」ことを主たる使命としている。またその実現の手段として、時間を十分にと

って議論を尽くすこと、若手を育成すること、を掲げている。本若手セミナーは、この

姿勢及び哲学を学び、消化し、著しく発展させること、その人材を発掘・育成すること、

をミッションとしている。 

６．活動内容  

	 年１回の神経化学会大会時の夜を主な活動に充てる。第一線で活躍している講師（＋

若手チューター）＋若手研究者（学生、大学院生、ポスドクなど）からなる少人数グル

ープを複数構成し、全員が膝を交えて、サイエンス、進学、留学、就職のこと、さらに

ラボの先生には相談し難い話題等々、二晩、夜を徹して語り合う。講演のタイトルは、

最先端のサイエンスに関する話題はもちろん、「研究者の心技体」「メジャーリーグで生

きていくためにすべき７つの習慣」等、極めてバラエティーに富む。こうした自由な討

論、大学・研究室の壁を越えた交流を通じ、魅力的な研究者・人間の育成を目指してい

る。 

７．若手の会の課題  

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 全く異なる分野の若手研究者、さらに類似分野であるが交流のなかった若手研究者と

の情報交換を通して、新しい研究分野を創出すること、新しい人的交流を広げること。 
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１．若手の会名称  
日本創造学会若手の会  
２．代表者の氏名、所属機関、職位等  
＊代表者はいないが、以下の二名が学会任命理事ならびに連絡係を担当している。 
西浦和樹、宮城学院女子大学学芸学部、教授  
川路崇博、大月市立大月短期大学経済科、助教  
３．構成メンバー、人数  
自称若手で、意欲的に参加する者（現在 10名程）  
４．関連のある学協会名称、その関係  
日本創造学会：http://www.japancreativity.jp/ 
５．若手の会のミッション  
	 日本の創造性コミュニティの代表機関として、若手の会では創造性に関する重

要事項を議論し、学会内外に今日的課題の解決を図るための情報収集・情報共

有・情報発信を行うことをミッションとして持続可能な活動を目指します。創造

性に関する重要事項として、国際理解、環境、教育、福祉、健康、高度先端技術

あるいは震災からの復興などの社会問題や企業における実践、イノベーションを

中心として幅広い話題について議論する場を提供します。  
６．活動内容  
	 現在、Facebookやメールでの情報交換ならびに、3ヶ月に一度程度開催される
学会研究会の日に合わせ、意見交換などを行なっています。今後、活動の成果を

ホームページや Facebookを利用して対外的に発表していく予定です。また、若手
の会での関心事項を電子書籍にして公開することも検討しています。  
７．若手の会の課題  
	 実質的な活動を始めたのは 2013年になってからということもあり、本格的な
その内容をこれから検討する段階です。  
８．若手研究者ネットワークに期待すること  
	 必要に応じて、著名人や関連組織などのリソースをご紹介頂き、費用面でも小

規模学会に配慮した委員会の企画・運営を期待しております。そして、他学会・

グループの若手の会の皆様との情報と人的な交流支援を希望いたします。  
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１．若手の会名称 
日本草地学会若手の会 
２．代表者の氏名、所属機関、職位等  
川村健介（かわむらけんすけ）、広島大学大学院国際協力研究科開発科学専攻、准教授 
３．構成メンバー、人数  
若手の会世話人 10名（30代の有職者） 
４．関連のある学協会名称、その関係  
日本草地学会「草地学教育委員会」の下部組織として配置 
５．若手の会のミッション 
	 日本草地学会若手の会Webサイト：http://grass.ac.affrc.go.jp/wakate/wakate-index.htm 
草地学分野の若手研究者が一堂に会し，ざっくばらんに懇談して親睦を深め，意見交換

する場として「若手の会」を 2007年春に発足した。 
６．活動内容 
①夏合宿の開催（年 1回） 
神津牧場（2007年），東北農業研究センター（2008年），宮崎大学（2009年），広島大
学（2011年） 
②大会時のシンポジウム（企画集会）の開催 
「若手研究者の海外挑戦：中国における草地学会若手研究者の取り組み」（2009年） 
「論文の執筆と審査のポイント」（2012年） 
③特集記事の企画 
「若手研究者の挑戦」日本草地学会誌，57(2): 96-125. 
④その他 
2009年 12月 25日：「26の若手の会による共同声明—知の継承と未来への投資—」に参画 
https://sites.google.com/site/wakatekyoudouseimei/ 
2011年 4月 12日：東日本復興支援事務局を設置 
http://grass.ac.affrc.go.jp/wakate/ReconstructionAssistance20110411.pdf 
７．若手の会の課題  
・草地学に携わる若手研究者が抱える研究上の共通・地域的な問題の解決。  
・若手研究者のスキルアップ（海外への進出，学術論文の執筆等）。  
・学術研究の領域が広がりつつある「草地学教育」に関する内容の整理と対応。 
８．若手研究者ネットワークに期待すること  
	 近年，急速に学術研究の領域広がりつつある中で，若手アカデミー委員会の活

動においては，異なる分野を専門とする若手研究者との交流の場を広げる機会と

して期待している。  
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１．若手の会名称  

日本畜産学会若手企画委員会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

友永省三、京都大学大学院農学研究科、助教 

３．構成メンバー、人数  

博士研究員、助教など１６名 

４．関連のある学協会名称、その関係  

公益社団法人日本畜産学会（http://www.jsas-org.jp/index.html）に属し、「若手奨励・男女

共同参画推進委員会」の内部委員会として位置づけられています。 

５．若手の会のミッション  

	 若手研究者主催のシンポジウムや懇親会を開催し、細分化され高度に専門化した畜産

学分野の垣根を超えた会員の交流を図り、相互に補完することにより畜産学研究の進展

に寄与することをミッションとしております。 

６．活動内容  

	 日本畜産学会大会内で開催される本委員会主催シンポジウムでは、若手研究者独自の

視点から畜産学を研究する醍醐味をお伝えしてきました。開催毎に委員会構成メンバー

から世話人が選出され、世話人の主導により新進気鋭の若手研究者や、若手に負けない

熱意を有する経験豊かな研究者に講演を依頼し、発表して頂きました。これまで、計９

回のシンポジウムを開催し（2012年２月時点）、詳細は HPに公開しております

（http://www.jsas-org.jp/wakate/pastactivities.html）。シンポジウム後の懇親会も大切な活

動のひとつで、畜産学分野における研究者間の新たなネットワーク形成の場を提供し、

活性化に寄与しています。既に幾つかの共同研究が始まっているほか、学生会員から研

究を中心とした相談も受けております。 

７．若手の会の課題  

	 若手の力でより魅力的な企画を行うことで、より多くの畜産学分野の研究者に参画し

ていただくことです。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 異分野の若手の会のみなさまと有意義な情報交換を行うことで、今後の活動に活かし

ていきたいと考えております。よろしくお願いします。 
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１．若手の会名称  

農業気象学会若手研究者の会 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  

～2013年 3月 

松田怜(まつだりょう)、東京大学大学院農学生命科学研究科、助教 

2013年 4月～ 

石神靖弘(いしがみやすひろ)、千葉大学大学院園芸学研究科、助教 

３．構成メンバー、人数  

農業気象学とその周辺分野の若手研究者および学生、約 90名 

幹事 4名で運営、幹事の任期は 2年 

*若手会会員は日本農業気象学会会員であることが望ましいものの、広範な領域の若手

研究者との交流を図るため、必ずしも学会員である必要はない。 

*自ら若いと認めることが若手会入会資格である(年齢制限なし)。 

４．関連のある学協会名称、その関係  

日本農業気象学会内の組織(1977年創設) 

ウェブサイト：http://www.agrmet.jp/wakate/ 

５．若手の会のミッション  

	 若手研究者が農学・農業気象学のあり方や研究への抱負・不満について自由な意見を

交わし、若手研究者間の交流と切磋琢磨を図ること。 

６．活動内容  

・全国大会時の企画集会・懇親会の開催 

 2013年「評価の高い学術誌への論文掲載を目指す」 

 2012年「統計ソフトウェア R入門」 

・メーリングリストによる議論・情報交換 

・ウェブサイトによる情報発信 

７．若手の会の課題  

	 若手研究者数の減少。 

８．若手研究者ネットワークに期待すること  

	 情報交換や議論など、また必要がある場合には意見集約や合意形成などが行いやすい

枠組みとなること。 
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１．若手の会名称  
農村計画学会若手ネットワーク：http://furalpln.blog.fc2.com/ 
２．代表者の氏名、所属機関、職位等  
山下良平（やました	 りょうへい）、石川県立大学生物資源環境学部、講師 
３．構成メンバー、人数  
農村計画に関する多様な分野の研究者、実務家、学生など約 150人 
４．関連のある学協会名称、その関係  
農村計画学会 
５．若手の会のミッション  
	 共同調査や学会毎の情報交換、学会誌への投稿を通じて、農村社会の活性化に貢献出

来るアウトプットをしていく。 
６．活動内容  
	 農村の将来について考え、問題構造を見抜き、調査・分析を通して農村地域に処方箋

を提示出来るような活動を行う。母体分野は自然科学系（生態、土木、建築など）から

社会科学系（社会学、経済学、民俗学、政治学など）まで多様で有り、当然のことなが

ら分析アプローチも多様で、質的調査に基づく場合もあれば、数学的に資料を解析する

場合もある。基本的には学会全国大会の際に情報交換やテーマ討論を行う事が主である。

近年では、学会誌に論文レビューや書評などを積極的に投稿するほか、ゼミ形式の勉強

会も企画している。 
７．若手の会の課題  
	 農村は人口減少で悩んでいるが、農村計画学会に根を置く若手研究者や大学院生の数

も顕著に減少傾向である。大学のポストの数に大きく依存するが、学会の中身の魅力も

大きく関係していると考える。農村の疲弊は話題になるが、懸命に努力して現状を維持

していることは、よほど目立った活動に注目されない限りあまり話題にならない。我々

の活動や研究成果が分野外の人、一般社会にどう評価されていくかを確立しなければな

らない。 
８．若手研究者ネットワークに期待すること  
	 若手主催のミニ学会など、学会本体では（無いことも無いが）簡単にできないことを、

「肩の力を抜いた雰囲気」でまずやってみたい。本格的な共同研究などをはじめから念

頭に置くと、動きづらくなるかもしれないので。農業・農村系の学会は、例えば大学の

HP 等で「○○教授が△△を発見しました」というようなニュースとして採り上げられ

ることは極めて少ないです。ニュースにならないといけない訳ではありませんが、我々

以外にも非常に興味深く、かつ社会的に重要な「マイナー・小規模学会」があるはずで

す。そのような存在を発掘できる機会となって欲しい。 
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１．若手の会名称  
若手有志 IVR 医の会	 

２．代表者の氏名、所属機関、職位等  
井上政則（いのうえまさのり）、慶應義塾大学医学部放射線診断学講座、助教（東日本

担当幹事）	 

米虫敦（こめむしあつし）、関西医科大学放射線科学講座、助教（西日本担当幹事）	 

３．構成メンバー、人数	 

若手 IVR 医、約 150 人	 

４．関連のある学協会名称、その関係  
日本インターベンショナルラジオロジー学会（日本 IVR 学会）関係は、独立の会。	 

５．若手の会のミッション	 

	 若手有志 IVR 医の会の基本理念は、以下の通りである。「若手」の定義は、	 

あえてしない。	 どんな派閥の人でも参加できるように、派閥を越えた会にするために、

『何もしない』『若手 IVR 医が懇親・情報交換をする"だけ"』の会とする。『何かをやる

会』にすると、いろいろな考え方の違いや立場の違いから、みんなが一つに集まること

ができなくなってしまう。本会は”場の提供”に徹して、『何かをする』のは本会で親

交の深まった各個人同士に任せる。参加については、来るもの拒まず。去る者追わず。	 

６．活動内容  
懇親会/情報交換会の開催。Web ページ：https://sites.google.com/site/wakateivr/	 

７．若手の会の課題  
８．若手研究者ネットワークに期待すること  
１）『行政の動きを鑑み、必要な時に若手の意見を集約して各方面に強力にアピール』

について	 

	 臨床医学の分野においては、臨床医としても研修を積むために臨床病院に所属する若

手研究者が数多くいます。優れた臨床研究の多くは、臨床病院での臨床研究から発信さ

れています。しかしながら、これらの臨床病院に所属する研究者は、科研費を応募する

ことができません。「これらの臨床病院が文科省の指定する研究施設ではない」という

のが理由です。科研費の応募は施設ごとの事務取り纏めで申請のために、臨床病院で高

度な臨床研究を行っている若手研究者が科研費から閉め出されています。本件について、

若手研究者ネットワークから、行政に対して、何らかの働きかけをできないでしょう

か？	 

２）若手ネットワークの運営について	 

	 現時点ではキックオフの段階で組織の立ち上げに重点が置かれているようですが、若

手ネットワーク自体がどのような活動を目指しているのかが不明瞭です。『各学会の若

手研究者が連絡を取り合いました。凄いでしょ！いいね！！』で、終わらないよう望み

ます。	 	 
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おわりに	 

	 若手研究者ネットワークは、2012年 12月から実質的に活動を始めました。本アニュ

アルレポートは、記念すべき第 1号となります。2012年 11月から若手の会等の皆さん

にアンケートをお願いして、2013年 3月末までに 140件近い回答をいただき、既に 70

を越える団体に参加いただいています。その反響の大きさに、担当している委員も驚い

ています。それは、若手研究者が置かれている状況の厳しさの裏返しであるとも言える

でしょう。2012年度は、極めて限られた時間の中で、2013年 3月に第 1回ワークショ

ップを開催し、本アニュアルレポートの作成までこぎ着けました。これらはひとえに参

加団体の皆様のおかげです。ご協力いただいた各団体の皆様にこの場をお借りして、お

礼申し上げたいと思います。 

	 若手研究者ネットワークについてのご質問、ご意見は下記の若手研究者ネットワーク

担当までお願いします。 

2013年 3月 31日 
 

日本学術会議 若手アカデミー委員会 若手研究者ネットワーク担当 

一ノ瀬友博（慶應義塾大学） 

井藤	 彰	 （九州大学） 

蒲池みゆき（工学院大学） 

竹村	 仁美（愛知県立大学） 

林	 秀弥	 （名古屋大学） 

半場	 祐子（京都工芸繊維大学） 

横山	 広美（東京大学） 

（五十音順） 

連絡先： info-network@youngacademy-japan.org 


