
プレシンポ・プログラム（４月８日１時開会、５時閉会）  １７名参加 

 ・司会進行                        ○○ 

 ○開会；趣旨説明                     竹森 

 ○話題提供者および事前通告発言者  

   ・野村（科学・技術政策委員会）  

   ・齋藤（科学・技術政策委員会）  

   ・松田（坂田研究会）  

   ・亀山（平和問題委員会）  

   ・宗川（京都支部；軍学共同と憲法・科学論） 

   ・小滝（国公研と軍事研究）  

   ・平山（医学・医療、軍事医療） 

 ○自由討議 

 ○６月総合シンポに向けて（６月２５日午後開催予定）の討議 

   ・企画構想案の提示；事務局ニュースの内容紹介     竹森 

 ○まとめ 課題と行動の提起                井原 

 

◇参考資料◇ 

学術および学術体制のあり方を問う総合シンポジウムの＜企画趣旨＞ 

 この間、軍学共同反対連絡会や各地、各分野で、科学者会議の会員は、その先頭に

たって奮闘してきました。これを大きな運動へJSAが核となって全国的に統合、飛躍に

つなげられないかとのご意見も全国事務局に寄せられました。全国事務局では、科学

者会議の出番だ、大いにやろうという励ましと叱責だと受け止めています。同時に、

軍事研究、軍学共同の問題が大学の問題に限定されているという弱さも学術会議など

において見られ、各大学においても、先進的取り組みがいくつか現れつつあるものの、

まだまだ弱いことも指摘せざるを得ません。昨年末の科学・技術政策委員会の問題提

起、学術会議の「安全保障と学術に関する検討委員会」の動向および「軍学共同反対

連絡会」をはじめとする軍事研究反対の運動の広がりなどを受け、JSAでは学術体制

部長の名で「学術および学術体制のあり方を問う総合シンポジウム」の開催を、各問

題別委員会に呼びかけたところです。各委員会およびそれぞれの委員から、具体的な

提案を含め、積極的、肯定的なご意見をいただきました。  

 全国事務局ではこうした積極的なご意見を踏まえ、学術会議総会（４月）と防衛省

の委託研究への申請時期（６月ごろまでと想定される）を見通しながら、大学関係者

のみならず、民間研究者、国公研の方々も広く集い、学術と学術体制の軍事化に反対

する大きな取り組みをシンポジウムの形で企画しようという方向性を確認しました。

学術会議の元会長、JSA代表幹事の益川さんやノーベル賞受賞者、軍事研究反対を表明

したいくつかの大学の学長、学術会議の検討委員会で奮闘されてきた方がた、メディ

アでこの問題に一貫して取り組んでいるジャーナリスト、そして可能ならば、軍需産

業関係の民間研究者などに参加していただき、文字どおり、学術と学術体制のあり方

を総合的に問うシンポジウムにしたいと考えています。また、この企画には、民間企

業や国公立の研究機関で働く研究者の協力と参加が不可欠だとも考えています。 



 全国事務局で確認している基本方向は以下のとおりです。  

（１）防衛省安全保障技術推進制度のみならず、米軍資金の問題、科学技術・イノベ

ーション総合戦略（安全保障・軍事を含む）における大学の位置づけなどを、学術と

学術体制の軍事化の問題と捉え、平和構築に寄与する教育・科学・技術の発展とそこ

における科学者の使命を追求することを確認する。同時に、国民の安全保障問題での

「不安」に応えうる軍事力によらない平和維持、平和外交の具体的展望を模索するこ

とも重要な課題だと認識する。また、民間企業や国公研究機関の現状とそこでの研究

者のおかれた実態も重視する。  

（２）定期大会（５月下旬）の日程を考慮し、総合シンポジウムの開催は、６月２５

日（常任幹事会開催予定にあわせる）午後とする。内容については、JSA の他の企画、

他団体との関係などを十分に考慮する。  

 このシンポでは、学術会議の元会長など現元関係者、軍事研究反対を表明した大学

の学長など、メディア関係者、軍需産業関係の民間研究者などの参加（講師）を検討

する。 

（３）このシンポジウムの成功に向けて、JSA 独自のプレ企画として同名のプレシン

ポ（フォーラム）を４月９日午後に開催する。この一連の企画の趣旨と学術会議の動

向およびそれに対応した軍学共同反対連絡会等の取組についての報告を予定し全体討

論で、６月シンポの内容を具体化する。  

（４）こうした取組の準備と合わせて、当面の喫緊の課題として、防衛省委託研究に

応募しない、応募させない運動を重視し、４、５、６月を運動月間として、各大学、

各支部で計画を立てて取り組む。  

 以上の諸課題をJSAの総力をあげて取り組みましょう。防衛省の委託研究予算が１１

０億円、米軍資金が長年にわたって提供されてきたという事実、防衛省のみならず国

挙げて「総合戦略」なるもののなかで軍事研究を位置づける安倍政治、こうしたなか

で学術体制の軍事化を阻止する闘いは、戦争法の廃止、沖縄の闘いへの連帯、共謀罪

の国会上程阻止の取り組みとも強い関連をもつものとなるはずです。科学と科学者も

また、戦争のできる国へ暴走する安倍政治への分厚い抵抗の壁となりたいものです。

軍事国家をめざす安倍政権の文字通りの暴走、日米軍事同盟強化の企図を阻止する国

民的な運動の一翼を担う科学者運動の力が試されるときでもあります。  

 この総合シンポジウムを大きく成功させ、平和憲法にふさわしい、人類と世界に寄

与する平和国家としての日本の学術と学術体制を、豊かで誇るべき遺産を継承しつつ、

現在の情勢にふさわしいものとして構築し、国民とともに学術と教育と大学を国民の

手に、自律的な科学者コミュニティの手に取り戻しましょう。  

○会場は、明治大学はじめ、都内の大学を予定  

○４〜５００人規模；科学者、教育関係者、一般市民に広く呼びかける  

○宣伝の工夫（さまざまの行事予定に掲載（新聞、学術雑誌）と学者の会、市民連合

等々広範な運動体への働きかけ（協力の申し入れ活動）、共催、協賛などの連携の追求 

＜成果の刊行＞ 年内に出版を予定（論文・鼎談＋資料編）  

 大学等の研究機関の軍事研究拒否声明、平和宣言等の収集・収録←支部に依頼  
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軍事的安全保障研究に関する声明 

 
日本学術会議 

 
日本学術会議が 1949 年に創設され、1950 年に「戦争を目的とする科学の研究は絶対に

これを行わない」旨の声明を、また 1967 年には同じ文言を含む「軍事目的のための科学研

究を行わない声明」を発した背景には、科学者コミュニティの戦争協力への反省と、再び同

様の事態が生じることへの懸念があった。近年、再び学術と軍事が接近しつつある中、われ

われは、大学等の研究機関における軍事的安全保障研究、すなわち、軍事的な手段による国

家の安全保障にかかわる研究が、学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にあることを

ここに確認し、上記２つの声明を継承する。 
科学者コミュニティが追求すべきは、何よりも学術の健全な発展であり、それを通じて社

会からの負託に応えることである。学術研究がとりわけ政治権力によって制約されたり動員

されたりすることがあるという歴史的な経験をふまえて、研究の自主性・自律性、そして特

に研究成果の公開性が担保されなければならない。しかるに、軍事的安全保障研究では、研

究の期間内及び期間後に、研究の方向性や秘密性の保持をめぐって、政府による研究者の活

動への介入が強まる懸念がある。 
防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」（2015 年度発足）では、将来の装備開発につ

なげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、外部の専門家でなく同庁内部の職員

が研究中の進捗管理を行うなど、政府による研究への介入が著しく、問題が多い。学術の健

全な発展という見地から、むしろ必要なのは、科学者の研究の自主性・自律性、研究成果の

公開性が尊重される民生分野の研究資金の一層の充実である。 
研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、攻撃的な目的のためにも使

用されうるため、まずは研究の入り口で研究資金の出所等に関する慎重な判断が求められる。

大学等の各研究機関は、施設・情報・知的財産等の管理責任を有し、国内外に開かれた自由

な研究・教育環境を維持する責任を負うことから、軍事的安全保障研究と見なされる可能性

のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的・倫理的に

審査する制度を設けるべきである。学協会等において、それぞれの学術分野の性格に応じて、

ガイドライン等を設定することも求められる。 
研究の適切性をめぐっては、学術的な蓄積にもとづいて、科学者コミュニティにおいて一

定の共通認識が形成される必要があり、個々の科学者はもとより、各研究機関、各分野の学

協会、そして科学者コミュニティが社会と共に真摯な議論を続けて行かなければならない。

科学者を代表する機関としての日本学術会議は、そうした議論に資する視点と知見を提供す

べく、今後も率先して検討を進めて行く。 
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安全保障と学術に関する検討委員会 

 

 

この報告は、日本学術会議安全保障と学術に関する検討委員会の審議結果を取りまとめ

公表するものである。  



 

日本学術会議安全保障と学術に関する検討委員会 

 

委 員 長  杉田 敦     （第一部会員） 法政大学法学部教授  

副委員長   大政 謙次   （第二部会員） 東京大学名誉教授、愛媛大学大学院農学研究科

客員教授、高知工科大学客員教授  

幹   事 佐藤 岩夫   （第一部会員） 東京大学社会科学研究所教授  

幹   事  小松 利光   （第三部会員） 九州大学名誉教授  

井野瀬久美惠（第一部会員） 甲南大学文学部教授  

向井 千秋   （第二部会員） 東京理科大学特任副学長  

森   正樹   （第二部会員） 大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学教授  

山極 壽一   （第二部会員） 京都大学総長  

大西 隆     （第三部会員） 豊橋技術科学大学学長、東京大学名誉教授  

岡      眞  （第三部会員） 東京工業大学理学院教授  

土井 美和子 （第三部会員） 国立研究開発法人情報通信研究機構監事、奈良

先端科学技術大学院大学理事※（※平成 29 年４

月から）  

花木 啓祐   （第三部会員） 東京大学大学院工学系研究科教授※（※平成 29

年３月まで）、東洋大学情報連携学部教授※（※

同年４月から）  

安浦 寛人   （第三部会員） 九州大学理事・副学長  

小林 傳司   （連携会員）   大阪大学理事・副学長（教育担当）  

小森田秋夫   （連携会員）   神奈川大学法学部教授※（※平成 29 年３月ま

で）、神奈川大学特別招聘教授※（※同年４月か

ら） 

本報告の作成にあたり、以下の職員が事務及び調査を担当した。  

事 務  小林真一郎  企画課長  

佐々木千景  企画課課長補佐（平成 28 年９月まで）  

吉本  崇史 企画課課長補佐（平成 28 年８月から）  

石井  康彦  参事官（審議第二担当)  

松宮  志麻  参事官（審議第二担当)付参事官補佐  

西川  美雪  参事官（審議第二担当)付専門職付（平成 29 年３月まで）  

大橋  睦   参事官（審議第二担当)付専門職付  

大庭  美穂  参事官（審議第二担当)付専門職付  

調 査  川名  晋史  上席学術調査員  

下田  隆二  上席学術調査員  

辻    明子  上席学術調査員 
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要 旨 

１ 作成の背景 

安全保障と学術に関する検討委員会は、安全保障にかかわる事項と学術との関係について、

今日の時点で日本学術会議が採るべき考え方を検討することを目的として、2016 年５月 20

日日本学術会議第 229 回幹事会決定にもとづき設置された。本報告は本委員会における検

討、及び 2017 年２月４日開催の学術フォーラムの議論の成果をふまえてとりまとめたもの

である。 

 

２ 現状及び問題点 

日本学術会議は 1950 年に「戦争を目的とする科学研究には絶対従わない決意の表明（声

明）」を、また 1967 年には「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を発出した。半世

紀を経過し、近年、再び軍事と学術とが各方面で接近を見せている。その背景には、軍事的

に利用される技術・知識と民生的に利用される技術・知識との間に明確な線引きを行うこと

が困難になりつつあるという認識がある。他方で、学術が軍事との関係を深めることで、学

術の本質が損なわれかねないとの危惧も広く共有されている。また、防衛装備庁が大学等の

研究者をも対象とした安全保障技術研究推進制度を 2015 年度に発足させ、これへの対応の

あり方も検討を要するものとなっていた。 

 

３ 報告の内容 

 

(1) 科学者コミュニティの独立性 

日本学術会議が 1949 年に創設され、1950 年と 1967 年の二度にわたり声明を出した背景

には、科学者コミュニティの戦争協力への反省と、再び同様の事態が生じることへの懸念が

あった。科学者コミュニティが追求すべきは、学術の健全な発展であり、これを通して社会

からの負託に応えることであるが、学術の健全な発展への影響について慎重な検討を要する

のは、軍事的な手段による国家の安全保障にかかわる分野である。この分野にかかわる研究

を、本委員会では軍事的安全保障研究と呼ぶこととし、その拡大・浸透が学術の健全な発展

に及ぼす影響を、安全保障と学術との関係について検討する際の焦点と考え、検討を進めた。 

 

(2) 学問の自由と軍事的安全保障研究 

学術研究が、政治権力によって制約されたり政府に動員されたりすることがあるという歴

史的な経験をふまえつつ、学術研究の自主性・自律性、そして特に研究成果の公開性が担保

される必要がある。軍事的安全保障研究の分野では、研究の期間内及び期間後に、研究の方

向性や秘密性の保持をめぐって、政府による研究者の活動への介入が大きくなる懸念がある。

防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」は、研究委託の一種であり、将来の装備開発に 
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つなげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、外部の専門家でなく同庁内部の職

員が研究中の進捗管理を行うなど、政府による研究への介入の度合が大きい。 

 

 (3) 民生的研究と軍事的安全保障研究 

民生的研究と軍事的安全保障研究との区別は容易でない。基礎研究であれば一律に軍事的

安全保障研究にあたらないわけではなく、軍事利用につなげることを目的とする基礎研究は

軍事的安全保障研究の一環であると考えられる。また、軍事的安全保障にかかわる技術研究

の内部で、自衛目的の技術と攻撃目的の技術とが区別でき、自衛目的の技術研究は認められ

るとの意見があるが、自衛目的の技術と攻撃目的の技術との区別は困難な場合が多い。科学

者が、自らの研究成果がいかなる目的に使用されるかを全面的に管理することは難しい。研

究の「出口」を管理しきれないからこそ、まずは「入口」において慎重な判断を行うことが

求められる。 

 

(4) 研究の公開性 

学術の健全な発展にとっては、科学者の研究成果が広く公開され、科学者コミュニティに

よって共有され、相互に参照されるようにすることが重要である。軍事的安全保障研究につ

いては、研究の過程でも研究後の成果に関しても、秘密性の保持が高度に要求されがちであ

り、自由な研究環境の維持について懸念がある。特に大学等における海外の研究者や留学生

等との国際的な共同研究に支障が出ないか、自由で開かれた研究環境や教育環境が維持でき

るか、学生や若手研究者の進路が限定されないか等の懸念もある。 

 

(5) 科学者コミュニティの自己規律 

いかなる研究が適切であるかについては、学術的な議論の蓄積にもとづいて、科学者コミ

ュニティにおいて一定の共通認識が形成される必要がある。科学者コミュニティは、学術研

究のあるべき姿について社会と共に真摯な検討を続け、議論を進めて行く必要がある。そう

した議論の場を提供する上で、科学者を代表する機関としての日本学術会議の役割は大きい。 

科学者の研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、場合によっては攻撃

的な目的のためにも使用されうる。大学等の各研究機関は、施設・情報・知的財産等の管理

責任を有し、自由な研究環境や教育環境を維持する責任を負うことから、軍事的安全保障研

究と見なされる可能性のある研究については、その適切性について、目的・方法・応用の妥

当性の観点から、技術的・倫理的に審査する制度を設けることが望まれる。また、それぞれ

の分野の学協会等において、それぞれの学術分野の性格に応じて、ガイドライン等を設定す

ることも求められる。 

 

(6) 研究資金のあり方 

学術の健全な発展のためには、科学者の研究の自主性・自律性、研究成果の公開性が尊重

される民生的な研究資金を充実させて行くことが必要である。 
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本文書は、本検討委員会における審議の報告である。 

 

１ 科学者コミュニティの独立性 

１) 日本学術会議が 1949 年に創設され、1950 年に「戦争を目的とする科学の研究は絶対に

これを行わない」旨の声明[1]を発し、また 1967 年には同じ文言を含む「軍事目的のための

科学研究を行なわない声明」[2]を出した背景には、科学者コミュニティの戦争協力への反

省と、再び同様の事態が生じることへの懸念があった。 

 

２) 科学者も戦争に動員されたに過ぎず、責任はないという立場に立てば、科学者コミュニ

ティが反省する理由はない。戦後の日本の科学者たちは、動員されたこと自体に責任がある

と考えた。科学者コミュニティが政府からの独立性を確保できなかったことを反省し、独立

性を確立することを目指したのである。 

 

３) 科学者コミュニティが追求すべきは、何よりもまず、学術の健全な発展であり、学術の

健全な発展を通して社会からの負託に応えることである。 

 

４) 安全保障概念は大きく国家の安全保障と人間の安全保障に区分され、さらに前者が政

治・外交的な手段による安全保障と軍事的な手段による安全保障とに区分される。 

 

５) 一般に、学術の健全な発展への影響について慎重な検討を要するのは、このうち、軍事

的な手段による国家の安全保障の分野である。この分野にかかわる研究を、ここでは軍事的

安全保障研究と呼ぶ。日本における防衛装備技術の研究もここに含まれる。 

 

６) 日本学術会議において、安全保障と学術との関係について検討する際の焦点は、軍事的

安全保障研究の拡大・浸透が、学術の健全な発展に及ぼす影響である。 

 

７) 日本学術会議はすべての科学者の代表機関であるが、問われているのは、従来は軍事的

安全保障研究にほとんど携わってこなかった大学等の研究機関において、軍事的安全保障研

究が拡大・浸透することをどう考えるかである。政府機関及び企業等と、学問の自由を基礎

とする大学等の研究機関とでは、所属する科学者と機関・組織との関係が質的に異なる。本

委員会では、主として大学等の研究機関における研究のあり方について検討した。 
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２ 学問の自由と軍事的安全保障研究 

１) 学問の自由とは、真理の探究を主目的とする学術研究の自由であり、学術研究が、さま

ざまな権威の中でもとりわけ政治権力によって制約されたり政府に動員されたりすること

があるという歴史的な経験をふまえつつ、学術研究の自主性・自律性、そして特に研究成果

の公開性が担保される必要がある。 

 

２) 研究の適切性について、学術的な蓄積にもとづいて科学者コミュニティが規範を定め、

コミュニティとして自己規律を行うことは、個々の研究者の学問の自由を侵すものではない。 

 

３) 人権・平和・福祉・環境などの普遍的な価値に照らして研究の適切性を判断し、自己規

律を行うことを通じて、それらの価値の実現を図ることは、科学者コミュニティの責務であ

る。 

 

４) 学術研究は、個々の研究者の自発的な研究意欲と、科学者コミュニティ内部の相互評価

を基盤として行われるべきである。政府の各部門がそれぞれの行政目的に照らして行う研究

助成・研究委託も重要であるが、それらが全体として、学術研究のバランスある発展をゆが

める結果につながらないよう注意が必要である。 

 

５) 軍事的安全保障研究の分野では、研究の期間内及び期間後に、研究の方向性や秘密性の

保持をめぐって、政府による研究者の活動への介入が大きくなる懸念がある。 

 

６) 防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」（2015 年度発足）は、研究委託の一種であ

り、将来の装備開発につなげるという明確な目的に沿って公募・審査が行われ、外部の専門

家でなく同庁内部の職員が研究中の進捗管理を行うなど、政府による研究への介入の度合が

大きい。 
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３ 民生的研究と軍事的安全保障研究 

１) 民生的研究と軍事的安全保障研究との区別が容易でないのは確かである。それは科学

技術につきまとう問題である。 

 

２) 軍事的安全保障研究に含まれうるのは、ア）軍事利用を直接に研究目的とする研究、イ）

研究資金の出所が軍事関連機関である研究、ウ）研究成果が軍事的に利用される可能性があ

る研究、等である。範囲が広く、どこまで含まれるか判断が特に難しいのはウ）のカテゴリ

ーであり、慎重な対応が求められる。 

 

３) 基礎研究であれば一律に軍事的安全保障研究にはあたらないわけではなく、軍事利用

につなげることを目的とする基礎研究は軍事的安全保障研究の一環であると考えられる。 

 

４) いわゆるデュアル・ユースとは、民生的研究と軍事的安全保障研究とを区別した上で、

両者の間の転用に注目する考え方である。 

 

５) 軍事的安全保障研究から民生的研究への転用（スピンオフ）の効果が喧伝されてきたが、

アメリカ等では軍事的安全保障研究予算の比率が高まる中で、民生的分野でも可能な研究が

軍事的安全保障研究予算により行われた面があるとも指摘されている。 

 

６) 民生的研究から軍事的安全保障研究への転用（スピンオン）が近年期待されるようにな

っているが、学術研究にとって重要なのは、民生的分野の研究を、大学等・公的機関・企業

等が連携して、基礎から応用までバランスのとれた形で推進することである。 

 

７) 軍事的安全保障にかかわる技術研究の内部で、自衛目的の技術と攻撃目的の技術とが

区別でき、自衛目的の技術研究は認められるとの意見があるが、自衛目的の技術と攻撃目的

の技術との区別は困難な場合が多い。 

 

８) 戦後日本では、民生的分野を中心として学術研究が発展し、社会に貢献してきた。 

 

９) 科学者が、自らの研究成果がいかなる目的に使用されるかを全面的に管理することは

難しい。研究の「出口」を管理しきれないからこそ、まずは「入口」において慎重な判断を

行うことが求められる。 
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４ 研究の公開性 

１) 学術の健全な発展にとっては、科学者の研究成果が広く公開され、科学者コミュニティ

によって共有され、相互に参照されることが重要である。 

 

２) 軍事的安全保障研究については、研究の過程でも研究後の成果に関しても、秘密性の保

持が高度に要求されがちであり、アメリカ等の研究状況に照らしても、自由な研究環境の維

持について懸念がある。 

 

３) 軍事的安全保障研究を含む先端的な研究領域では、安全保障貿易管理制度など、研究成

果の公開に関する制約を単純化・明確化する制度の整備が必要である。 

 

４) 軍事的安全保障研究を導入することで、大学等における海外の研究者や留学生等との

国際的な共同研究に支障が出ないか、自由で開かれた研究環境や教育環境が維持できるか、

学生や若手研究者の進路が限定されないか等の懸念もある。 
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５ 科学者コミュニティの自己規律 

１) いかなる研究が適切であるかについては、学術的な議論の蓄積にもとづいて、科学者コ

ミュニティにおいて一定の共通認識が形成される必要がある。科学者コミュニティは、学術

研究のあるべき姿について社会と共に真摯な検討を続け、議論を進めて行く必要がある。そ

うした議論の場を提供する上で、科学者を代表する機関としての日本学術会議の役割は大き

い。 

 

２) 生命科学分野の研究倫理規制はすでに広く行われている。また、わが国では原子力の軍

事利用にかかわる研究は、「非核三原則」や法律に加えて学協会の自己規律によっても禁止

されている。物理分野においては、軍事的安全保障研究についての自己規律が試みられてき

た。 

 

３) 科学者の研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、場合によっては

攻撃的な目的のためにも使用されうる。大学等の各研究機関は、施設・情報・知的財産等の

管理責任を有し、自由な研究環境や教育環境を維持する責任を負うことから、軍事的安全保

障研究と見なされる可能性のある研究については、その適切性について、目的・方法・応用

の妥当性の観点から、技術的・倫理的に審査する制度を設けることが望まれる。 

 

４) それぞれの分野の学協会等において、それぞれの学術分野の性格に応じて、ガイドライ

ン等を設定することも求められる。 
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６ 研究資金のあり方 

１) この間の国立大学の運営費交付金、とりわけ基幹運営費交付金の削減等により、基礎研

究分野を中心に研究資金不足が顕著となっている。そうした中、軍事的安全保障研究予算に

より、研究資金が増加することへの期待が一部にある。 

 

２) しかし、一般に軍事関係予算は経済合理性等による制約を受けにくいので、軍事的安全

保障研究予算が拡大することで、他の学術研究を財政的にいっそう圧迫し、ひいては基礎研

究等の健全な発展を妨げるおそれがある。 

 

３) 学術の健全な発展のためには、科学者の研究の自主性・自律性、研究成果の公開性が尊

重される民生的な研究資金を充実させて行くことが必要である。 
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＜参考資料１＞審議経過 

 

平成 28 年 

６月 24 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第１回） 

１. 本委員会の位置付けについて 

２. 委員長の選出、副委員長・幹事の指名と承認 

３. 意見交換、今後の審議の進め方について 

７月 28 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第２回） 

１．前回議事録（案）の確認 

２．論点整理（小森田委員）を受けて討議 

３．今後の進め方について 

４．その他 

８月 24 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第３回） 

１．各夏季部会での討議の報告 

２．軍事的利用と民生的利用、及びデュアル・ユース問題について 

３．その他 

９月 30 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第４回） 

１．第二部の夏季部会における意見交換状況について 

２．軍事的利用と民生的利用及びデュアル・ユース問題について 

３．安全保障にかかわる研究が、学術の公開性・透明性に及ぼす影響 

林紘一郎先生（情報セキュリティ大学院大学教授）からの説明 

杉山滋郎先生（北海道大学名誉教授）からの説明 

４．その他 

10 月 28 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第５回） 

１．前回の総会・部会について 

２．軍事的利用と民生的利用及びデュアル・ユース問題について 

・西崎文子先生（第一部会員、東京大学大学院総合文化研究科教授）からの説明 

３．安全保障にかかわる研究が学術の公開性・透明性に及ぼす影響 

・安浦委員からの説明 

・佐藤委員からの説明 

・小林委員からの説明 

４．安全保障にかかわる研究資金の導入が学術研究全般に及ぼす影響 

５．その他 

11 月 18 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第６回） 

１．安全保障にかかわる研究資金の導入が学術研究全般に及ぼす影響 

・防衛装備庁からの説明 

外園博一氏（防衛装備庁防衛技監）からの説明 

８ 



鈴木茂氏（防衛装備庁技術戦略部技術振興官）からの説明 

・池内了先生（名古屋大学名誉教授）からの説明 

２．シンポジウムについて 

３．その他 

12 月 16 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第７回） 

１．研究適切性の判断は個々の科学者に委ねられるか、機関等に委ねられるか 

・赤林朗先生（東京大学大学院医学系研究科教授）からの説明 

・小沼通二先生（慶応義塾大学名誉教授）からの説明 

・鈴木達治郎先生（長崎大学核兵器廃絶研究センターセンター長、教授）からの 

説明 

２．安全保障にかかわる研究資金の導入が学術研究全般に及ぼす影響 

・吉川弘之先生（日本学術会議栄誉会員、国立研究開発法人科学技術振興機構特別

顧問）からの説明 

３．日本学術会議声明をめぐる議論からの展望 

・井野瀬委員からの説明 

４．今後の進め方 

５．その他 

・小森田委員からの説明 

・小松委員からの説明 

平成 29 年 

１月 16 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第８回） 

１．審議経過の中間とりまとめについて 

２．その他 

２月４日 安全保障と学術に関する検討委員会（第９回） 

１．日本学術会議学術フォーラムについて 

２．その他 

２月 15 日 安全保障と学術に関する検討委員会（第 10 回） 

１．学術フォーラムについて 

２．残された論点について 

３．その他 

３月７日 安全保障と学術に関する検討委員会（第 11 回） 

１．意思の表出について 

２．その他 

４月 13 日 幹事会（第 244 回） 

安全保障と学術に関する検討委員会 報告「軍事的安全保障研究について」につい

て承認 
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＜参考資料２＞学術フォーラム開催 

 

日本学術会議主催学術フォーラム 

安全保障と学術の関係：日本学術会議の立場 

 

◆日 時：平成 29 年２月４日（土）13：00～17：00 （開場：12:30～） 

◆場 所：日本学術会議講堂 

（地下鉄千代田線乃木坂駅５番出口すぐ・国立新美術館隣） 

◆開催趣旨： 

日本学術会議は 1950 年、1967 年に「戦争を目的とする科学研究」を行わないとの声明を発した。近年、

軍事と学術が各方面で接近を見せる中、民生的な研究と軍事的な研究との関係をどうとらえるかや、軍

事研究が学術の公開性・透明性に及ぼす影響などをめぐって審議すべく、「安全保障と学術に関する検討

委員会」が設置された。同委員会の中間報告を受けて審議の状況等を紹介するとともに、内外から意見を

聴取するため、学術フォーラムを開催する。 

◆プログラム： 

総合司会 大政 謙次（日本学術会議第二部会員、東京大学名誉教授、愛媛大学大学院農学研究科客員教

授、高知工科大学客員教授） 

13：00-13：05 開会挨拶 

挨拶 大西 隆（日本学術会議会長・第三部会員、豊橋技術科学大学学長、東京大学名誉教授） 

＜第Ⅰパート：委員会中間とりまとめの状況報告＞ 

13：05-13：35 委員会中間とりまとめの状況報告 

杉田 敦（日本学術会議第一部会員、法政大学法学部教授） 

＜第Ⅱパート：日本学術会議の内外の意見＞ 

進行    小松 利光（日本学術会議第三部会員、九州大学名誉教授） 

13：35-13：50 学術がたどった歴史から学ぶ 

兵藤 友博（日本学術会議第一部会員、立命館大学経営学部教授） 

13：50-14：05 「学術研究のために」という視点 

須藤 靖（日本学術会議第三部会員、東京大学大学院理学系研究科教授） 

14：05-14：20 経営技術論的視点から見たデュアルユース 

佐野 正博（日本学術会議連携会員、明治大学経営学部教授） 

14：20-14：35 軍民両用（デュアルユース）研究とは何か－科学者の使命と責任について 

福島 雅典（日本学術会議連携会員、財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センター長（兼）

研究事業統括） 

14：35-14：50 防衛技術とデュアルユース 

西山 淳一（公益財団法人未来工学研究所 政策調査分析センター研究参与） 

14：50-15：05 大学と軍事研究 

根本 清樹（朝日新聞社論説主幹） 
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15：05－15：20 （ 休憩 ） 

＜第Ⅲパート：総合討論＞ 

進行    杉田 敦（日本学術会議第一部会員、法政大学法学部教授） 

15：20-16：55 総合討論 

（学術フォーラム参加者と安全保障と学術に関する検討委員会委員による質疑応答） 

16：55-17:00 閉会挨拶 

挨拶    花木 啓祐（日本学術会議副会長・第三部会員、東京大学大学院工学系研究科教授） 

17:00 閉会 
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JSA学術および学術体制のあり方を問うプレ・シンポ 報告メモ      2017 年 4月 8日 

予算拡大で新たな危険段階に入った防衛装備庁の研究委託制度 
野村康秀（科学･技術政策委員会） 

〔参照： 『日本の科学者』2017年 5月号「ひろば」〕 

 

１．安全保障技術研究推進制度の概要 

（１）制度の趣旨 

「安全保障に関わる技術の優位性を維持・向上していくことは，将来にわたって，国民の命と

平和な暮らしを守るために不可欠」 

「安全保障技術研究推進制度は，…防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し，

先進的な民生技術についての基礎研究を公募する」 

「防衛装備品そのものの研究開発ではなく，将来の防衛分野における研究開発に応用できる可

能性のある萌芽的な技術を対象」 

「良好な成果が得られたものについては，防衛装備庁が引き続き応用研究等を実施することで

その成果を見極め，防衛装備庁が将来の研究開発に応用することができることを期待」 

（平成 29年度安全保障技術研究推進制度公募要領 http://www.mod.go.jp/atla/funding/h29k

oubo_honsatsu.pdf 2017.3.28 公表） 

*(参考) 外園（防衛省大臣官房技術監(当時)）「例えば，指向性エネルギーを用いた装備品を研究開発す

るにも，そのエネルギー源として高出力レーザとか固体レーザといったものがなければできません。そ

ういった飛躍的なパワーをもったエネルギー源の研究を行っている研究者に投資して，もしそれができ

ればわれわれの防衛技術で指向性エネルギー装備品に結びつけていけます」（防衛技術ジャーナル Janu

ary 2015（防衛技術協会）「将来を見据えた防衛装備の開発態勢をめざして」）（http://www.defense-te

ch.or.jp/journal/docs/201501_1.pdf） 

（２）募集する研究の概要 

＊直接経費及び間接経費（直接経費の 30％）の合計 

・タイプＳ（2017年度に新設）として期待される研究課題の類型 

① 研究成果を得るために，大規模な試作や試験が必要な研究，又は数多くの試作や試験を繰

り返す必要がある研究 

② 研究機関や分野をまたいだ研究実施体制を構築するとともに，複数の研究計画を組合わせ

て実施・管理する必要のある研究 
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（３）2017 年度の募集研究テーマ 

＊(1)複合材接着構造における接着界面状態と接着力発現に関する基礎研究 

  （タイプＳの条件： 既存の接着技術･手法を上回る接着強度を得るための具体的方策，等） 

(2)大型構造物の異材接合に関する基礎研究 

(3)複雑な海域･海象における船舶等の設計最適化に関する基礎研究 

＊(4)赤外線光学材料に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 耐環境性を含む各種性能に関し実環境データを基にした評価技術の確立，等） 

＊(5)冷却原子気体を利用した超高性能センサ技術に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 実験室外でも動作するレベルのセンサ素子，等） 

＊(6)大気補償光学に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 長距離大気伝搬計測で大気揺らぎ補償，様々な気象条件での性能検証，等） 

(7)外乱に影響されないアクティブイメージング技術に関する基礎研究 

＊(8)高出力レーザに関する基礎研究 

（タイプＳの条件： ピーク出力，レーザ平均出力ともに既存研究を上回る設計と検証，等） 

(9)電波吸収材に関する基礎研究 

＊(10)高出力･高周波半導体技術に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 経時劣化，耐環境性等，実用段階で重要となる特性も評価，等） 

＊(11)大電流スイッチング技術に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 小型化･高信頼化(長寿命･高安定性等)についても検討，等） 

(12)高密度電力貯蔵技術に関する基礎研究 

＊(13)生物化学センサに関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 複数種類の対象の特異的な検出を実験的に検証，等） 

(14)音波の散乱･透過特性の制御技術に関する基礎研究 

(15)音波や磁気によらない水中センシング技術に関する基礎研究 

(16)地中埋設物探知技術に関する基礎研究 

＊(17)非接触生体情報検知センサ技術に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 統計量として有意となる相応人数･期間にわたるデータの収集，蓄積，等） 

＊(18)超小型センサーチップ実現に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： データ収集，分析，記録，送信を 1チップに実装するプロトタイプ仮作等） 

＊(19)高速化演算手法に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： リコンフィギュアラブルデバイス，シミュレータヘの実装で定量的効果，等） 

(20)移動体通信ネットワークの高性能化に関する基礎研究 

(21)自動的なサイバー防護技術に関する基礎研究 

(22)対象物体自動抽出技術に関する基礎研究 

(23)人と人工知能との協働に関する基礎研究 

(24)人工的な身体性システム実現に関する基礎研究 

(25)生物を模擬した小型飛行体実現に関する基礎研究 

＊(26)従来の耐熱温度を超える高温耐熱材料に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 材料や技術の各種特性の総合的研究，超高温環境下での材料特性評価，等） 

＊(27)デトネーションエンジンの出力制御･可変技術に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 安定燃焼，段階的･連続的に出力可変なデトネーションェンジンの実証，等） 

＊(28)極超音速領域におけるエンジン燃焼特性や気流特性の把握に関する基礎研究 

（タイプＳの条件： 実際に当該領域での飛行試験を行い，比較検証に必要なデータを取得，等） 

(29)航空機用ジェットエンジンの性能向上に関する基礎研究 

(30)水上船舶の性能向上に関する基礎研究 

（計 30テーマ，内＊印 14テーマが「タイプＳ」可能。その他テーマはタイプＡＢのみ 

｢提案が必ず満たすべき条件｣として，｢タイプＳ,Ａ,Ｂ共通｣と｢タイプＳのみ｣がある 

2015年度：募集テーマ 28，採択課題 10。2016 年度：募集テーマ 20，採択課題 9） 
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（４）2017 年度の募集～契約締結期間 

・募集期間： 3月 29 日～5月 31 日 12:00 （2016年度は，3月 23 日～5月 18 日 12:00） 

・書面審査(一次審査)： 6月頃    （2016 年度は，5月中旬～6 月上旬） 

・面接審査（二次審査）： 7月頃  （2016年度は，6月中旬～7月上旬に「ヒアリング審査」） 

・採択課題決定(最終審査等)： 8 月頃   （2016年度は，7月上旬頃） 

・契約締結・研究開始： 10月頃以降    （2016年度は，8月上旬） 

（５）2017 年度の制度運用のいくつかの特徴 

・5年間最大 20億円の「タイプＳ」の新設 

・チーム員が多い「タイプＳ」の導入に伴い，研究代表者でなければ，重複採択を許容 

・日本学術会議の批判等を踏まえて， 

「本制度の運営においては， 

 ・受託者による研究成果の公表を制限することはありません。 

 ・特定秘密を始めとする秘密を受託者に提供することはありません。 

 ・研究成果を特定秘密を始めとする秘密に指定することはありません。 

 ・プログラムオフィサーが研究内容に介入することはありません。」 を再三に亘り強調 

・「防衛装備品」に限らず，「防衛分野における研究開発」＝軍事研究全般への応用を明示する

とともに，「民生技術についての基礎研究」として研究者の「抵抗感」を弱める印象操作 

・委託研究で購入した物品等について，「原則として防衛施設庁に返納」は変わらないが，研究

期間終了後，「防衛装備庁の判断により，無償貸付や有償貸付等を認める場合があります。」 

 

２．安全保障技術研究推進制度の予算と国庫債務負担行為の導入 

（１）内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）「科学技術関係予算 平成 29年度

当初予算案及び平成 28 年度補正予算について」 

「★安全保障技術研究推進制度（ファンディング制度） 【109.9 億円】 

 …平成 29 年度から安全保障技術研究推進制度を拡充し，予算額及び研究期間の観点から大

規模な投資が有効な先進的な技術分野についても，萌芽的研究の育成に着手。 

※金額は契約ベース（当該年度に結ぶ契約額の合計）」 

（http://www8.cao.go.jp/cstp/budget/h29yosan.pdf） 

*（参考）「ジェットエンジンの耐熱材料開発もそうですが，研究の完成度を高め，技術を獲得するには

製造試験装置を作るなどある程度の規模が必要になります。先行事例として科学技術イノベーションの

創出を目指し内閣府が 2014 年度に始めた「革新的研究開発推進プログラム」があり，研究機関などを対

象に 5 年間で総額 550 億円，1 件あたり 30 億～40 億円を支援しています。防衛省もこれにならって来年

度から制度の拡充を図る方針です。」（そこが聞きたい 日本の武器輸出 渡辺秀明氏（注：防衛装備庁技

監）（「毎日新聞」2016 年 10 月 27 日） 

（２）防衛技術研究開発委託費の推移 

　表１

組織 項 事項 目の区分 要求額(千円)

2015年度 260,000 民間団体等

2016年度 520,000 民間団体等

2,010,000 民間団体等

うち国庫債務負担行為の歳出化

　　平成29年度国庫債務負担行為 1,230,000 千円

(参考)

　1. 国庫債務負担行為限度額総計 10,000,000

　　　　平成29年度支出予定額 1,230,000

　　　　平成30年度以降支出予定額 8,770,000

　2. 平成29年度国庫債務負担行為
　　限度額

10,000,000

出典：防衛省の各年度の各目明細書に基づき筆者が作成

2017年度

積算内容

安全保障技術研究推進制度：防衛技術研究開発委託費の予算推移

防衛
装備庁

550　防衛
力基盤整
備費

35　研究
開発に必
要な経費

35030-2125-14
防衛技術研究
開発委託費
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（３）国庫債務負担行為 

財政法第 15 条 「国が債務を負担する行為は，これを国庫債務負担行為という。」（5 項） 

・予め予算を以て，国会の議決（1項）。年限は，当該会計年度以降 5 箇年度以内(3 項) 

（４）後年度負担 

防衛省の平成 29年度歳出概算要求書 ：各年度の支出予定を提示して予算要求 

（予算決定後の今では，支払の年度

配分は未確定－「歳出化」の金額は，

毎年度の予算で決定＝軍事予算総額

等種々の状況を勘案） 

 

３．100億円の研究委託契約の影響 

(1) キャンパス内に億円規模の建設費を要する大型試験装置が設置され，所有者である「防衛

装備庁」のラベルが貼付され，「広告塔」の機能を果たし続ける． 

(2) 防衛省職員の PO（プログラムオフィサー）が，研究の進捗状況や国有財産である試験装置

の管理状況を確認するために，大学等に出入りし，滞在することが日常化 
*(参考) 「PO は，防衛用途への応用という出口を目指して，研究委託先と調整を実施」「PO は，研究テ

ーマに精通した研究所，センターに所属する研究者を指定」 

（阿曽沼 剛(防衛装備庁技術戦略部技術振興官補佐)「防衛省によるデュアルユース技術取り込みのため

の新たな仕組み「安全保障技術研究推進制度」の創設について」（2015.11 CISTEC Journal）） 

(3) 防衛装備庁との研究委託契約継続 or「研究開発の発展に必要である等の防衛装備庁の判

断」で，研究期間満了後も装置の継続使用が認められることで，軍学共同が半永久化 

(4) 外国人研究者や学生を始めとしてすべての教職員・学生の相互監視体制が強まる（義務付

けられる）．日米 GSOMIA(軍事情報包括保護協定)の要請でもある． 

(5) 2018年度以降も，毎年度 100億円規模の

研究委託契約締結を継続すれば－5 年間続け

ば合計 500 億円規模の防衛省資金による軍学

共同研究が走り続ける 

☆歳出化モデル（表 3） 

①17年度～毎年度 100億円の研究委託契約だ

と，毎年度歳出化予算が増加 

21年度以降は，支出 100億円で一定となり, 

恒常的に 500 億円の軍事研究が同時進行 

②仮に 100億円規模の契約が 17年度限りでも，21年度まで予算支出が継続する 

４．従前方式の毎年更新の研究委託契約も継続 

2015～17年度＝2.6→5.2→7.8億円(20.1－12.3 億円)と毎年度 2.6億円ずつ増加 

年 3,000万円(15年度～。間接経費を含め 3,900 万円)or1,000万円(16年度～。同じく 1,30

0万円)の研究委託（毎年度更新，3年間継続限度）制度は，17 年度も継続。18 年度以降は不明 

 

おわりに 

国庫債務負担行為を利用した研究委託制度の拡大により，大学等に対する影響は新次元の危

険段階に入ろうとしている． 

安全保障技術研究推進制度への応募の規制，制度の廃止を呼びかけ，科学･技術，学術の軍事

動員を許さない運動の強化が一層必要 

 表2 国庫債務負担行為（防衛技術研究開発委託費）単位：億円

計 30年度 31年度 32年度 33年度

100.0 12.3 87.7 29.0 26.5 18.8 13.4
出典：防衛省所管平成29年度歳出概算要求書に基づき筆者が作成

後年度負担額29年度
歳出化

総　額

単位：億円

契約年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

契約額 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2017年度 12.3 12.3

2018年度 41.3 29.0 12.3

2019年度 67.8 26.5 29.0 12.3

2020年度 86.6 18.8 26.5 29.0 12.3

2021年度 100.0 13.4 18.8 26.5 29.0 12.3

2022年度 100.0 13.4 18.8 26.5 29.0 12.3

2023年度 100.0 13.4 18.8 26.5 29.0 12.3

出典：筆者作成

　　表3　国庫債務負担行為の歳出化モデル　　

｢歳出化｣合計

年度毎の｢歳出化｣
＝支出予定
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2017年度公募要領 コメント

公募受付期間 3月29日～5月31日 前年度は、3/23～5/18

表紙の注記

・成果の「公表」（「公開」ではな
い）
・「制限」しない（「原則」公開から
緩和をアピール）
・「特定秘密を始めとする秘密」と
して、米国等との秘密指定も対象
に明示

制度の概要

安全保障に関わる技術の優位性を維持・向上していくことは、将来にわたって、国民の
命と平和な暮らしを守るために不可欠です。
とりわけ、近年の技術革新の急速な進展は、防衛技術と民生技術のボーダレス化をもた
らしており、防衛技術にも応用可能な先進的な民生技術、いわゆるデュアル・ユース技
術を積極的に活用することが重要となっています。
防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し、先進的な民生技術につい
ての基礎研究を公募するものです。

・軍事研究に資する基礎研究の
動員＝軍事基礎研究であることを
明記
・軍事技術における優位性の確
保が目的であることを明示

募集する
研究の概要

・5年契約20億円規模の「タイプ
Ｓ」を創設
・従来型も、同規模で継続

Ｓタイプの類型

①　研究成果を得るために、大規模な試作や試験が必要な研究、又は数多くの試作や
試験を繰り返す必要がある研究
②　研究機関や分野をまたいだ研究実施体制を構築するとともに、複数の研究計画を
組合わせて実施・管理する必要のある研究

成果の公表 公表を制限しない 「公開を原則」を是正

研究終了後の協力
防衛省シンポでの発表、「フォローアップ調査」等への協力が、採択の条件
将来の防衛省の研究開発への参加は強制されない
本制度の成果は特定秘密その他の秘密に指定することはない

・協力条件は、従来と変更なし
・本制度後の改良研究は、「秘密
指定」があり得る

研究費の精算 年度ごとに「会計実績報告書」の提出が必要 実質的には変更なし
研究の進め方につい

て
ＰＯが進捗管理
ＰＯが、研究内容に介入することはない

項目新設

選考・評価体制 事務局機能は、一部を外部に業務委託する予定 公募説明会は三菱総研に委託

審査等の流れ

書類審査(一次審査)　　　６月頃
面接審査(二次審査)　　　７月頃
採択課題決定(最終審査等)・公表　８月頃
契約締結･研究開始　　　10月頃以降

ヒアリング審査→面接審査に変更
課題決定1月、研究開始2月繰り
延べ

委託契約について
タイプＳの研究の場合、５か年度（原則）にわたる契約を締結することとなりますが、その
際、年度ごとに必要な概算金額を定めることとなります。本契約に基づき各年度に支払
われる金額は、契約段階で定めた年割額が上限

委託契約(複数年度)第3条で各
年度の年割限度額を規定する予
定

研究の進め方

ＰＯが行う進捗管理は、研究の円滑な実施の観点から、必要に応じ、研究計画や研究
内容について調整、助言又は指導を行う
指導を行うときは、研究費の不正な使用及び不正な受給並びに研究活動における不正
行為を未然に防止する必要があるとＰＤが認めた場合のみ
ＰＯが、研究実施者の意思に反して研究計画を変更させることはありません。

詳細な説明を追加

研究成果等の報告
タイプSの研究においては、採択審査時における委員会の審査の結果に基づき、研究
課題の終了前（研究期間中）に評価を行う

研究成果の
外部への公表手続

本制度では、受託者の研究成果の公表を制限することはありません
研究実施者が公表する場合には、以下の点に関する点検を各自実施の上、…「成果公
表届」を事務局まで提出してください
研究成果報告書を提出頂いた後であれば、当該報告書に記載された内容の公表につ
いて、事前の通知は不要

知財への配慮、謝辞の記載の自
己点検を要求
成果報告書提出後の取扱は変更
なし

重複応募について
同―研究者が研究代表者として複数の応募をすることはできませんが､研究代表者とし
て応募するもの以外の研究課題に研究分担者として参画されることは差し支えありませ
ん。

「重複して採択されることはありま
せん」を削除

委託研究において購
入した物品等の取り扱
い

研究期間終了後であっても、防衛装備庁の判断により、無償貸付や有償貸付等を認め
る場合があります。

「研究期間満了後は、物品等を無
償で貸付することはできません。」
を削除・変更

出所：防衛装備庁公表の｢平成29年度｣及び｢平成28年度｣の｢安全保障技術研究推進制度公募要領｣に基づき、報告者が作成



防衛省予算の研究開発費内訳の推移　（2017～11年度）

防衛省・
予算の概

要

各目明細
合計

職員旅
費

試験研
究費

試作品
費

研究用
機械器
具費

電子計
算機等
借料

防衛技
術研究
開発委
託費

国有特
許発明
補償費

1217 1216.8 2.7 427.3 745.2 13.5 7.9 20.1 0.1

歳出化経費 955 954.7 0.0 189.9 745.1 12.5 7.2 0.0 0.0

一般物件費 262 262.2 2.7 237.4 0.1 1.1 0.7 20.1 0.1

1003 ←新規分 2230.0 0.0 496.9 1633.8 3.9 7.7 87.7 0.0

1265

防衛省・
予算の概

要

各目明細
合計

職員旅
費

試験研
究費

試作品
費

研究用
機械器
具費

電子計
算機等
借料

防衛技
術研究
開発委
託費

国有特
許発明
補償費

1055 1054.8 2.7 538.4 486.5 14.1 7.8 5.2 0.1
歳出化経費 780 774.5 0.0 269.1 486.5 11.2 7.8 0.0 0.0
一般物件費 275 280.3 2.7 269.3 0.0 3.0 0.0 5.2 0.1

936 ←新規分 1065.0 0.0 304.2 741.2 12.5 7.2 0.0 0.0
1211

防衛省・
予算の概

要

各目明細
合計

職員旅
費

試験研
究費

試作品
費

研究用
機械器
具費

電子計
算機等
借料

防衛技
術研究
開発委

国有特
許発明
補償費

1412 1411.2 2.6 818.9 565.4 13.8 7.8 2.6 0.1
歳出化経費 1107 1081.1 0.0 507.9 565.4 0.0 7.8 0.0 0.0
一般物件費 305 330.1 2.6 311.0 0.0 13.8 0.0 2.6 0.1

1115 ←新規分 1925.6 0.0 392.8 1506.6 11.2 15.0 0.0 0.0
1420

防衛省・
予算の概

要

各目明細
合計

職員旅
費

試験研
究費

試作品
費

研究用
機械器
具費

電子計
算機等
借料

防衛技
術研究
開発委

国有特
許発明
補償費

1477 1477.2 2.5 591.1 862.0 13.5 8.0 0.1
歳出化経費 1184 1171.2 0.0 290.8 861.5 10.9 8.0 0.0
一般物件費 294 306.0 2.5 300.4 0.4 2.6 0.0 0.1

1052 ←新規分 1929.0 0.0 544.5 1350.6 10.6 23.2 0.0
1346

防衛省・
予算の概

要

各目明細
合計

職員旅
費

試験研
究費

試作品
費

研究用
機械器
具費

電子計
算機等
借料

防衛技
術研究
開発委

国有特
許発明
補償費

1541 1541.4 2.4 454.7 1060.3 9.7 14.1 0.2
歳出化経費 1267 1266.6 0.0 187.6 1060.3 7.6 11.1 0.0
一般物件費 275 274.8 2.4 267.1 0.0 2.1 3.0 0.2

1034 ←新規分 2073.7 0.0 457.9 1566.5 10.9 38.4 0.0
1309

防衛省・
予算の概

要

各目明細
合計

職員旅
費

試験研
究費

試作品
費

研究用
機械器
具費

電子計
算機等
借料

防衛技
術研究
開発委

国有特
許発明
補償費

944 944.0 2.1 435.4 479.0 15.3 12.1 0.1
歳出化経費 698 698.2 0.0 194.5 479.0 13.7 11.1 0.0
一般物件費 246 245.8 2.1 240.9 0.0 1.6 1.0 0.1

1027 ←新規分 2532.0 0.0 293.0 2217.3 10.6 11.1 0.0
1273

防衛省・
予算の概

要

各目明細
合計

職員旅
費

試験研
究費

試作品
費

研究用
機械器
具費

電子計
算機等
借料

防衛技
術研究
開発委

国有特
許発明
補償費

852 851.0 2.2 301.2 529.0 6.3 12.1 0.1
歳出化経費 597 595.8 0.0 51.9 529.0 2.8 12.1 0.0
一般物件費 255 255.2 2.2 249.3 0.0 3.5 0.0 0.1

1017 ←新規分 2226.8 0.0 256.0 1945.8 14.0 11.1 0.0
1272
出所：防衛省公表の毎年度の｢予算の概要｣及び｢一般会計歳出予算各目明細書｣に基いて報告者が作成

防衛省・防
衛装備庁
(10月発足)
の合計

2011年度

物件費
予算

研究開発費

物件費
(契約ベー

ス)
後年度負担

2012年度

物件費
予算

研究開発費

物件費
(契約ベー

ス)
後年度負担

2013年度

物件費
予算

研究開発費

物件費
(契約ベー

ス)
後年度負担

2014年度

物件費
予算

研究開発費

物件費
(契約ベー

ス)
後年度負担

2015年度

物件費
予算

研究開発費

物件費
(契約ベー

ス)
後年度負担

2016年度

物件費
予算

研究開発費

物件費
(契約ベー

ス)
後年度負担

2017年度

物件費
予算

研究開発費

物件費
(契約ベー

ス)
後年度負担
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170408 「学術と学術体制のあり方を問う」プレ・シンポジウム(←JSA「軍学共同」問題ﾌｫｰﾗﾑ)   報告資料  

        	 軍事生産への「変革」を強要されている学術研究体制   

齋藤安史（科学・技術政策委員会） 

（１）戦争法と学術研究体制 

・150915 日本経済団体連合会 Keidanren	 防衛産業政策の実行に向けた提言１	 

   14 年 4 月に防衛装備移転三原則が閣議決定されてから、欧米・アジア諸国と防衛装備・技術協力に関する協議が進展。

10 月に新設される予定の防衛装備庁に対して、防衛産業政策の実行に向けて提言。 

	 1．防衛産業の現状と環境変化／	 2．防衛生産・技術基盤の強化と装備品の国際共同開発・生産等の推進／3．防衛装

備庁への期待：①	 研究開発の強化―国家安全保障戦略等の中長期的な観点を踏まえ、民間の知見も活用した研究開

発ビジョンの策定が求められる。それに基づき研究開発予算の拡充を図るとともに、集中的に投資する分野や装備品

を決定し、要素技術の開発やシステムインテグレーション技術を強化する具体的なプログラムを実施する必要がある。

各種関連研究の成果を踏まえ、産業波及効果と防衛装備品の海外移転の推進も考慮した新規の装備品の開発事業を早

期に立ち上げるべきである。／	 4．産業界の取組み	 	 	 	 	 	 	 

・15091８ 「防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」公布 

・150919 安全保障関連法	 自民、公明両党が強行採決（160329 施行）。集団的自衛権行使を認める改正武力攻撃事態

法など 10法を束ねた一括法「平和安全法制整備法」、自衛隊をいつでも海外に派遣できる恒久法「国際平和支援法」。 

・151001 防衛装備庁  Ａcquisition, Ｔechnology & Ｌogistics Ａgency  ATLA 発足 

装備政策を担当する防衛省内局、陸海空各自衛隊の装備取得部門、研究開発の技術研究本部、契約実務の装備施設

本部をまとめる。同庁の発足によって、武器の調達や輸出、武器の国際的な共同開発・生産を促進する。要員は約

1800(うち自衛隊員 400)人、予算規模は約 1.6 兆円と軍事費全体の 1/3 をしめる。	 初代長官：渡辺秀明 

・160122(第 5 期)科学技術基本計画２ 
閣議決定 

第３章	 経済・社会的課題への対応	 （２）国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現	 

④	 国家安全保障上の諸課題への対応：我が国の安全保障を巡る環境が一層厳しさを増している中で、国及び国民の	 

安全・安心を確保するためには、我が国の様々な高い技術力の活用が重要である。国家安全保障戦略を踏まえ、国家

安全保障上の諸課題に対し、関係府省・産学官連携の下、適切な国際的連携体制の構築も含め必要な技術の研究開発

を推進する。その際、海洋、宇宙空間、サイバー空間に関するリスクへの対応、国際テロ・災害対策等技術が貢献し

得る分野を含む、我が国の安全保障の確保に資する技術の研究開発を行う。	 

・160519 自民党総務調査会提言：防衛装備・技術政策に関する提言～「技術的優越」なくして国民の安全なし３ 

① 司令塔機能の整備：安全保障に資する科学技術については、国家安全保障会議及び総合科学技術・イノベーション

会議がそれぞれの役割に応じて主導しつつ、関係各本部を含めた各省庁との新たな連携体制を構築し、当該分野に

おける戦略を策定し、その実施を担保するための司令塔機能を整備すること。	 

② 総合科学技術・イノベーション会議への防衛大臣の参加：文部科学省、経済産業省に次ぎ、政府内における研究開

発費の第３位の実施主体である防衛省の大臣を安全保障の観点から科学技術・イノベーションに関与することを目

的として、防衛大臣を当該会議の構成員に追加すること。	 

③ 日本版DSB6の設立：政府内に、安全保障上特に重要な科学技術分野の課題について、科学技術や安全保障の専門的

知見を有する有識者による調査・分析・評価及びこれらに基づく提言等を行う態勢（日本版DSB＃）を構築すること。	 

④ 防衛装備庁の人員拡充、外部組織の活用や新組織設立、目利き人材の登用／⑤	 技術管理の体制強化と、それらに

関する知識の普及	 	 #	 DSB（Defense	 Science	 Board）：国防技術を戦略的に育成し、将来の軍事戦略や科学技術	 

	 	 動向の分析に基づく具体的な技術戦略・課題等についての提言を行う有識者会議。	 
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・160915	 ＣＳＴＩ本会議(22)への防衛大臣出席 (＋安倍発言） 

（議事要旨）４出席者：臨時議員：	 稲田朋美防衛大臣（若宮健嗣	 防衛副大臣	 代理出席）	 石原伸晃	 経済再生担当大臣	 

   【若宮防衛副大臣】この第５期計画で初めて国家安全保障が掲げられた。安全保障技術研究推進制度の拡充をはじめ

として、防衛省の研究開発事業が政府全体の「重きを置くべき施策」として特定をされることは大変意義深い	 

【安倍内閣総理大臣】政府は、Society	 5.0の実現に向けて、産業界とともに取組を強化してまいる。本会議と未来

投資会議との緊密な連携をお願いする。	 Society	 5.0の基盤技術である人工知能の研究開発については、限られた官

民の資金を最大限有効に活用してまいる。	 このため、『人工知能技術戦略会議』＊の下、特に、主に基礎研究を担う

『理化学研究所』と、主に実用化・実証を担う『産業技術総合研究所』は役割分担を明確にして取り組んでいただき

たい。	 国家安全保障に貢献する技術については、本会議と、防衛省等、関係省庁が連携して、その強化に一

層取り組んでいただきたい。	 	 ＊NEDO	 AIポータル（NEDOが司令塔	 soumu	 MEXT	 METIのAI技術の研究開発の３省

連携）	 

・170210（ｱﾍﾞ･ﾄﾗﾝﾌﾟ）共同声明６	 日米同盟:揺らぐことのない日米同盟はアジア太平洋地域における平和，繁栄

及び自由の礎である。核及び通常戦力の双方によるあらゆる種類の米国の軍事力を使った日本の防衛に対する米国の

コミットメントは揺るぎない。･･･日米両国は，変化する安全保障上の課題に対応するため，防衛イノベーションに関

する二国間の技術協力を強化する。	 

・1703??	 CSTI	 総合科技会議	 軍民両用研究を推進	 政府、月内に検討会	 (毎日新聞 2017年 2月 3日	 東京朝刊） 

    CSTIが、軍事にも民生にも使える軍民両用技術の研究推進に向け、本格的議論を始める方針を固めた。国家安全保

障と科学技術に関する検討会を月内にも設ける。重点施策で防衛分野の比重が増し、大学や公的研究機関で軍事的研

究が加速する可能性がある。	 	 	 	 	 0224（26）～0331（28）は持ち回り	 

	 

（２）「安全保障技術研究推進制度」５	 

（ATLA	 HP より）制度の概要：防衛省では、装備品への適用面から着目される大学、独立行政法人の研究機関や企業等に

おける独創的な研究を発掘し、将来有望な研究を育成するために、競争的資金制度である安全保障技術研究推進制度を

実施しています。本制度は、防衛省が掲げた研究テーマに対して、広く外部の研究者の方からの技術提案を募り、優れ

た提案に対して研究を委託するものです。得られた成果については、防衛省が行う研究開発フェーズで活用するこ

とに加え、デュアルユース０として、委託先を通じて民生分野で活用されることを期待しています。	 

1507～1509 防衛省技術研究本部が公募、 9 課題採択、  1603～1607 防衛装備庁が公募、10 課題採択   

（1609	 ATRA の検討委員会での報告・討議を経て）・161222	 制度の概要５を更新（追加部分）	 

本制度では、・受託者による研究成果の公表を制限することはありません。	 

・特定秘密を始めとする秘密を受託者に提供することはありません。	 

・研究成果を特定秘密を始めとする秘密に指定することはありません。	 

CSTI：我が国の未来を開拓していく上で鍵となる「国家重点プログラム」	 ＜直接には「軍事」は顕れない＞	 

ImPACT 	 革 新 的 敵 研 究 開 発 推 進 プ ロ グ ラ ム 	 Impulsing	 PAradigm	 Change	 through	 disruptive	 

Technologies	 Program	 

実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす革新的な科学技術イノベーションの創出を目指し、

ハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発を推進することを目的として創設されたプログラム	 

SIP	 戦略的イノベーション創造プログラム	 Strategy	 Innovation	 Program	 

CSTI が府省・分野の枠を超えて自ら予算配分して、基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据え、規

制・制度改革を含めた取り組みを推進	 	 	 
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第 47 回定期大会資料：第 5期科学技術基本計画により抜本的変質を強制される日本の科学･技術と学術	 3	 	 ↕	 

（３）財界主導の｢イノベーション活動推進｣と｢オープンサイエンス｣、産学官連携	 

＜基本計画閣議決定後の動向	 	 	 （■Keidanren	 ◆政・官	 ●学）＞	 

■160216｢産学官連携による共同研究の強化に向けて～イノベーションを担う大学・研究開発法人への期待｣ 
	 	 大学・研究開発法人に対し、学長・理事長等のリーダーシップに基づき、「本格的な共同研究」の実行に向けた速や

かな対応、ならびに将来に向けた研究成果の最大化に向けた改革を求める。  

◆160412	 第 5回「未来投資に向けた官民対話」	 

-榊原経団連会長	 企業から国内の大学・研究開発法人への投資は、2014 年度で 623 億円である。企業の	 研究費総

額から見ると、0.4％程度ということで、非常に低い水準である。これを 2025	 年までには、１桁上と言いたいのだが、

少なくとも３倍増の規模に拡大する必要がある。	 

	 -五神東京大学総長	 民間企業との連携だが、経済を担っているのは民間の企業であり、そことの連携は極めて重要

なわけだが、現状は、小粒な産学共同研究が多いということで、民間からの信頼を得て、大学が積極的に活用されて

いるという状況ではない。産学の重なり合いを大きくする方向でそこを直さなければいけない。それを本気の産学連

携と呼んでいるわけである。	 	 

-安倍内閣総理大臣	 我が国の大学は、生まれ変わる。産学連携の体制を強化し、	 企業から大学・研究開発法人への

投資を、今後 10 年間で	 ３倍にふやすことを目指す。／人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップを、本年

度中に策定します。そのため、産学官の叡智を集め、縦割りを排した『人工知能技術戦略会議』を創設します。」	 	 	 	 	 

■160419	 ｢新たな経済社会の実現に向けて～｢Society 5.0｣の深化による経済社会の革新～ 

◆160524	 閣議決定：科学技術イノベーション総合戦略 2016	 

◆160602	 閣議決定：日本再興戦略 2016－第 4 次産業革命に向けて－  
組織トップが関与する「組織」対「組織」の本格的な産学官連携の推進	 

産学官連携を、大学・国立研究開発法人・企業のトップが関与する、本格的でパイプの太い持続的な産学官連携（大

規模共同研究の実現）へと発展させる。	 ／文部科学省と経済産業省は、産学連携を深化させるための大学側の体制強化

や企業におけるイノベーション推進のための意識・行動改革の促進などイノベーション創出のための具体的な行動を産

学官が対話をしながら実行・実現していく場を今年度中に創設する。	 ／産業界から見た大学や国立研究開発法人等の課

題に対する処方箋や考え方を取りまとめたガイドラインを関係府省が連携して本年秋までに策定する。	 ／国立大学法人

法に基づく国立大学法人等の評価に当たり、ガイドラインの内容については、産学官連携の取組の評価の際に、参照す

べき取組の例として活用する。また、指定国立大学法人の指定に際しても、産学連携を行うに当たって策定するガイド

ラインの内容を踏まえた取組がなされているか、またはなされる計画となっているかを十分踏まえるものとする。	 

◆160609	 第 20 回 CSTI	 経済社会・科学技術イノベーション活性化委員会の設置等について	 

	 ・総理指示や日本再興戦略 2016、これまでの両省（MEXT、METI）での検討等も踏まえ、産学官のイノベーションについ

て、実行・評価・改善を力強く推進していくため、産学官の対話の場「イノベーション促進産学官対話会議」を設置。	 	 

・企業におけるイノベーション経営の推進や大学等における産学官連携体制を構築するための方策等について、大学・

国立研究開発法人と産業界が連携しつつ検討していく。⇒第 1回	 経済社会・科学技術イノベーション活性化委員会	 

■160719	 科学技術、情報通信、知財政策＞データ利活用推進のための環境整備を求める	 

◆160727	  第 1 回イノベーション促進産学官対話会議	 （文部科学省高等教育局 	 文部科学省科学技術・学

術政策局 	 経済産業省産業技術環境局）：イノベーション促進産学官対話会議：イノベーション促進のために求めら

れる産学官それぞれの役割や具体的な対応を検討	 	 産学官連携深化 WG ：産学官連携による共同研究強化のための 
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ガイドライン(仮称)の検討・作成	 ⇒160817設置、➪161205「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」	 

◆160728	 	 科学技術イノベーション政策推進専門調査会（３）	 

「科学技術イノベーションの基盤的な力に関するワーキンググループ（仮称）」の設置について 

  第５期科学技術基本計画の実行に向けた大学改革等に関する検討状況(PDF形式：1089KB）  

■●◆160802	 理工系人材育成に関する産学官行動計画	 ←理工系人材育成に関する産学官円卓会議	 

◆160817	 産学官連携深化ワーキンググループ設置	 （イノベーション促進産学官対話会議）	 

産学官連携深化 WGは、「日本再興戦略 2016」を踏まえ、本格的な産学官連携の実現に向けて、大学や国立研究開発法

人等の課題に対する処方箋や考え方及び産業界に求められる取組等を検討し、ガイドラインを策定することを目的。	 

◆160909 日本経済再生本部決定	 未来投資会議の開催について	 

	 	 「未来への投資」の拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速化を図るため、産業競争力会議及び未来投資に向けた官

民対話を発展的に統合した成長戦略の司令塔として、未来投資会議を開催する	 

	 （未来投資会議議長決定）	 構造改革徹底推進会合の開催について 
◆160915	 CSTI本会議	 （議事要旨）４【安倍内閣総理大臣】政府は、Society	 5.0の実現に向けて、産業界とともに取

組を強化。本会議と未来投資会議との緊密な連携を。	 Society	 5.0の基盤技術である人工知能の研究開発については、

限られた官民の資金を最大限有効に活用してまいる。	 	 	 	 ⇒170324	 人工知能と人間社会に関する懇談会	 報告書	 

◆161006	 第２回	 経済社会・科学技術イノベーション活性化委員会：	 科学技術イノベーション官民投資拡大イニシア

ティブ(仮称)<中間報告案>	 ～経済社会・科学技術イノベーションの活性化に向けて～	 

■161115	 Society	 5.0 実現に向けた政府研究開発投資の拡充を求める	 

■●161116	 「東大・経団連ベンチャー協創会議」を発足	 

◆●170206	 国立大学法人研究担当理事・副学長協議会：学術研究を取り巻く動向について	 

◆170210	 「産業競争力の強化に関する実行計画」（2017 年版）	 	 	 	 ←日本再興戦略 2016	 

「組織」対「組織」の本格的な産学連携、ベンチャー支援	 （未来投資会議）「第 4次産業革命人材育成推進会議」の開催	 

■170214	 Society	 5.0 実現による日本再興～未来社会創造に向けた行動計画～	 	 

	 	 Society5.0 は、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く第５段階の社会、超スマート社会として掲げられた。

超スマート社会の実現を通じ、日本の経済発展と国内外の社会課題の解決を両立し、快適で活力に満ちた生活

ができる人間中心の社会を目指した国家ビジョンである。現実空間の大量のデータを用い、サイバー空間上に現

実空間の様々なものをつなげた精緻なモデルを構築し、高精度の実証と予測を行うことで、社会全体の最適化

が実現する。 
◆170306	 MEXT	 我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問）７：中長期観点で，2040 年頃の社会を見据え

て，目指すべき高等教育の在り方やそれを実現するための制度改正の方向性などの高等教育の将来構想について審議を。 

●170317	 国立大学協会第４回通常総会：「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」が策定されたこ

とに関連し、大学群対企業群によるオープン・イノベーションに向けた協同研究体制の構築などについて検討するため

「本格的な産学連携による共同研究推進に関する WG」を設置。１月 25 日の経済財政諮問会議配布「2030 年展望と改革

タスクフォース報告書」の提言(教育人材投資の拡充)について、国大協としても歓迎するメッセージを発信し後押しす

ることで予算要求につなげていけるよう、3.15 に声明８ 
◆170324（第６回）未来投資会議：（安倍総理）大学を中核としたイノベーションについても議論。世界トップレベル

の大学研究拠点が産業界と連携してイノベーションを生み出せるよう、2018年度中に２か所程度に絞ってリソースを集

中投下。企業が連携相手となる大学を選べるように。各大学の産学連携への取組を比較評価できるデータを整備公開。 

◆170322	 未来投資会議	 構造改革徹底推進会合	 第４次産業革命人材育成推進会議	 
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IT 人材（セキュリティ、システム開発、データサイエンス）、非 IT 人材（経営層、ビジネスソリューションを

考える層、ビジネスの現場で活躍する層）それぞれの具体的な人材育成ニーズにおいて、養成すべき具体的な能

力、スキルは何か。	 

◆170331	 人工知能技術戦略	 人工知能技術戦略会議（NEDO	 AI ポータル）	 
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170408 「学術と学術体制のあり方を問う」プレ・シンポジウム(←JSA「軍学共同」問題ﾌｫｰﾗﾑ) 報告 付属資料 

    軍事生産への「変革」を強要されている学術研究体制                        齋籐安史（科学・技術政策委員会）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以下、抜粋、色変え、強調文字・色変えなどはｻｲﾄｳ	 

 ０ CoSTEP＊シンポジウム「デュアルユースと名のつくもの～科学技術の進展が抱える両義性を再考する」	 

160312 開催	 http://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/costep/contents/article/1465/	 

「軍民両用性」、「用途の両義性」。原子核物理学研究は「核兵器」と「原子力発電」という軍と民の両応用を基礎づけ。	 	 

デュアルユース政策の現状	 	 政策研究大学院大学・科学技術イノベーション政策研究センター専門職小山田和仁	 

	 現在の軍事・安全保障の研究開発状況を「国家による研究開発の停滞」＋「民生先進技術の取り込み必須」

と位置づけ、内外の現状を紹介。現代の技術開発は、GPS、AI、ロボットなど IT 技術を主とした「新興／先進技術」

（Emerging	 Technologies）が民間の技術開発を進展・拡大させ、相対的に縮小している国家による軍事・安全保障プ

ロパーの研究開発がそれに依存せざるを得ない状況。米国の軍事・安全保障技術の優位を確立すべく生まれた

DARPA(米国国防高等研究計画局、Defense	 Advanced	 Research	 Projects	 Agency)でさえ、 近のロボテ

ィクス・チャレンジ（2012～15）で、原子力事故のような過酷な状況でも対応できるロボット開発（軍事応

用も可能）を全世界の大学、研究機関、企業を対象に賞金 200 万ドルでチャレンジを呼びかた。米国の技術

的優位が維持できれば、軍民間のスピンオフ、スピンオンが期待できる、としているのは現代的なデュアル

ユース的な開発過程といえる。	 

日本での状況としては、2015 年に発足した防衛装備庁での安全保障技術研究推進制度の創設、JAXA、

JAMSTEC などの研究機関との連携、内閣府の革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）でのデュアルユース

への言及や第 5 期科学技術基本計画で「国家安全保障上の諸課題への対応」が重要政策課題として設定され

たことを紹介、科学研究の競争的資金として総額は小さいものの存在感を示しつつある。	 しかし、その一

方で、デュアルユース研究開発に対して、日本の大学では歴史的経緯から制度・体制は未整備／研究室や建

物の物理的隔離はできず、留学生もいて情報管理が困難／安全保障関連技術の輸出管理体制も不十分／海外

共同研究でも知財・情報管理が問題……と指摘。「デュアルユースの要請が増えるとしても、アカデミアと

して対応する姿勢や具体的制度は未定で課題は多い」。	 

日本の歴史から学ぶ	 	 デュアルユースの過去・現在・未来における問題。	 	 	 	 	 	 理学研究院杉山滋郎	 

	 	 「学者の国会」といわれる日本学術会議は 1949 年創立以来、学問の平和利用を何度も議題に挙げたのはそ

の嚆矢。1950 年に全員一致で決議された「戦争を目的とする科学の研究には、今後絶対に従わないという決

意の表明」以来、同会議では可否両方の道をたどってきており、学者の世界でも「政治」の位置づけをめぐ

る微妙な背景があった。	 	 

	 	 近になって、宇宙の平和利用をめぐって「一般化した技術は自衛隊が使っても平和目的に反しない」と

いう「一般化理論」が登場したり、防衛省開発の技術が民生分野で展開可能となったりと、もはや転用とは

異なる科学技術の軍民「併存・並走」状況が現実だ。	 

その背景には、①民生技術の進歩の速さ、②情報収集インフラが重要となるなどの軍事・安全保障技術が

変容した、③デュアルユースを産業界も市場拡大のチャンスと見る?などがあるとし、さらに生命科学では、

細菌学・ウイルス学の発展などから、意図せずとも生物兵器への応用が可能になる科学技術が登場し、核技

術のような「規制」ができない現状が登場していることを紹介。デュアルユースについて、①自由な研究を

阻害する悪影響をどう防ぐか、②許容されない軍事研究をどう防ぐか、③許容される軍事研究はあるのか、

という三つの論点を提出、「資金の出所」「基礎研究」において、線引が困難になる一方、透明性の確保／専

門家集団の判断／記録とその公開／市民の関与／内部告発の保持／ジャーナリズムへの期待……などの方
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策が重要。	 

＊北海道大学 CoSTEP（コーステップ、英: Communication in Science and Technology Education and Research 

Program、科学技術コミュニケーター養成プログラム）は、2005 年に創設された、科学技術コミュニケーションの教

育・実践・研究を互いに有機的に関連づけながら行なう組織。 

１ 日本経団連：防衛産業政策の実行に向けた提言	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/080.html 

150915（概要）http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/080_gaiyo.pdf 
（本文）http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/080_honbun.html	 ＜抜粋＞ 
1．防衛産業の現状と環境変化 
(1) わが国を取り巻く状況 ：現在、国会で審議中である安全保障関連法案が成立すれば、自衛隊の国際的な役割の拡大が

見込まれる。自衛隊の活動を支える防衛産業の役割は一層高まり、その基盤の維持・強化には国際競争力や事業継続性

等の確保の観点を含めた中長期的な展望が必要である。 

 (2) 防衛生産・技術基盤の現状：政府が工廠を保有していないわが国では、民間企業が防衛装備品の開発・生産、維持・

整備、運用を支える防衛生産・技術基盤を有しており、この基盤によって、優れた装備品を独自に開発・生産などがで

きる能力を保持している。  

(3) 防衛装備移転三原則をめぐる動向 ：防衛装備移転三原則により、わが国と価値観を共有する民主主義国に対して、欧

米諸国等とは装備品の国際共同開発・生産の推進を図る一方、安全保障面で協力関係にあるアジア諸国等へは装備品の

供与が進められている。・・・防衛装備品の海外移転は国家戦略として推進すべきである。装備品の移転に際して、装備

品の供与だけでは相手国の要求が満たせない場合、オフセット#3 要求への対応、装備品の運用、教育・訓練等の提供な

ども行う必要。#3オフセット：装備品等の取引の際に、購買国への見返りとして、供給国が何らかの代償を与えること。 

2．防衛生産・技術基盤の強化と装備品の国際共同開発等の推進 
(1) 技術開発力の意義 ：わが国の防衛生産・技術基盤は、防衛省と産業界が独自の国産開発や各種のライセンス生産を継

続することにより、欧米に対する技術的な遅れを取り戻して世界的な水準となった技術資産である。 

わが国が有する高度な技術開発力は、それ自体が他国に対する抑止力であるとともに、自律性や自主的運用の確保、迅

速な調達・運用支援と装備品の能力向上、国土・国情にあった装備品の開発・生産、国内の広範な産業や経済への波及

効果、輸入装備品の選定やライセンス生産および国際共同開発・生産の交渉におけるバーゲニングパワーの確保につな

がる。一方、 先端の技術開発力を失えば、わが国は防衛生産・技術基盤を海外の政府や防衛産業に依存することにな

り、装備品の自主的な運用が困難になるなど、大きな問題が生じる。こうした重要な意義を持つ技術開発力を国家とし

て確保するため、研究開発の積み重ねと継続的ものづくりが必要である。 

(2) 防衛生産・技術基盤の維持・強化 ：厳しい財政状況により国内の装備品の調達が減少する中、企業が防衛事業を継続

するには将来における予見可能性の向上が求められる。このため昨年 6 月に防衛省が策定した防衛生産・技術基盤戦略

に基づき、国内に保持すべき防衛生産・技術基盤を一層明確にした上で、施策を実施することが必要である。 

(3) 装備品の国際共同開発・生産と海外移転の推進：米国、欧州（イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スウェーデ

ン、NATO（北大西洋条約機構）、EU（欧州連合）等）、オーストラリアとの装備品の国際共同開発・生産、東南アジア

（フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ASEAN（東南アジア諸国連合）等）やインド等への装備品や技術の

提供など、諸外国や国際機関との装備・技術協力を推進する必要がある。このため、技術移転の手続の簡素化や、防衛

装備品協定や情報保護協定の締結の加速および技術移転の手続の簡素化を図るべきである。 

特に、米国との間では、本年 4 月に改定された日米防衛協力のための指針において、防衛装備・技術協力が日米共同の

取り組みの一つとして位置づけられた。米国が、国防費を削減する中で同盟国や友好国との協力を一層重視しており、

わが国に適切な対応が求められている。 
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(4) 具体的プログラムの円滑な実施  
3．防衛装備庁への期待 
(1) 基本的な役割：防衛装備庁は、防衛省内の調達や研究開発等に係る装備取得関連部門を集約・統合した外局として新

設される。 

防衛生産・技術基盤の維持・強化には、装備品の中長期的な研究開発計画や取得計画の明示と確実な実施および防衛

装備移転三原則に基づく国際共同開発・生産や海外移転の推進という両輪での施策が必要である。 

このため、防衛装備庁は、装備品に関する適正な予算を確保し、人員の充実を図るとともに、企業の技術革新と効率

性を両立させる仕組みと関係省庁を含めた官民による緊密な連携を基にした装備品や技術の海外移転の仕組みを構

築することにより、陸海空の装備品の調達および国際共同開発・生産や海外移転を効果的に進めるべきである。 

その際、企業が安定的かつ持続的に装備品の開発・生産を行うため、企業の適切な採算・キャッシュフローの確保が

求められる。 

こうした観点を踏まえ、防衛生産・技術基盤戦略で示された研究開発の拡充、装備・技術協力、契約制度改革、企業

と省庁との連携強化を着実に実施すべきである。防衛装備庁の設立にあたり、各項目の担当部局や実施時期を明確化

することが求められる。 

(2) 具体的な取組み：①	 研究開発の強化―国家安全保障戦略等の中長期的な観点を踏まえ、民間の知見も活用した研究開

発ビジョンの策定が求められる。それに基づき研究開発予算の拡充を図るとともに、集中的に投資する分野や装備品を

決定し、要素技術の開発やシステムインテグレーション技術を強化する具体的なプログラムを実施する必要がある。各

種関連研究の成果を踏まえ、産業波及効果と防衛装備品の海外移転の推進も考慮した新規の装備品の開発事業を早期に

立ち上げるべきである。 

②	 国際共同開発・生産や装備品移転戦略とプログラム推進	 (i) 国・地域別戦略と技術戦略―国際共同開発・生産や装備

品の海外移転を戦略的に進めるため、国内に厳格に保持すべき技術と、国・地域に応じて海外移転が可能な技術を明確

に区別した国・地域別戦略の策定が求められる。加えて、優れた技術力と生産力の確保に向けて、既に保有している技

術と中長期的な技術の確保に向けた技術戦略が必要である。これは企業の投資の予見可能性の向上にもつながる。 

技術・製品の移転に関して、防衛装備移転三原則の趣旨に則し、企業の採算性や技術力・知的財産の維持・強化を考慮

した上で、初期段階では国による技術、資金、第三国移転や目的外使用などのリスク負担に関する枠組みの構築ととも

に、防衛装備庁による知的財産権などの権利関係に関する国内外における調整、海外事業の展開に必要な関係省庁間の

調整が求められる。 

このため、国際共同開発・生産における具体的プログラムに基づく作業やリスクの分担を分析および評価し、国際的な

サプライチェーンを含めて装備品の開発・生産、維持、運用のライフサイクルにわたる課題を把握し、対応策を実施す

るとともに、米国など諸外国の防衛政策や装備政策、わが国からの装備品および技術の移転の影響などに関する情報収

集・分析機能を強化すべきである。また、調達に関する規則等を調査し、将来の装備品の国際共同開発・生産に対応で

きる契約条件についても、早急に検討すべきである。 

4．産業界の取組み： 先端技術を活用し、かつ効率性が高く、国土・国情に合致した装備品の開発や維持・整備などをし

ていくことが産業界に求められている。そのため、防衛生産・技術基盤の維持に向けた中長期的な方針と技術戦略や工

程表に沿って、企業の研究開発投資の拡充、生産・管理システムの高度化やコストダウン等を推進して防衛産業の国際

競争力を強化するとともに、企業間連携を含めた産業基盤の拡充を行う。・・・ 

また、政府の方針のもと、産業界は、わが国や世界の安全保障に資する国際共同開発・生産に積極的に貢献する。 

政府が各国と策定する情報保全やサイバーセキュリティ対策のもとで、企業は情報保全やサイバーセキュリティ対策

等の取組みを強化して輸出に向けた環境を整備する。 
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安全保障に係わる新規のプログラムへの参画等により積極的に人材を採用し、組織の活性化、継続性、多様性の確保

および中小企業を含めた優れた技術を持つ企業の参入促進を図り、国民による理解を促進し、防衛産業の発展に努める。 

←150101	 日本経団連：「豊かで活力ある日本」の再生	 ―Innovation & Globalization― 

	 	 http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/vision.html 

２ （第 5期）科学技術基本計画について	 2016	 年 1	 月 22 日	 閣議決定	 

http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf	 

第５期科学技術基本計画では、・・・未来の産業創造と社会変革に向け、「未来に果敢に挑戦する」文化を育む。人々に

豊かさをもたらす「超スマート社会」を未来の姿として提起し、新しい価値やサービス、ビジネスが次々と生まれる仕組

み作りを強化する。国際協調の中にも戦略性を持って科学技術イノベーションを活用し、国内外の課題の解決を図る。い

かなる変化にも柔軟に対応するため、科学技術イノベーションの基盤的な力を強化し、スピード感ある知の社会実装を実

現する。グローバルでオープンなイノベーションシステムを構築し、そこで輝く人材の育成・確保を進める。	 

第３章	 経済・社会的課題への対応	 

（２）国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現	 

国民の安全・安心を確保し豊かで質の高い生活を実現するためには、防災・減災や国土強靱化等に向けた取

組を進めていくとともに、国民の快適な生活環境や労働衛生を確保していくことが重要である。さらに、国の

安全を確保していく上では、我が国を巡る安全保障環境の変化や、犯罪、テロ、サイバー攻撃等の発生への適

切な対応が欠かせない。	 

④	 国家安全保障上の諸課題への対応	 

我が国の安全保障を巡る環境が一層厳しさを増している中で、国及び国民の安全・安心を確保するためには、

我が国の様々な高い技術力の活用が重要である。国家安全保障戦略を踏まえ、国家安全保障上の諸課題に対し、

関係府省・産学官連携の下、適切な国際的連携体制の構築も含め必要な技術の研究開発を推進する。	 

その際、海洋、宇宙空間、サイバー空間に関するリスクへの対応、国際テロ・災害対策等技術が貢献し得る分

野を含む、我が国の安全保障の確保に資する技術の研究開発を行う。	 

なお、これらの研究開発の推進と共に、安全保障の視点から、関係府省連携の下、科学技術について、動向の

把握に努めていくことが重要である。	 

第４章	 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化	 

（２）知の基盤の強化	 

持続的なイノベーションの創出のためには、イノベーションの源である多様で卓越した知を生み出す基盤の

強化が不可欠であり、その際、従来の慣習や常識にとらわれない柔軟な思考と斬新な発想を持って研究が実施

されることが特に重要である。しかし、我が国の論文数、高被引用度論文数は共に伸びが十分でなく、国際的

な共著論文の伸びも相対的に低い。そうしたことから、我が国の基礎研究力の低下が懸念される。	 

（３）資金改革の強化	 

政府が負担する資金には、運営費交付金、施設整備費補助金、私学助成等の研究や教育を安定的・継続的に

支える基盤的経費と、優れた研究や特定の目的に資する研究などを推進するために配分する公募型資金がある

が、これらは共に科学技術イノベーション活動の根幹を支えるものであり、その在り方は研究力や研究成果、

組織の運営、人材の配置等に大きな影響を与えるものである。	 

特に、多くの公的資金が投じられている国立大学については、組織を抜本的に改革し、多様な研究資

金を効果的・効率的に活用する環境を整えると同時に、ガバナンスの強化等を促進することで、その

機能の強化を図っていく必要がある。	 
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②	 公募型資金の改革	 

公募型資金の中でも、競争的資金として分類される制度については、我が国における研究開発の多様性を確

保し競争的な研究開発環境の形成に資する重要な資金であることから、国は、競争的資金について、研究力及

び研究成果の 大化、一層効果的・効率的な資金の活用を目指す。	 

３ 自由民主党政務調査会	 防衛装備・技術政策に関する提言～「技術的優越」なくして国民の安全なし～	 

	 https://www.jimin.jp/news/policy/132382.html	 160529	 <抜粋>	 

１	 問題意識：安全保障環境が悪化の一途をたどる今、これを放置すれば、防衛生産・技術基盤の弱体化を

招き、抑止力を構成する「技術的優越」の喪失へとつながるだけでなく、国際共同開発への参加や 新鋭の装

備品の調達ができない等、 先端の技術へのアクセスが困難になり、直面する脅威への対処能力が失われると

いった事態にもつながりかねない。	 

２	 目指すべき３つの方向性	 

（１）安全保障技術に関する司令塔機能等の構築	 

安全保障に関する科学技術戦略を策定し、政府部内はもとより、民間を含む、わが国の技術的リソース

を糾合するとともに、民生分野のイノベーションを導入（デュアルユース技術の活用等）し、卓越した装備品

の開発を可能とすることで、わが国が「技術的優越」を確保するための政府内の司令塔機能を構築する。	 

【具体的な施策】	 

①	 司令塔機能の整備：安全保障に資する科学技術については、国家安全保障会議及び総合科学技術・イノベーション会議

がそれぞれの役割に応じて主導しつつ、関係各本部を含めた各省庁との新たな連携体制を構築し、当該分野における戦

略を策定し、その実施を担保するための司令塔機能を整備すること。	 

②	 総合科学技術・イノベーション会議への防衛大臣の参加：文部科学省、経済産業省に次ぎ、政府内における研究開発費

の第３位の実施主体である防衛省の大臣が総合科学技術・イノベーション会議の構成員に入っていない。安全保障の観

点から科学技術・イノベーションに関与することを目的として、防衛大臣を当該会議の構成員に追加すること。	 

③ 日本版DSB*の設立：政府内に、安全保障上特に重要な科学技術分野の課題について、科学技術や安全保障の専門的知

見を有する有識者による調査・分析・評価及びこれらに基づく提言等を行う態勢（日本版DSB）を構築すること。	 

④	 防衛装備庁の人員拡充、外部組織の活用や新組織設立、目利き人材の登用：防衛装備庁の研究開発に従事する職員数は、

諸外国と比較しても著しく劣勢であり、人員の拡充を図りつつ、これを支える人員について、自衛隊OB等も含め外部か

らの登用を検討すること。また、デュアルユース技術をはじめとする研究開発に必要な各種情報の収集・分析・評価、

並びに目利き能力を持った人材の登用を図るため、政府系研究組織との連携強化も含め、外部の組織（政策関連シンク

タンク、技術研究実施の研究機関等）の設立・活用について検討すること。	 

⑤	 技術管理の体制強化と、それらに関する知識の普及：機微技術の管理体制の更なる強化を図り、オープンな議論の場に

おいても、科学技術の多義性に関するリテラシー（知識・能力）の向上等、技術管理に関する知識の普及を推進するこ

と。その際、機微技術の管理と両立する知的財産制度のあり方についても検討を行っていくこと。	 

（２）「技術的優越」を確保するための戦略的な研究開発の推進	 

将来にわたり開発・保有すべき技術（キーテクノロジー）を特定し、国産化するために必要な施策を戦略的に実施する。

その際、重要技術に関して、わが国が主導権を確保できるよう、必要十分な資源を適切なタイミングで投入する。	 

（３）装備品の国際化への戦略的対応	 

防衛省・防衛産業ともに国際化に対応していくことが不可避となっていることから、わが国自身がシステム・インテグ

レーターとしての地位を確保しつつ、技術的な知見と経済的な収益を確保することをめざすべき。	 

３	 結語：現在、わが国が優れた装備品を継続的に開発・生産し、「技術的優越」を確立・維持していくこと
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が可能となるか否かを決する、瀬戸際のタイミングである。わが党として、政府に対し、本提言にある方向

性・施策を、防衛装備庁を中心に政府一体となって可及的早期に実現することを求める。	 

*米国DSB（Defense	 Science	 Board）とは、国防技術を戦略的に育成し、将来の軍事戦略や科学技術動向の分析に基づく具

体的な技術戦略・課題等についての提言を行う有識者会議。	 

４ 	 第22回総合科学技術・イノベーション会議（160915）	 議事要旨

http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/giji/giji-si022.pdf	 

出席者：	 臨時議員：	 稲田	 朋美	 防衛大臣	 （若宮	 健嗣	 防衛副大臣	 代理出席）	 石原	 伸晃	 経済再生担当大臣	 

議題	 （１）科学技術イノベーション総合戦略の実現に向けて	 	 ①総合戦略２０１６に基づく重きを置くべき施策の特定	 

【橋本議員】	 １点のみ簡単に述べさせていただく。安倍政権の目指す世界で もイノベーションに適した国の実現に向け、

今回特定された「重きを置くべき施策」の着実な実施が極めて重要である。その実現に当たっては、総合科学技術・イノ

ベーション会議がその司令塔機能を十分に発揮し、各省をしっかりと統括することが求められる。	 	 

現在経済財政諮問会議と総合科学技術・イノベーション会議の合同で経済社会・科学技術イノベーション活性化委員会が

行われており、私もそのメンバーの一員として参画しているが、そこでは総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機

能の強化策が議論されている。また、先週１２日には第４次産業革命（Society	 5.0）をはじめとするイノベーションの社

会実装を検討するための未来投資会議も発足した。	 	 

今後、両会議での議論を踏まえつつ、科学技術イノベーションの達成に向け総合科学技術・イノベーション会議が科学技

術政策の司令塔としての役割を十分に果たすべく取り組んでいくことを強く期待し、また私も努力して参りたい。	 

【上山議員】	 総合科学技術・イノベーション会議の役割について一言申し上げる。	 	 

１９９０年代のクリントン政権下のアメリカからか、科学技術そのものがノーベル賞を競う、先端のアカデミアのみなら

ず、実は経済成長とそれから国家安全保障に非常に深く関わっていることが明らかになり、各国ともこれに関する政策に

しのぎを削っているという現状だと思う。そのことで明らかになってきたことは、国の果たす役割というのは飽くまでト

リガーにすぎないということ。たとえ４兆円ぐらいのお金を出したところで全体としての国のＲ＆Ｄはやはり民間のとこ

ろをどれほど喚起できるかにかかっている。	 その意味では、そうしたトリガーの役割がどこで果たすことができるかとい

う根拠や政策の方向性を総合科学技術・イノベーション会議の中で経済社会・科学技術イノベーション活性化委員会を通

して模索をしておりそのことについて御支援いただきたい。	 	 

【小谷議員】	 今回Society	 5.0の実現に向けて大きく動き出したところである。今ある技術を産業界、日本の経済活性に

つなげていくことも重要で、その点ではしっかり動き出したと思うが、一方でSociety	 5.0で生きていく人材に関しては、

初等教育、中等教育から科学技術の最先端にわたるまで早急に進める必要がある。人材は勿論国の宝であるが、同時に大

変にリソースのかかることなので、その観点で是非人材育成についても進めていただくようお願いしたい。	 

【若宮防衛副大臣】	 ：この第５期計画で初めて国家安全保障が掲げられた。安全保障技術研究推進制度の拡充を

はじめとして、防衛省の研究開発事業が政府全体の「重きを置くべき施策」として特定をされることは大変意義

深いものであると認識をしている。	 経済力や防衛力の基盤となる高い技術力を国全体で獲得していくということは極めて

重要であると考えており、本イノベーション会議の司令塔機能の下、関係府省としっかりと連携をしてまいりたい。	 

【安倍内閣総理大臣】本日は、民間企業からSociety	 5.0の実現に向けた具体的な取組を御説明いただいた。	 	 

雲をつかむ話ではなく、生身の人間が現場を観察して見つける課題が出発点となり、データやそれを解析する人工知能の

力を借りることで、その解決策を効率的に探し出す、という仕事のイメージを実感することができた。	 	 

政府は、Society	 5.0の実現に向けて、産業界とともに取組を強化してまいる。本会議と未来投資会議との緊密な連携をお

願いする。	 Society	 5.0の基盤技術である人工知能の研究開発については、限られた官民の資金を 大限有効に活用して

まいる。	 このため、『人工知能技術戦略会議』の下、特に、主に基礎研究を担う『理化学研究所』と、主に実用化・実証
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を担う『産業技術総合研究所』は役割分担を明確にして取り組んでいただきたい。	 	 

国家安全保障に貢献する技術については、本会議と、防衛省等、関係省庁が連携して、その強化に一層取り組

んでいただきたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。	 

	 

５	 安全保障技術研究推進制度	 2016/12/22	 制度の概要を更新	 

http://www.mod.go.jp/atla/funding.html	 

	 防衛省では、装備品への適用面から着目される大学、独立行政法人の研究機関や企業等における独創的な研

究を発掘し、将来有望な研究を育成するために、競争的資金制度※である安全保障技術研究推進制度を実施し

ています。本制度は、防衛省が掲げた研究テーマに対して、広く外部の研究者の方からの技術提案を募り、優

れた提案に対して研究を委託するものです。得られた成果については、防衛省が行う研究開発フェーズで

活用することに加え、デュアルユースとして、委託先を通じて民生分野で活用されることを期待して

います。	 

※資金配分主体が、広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技

術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金。	 

本制度では、・受託者による研究成果の公表を制限することはありません。	 

・特定秘密を始めとする秘密を受託者に提供することはありません。	 

・研究成果を特定秘密を始めとする秘密に指定することはありません。	 

これらの点は、平成２９年度の安全保障技術研究推進制度に係る公募要領、契約書及び委託契約事務処理要領

において明記します。	 

	 

６ 17年2月10日、安倍・トランプ共同声明	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000227766.pdf	 
	 日米同盟	 

	 揺らぐことのない日米同盟はアジア太平洋地域における平和，繁栄及び自由の礎である。核及び通常戦力の双方による

あらゆる種類の米国の軍事力を使った日本の防衛に対する米国のコミットメントは揺るぎない。アジア太平洋地域

において厳しさを増す安全保障環境の中で，米国は地域におけるプレゼンスを強化し，日本は同盟におけるより大きな役

割及び責任を果たす。日米両国は，2015年の「日米防衛協力のための指針」＊で示されたように，引き続き防衛協力を実施

し，拡大する。日米両国は，地域における同盟国及びパートナーとの協力を更に強化する。両首脳は，法の支配に基づく

国際秩序を維持することの重要性を強調した。	 

	 両首脳は，長期的で持続可能な米軍のプレゼンスを確かなものにするために，在日米軍の再編に対する日米のコミ

ットメントを確認した。両首脳は，日米両国がキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に普天間飛行場

の代替施設を建設する計画にコミットしていることを確認した。これは，普天間飛行場の継続的な使用を回避するための

唯一の解決策である。（中略）	 

日米両国は，変化する安全保障上の課題に対応するため，防衛イノベーションに関する二国間の技術協力を強化する。

日米両国はまた，宇宙及びサイバー空間の分野における二国間の安全保障協力を拡大する。さらに日米両国は，あらゆる

形態のテロリズムの行為を強く非難し，グローバルな脅威を与えているテロ集団との闘いのための両国の協力を強化する。	 

日米経済関係 

米国が環太平洋パートナーシップ（TPP）から離脱した点に留意し，両首脳は，これらの共有された目的を達成するた

めの 善の方法を探求することを誓約した。これには，日米間で二国間の枠組みに関して議論を行うこと，また，日本が

既存のイニシアティブを基礎として地域レベルの進展を引き続き推進することを含む。	 
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＊日米防衛協力のための指針（2015年４月 27日）http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000078187.pdf 

日米両政府は、日米同盟を継続的に強化する。各政府は、その国家安全保障政策に基づき、各自の防衛態勢を維持

する。日本は、「国家安全保障戦略」及び「防衛計画の大綱」に基づき防衛力を保持する。米国は、引き続き、その

核戦力を含むあらゆる種類の能力を通じ、日本に対して拡大抑止を提供する。米国はまた、引き続き、アジア太平洋

地域において即応態勢にある戦力を前方展開するとともに、それらの戦力を迅速に増強する能力を維持する。 

 

７ 文科大臣＞中央教育審議会 ： 我が国の高等教育に関する将来構想について（諮問） 
	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1383080.htm	 

社会的，経済的な様々な変化，初等中等教育における学習指導要領の改訂や高大接続改革の動向，さらには地方創生や

働き方改革といった政府全体の取組など高等教育を取り巻く状況の変化も踏まえて，これからの時代の高等教育の将来構

想について総合的な検討を行うことが必要。 

第一は，各高等教育機関の機能の強化に向け早急に取り組むべき方策について。 

  大学，大学院，短期大学，高等専門学校，専門学校それぞれの機能の強化に向けて，教育課程や教育方法の改善，学修に関する評価の

厳格化，社会人学生の受入れ，他の機関と連携した教育の高度化などの様々な観点から，早急に取り組むべき具体的施策や制度改正。 

第二は，変化への対応や価値の創造等を実現するための学修の質の向上に向けた制度等の在り方について。 

「学位プログラム」の位置付けや学生と教員の比率の改善，ICT の効果的な利活用など，学修の質を向上させるための課題について，

設置基準，設置審査，認証評価，情報公開の在り方を含めた総合的かつ抜本的な検討 

学位等の国際的な通用性の確保，高等教育機関の国際展開，外国人留学生の受入れや日本人学生の海外留学の促進，地域の産業界等

との連携による人材育成，社会に出た者が何度でも学び直せる環境の整備，高等教育機関間あるいは企業等との間での教員・学生の流

動性の向上，効果的な運営のための高等教育機関間の連携などの在り方についても検討 

第三に，今後の高等教育全体の規模も視野に入れた，地域における質の高い高等教育機会の確保の在り方について。 

各機関の使命や社会のニーズを真に踏まえた高等教育の実現に向け，今後の高等教育全体の規模も視野に入れながら，既存の学部・

学科等の構成や教育課程の見直しを促進するための方策はもとより，高等教育機関間，更には高等教育機関と地方自治体・産業界との

連携の強化に関する方策も含め，地域における質の高い高等教育機会を確保するための抜本的な構造改革の在り方について検討。 

  	 その際，分野別・産業別の人材育成の需要の状況についても十分に考慮するとともに，国公私の設置者別の役割分担の在り方や国公

私の設置者の枠を超えた連携・統合等の可能性なども念頭に置きつつ検討。 

第四に，高等教育の改革を支える支援方策の在り方について。 

  教育研究を支える基盤的経費，競争的資金の充実，透明性の確保の観点も踏まえた配分の在り方等について検討。 

  その際，学ぶ機会の保障のため，学生への経済的支援の充実など教育費負担の在り方に関してもあわせて検討。 

2016 年 12 月（閣議決定）「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016 改訂版）」においては，地方大学の振興，東京における大学の新増

設の抑制や地方移転の促進等についての対策を，教育政策の観点も含め総合的に検討しいる点についてもあわせて検討。 

 
８	 経済財政諮問会議「２０３０年展望と改革タスクフォース報告書」に関する声明	 170315	 国大協会長 

http://www.janu.jp/news/files/20170317-wnew-seimei.pdf 

１月２５日に開催された経済財政諮問会議において、「2030 年展望と改革タスクフォース報告書」：2030 年に目指すべき

経済社会の姿について「人的資本大国」の実現を強調し、「未来」に向けた大胆な資源配分のシフト、将来を担う若い世代

への投資や研究開発投資の拡大など未来に向けた投資への重点化、教育人材投資の拡充などが提言。／また、「経済財政諮

問会議の今後の検討課題について」：アベノミクス４年間の成果を踏まえつつ、今後取り組むべき重点課題の第１番目に「人

材への投資:格差を固定化させないための教育への投資など、人材への資源配分の強化」を掲げる。 
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これらの提言は長期的視点に立って我が国の将来を展望し、未来に向けた投資の拡充が不可欠であることを極めて的確に

指摘するものであり、国立大学協会としても大いに歓迎・支持するとともに、今後の「経済財政運営と改革の基本方針」

や「概算要求に当たっての基本的な方針」などにおいてもその考え方が明確に反映されることを強く望むものである。 

もとより各国立大学は、現在進めている改革を一層加速し、「地域と国の発展を支え、世界をリードする国立大学」として

の諸機能を高め、人的資本大国の実現及び世界の先端を行く Society5.0 の実現に向けた社会改革のエンジンとしての役

割を果たしていく所存である。 
附： 米軍・防衛省からの資金 	 

ATLAのモデル DARPA：アメリカ国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency	  

DARPA）： 

軍隊使用のための新技術開発および研究を行うアメリカ国防総省の機関。主な活動は最先端科学技術の速やかな軍事技

術への転用である。その中でも軍や科学技術基金などの組織が投資を行わない隙間への投資を積極的に行う。0	 

その評価方法:	 1,プロジェクトマネージャーと長官と政府、国防総省などの三者間でアイディアと提案の意見交換	 2,

挑戦する目標を決定	 3,解決方法の妥当性評価	 4,評価ポイントの設定	 5,公募仕様書	 (DARPA	 Operation	 Plan)	 の作

成	 6,公募を実施	 7,実施者を選定	 8,実施者との契約	 

	 

（１）	 大学研究者に８億円超	 日本の延べ128人	 毎日新聞2017年2月8日	 

	 	 米空軍が2010年度以降の６年間に、日本の大学研究者ら少なくとも延べ１２８人に総額８億円超の研究資金などを提

供していたことが、毎日新聞の調査で分かった。また、10～16年度に京都大と大阪大の教授ら１１人が米空軍と海軍か

ら計約２億円の研究費を受けたことも、両大学への情報公開請求で判明した。	 	 

米軍からの資金受領に法的問題はないが、科学者の代表機関・日本学術会議は1967年、研究者や学会が米軍から資料提

供を受けていたことをきっかけに、軍事研究を禁じる声明を出した。今回、資金受領が判明した教授らは「研究は平和目

的で軍事研究には当たらない」と説明しているが、研究成果を米軍が軍事応用する可能性がある。	 	 

	 	 米空軍が毎日新聞に開示した資料によると、10～15年度（米会計年度）に日本国内の研究者延べ１２８人に研究費とし

て約７億5000万円を提供していた。さらに国際会議の費用と研究者の米国出張旅費でも計125件、計5000万円以上を支援

した。研究者や大学名、個別の研究内容は明らかにしなかった。提供理由について、米空軍のダリル・メイヤー報道官は

「米国だけでは手に入らない貴重な知見が得られるため」としている。	 	 

	 一方、資金受領が判明したのは、京大情報学研究科の男性教授、阪大工学研究科の男性教授ら京大２人、阪大９人（現

在は他大学に移った人も含む）。それぞれ米空軍のアジア宇宙航空研究開発事務所（AOARD）、米海軍の海軍研究局（ONR）

の出先機関を通じて研究テーマを申請し、１人約150万～4500万円を受け取った。	 教授らの研究分野は人工知能（AⅠ）

やレーザー技術など。米国防総省は14年に発表した技術戦略で、AⅠを搭載した無人兵器につながる自律型システムの重

視を挙げた。また、レーザーは砲弾やミサイルに代わる新兵器につながるなど、米軍が将来兵器の技術として重視する分

野と重なる。	 京大と阪大はともに「適切な学内手続きを経て、受け入れを了承した」としている。【千葉紀和】	 	 
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（２）	 	 防衛省と研究協力が急増	 「軍学共同」15 年度 23 件	 2016 年 5 月 16 日	 東京新聞	 朝刊     

	 防衛省と国内の研究機関が技術交流する研究協力協定に基づく研究が 2014 年度から急増し、15 年度に継続中の研究が

23 件に上ったことが、防衛省への取材で分かった。協力協定に基づく研究は 04 年度に始まり、13 年度までは 多で 14 件

だった。第二次安倍政権は 13 年 12 月に「軍学共同」路線を打ち出しており、専門家は「政権の意向を反映し、協力協定

による軍学交流が進めば、大学などでも公然と軍事研究が行われるようになる」と指摘する。	 （望月衣塑子）	 

	 防衛省は大学や国立研究開発法人などが持つ優れた技術を積極的に導入することを目的に、04 年度から研究テーマごと

に協力協定を結び始めた。同年九月に宇宙航空研究開発機構（JAXA）と耐熱複合材技術の研究に関して初めて協力協定を

締結した。	 

	 以後、東京消防庁、帯広畜産大、帝京平成大、東京工業大、慶応大などと協定を結んだ。研究協力の期間は 短 3年で、

10 年以上続く研究もある。04～13 年度の 10 年間に始めた研究協力は各年度 1～5 件で、13 年度に継続中の研究は 14 件だ

った。	 

	 12 年 12 月に発足した第二次安倍内閣は 13 年 12 月に安全保障戦略と防衛計画大綱を閣議決定。「大学や研究機関との連

携の充実、防衛にも応用可能な民生技術の積極的な活用」などと、軍学共同を推し進める政府方針を打ち出した。	 

	 これを受けて防衛省は 14 年 6 月、大学や研究機関との連携強化を盛り込んだ「防衛生産・技術基盤戦略」を策定。14

年度に 8 件の新たな研究協力が始まり、同年度に継続中の研究は 20 件、15 年度は 23 件に達した。防衛装備庁技術戦略部

は協定が増えた理由を「防衛計画大綱や防衛省の新戦略で大学などとの連携の機運が高まった。技術者同士の交流

を通して防衛省との技術交流を本格的に進めようとする声が出てきたことも影響している」と説明する。	 

軍学共同に反対する署名の呼び掛け人で海洋研究開発機構の浜田盛久研究員は「防衛省は大学や研究機関の研究者が持

つ高度な技術を武器開発に取り込みたいのだろう。しかし、大学や研究者の技術は本来、軍事や特定の国家のためではな

く、人類・社会の平和的発展のために用いられるべきだ」と批判する。	 
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･161115	 第 2 回	 防衛装備庁技術シンポジウム（←防衛技術シンポジウム）：ホテルグランドヒル市ヶ谷	 



坂田研究会と「日本学術会議『安全保障と学術の在り方』に関する意見書」	 

松田	 正久 
2017年 4月 8日 

１．坂田研究会を始めるきっかけ 
東日本大震災後の 2011年の 11月、主に名大 E研（坂田研究室）出身者とそこと関係
の深い物理学者が、近藤弘樹さん（佐賀大学名誉教授、2016年 9月 4日逝去）の呼び
かけで名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長の益川さんの研究室に集まり月一回議論

を始める。近藤さんが、佐賀から月一回名古屋に来られるのでそれを利用した。 
主たるテーマは、福祉第一原発の事故とそれにまつわる諸問題の検討であった。この

集まりを、坂田さんの「科学者は科学者として、学問を愛する以前に、まず人間とし

て、人類を愛さねばならない」iにちなんで近藤さんが提起、みんなの同意のもとに「坂

田研究会」と呼ぶことにした。 
２．坂田研究会(代表：益川敏英)は、平均月一回の研究会を開催、名古屋に 6~7人が集まり、

SKYPEで横浜、新潟、金沢、福岡をつないで議論。これまで５０数回開催。会員は、
現在 12人、80歳以上 3人（小沼、沢田、林）、70歳代 5人、60歳代 4人。この間亡
くなった方は、近藤さんと丹生潔さん(実験物理学者、名大名誉教授、2016年 1月 30
日逝去、91歳)。12人のうち、二人は原子核理論、あとは素粒子理論を専攻。このメ
ンバーは固定ではなくて、メンバーの入れ替わりもあった。 

３．これまで議論してきたテーマ 
① 原子力発電・放射能・核廃棄物・地震と津波などにかかわる事項 
② 日本国憲法と国連規約、その他の国際条約と平和にかかわる事項 
③ ツワネ原則と秘密保護法にかかわる事項 
④ 防衛省「安全保障技術研究推進制度」と学術会議の「安全保障と学術に関する検討

委員会」等にかかわる事項 
⑤ 格差時代と貧困問題（授業料、奨学金）、特にポスドク問題など学術体制にかかわ

る事項 
⑥ 私たちの未来を切り開くための社会の在り方にかかわる事項 
⑦ その他 

４．なぜ、表題の意見書を出したか？ 
2016年 6月検討委員会が発足以来、委員会は公開なので、横浜の小沼さんが基本的に
は毎回傍聴され、その報告をもとにこの問題については、以後毎回の例会でみんなで

議論。検討会の雰囲気が伝わる中で、「何かやらねば」とみんなが一致、意見書出すた

めの臨時の例会をやったりして、皆さんの総意として意見書をまとめ、学術会議に提

出した。 
５．いつまでこの研究会を続けるか？ 

益川さんの特別教授(機構長)としての任期は 2030年 3月末日まで(あと 1年) 



全員が家から SKYPEというわけにはいかないので・・・・。退職教員で集まるとき
の問題は、研究室が使えないこととコピーなどが自由に使用できないこと。 
ますますおかしくなる日本の行方と理論物理学者のなしうることは何か 
もう一度原点に立ち返って残りの期間議論してみたい 
益川さんは「学術会議は死んだ」というが、まだまだ期待はあるし、死から蘇らせる

ことはできないか？→今回の検討委員会の議論がきっかけになれば(丹生さんの「中部
科学者懇談会の活動」から学ぶことも多数) 
学術及び学術体制の在り方についての展望ある議論の展開 

参考資料 
	 坂田昌一	 「物理学と方法」「科学者と社会」（岩波、1972）「科学と平和の創造」(岩波

1966)、「原子力をめぐる科学者の社会的責任」(岩波、2011、樫本喜一編) 
 

                                                   
i 「日本における原子力研究の問題」（中部日本新聞 1953年 1月 17日号、1963年岩波書
店発行の「科学と平和の創造」137ページ参照）からの引用で、この一文が益川さんの研究
室の白版に貼ってある。 
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日本学術会議会長 大西 隆 殿 

日本学術会議「安全保障と学術に関する検討委員会」委員長 杉田 敦 殿 

 

日本学術会議「安全保障と学術の在り方」に関する意見書 

2017 年２月 16 日 

坂田研究会 

代表 益川 敏英 

 

私たち、坂田研究会に集う物理学者 10 数人は、「科学者は科学者として学問を愛するよ

り前に、まず人間として人類を愛さなければならない」という故坂田昌一博士の思想と行

動に共感し、その遺志を引き継ぎ、月一回の割合で 2011 年以来約 5 年にわたり、科学者の

社会的責任に向き合って自由で真剣な討論をしてきました。 

 

2015 年、突如として防衛庁が 3 億円の予算で「防衛技術研究推進制度」による公募を行

い、2016 年度は 6 億円で実施し、2017 年度には 110 億円の予算が組まれています。この

科学研究の軍事技術化をめざす「公募」によって、大学や公的研究機関をはじめ企業の研

究者が軍事研究に巻き込まれる危険性が生じています。この問題に関して、貴会議では昨

年 6 月「安全保障と学術に関する検討委員会」(以下、「委員会」)を設置し、検討を重ねて、

今回「審議経過の中間とりまとめ」(以下「まとめ」)を発表されました。その後、2 月 4 日

には貴会議主催の学術フォーラムにおいて内外からの意見聴取と審議・検討を実施されま

した。 

貴会議では委員会での審議・検討を経て、4 月の総会において「安全保障と学術」に関す

る何らかの決定を行う予定であると伺っています。その際、この「まとめ」が土台となっ

て審議・検討が行われるであろうと推測されます。 

私たちは「科学者コミュニティー」の一員として、総会での決定に向けての委員会等に

おける審議の参考としていただくため、「防衛技術研究推進制度」に関する私たちの考えを、

貴会議及び委員会に提出することといたしました。 

 

1. 日本学術会議は， 1950年と 1967年決議を堅持することを確認し、軍事研究には断じ

て参加・加担しないことを宣言すること 

 日本学術会議法前文には、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信

に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の

学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」と宣言し、

「学術の健全な発展」を通して「平和と人類社会の福祉に貢献」することが科学者の役割

であるとしています。 
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 このように学術を通して全人類・社会の発展に寄与することこそが科学者の使命である

ことを原点とすれば、学術会議の1950年及び1967年の軍事研究は行わないという声明は、

過去においても未来においても科学者として堅持すべき原則を与えていると解されます。 

日本国憲法前文に「日本国民は、恒久の平和を念願し、・・・・平和を愛する諸国民の

公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とあるように平

和的な話し合いをもとに、相互理解を通して国民や人類の安全・平和を維持していくこと

は、国連憲章第二条の「国際紛争を話し合いなど平和的な手段によって・・・・解決しな

ければならない」(3 項)し、「国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を・・・・

慎まねばならない。」(4 項)という原則にも通じるものであり、これらは日本学術会議法の

前文や 1950 年及び 1967 年の声明と同様、人類の普遍的原理を述べたものと解されます。 

 特に私たち物理学者は 1955 年のラッセル・アインシュタイン宣言や 1975 年の湯川・朝

永宣言などを強く支持し、核兵器は科学を悪用した最悪の非人道兵器であるとして、核兵

器の廃絶と戦争禁止を訴えてきました。昨年の国連総会は、国連が核兵器禁止条約作成の

交渉の会議を今年の 3 月および 6 月から７月にかけて開催することを決議しました。これ

により 2017 年の今年は、核兵器廃絶に関して重要な転機の年になることが期待されます。

この会議が成功することを原爆や水爆の被害を体験した日本国民、とりわけ被爆者はおお

いに期待しています。 

こうした情勢の時であるからこそ、日本学術会議は日本の科学者を代表する組織として

普遍的原則を謳った「軍事研究に協力しない」とする 1950 年と 1967 年の声明を堅持され

るよう要望します。 

 

２． 日本学術会議は「安全保障技術研究推進制度」の廃止及び総合科学技術・イノベーシ

ョン会議の「軍民両用研究」への不参加を宣言すること 

軍事研究は、学術・学問を歪め、自由な研究活動を委縮させ、ひいては学問の自由、言

論の自由、思想の自由、教授の自由を侵害することになります。軍事研究が大学等で行わ

れるようになれば、人間の尊厳の確立・人格の陶冶を目的とする教育までもが、その目的

を果たせなくなるでしょう。 

 私たちは「安全保障技術研究推進制度」を大学や公的研究機関等に持ち込むことに強く

反対します。科学者・研究者はその良心において、これらに参加することを拒否すべきで

あり、日本学術会議は防衛省「安全保障技術研究推進制度」への「不参加宣言」を決定し，

この制度の廃止を提言すべきであると私たちは考えます。 

 日本学術会議は学術の普遍的役割である人類の平和と文化の創造に寄与するという観点

から、大学や研究機関を軍事化しようとする「安全保障技術研究推進制度」及び総合科学

技術・イノベーション会議の「軍民両用研究」推進政策の背景と危険性を明らかにし、日

本政府に、こうした学術研究の軍事化の動きを止めるよう要求・勧告すべきです。 
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３．日本学術会議は米軍資金による研究助成を受け取ることは 1950年と 1967年決議に反

することを確認すること。 

2 月に入り、米空軍の資金提供が長年にわたり大学等に対してなされていたこと(2008 年

から 2016 年まで 135 件 8.8 億円、2010 年から 2015 年までに 8 億円超)が報道されました。

また、これに先立つ 2015 年 12 月には 2000 年以降、米軍資金 2 億円が大学等の研究機関に

提供されたとの報道もありました。 

これは、1950 年及び 67 年の貴会議の「軍事研究は行わない」とする声明に明白に反す

る事態が我が国において進行していることを示しています。貴会議は、米軍の資金提供を

受けることは、両決議に違反し、直ちに取りやめることを全科学者に対して要請すべきと

考えます。 

 

坂田研究会代表(益川敏英)所属先 

464-8542 名古屋市千種区不老町 

名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構 

連絡責任者 

松田 正久(愛知教育大学名誉教授・前学長) 

masahisa.matsuda@gmail.com 
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2017.4.8.	 JSA平和問題研究委員会	 亀山統一	 

4/8	 JSA	 学術および学術体制のあり方を問うプレ・シンポ	 発言の概要	 

	 

1. 学術会議決議の評価	 
・井原「幹事会での決議は怪我の功名だったかと思います。…今後は、この声明を実効性のあ

るものとして、声明を生かして、研究者コミュニティで、ガイドラインや委員会などを作っ

て対応する運動が不可欠だと考えました。」3/24	 

・福島雅典「今回の議論をみると学術会議の存在理由はない。」「新声明に対するマスコミの評

価のうち，もっとも適切なのは産経新聞。「軍事研究に道を開いた」と評している。」4/6	 

・橋本誠一「《「大学等の各研究機関」は、軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究

について、その適切性を審査する制度を設けるべきである。》つまり、防衛装備庁「安全保

障技術研究推進制度」への申請を一概に否定することなく、申請にあたっては個別的に研究

内容に即して申請の適否を大学の責任で判断しろといっているわけです	 。これを実質審査

論とでもいっておきましょうか。そして、この実質審査論を前提に、最後に、研究の適切性

については、「科学者コミュニティにおいて一定の共通認識が形成される必要」があり、「個々

の科学者」「各研究機関」「各分野の学協会」、そして「科学者コミュニティ」が真摯な議論

を続けるべきだ、と説いているわけです。…（この）部分が入ったことで、学術会議声明は、

1950年声明と1967年声明を継承するといいながら、実質はそれらを放棄した、ということ

になります。	 	 

・井原「この声明には弱点がいくつもあります。しかし、軍事研究に手を染めるべきではない

と理解し、積極面を評価し、実行力あるものにしていくことが現在重要になっています。」

4/6	 

	 

＊決議は確かに、前段から導かれるべき「「安全保障技術研究推進制度」への申請は認められな

い」との結論を放棄しており、非論理的である。だが、理想論的な結論を伴う決議案であれ

ば、総会・幹事会での採択は困難であった、採択されても個々の大学で「反旗」が翻った可

能性がある。	 

＊決議は、前段に明快な認識を提示して、電子申請システムの運用主体である大学・研究機関

に、適切な判断を求めた。このことによって、申請の可否を判断する主体である研究者・所

属機関に対して判断の枠を嵌め、豊橋技科大のような指針を許さない根拠を与えた。	 

＊当面する課題として、学術会議の決議の否定的評価によって、決議の実効性、学術会議の健

全性を、それを求める側が否定してしまう事態は、絶対に避けなければならない。	 

＊大学・研究機関での自衛隊、米軍など外国軍隊、軍需企業との結びつきはすでに広範にあり、

大学･研究機関の態度の方が、学術会議決議よりも容認的になる恐れは少なからずある。少

なくない現場で、学術会議決議は、足枷ではなく、軍学共同を食い止める道具となるだろう。	 

	 

2. 軍学共同の周辺	 −−軍産と学の結びつき−−	 
・2015.6.13シンポ・アピール	 …私たちは、軍学共同を進展させないため、大学・研究機関および

その構成員に対して、次のような行動規範を守るよう呼びかける。（１）国内外を問わず、軍と関連

する諸機関と、共同研究・協力研究・連携研究など研究に関する一切の関係を持たない（国や機関に

よっては平和的事業について軍が関与している場合があり、そのような場合については理由を明らか



にして研究に関係することは許容される）。（２）国内外を問わず、軍と関連する諸機関から、いかな

る資金援助も受けない。（３）国内外を問わず、軍と関連する諸機関が主催するイベント（コンテス

ト等）に参加しない。（４）国内外を問わず、軍人養成機関の職員･学生等を、研究生・研修生として

受け入れない。	 

＊2年前のアピールは、先見的だったのか、重大な弱点を持っていたのか。	 

＊デュアルユースの技術開発よりも緩い軍との結びつきはすでに広く存在している。琉球大学の例：種

の保存法に基づく米軍基地内の生物相調査（米軍予算、ハワイ大との共同受託研究）、法科大学院で

の国際法の事例研究交流、医学部学生の米国領事との交流、米軍基地内の技術者が地域学会を形成（工

学分野）など。	 

＊より強固な軍学の結びつきが模索されている。琉球大学の例：医学部・付属病院移転に伴う、OMIC事

業への巻込み（米軍研究所・海軍病院と医学部･付属病院を結合）を自民党、内閣府が画策。	 

＊分野、地域にもともとあった軍とのつながりと、軍産学複合体形成の足がかりとしてのデュアルユー

ス問題を、どう区別するか。人道的研究と現時技術開発を区別できるのか：地雷の探索、生物化学兵

器物質の検出、戦傷病者医療、災害対処…。軍事研究を限りなく非軍事的に描き出すこととの闘いが、

大学・研究機関の基準作りの現場での現実の課題となる。	 

＊日本に軍産学複合体をつくらないために、軍との関係がある教員・研究者も含めて、大学・研究機関

で、軍学共同を容認しない原則を確認し、実効ある線引きをする必要がある。当面、安保技研制度へ

の応募をさせないことに焦点を絞ること。その上で、どこまで普遍的なルールを作れるか追求。	 

	 

3. 大学･研究機関の自治とその担い手、自治の前提としての基盤的経費	 
・（国立大を例に）基準作りは、学長-役員会-経営協議会の問題（予算・運営）か、学長-教育研究評議

会-部局の問題（教学）か。	 

・学生、地域社会は、「国家への貢献」「防衛技術の開発」に容認的である可能性が高い。琉球大学「核

の科学」受講生レポート：「防衛のための核武装」「米国の拡大抑止を受けるための日米一体化（自衛

隊の海外派兵）」を必要視する学生が一定数存在。共に学ぶことから始まる。	 

・安保技研制度を「特別視」しなければ、一官庁の一外部資金として事務的に扱われる。教授会では、

その重大な意味が理解されず、教員は当事者意識を持たず、関心を持てない。：宮崎大学の例。	 

・タイプＳ：原則5カ年継続で5年間最大20億円を8件程度という枠を新設（受託者所属機関の間接経

費収入は最大年9230万円/件（=4億×3/13）になる）。	 

＊学長諮問委員会、大学管理機関任せにしない、大学構成員の関与の仕組みが不可欠。そのためには、

教学の基本問題との位置づけが欠かせない。	 

＊教授会の権限で可能なこと、労働組合の団体交渉権を用いること、学生・地域社会を巻き込むこと	 

＊タイプＳの配分予算では、高額実験設備・施設を調達しうる。奨学寄付金ではなく、委託研究なので、

設備・施設は防衛装備庁所有、受託機関管理となる。大学･研究機関の中に、防衛省所有の施設等が

できたらどうなるか、それは、安保技研助成研究以外にどう使われるようになるか、考える必要。	 

＊学生･地域社会を巻き込む前提として…(1)「地域の未来を担う若者を軍事に巻き込んでよいのか」と

いう素朴な問いかけから出発する必要がある。(2)軍学共同に傾斜する背景としての、大学の財政的

危機を共有の認識にする必要がある。給付奨学金・学費無償化の課題、格差の世襲との闘いと結合さ

せないと、運動も広がらず、本質もみえない。	 

＊こうした視野の広い取り組みをするには、教授会・教育研究評議会、労組、学内外でのフォーラムを

動かせる核となる教員集団が必要となる。そこに、JSAの支部･分会の存在意義がある。	 



学術および学術体制のあり方を問う総合シンポジウム・プレシンポ	 報告 
 
軍学共同と憲法・科学論 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宗川吉汪（京都支部） 
 
1.	 今回の学術会議声明について 
	 今回の学術会議の声明は、①1950年および1967年声明を継承するとし、②（防衛省予算が政
治権力による制約・介入が研究成果の公開性を損ねかねないので、）軍学共同が学問の自由を侵

す恐れのあることを指摘し、③（学術の健全な発展のために研究の自主性・自律性・公開性が尊

重されるべきであることから、）民生分野の研究資金の充実を訴えた。しかしながら、④軍事研

究資金受け入れについては、各大学・機関で審査制度を作って検討するよう提案し、その上で、

⑤研究の適切性（軍事研究も含めるのか？）の議論を継続するよう求めた。 
	 過去の声明を継承するのであれば、当然、防衛省からの研究は拒否しなければならないことに

なる。ところが、今回の声明では、あれこれ理屈をこねて、科学者は、防衛省からの資金は拒否

すべき、と明確に表明することはしなかった、できなかった。また、軍事研究は憲法違反である、

と断じることもできなかった。そして、科学研究の適切性（定義不明）について、今後は、科学

者個人、各大学・研究機関で議論すべき、とボールを学術会議の外に投げた。今日の学術会議の

限界がここにある。ちなみに、益川さんは学術会議は死んだ、といっているそうだが、サテ。 
	 しかしながら、この程度ではあっても、学術会議をして今回の声明を出させるだけの力をわれ

われ科学者が持っていることに確信を持とうではないか。学術会議の限界はわれわれの限界でも

ある。そして今後、声明を旗印に軍事研究反対の運動を進めていこうではないか。 
 
2.	 軍事研究は憲法 9条違反であり軍学共同は憲法 23条違反 
	 そもそも戦力を保持しないはずの日本で軍事研究はあり得ない。自衛隊は憲法違反のはずであ

る。しかしながら、自衛のための最低の防衛力は合憲とされ、自衛隊の装備の生産は合法とされ

ている。航空機、船舶、車両、武器の生産をはじめ、武器輸出まで認められている。 
	 それにもかかわらず、戦後の大学で公然と軍事研究がなされなかった。背景に、憲法9条、「学
問の自由」を定めた憲法23条、そして学術会議の50年・67年声明がある。大学法人化まで、曲
がりなりにも大学の自治は守られていた。大学の自治が崩壊した今、憲法9条が改悪され、その
第2項が撤廃された暁には、軍事研究を拒否する倫理的支柱は完全に失われるだろう。軍学共同
は当たり前のことになる。憲法9条を守る意義がここにもある。 
 
3.	 デュアルユースは科学価値中立ではなく階級性の問題 
	 JSAの科学価値中立議論で、科学は両刃の刀、諸刃の剣、デュアルユースだ、科学は不偏不党
だ、だから科学は価値中立だ、と主張された。これは全くの俗論。科学（科学者）は常に権力の

僕であった。 
	 価値中立とは、価値を棚上げにすること、価値を問わないことであり、科学価値中立とは、科

学の価値を問わないことで、その誤りは既に指摘した。 
	 デュアルユース論は、科学の価値を認めているところから価値中立ではありえない。これは科

学の階級性の問題であり、1％のための科学か、99％に奉仕する科学か、それが問われているの
だ。 
 



資料 
 
日本学術会議の発足にあたって科学者としての決意表明（声明）  
	 われわれは、ここに人文科学及び自然科学のあらゆる分野にわたる全国の科学者のうちから選

ばれた会員をもって組織する日本学術会議の成立を公表することができるのをよろこぶ。そして

この機会に、われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し､今

後は､科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人

類の福祉増進のために貢献せんことを誓うものである。そもそも本会議は、わが国の科学者の内

外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り､行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透

させることを目的とするものであって、学問の全面にわたりそのになう責務は、まことに重大で

ある。されば、われわれは､日本国憲法の保障する思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自

由を確保するとともに、科学者の総意の下に、人類の平和のためあまねく世界の学界と提携して

学術の進歩に寄与するよう万全の努力を傾注すべきことを期する。  
	 ここに本会議の発足に当たってわれわれの決意を表明する次第である。  
          	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 昭和24年1月22日 日本学術会議第1回総会  
 
戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明（声明）  
日本学術会議は、1949年1月、その創立にあたって、これまで日本の科学者がとりきたった態度
について強く反省するとともに科学文化国家､世界平和の礎たらしめようとする固い決意を内外

に表明した。（引用者注：「科学文化国家」は「科学を文化国家」の誤り？） 
	 われわれは、文化国家の建設者として、はたまた世界平和の使として、再び戦争の惨禍が到来

せざるよう切望するとともに、さきの声明を実現し､科学者としての節操を守るためにも、戦争

を目的とする科学の研究には､今後絶対に従わないというわれわれの固い決意を表明する。  
          	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 昭和25年4月28日 日本学術会議第6回総会  
 
戦争目的のための科学研究を行わない声明 
われわれ科学者は、真理の探究をもって自らの使命とし、その成果が人類の福祉増進のために役

立つことを強く願望している。しかし、現在は、科学者の意図の如何に拘らず科学の成果が戦争

に役立たされる危険性を常に内蔵している。それ故に科学者は自らの研究を遂行するにあたって、

絶えずこのことについて戒心することが要請される。 
	 今やわれわれを取りまく情勢は極めてきびしい。科学以外の力によって、科学の正しい発展が

阻害される危険性が常にわれわれの周辺に存在する。近時、米国陸軍極東研究開発局よりの半導

体国際会議やその他の個別研究者に対する研究費の援助等の諸問題を契機として、われわれはこ

の点に深く思いを致し、決意を新らたにしなければならない情勢に直面している。既に日本学術

会議は、上記国際会議後援の責任を痛感して、会長声明を行った。 
	 ここにわれわれは、改めて、日本学術会議発足以来の精神を振り返って、真理の探求のために

行われる科学研究の成果が又平和のために奉仕すべきことを常に念頭におき、戦争を目的とする

科学の研究は絶対にこれを行わないという決意を表明する。 
          	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 昭和42年10月20日 日本学術会議第49回総会 



「学術と学術体制のあり方を問う」プレ・シンポジウム	 報告資料	 

国公研委員会／茨城支部	 小滝豊美	 

1.	 国研集会（2016年 6月開催）のアンケート	 

対象：学研労協と国公労連に

加盟する国立研究機関労組

の組合員 

「産官学の共同での研究が

強まるなか、防衛省や米国国

防総省が予算を提供する「軍

事研究・開発」に参画する大

学や国立研究開発法人が増

えています。こうした「軍事

研究・開発」を進めるべきだ

と思いますか？」 

2．平和運動、「政治的な活動」に関する強烈な拒否感 

学研労協内部での、軍学共同反対連絡会に関する議論・・・「〇〇労組としては、このような政治活動には

基本的に関与しないと言うことを決めておりますので、学研労協としての決議がどうであれ、本件には関与し

ない方針で参りたいと考えております。

（憲法 9 条を守

る会なども、同様

です）」 

特定秘密保護法

案の国会通過を

控えた頃の〇〇

労組大会での挨

拶で、「安倍内閣

の方針に Noと言

い、抵抗します」

→「そういう学研

労協に Noを言い

ます」 

 

3．研究機関の現状	 

	 2016年度安全保障研究推進制度採択課題	 

「酸化物原子膜を利用した電波特性の制御とクローキング技術への応用」	 

「海棲生物の高速泳動に倣う水中移動体の高速化バブルコーティング」	 

経産省と国防総省の協定・・・ロボコン：軍事研究ではない	 

防衛省・防大から利用者、国防総省の金で留学生	 

年齢	 
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17．４.	 8	 JSA 学術および学術体制のあり方を問うプレ・シンポ	 

軍学共同と自衛隊の「実戦態勢」化	 

	 

平山武久（東京支部）	 

１	 はじめに	 

	 	 安倍首相のもとで安保法制が強行成立・施行されました。日本自身が戦争の当事者にな

る法的基盤がつくられ、時を同じくして自衛隊の現場では戦争を実行する態勢が急速につく

られています。戦争になれば、真っ先に戦傷病隊員の救護態勢の準備が必要です。いま、軍

学共同をも伴って、進行する自衛隊医療の変化の一端をレポートします。	 

	 

２	 有事にそなえる自衛隊衛生（医療）の変化	 

自衛隊員が戦闘で生命に危険が及ぶ負傷をした場合に備える「救急救命」能力の強化が

2015年度予算に組み込まれました。	 

防衛省発行の広報パンフ「我が国の防衛と予算	 平成27年度予算の概要」は「衛生機能の

強化」の項で「事態対処時における第一線の救護能力の強化」をイラスト付きで説明しまし

た。（第1図）	 

イラストが示す活動は戦闘中に負傷した隊員の現場での救護活動を示したものです。自衛

隊員が生死を分かつような重大な「戦傷」を負うケースを想定した救命救護活動です。「諸外

国の軍隊における第一線での救護措置と教育訓練の調査」と「有識者会議の設置」に2百万

円を計上しました。	 

有識者会議として「防衛省・自衛隊の第一線における適確な救命に関する検討会」が設置

されました。「検討会」は16年度に継続され、2016年 9月に報告書がまとめられました。報

告書に従い、防衛省は救急救命士と准看護師の資格を併せ持つ衛生科隊員にさらに教育・訓

練を行なったうえで「第一線救護衛生員」の資格を与え、第一線での救命措置を行わせると

しています。そして「第一線救護衛生員を、早期に部隊に配置するため、17 年度前半より、

第一線での新たな救命処置（緊急救命行為）の教育を開始」を提唱、17年度予算でそのため

の教育器材等の整備（１．３億円）を計上し、実行に取り掛かっています。挙げられている

のは①銃創等の外傷に対する処置にかかる技能を身に付けるための教育器材として外傷ケア

シミュレーター等の整備、②准看護師かつ救急救命士である衛生科隊員が第一線において救

命措置を行うために必要な携行用の医療器材（救護用医療のう）の整備です。	 

第一線救護衛生員が行う「第一線での救護活動」は戦闘しながら行う救護活動であり、一

般の救護のように平時に行うものに違って危険な救護です。「第一線救護衛生員」が第一線で

行う緊急措置は①気道閉塞に対する輪状甲状靭帯切開・穿刺、②緊張性気胸に対する胸腔穿

刺、③出血性ショックに対する輸液路（静脈路・骨髄路）の確保と輸液、④痛みを緩和する

ための鎮痛剤投与（医療用麻薬を含む）、⑤感染症予防のための抗生剤投与です。これらは医

師資格を持つ者だけに許されるもので、追加教育を受けたとはいえ、医師の教育を受けてい

ない「第一線救護衛生員」が行うことは法的に許されていません。国会に諮ることなく超法

規的な制度が行われようとしています。	 

	 

３	 戦傷治療の研究と「軍学共同」	 
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第一線救護能力の強化と並行して、戦傷治療に役立つ医学研究が進んでいます。	 

15年度予算に防衛医科大学校（以下では防衛医大と略）と同防衛医学研究センターの「防

衛医学先端研究」として爆傷・衝撃波損傷研究2億 6千万円が計上されました。研究の背景

は「テロ攻撃に伴う損傷例の増加」です。防衛医大防衛医学研究センター内に設置した爆風

型衝撃波発生装置はブラストチューブを用いて爆発による時間波形に近似した時間波形を発

生させ、それを使ってヒト疑似モデルとしたブタなどの中動物に当てることにより、爆風を

浴びた「頭部・臓器損傷の病態解明」を行うのです。研究目的は「即時救命システムの開発・

研究」、「ヒトを想定した防護服・ヘルメット等の性能検証」としています。「爆傷から隊員を

守るもの」と防衛省説明書は大書しています。	 

この研究は「第5回第一線における適確な救命に関する検討会」で発表されました。防衛

医大防衛医学研究センターの齋藤大蔵教授（外傷研究部門）が「平成27年度防衛医学先端研

究（戦傷病・外傷分野）『爆傷・衝撃波損傷研究の概要』」を発表しました。爆風による頭部

外傷の予防・診断・治療技術の開発」を目指すもので、「爆傷損傷の即時救命システムの開発」

や「新たな防護服・ヘルメット品質検証支援」等を「期待される具体的成果」とするもので

す。教授はイラクやアフガニスタンでの戦争で武装勢力が路傍に仕掛けたＩＥＤ（即製爆発

装置）により「爆風の衝撃波だけで、体表面に外傷痕が無く、体内に特異な損傷を負うケー

スが多発」しており、米軍のイラク帰還兵の軽度外傷性脳損傷（Ｍｉｌｄ	 TBI）発症が問題

視されていると指摘。「国際貢献が任務の一つである自衛隊員を守るために、爆発損傷に対す

る救命効果の高い薬剤を即座に使用できる救命システムを確立する」ことを「今後の展望」

にあげています。当初、研究はレーザー誘起衝撃波によって胸部爆傷に対する救命治療を研

究するものでした。その後、レーザーを用いた時間波形を使うことに限界があることや胸部

への衝撃波が脳における種々の現象に関係する可能性が指摘され、上記のブラストチューブ

を用いた「爆傷・衝撃波損傷研究」になりました。	 

この先駆けとも言える研究が東京農工大学大学院工学研究院先端電気電子部門と防衛医科

大学防衛医学研究センター情報システム研究部門、同防衛医学講座の研究グループの共同研

究グループによって行われていました。同共同研究グループはレーザー誘起衝撃波をラット

頭部に作用させることにより爆風が脳に引き起こす重要な現象を再現し、詳細な解析を行っ

た結果、「爆風が脳に引き起こす現象を再現することに成功、爆風による障害の治療法開発に

道（を開いた）」と14年㋀8 日に発表しました。	 

海外の戦地での小型爆弾である即製爆発装置（ＩＥＤ）の危険から自衛隊員を守る研究が

一般大学と防衛医大の共同研究を皮切りにすすみ、その成果を受けて防衛医学先端研究とし

て進行しているのです。	 

	 

４	 多様な形態ですすむ防衛省・自衛隊と大学等の共同研究	 

	 15年に発足した防衛省・防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」は3年目にして約110

億円の予算に膨れ上がり注目されました。しかし、軍事共同研究を大学や一般の研究機関に

広げる動きは安全保障技術研究推進制だけではありません。防衛装備庁が16年 5月に発表し

た「研究開発・技術戦略について」が「国内の研究開発機関の対象領域との比較」を示して

います。（第2図）	 また同文書の「国内研究機関との技術交流」（第3図）では「大学、国

立研究開発法人等の技術交流を推進。協力件数は増加傾向にある」とし、16年 3月末現在で
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8 大学と 7 国立研究開発法人等と研究協力を行っていると説明しています。防衛装備庁陸上

装備研究所が九州大学および帝京平成大学と共同研究を実施している爆薬検知技術、防衛装

備庁先進技術推進センターとＪＡＸＡ第一宇宙技術部門が共同研究を実施している衛星搭載

型2波長赤外センサを研究協力例として説明しています。	 

防衛装備庁の対象にはないが、防衛医科大学校の防衛医学先端研究も 15 年度（4 億円）、

16年度（3億円）、17年度（3.2億円）と15年度から毎年予算化されています。前節で取り

上げた即製爆発装置による外傷性脳障害対策の研究はこの防衛医学先端研究の一つです。	 

第 2節で取り上げた第一線救護能力の強化においても、自衛隊が即製爆発装置の危険に脅

かされる活動を続けるなら、当然第3節の成果が組み込まれると考えます。	 

安倍政権が策定した「国家安全保障戦略」は戦後の歴代政権で初めてのものですが、「外交

政策および防衛政策を中心とした国家安全保障に関する基本方針」とされています。「国家安

全保障戦略」は「技術力強化のための施策の推進に当たっては、安全保障の視点から、・・・・、

産学官の力を結集させて、安全保障分野においても有効に活用するように努める」と記して

います。「防衛大綱」も「産学官の力の結集・・・有効活用」と同様の文言で強調しています。	 

本レポートで取り上げた自衛隊衛生（医療）の強化と「軍民共同研究」は他の先進装備開

発と同様に「国家安全保障戦略」のもとで進められているものです。	 

49 年に創設されて以来、「軍事研究を行わない」との声明を 2 度出してきた日本学術会議

に「軍事研究容認」を持ち込もうとする動きと防衛省による軍事技術の「軍学共同」研究強

化に多くの国民が注目するものとなりました。学者・大学人と専門家の運動とそれに対する

市民の共感が広がったなかで、日本学術会議は軍事研究について従来の立場を確認、継承す

ることになりました。防衛省・防衛装備庁・自衛隊による「軍事技術の軍学共同研究」はこ

の小文で触れたように多様な形態で拡大しています。市民の生活のなかに忍び込むものもこ

れから出てくるでしょう。軍学共同研究に反対する市民の関心を一層高め、学者・大学人・

研究者・専門家と市民の共同を広げていくことが求められていると考えます。（了）	 

2017.4.26	 
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第 1図	 第一線での救護活動のイメージ	 

（防衛省「我が国の防衛と予算	 平成27年度予算の概要」p.33）	 
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1紡衛装備庁

防衛装備庁における主要研究開発活動と技術成熟度(TRし〉
※TRLは研究開発等において想定される対象技術の目安

防衛装備庁が自ら実施する研究開発活動

①技術先導型の研究開発 (TRL3-6)

②運用主導型の研究開発 (TRL5-9)

③装備品のフォローアップ研究開発 (TRL7-9)

国内の研究開発機関の対象領域との比較

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型

組
織
の
使
命
に
沿
っ
た
研
究
等

④安全保障技術研究推進制度(TRL1-3)

一ーー二二三?二二----~コ:
くご 宇宙航空研究開発機構 一一〉

|⑤園内技術交流 | 

自ボ
55ト
霜ム
疋 ア

号3
2皇

く士一一← 日本原子力研究開発機構 一一一~

くこ士一一一一 海洋研究開発機構 でご〉

〈ア一一十 新エネルギー・産業技術総合開発機構 一一ーで〉

くご一一一十 科学技術振興機構 一一一一=:::::>

く二二亘業技術総合研究亙二二〉

大学等

その他、以下の取組を推進中

⑥諸外国との技術交流

⑦適正な技術管理
⑧安全保障の諸課題への技術貢献

くご理化学研正面三〉

ド 基 礎研究 応用研究 研究開発 実用化・事一知ヒ ] 

技術成熟度(TRL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
(総合科学技術会議基本政策専門調査会資料を基に修正)
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防衛装備庁

⑤圏内研究機関との技術交流

〉 大学、国立研究開発法人等の優れた技術を積極的に導入するための技術交流を推進。協力件数は増加

傾向にあり、平成28年3月末現在、 8つの大学及び7つの国立研究開発法人等との研究協力を実施中。

〉 お互いの自発的意志に基づき、各々得意な汎用技術の相互交流、技術リスクの分散、経費の低減などの

研究機能を相互補完O

研究協力例⑦:爆薬検知技術

(防衛装備庁陸上装備研究所/九州大学、帝京平成大学)

J 防衛装備庁は高感度な極発物瞳別技術を構築するため、抗原抗体

反応とSPR※装置を利用した高感度爆薬分析技術については九州大

学と、検知限界評価等については帝京平成大学と共同研究を実施。

※SPR:表面プラズモン共鳴CSurfacePlasmon Resonance) 

不審物表面爆薬の採取
(主として防衛装備庁が研究)

抗原抗体反応とSP.R装置を用いることで、
高感度かつ特異的な検出系を構築する

採取した爆薬成分の分析

九州大学:

抗原抗体反応を用いた高感度爆薬分析技術

帝京平成大学:
検知限界評価、採取機構による測定誤差解明

21 

研究協力例②:衛星搭載型2波長赤外センサ

(防衛装備庁先進技術推進センター/JAXA第一宇宙技術部門)

J 防衛装備庁が試作する探知・識別能力に優れた2波長赤外センサ

(中赤外と遠赤外)を、 JAXAが開発・打ち上げる先進光学衛星に搭

載することで、 2波長赤外センサ技術を宇宙実置。

(画像出典:内閣府ホームページ)



	 -	5	-	  日本科学者会議事務局ニュース  52-11号 2017.4.

「学術と学術体制のあり方を問う」プレシンポを開催
内容濃く、次に繋がる展望開く議論が活発になされました
　4月 8日、中央大学理工学部にて「学術と学術体制のあり方を問う」プレシンポが開催されました。
諸般の事情から日程変更を余儀なくされましたが、全国各地（北は群馬から南は沖縄まで）からの
参加を得て、充実した内容の議論が行われました。
　話題提供、リレートークでの発言者は、結局 7人に上り、そのすべてが豊かな内容であるとともに、
現在の学術の世界の現状を打破する意気込みの高いものでした。プレシンポの参加者は17人でした。
　発言の多くは、当然ながら、防衛整備庁の「安全保障技術研究推進制度」をはじめとする軍事研究・
軍学共同をめぐる政府・支配層の戦略・政策の特徴の解明および先の学術会議の「軍事的安全保障
研究に関する声明」の評価にかかわるものでしたし、質疑でも参加者全員が発言し、報告者の発言
内容を豊かにしました。
　シンポに提出されたレジュメの、主としてテーマを紹介しておきます。詳細については本稿でお
知らせできませんが、6月開催の総合シンポを含め出版などを企画していますので、ご容赦ください。
野村「予算拡大で新たな危険段階に入った防衛装備庁の研究委託制度」、齋藤「軍事生産への『変革』
を強要されている学術研究体制」、松田「坂田研究会と『日本学術会議「安全保障と学術の在り方」
に関する意見書』」、亀山「プレシンポ発言の概要（学術会議決議の評価、軍学共同の周辺、自治と
その担い手）」、宗川「軍学共同と憲法・科学論」、小滝「報告資料（国研集会のアンケート、平和運動、
「政治的な活動」に関する強烈な拒否感、研究機関の現状）」、平山「軍事医療の実態（自衛隊の戦場
での救急救命対応）」。今後、発言者の了解を前提に、ホームページでの公開も準備します。
　話題提供者、発言者を含め、全体として、今回の学術会議の声明について、その限界の指摘の意
味を理解しつつも、学術会議が軍学共同に対する否認の姿勢を確認・継承したことを評価し、それ
を意味あるものとする取組みがまさに問われているという共通の認識が得られたものになりました。
学術会議の声明の過大評価も過小評価も戒めながら、科学者コミュニティの一翼を担う JSA が、会
員のいるすべての研究機関（大学を問わない）において、防衛装備庁の委託研究への応募を拒否す
る取組みを強めることの重要性と緊急性を確認することができ、その意味で時宜を得たプレシンポ
になったと思われます（企画主体の立場からいえば手前味噌になりますが）。
　このシンポは、プレシンポと銘打っているように、6 月に予定している「学術と学術体制のあり
方を問う」総合シンポに先駆けて企画されたものです。防衛整備庁は、すでに「受託研究」の公募
および説明会開催を行っており、説明会参加者も少なくないとの情報もあります。学術会議の声明
が意味あるものになるか否かは、大学等の各研究機関がこの公募にどう対応するか、軍事研究に対
していかなるスタンスを取るかにかかっています。「学問の自由」を基礎として軍事研究を拒否する
姿勢を堅持・継承した学術会議の声明の、議論の脈絡を無視して、「各機関で勝手にガイドラインを
つくればいいのだ」式の対応もなくはありません（学術会議会長が学長を務める豊橋技科大のごと
く）。しかし、「安全保障と学術に関する検討委員会」報告（案）などに見られるこの間の議論の経
緯は、明らかにそのような対応に正当な根拠を与えていません。学術会議「声明」が生きるかどう
かは、まさに今各研究機関でどう対応するか、応募に NO の回答をだせるかどうかにかかっています。
そういう意味で、JSA 事務局が提起した⒋〜 6 月の「応募拒否月間」の集約としての総合シンポの
位置づけを改めてクローズアップしたプレシンポになりました。	 （学術体制部長・竹森正孝）

 JSA e マガジン			http://www.jsa.gr.jp/04pub/booklet/index.html
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