
第１８４回日本学術会議総会及び記者会見に関するご報告 
 
２０２２年４月１８日及び１９日、日本学術会議第１８４回総会を開催しま 
した。先般は「第 26 期日本学術会議会員候補者の選考方針（原案）」につきま 
して、ご意見をお寄せいただきありがとうございました。いただいたご意見を踏 
まえ選考委員会において検討を深め、選考方針（原案）を修正して総会に諮りま 
したところ、以下 URL のとおり決定いたしましたので、ご報告いたします。 
総会ではこのほか、日本学術会議会員任命問題や、研究力強化、オープンサイ 
エンス、未来の学術振興構想、分科会活動に関する討議を行いました。 
 
また、総会終了後、記者会見を行い、梶田隆章会長の挨拶（下記のとおり）の 
ほか、「第 26 期日本学術会議会員候補者の選考方針」、学術フォーラム・公開シ 
ンポジウム等の開催予定についてご説明いたしました。総会資料、記者会見で配 
布した資料は、日本学術会議のホームページに掲載しております。 
 
○日本学術会議第１８４回総会配布資料 
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/sokai/siryo184.html 
 
○第 26 期日本学術会議会員候補者の選考方針 
 https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/senko/index.html 
 
○第 25 期記者会見資料（４月１９日） 
 https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/kisyakaiken.html 
 
---------------------------------------------------------------------- 
○記者会見冒頭の梶田隆章会長の挨拶 
 
 昨日から本日までの２日間、第１８４回となる総会を開催しました。総会には、 
約 170 名の会員が学術会議講堂又はオンラインで参加しました。 
審議はすべて公開で行いましたので、あらためての紹介は省略しますが、各議題 
について大変活発な議論が行われたことはお伝えしたいと思います。本日は、そ 
の中で、特に重要な事項についてお話ししたいと思っています。 
 
 まず、会員任命問題については、これまでの経緯とともに、会員の信任のもと 
に選ばれた会長にとって、その解決を図ることが最大の責務であるという認識 
を示し、従来繰り返し表明してきた、基本的な考え方に即した取組を継続するこ 
とを説明しました。 
 



 会員の皆様からは、お聞きいただいたとおり、執行部の苦労を多としつつ、こ 
のような任命拒否が今後の前例とならないよう問題の解決に取り組むこと、学 
協会や社会の注目も大きいこと、次期の会員改選に影響が及ばないように早期 
の解決を目指すこと、話し合いを通じて粘り強く交渉することが最も近道であ 
ることなどの御意見をいただいたところです。 
 
また、他の議案の際ではありましたが、ＩＳＣ（国際学術会議）が「科学にお 
ける自由と責任委員会」において重要課題として、強い関心と懸念を持っている 
ことが報告され、国際的なアカデミアからもこの任命拒否問題が注目されてい 
ることが明らかになっています。 
 
 総会で示される会員の意思こそが、会長が問題解決に向けて取り組む際の最 
大の力であることから、引き続きこれまでの考え方を堅持して粘り強い取り組 
みを進めることについて、総会の総意として賛同をいただくことについてご確 
認いただきました。 
 
 今後は、次回以降の官房長官との面談、対話の早期の実現に向けて努力すると 
ともに、進捗状況については、適宜、会員・連携会員等に伝達することとし、必 
要な場合には、臨時総会を召集して対応について会員の意見をお聴きするつ 
もりでおります。 
 
 また、今回の総会においては、「第２６期日本学術会議会員候補者の選考方針」 
について、昨日の会員からの御意見を踏まえて一部修正の上、総会で会長一任を 
得た上で、先ほど開催した幹事会で決定いたしました。 
 選考方針の案の作成に当たっては、「日本学術会議のより良い役割発揮に向け 
て」の取組の一環として、説明責任を強化する観点から、会員のみならず、連携 
会員や学協会、外部有識者にも意見を聴いて、反映してまいりました。 
 今後は、この選考方針に基づいて、選考要領の策定を進めるなど、第２６期改 
選に向けた取組を進めてまいります。 
 
 このほか、今回の総会では、連絡会議を始めとする各種活動報告、若手アカデ 
ミーの取り組み、外部評価、研究力強化やオープンサイエンスなどの内閣府から 
の審議依頼、未来の学術振興構想、分科会活動など、様々な課題について、会員 
による活発な討議が行われました。 
いずれも日本学術会議として積極的かつ前向きに取り組むべき項目であり、 
今後の活動に反映してまいります。 
 
 学術会議としては、引き続き昨年４月に取りまとめた「日本学術会議のより良 



い役割発揮に向けて」の具体的な取組を着実に進めることなどにより、求められ 
る役割を果たしてまいります。 
 
 なお、昨日の幹事会では、定例の案件のほか、各地区会議の代表６名の方に御 
出席いただき、今年度の事業計画について御報告いただき、幹事会として承認し 
たので、あわせて御報告いたします。 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027004D00520053005F0043004466F8304D51FA305700270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020002865E5672C0029005D00270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /ExportLayers /ExportAllLayers
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize false
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.28346
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


