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「軍学共同」に関連する考察と文献リスト
―― 安全保障技術研究推進制度のリニアモデルは妥当か ――

A Study on Military-Academia 
Collaboration in Japan :

Is the linear-model of the Research Promotion Program for Security 

Technology（ATLA-funding program）appropriate?

持　田　夏　海

Natsumi MOCHIDA

　Summary:

　Absolutely not. Acquisition, Technology & Logistics Agency（ATLA）

in Japan proposes a linear-model as shown in the Research Promotion 

Program for Security Technology（figure 1, 2, 3）. However, its account 

is not appropriate in view of the fact of the program. The program is 

based on the assumption the“end-game”approach, as is typical of many 

DARPA-funding programs in the USA（figure 4）.

　Donald E. Stokes re-examined the linear-model and argued that 

scientific research could be represented as a two-dimensional model（a 

fourfold table with cells or quadrants）by a dual dichotomy with vertical 

and horizontal axes（figure 5）.

　In this paper, with reference to that model, I will sketch“Quadrant 

Model of Dual-Use Research”（figure 6）. In this model,“time to 
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application”is not considered. Also, it is assumed that all scientific 

research has duality of military and civilian use. In addition, it was not 

the research results that decided the position of each research, but it was 

assumed to be recognition by each researcher oneself. I hope this

“table”will be useful for predicting the risk of your research.

　Ⅰ　本稿の背景と目的

（１）　防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」

　日本の防衛省技術本部は、平成27（2015）年度に公募型の研究資金助成

「安全保障技術研究推進制度」（以下、本制度という）を開始した。本制度は、

「防衛省設置法」の改正を経て、平成28（2016）年10月１日に設置された防

衛装備庁（Acquisition, Technology & Logistics Agency ; 略称：ATLA）に

引き継がれた。「防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のため

の基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な

遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする」（防衛省設置法第36条）。

　本制度は、大学のみならず民間企業、研究機関などに対して適用される研究

委託制度であるが、特に大学に注目され、防衛政策の中に科学政策を結合させ

た「軍学共同」制度として指摘されているところである１。「軍学共同」とは、

大学・研究機関が軍（日本では防衛省・自衛隊）または軍関係機関と共同研究

をしたり、資金提供を受けたりして研究を行うことであり、また、軍関係者を

教育することを含める場合もある２。

１　後掲リストNo. 7, p. 49（617）.

２　後掲リストNo. 1, pp. 11-45 ; 多羅尾光徳「『軍学共同』へどう対抗するか

　―― その現在・背景・これから」、p. 11.
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　本制度は防衛装備庁によって、figure 1のようにリニアモデル（線形モデル、

linear-model）で説明されてきた。リニアモデルとは、「優れた基礎科学の成

果からは自然と応用研究が立ち上がり、企業はそれを基にして技術開発を行う

という、基礎研究から商品開発までを一方的かつ単線的に結んだイノベーショ

Figure 1. The linear-model of the Research Promotion Program for Security 

Technology（ATLA-funding program in Japan）

　Source : www.scj .go. jp/ja////member/i inkai/anzenhosyo/pdf23/
anzenhosyo-siryo6-2.pdf

　日本学術会議「安全保障と学術に関する検討委員会」第６回、資料２、防衛装備
庁、平成28（2016）年11月18日、p. 4.
　その他、議事録等も下記URLで公開されている。最終閲覧日：2017年12月12日。
www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/anzenhosyo.html

〇 安全保障技術研究推進制度は、将来の装備品に適用可能な独創的な基礎技術の発掘・育
　 成が目的

〇 研究の成果は、その内容を十分に理解した上で、将来のニーズを踏まえつつ、防衛装備庁に
　 おける適切な研究事業に活用

防衛装備庁における装備品の研究開発の流れ

：防衛装備庁内の研究所等における研究開発
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ンのモデル」である３。figure 1を一見した限りでは、科学研究一般について

figure 2またはfigure 3のように認識されてきたことと同じように、本制度の

概念も理解してしまうだろう。しかしながら、このような説明は本制度の本質

３　後掲リストNo. 18, p. 85.

Figure 2. The “linear-model”

　Source : Donald E. Stokes, Pasteur’s Quadrant : Basic Science and 

Technological Innovation（Washington, D.C., Brookings Institution Press, 

1997）, p. 10.
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Figure 3. The traditional approach to technology development

　Source: Lawrence H. Dubois, “DARPA’s Approach to Innovation and Its 

Reflection in Industry,” in National Research Council, ed., Reducing the 

Time from Basic Research to Innovation in the Chemical Sciences: A 

Workshop Report to the Chemical Sciences Roundtable（Washington, D.C., 

The National Academies Press, 2003）, p. 40.
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に鑑みて、決して適切なものではない。

　本制度は、アメリカ国防総省・国防総省内部部局（Defense Advanced 

Research Projects Agency、略称：DARPA）が実施する資金提供プログラ

ムの多くに見られるように、「エンドゲーム」アプローチを前提としている

（figure 4）。「エンドゲーム」アプローチは、DARPA方式、DARPA型研究開

発などと呼ばれることも多く、「目標を決め、そのためには事前に何をしなけ

ればならないかを選定し、これを繰り返して最初に手をつけなければならない

テーマを選び出す」行程のことである４。すなわち本制度については、これま

４　Lawrence H. Dubois, “DARPA’s Approach to Innovation and Its 

Reflection in Industry,” in National Research Council, ed., Reducing the 

Figure 4.  The “end-game” approach to technology development

　Source : Lawrence H. Dubois, “DARPA’s Approach to Innovation and Its 

Reflection in Industry,” in National Research Council, ed., Reducing the 

Time from Basic Research to Innovation in the Chemical Sciences : A 

Workshop Report to the Chemical Sciences Roundtable（Washington, D.C., 

The National Academies Press, 2003）, p. 41.

Research

Teams

Research

Teams

Research

Teams

Present Anticipated

Needs
Future

New

Products/

Processes



行政社会論集　第 30 巻　第４号

－　　－80

での公募情報や採択された計画に鑑みて、figure 1の矢印は実質的にfigure 4

のように逆向きであり、『基礎研究』とされているものはfigure 5のモデルで

いうところの「目的基礎研究」（use-inspired basic research）であると捉え

るべきである５。

　次章にて掲載している文献のいくつかで確認できる通り、「軍学共同」に関

連する問題は従来から世界的に存在し６、また日本でも「軍学共同」とみなし

得る研究が実施されていたところではあるが７、筆者が今日において「軍学共

Time from Basic Research to Innovation in the Chemical Sciences : A 

Workshop Report to the Chemical Sciences Roundtable（Washington, D.C., 

The National Academies Press, 2003）, pp. 37-48.

　　これについて、後掲リストNo. 1, p. 94および後掲リストNo. 9, p. 110に記述

がある。

５　防衛装備庁「平成29年度　安全保障技術研究推進制度　公募要領」、平成29

（2017）年３月、p. 4において、「一般的に基礎研究には様々な定義があります

が、本制度では、将来の応用における重要課題を構想し、根源に遡って解決法を

探索する革新的な研究である、技術指向型の基礎研究を主な対象としています」

（下線筆者）と明記されている。

６　後掲リストNo. 2, pp. 52-55 ; 赤井純治「第６章　ドイツにおける軍学共同反対

の運動」ではドイツのCivil Clause（大学の学則等で軍事禁止、民生・平和を目

指すことを明記した条項）に関する事例が紹介されている。後掲リストNo. 28

及びNo. 29では、アメリカにおいてMIT（マサチューセッツ工科大学）等で進め

られてきた軍事研究の事例が紹介されている。

７　後掲リストNo. 1, pp. 15-17（注２に著者・章を記載）では、外国軍関係組織

からの資金提供を日本の大学・研究機関が受けていることが指摘されている。後

掲リストNo. 2, pp. 23-24では、特に米軍との関係が密接であったことについて

述べられている。また、後掲リストNo. 1, pp. 13-14（注２に著者・章を記載）

及びNo. 12, pp. 1042-1043では、旧・防衛省技術研究本部（現・防衛装備庁）

が国内の大学・研究機関に対し、資金提供を行わずに相互の技術交流を行う研究
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同」を本稿で扱うこととしたのは、防衛装備庁が本制度において、あたかもリ

ニアモデルを想定しているように見せつつ、実際には「エンドゲーム」アプ

ローチ（DARPA方式）を採っていることが背景にある。

　つまり、筆者が最も危惧しているのは、研究者を含む大学関係者が、政府ま
4 4 4

たは自己による欺瞞を許容して
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、本制度により「軍学共同」へと向かうことで

ある。

（２）　議論のために必要な認識モデルのエスキース

　Donald E. Stokesはリニアモデルを再検討し、縦軸と横軸による二重二分法

により、科学研究は二次元モデル（４つのセルまたは象限からなるテーブル）

として表せると主張した８（figure 5）９。そして、科学的発見と新技術との間

の道筋はノンリニアであることや10、すべての基礎研究が応用・技術開発まで

協力協定が、平成16（2004）年度に開始されていたことを「軍学共同」の一形

態として説明している。

８　Donald E. Stokes, Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological 

Innovation（Washington, D.C., Brookings Institution Press, 1997）.

９　前掲Stokes, p. 73. このモデルについては、①後掲リストNo. 15, p. 36や②後

掲リストNo. 21, p. 113、③金城徳幸「パスツール象限考 ―― 知的創造企業への

転換期に考えること」、化学と工業、第56巻第１号、日本化学会、2003年１月、

pp. 9-13でも参照されている。ただし②および③で用いられている図はオリジナ

ル（本稿でfigure 5として引用しているもの）と異なり、各著者による解釈が加

えられているものであることに注意されたい。

10　前掲Stokes, p. 75. また、林芳正・福島豊・鈴木寛（共著）「第四章　座談会

『日本の研究開発システム改革のゆくえ』」、『研究開発強力化法 ―― 日本の研究

開発システム改革のゆくえ』、科学新聞社、2009年12月25日、pp. 113-135にお

いて、鈴木氏は次のように発言している。「研究開発『機関』といっているわけ

ですが、機関というのは要するにマシン、メカニックですね。研究というのは、
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に遠く時間がかかるものではないことを指摘した11。

　本稿では、figure 5のモデルを参考にし、「デュアルユース研究の象限モデ

ル」をエスキースする（figure 6）。「デュアルユース」（dual use）とは、あ

る科学技術の成果が軍事にも民生にも応用可能であるという「軍民両用性」を

意味し、そのような性質を持つ技術をデュアルユース技術と呼ぶ12。

　このモデルでは、リニアモデルでは不可欠な要素である「時間軸」を考慮し

メカニズムというよりもオーガニズムというか、まさに自己組織有機体でありま

すから、研究開発『機関』ではなくて、複雑系、創発系。ノンリニア、非連続な

ものを生み出していく創発環境を、研究分野ではイメージして、これからのデザ

インをしていかなければいけない」（p. 119）。

11　前掲Stokes, p. 83.

12　後掲リストNo. 18, p. 80.

Considerations of use?

No Yes

Quest for

fundamental

understanding?

Yes
Pure basic
research
（Bohr）

Use-inspired
basic research
（Pasteur）

No
Pure applied

research
（Edison）

Research is inspired by:

Figure 5. Quadrant Model of Scientific Research

　Source : Donald E. Stokes, Pasteur’s Quadrant: Basic Science and 

Technological Innovation（Washington, D.C., Brookings Institution Press, 

1997）, p. 73.
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ていないほか13、あらゆる科学研究に軍事と民生の両用性があることを前提と

している。今日において、技術それ自体は常にデュアルユースであり、技術の

特質だけで軍事用、民間用の切り分けは不可能 ―― かつ無意味 ―― であると

認めざるを得ないためである14。また、研究の位置づけを決めるのは研究成果

ではなく、「研究者自身の認識」であると仮定している15。

13　前掲Stokes, pp. 83-84で、各「象限」に該当する研究の"time to application"

について説明されている。

14　後掲リストNo. 17, p. 53. このほか、後掲リストNo. 23, p. 56で大野氏が述べ

ているように、「無理に推進するという意味ではなくて、別にここは排除しない

よという文化をつくっていかないといけない」という意見や、デュアルユース概

念は「もたらされる結果に責任をとらない政策的概念」であるとする後掲リスト

No. 41, p. 22などの指摘も考慮した。

15　後掲リストNo. 28, p. 21（357）. ここでは科学者の社会的責任、特にその直接

性について、次の通り歴史的事例が紹介されている。「終戦直前、広島の原爆投

Consider military use?

No Yes

Pursue practical-

peaceful use?

Yes

Use-inspired
basic research

目的基礎研究

Dual-Use-inspired
research

両用目的研究

No

Pure basic
research

（Fundamental
understanding）

純粋基礎研究

Military research

軍事研究

In peacetime, researchers themselves

Figure 6. Quadrant Model of Dual-Use Research
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　あわせて本稿は、本制度が『基礎研究』としている各研究計画はfigure 6で

いうところの「目的基礎研究」または「両用目的研究」（Dual-Use-inspired 

research）であり、必ずしも『実用化・事業化』ないし『装備化』まで遠く

時間がかかるものとは限らないことを指摘する。

　もっとも、本制度は「エンドゲーム」アプローチ（DARPA方式）によって

採択する研究計画を決めているから、研究者自身にもその認識がある場合、本

制度の『基礎研究』は「両用目的研究」に該当するとだけ考えれば良いのかも

しれない。しかしながら、そう言い切れない場合もあるだろうと筆者は考えて

いる。その理由として、各研究者は、プログラム・ディレクター（PD）の指

示を受けたプログラム・オフィサー（PO）の管理下においてfigure 1でいう

ところの『基礎研究』を実施するため16、防衛装備品の『装備化』に至る現実
4 4

的な
4 4

全体像が見えないことが挙げられる。たとえば、防衛装備庁に所属してい

下の２ヵ月前に、原爆開発に従事した科学者グループが政府に原爆使用をやめる

よう働きかけた秘密文書『フランク報告』には、科学者の社会的責任についての

言及がある。その序文で『過去において科学者は、かれらの純粋な発明に対して

人類が見つけた利用方法については、直接的な責任を否認することができた。

我々は今日、同じ姿勢を取ることはできない』と述べ、今でも科学者にありがち

な『技術はそれを使う人の責任』という態度を否定している」。

　　また、日本学術会議（声明）『科学者の行動規範 ―― 改訂版 ―― 』、平成25

（2013）年１月25日の前文において、次の通り記されている。「知的活動を担う

科学者は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独立して自らの専門

的な判断により真理を探究する権利を享受すると共に、専門家として社会の負託

に応える重大な責務を有する」（下線筆者）。なお、ここでいう「社会」が日本国

内に閉じたものでないことは（後掲リストNo. 25, p. 181）、学問（研究、その

成果発表、研究者・学生の交流、教育）が国際的に ―― 一国に閉じることなく

―― 行われていることから明らかである。

16　前掲「平成29年度　安全保障技術研究推進制度　公募要領」、p. 12.
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るPDやPO、または防衛省の職員であれば知り得る予算要求状況を ―― しか

も、その内訳までは ―― 各研究者には知らされないのが通常のはずである。

また、研究者自身が何らかの軍事利用を想定している場合においても、それと

は異なる形の『装備化』が、『防衛装備庁内の研究所等』で目指されることが

あるかもしれない。実際にはその一部を担っているにもかかわらず、その自覚

がないままに、研究者はその『基礎研究』に従事させられる仕組みとなってい

る17。このことは、figure 1において『応用研究』とされている段階以降、上

向きの矢印につき『民生技術の取り込み』と明記されていることからも指摘で

きるかもしれない18。

　すなわち筆者は、本制度について一部の研究者がfigure 6でいうところの

「目的基礎研究」の象限に該当すると判断して（または、そうせざるを得ない

条件下で）応募等していることを懸念しており、figure 6はそのことを構成的

に示すため仮説的に配置した ―― 筆者自身に今後の再考が求められるであろ

う ―― 認識モデルである。実際、研究者自身の認識については後掲リストNo. 

15, p. 33で、次のように指摘されている。「研究遂行目的に軍事利用が含まれ

17　後掲リストNo. 1, pp. 153-171 ; 土井誠「科学者を軍事動員する防衛省の研究

推進制度」、p. 163.

18　『国家安全保障戦略』と同じく、平成25（2013）年12月17日に閣議決定され

た『中期防衛力整備計画（平成26年度～平成30年度）』は、「安全保障の視点か

ら、技術開発関連情報等、科学技術に関する動向を平素から把握し、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し得るよう、先端技術等の流

出を防ぐための技術管理機能を強化しつつ、大学や研究機関との連携の充実等に

より、防衛にも応用可能な民生技術（デュアルユース技術）の積極的な活用に努

めるとともに民生分野への防衛技術の展開を図る」（下線筆者）としている。

　　本制度の採択課題に限らずあらゆる研究（成果、研究者、大学を含む研究機

関）が、figure 1でいう『防衛装備庁内の研究所等における研究開発』に取り込

まれ得るし、政府によって管理され得ることを懸念してしまう。
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るのか否か？」の社会的判定に際しては、研究遂行者の主観的目的意識ではな

く、「研究活動を支える研究資金の提供者の客観的目的が軍事的なのか？非軍

事的（民生的）なのか？」といった研究遂行を支える研究資金の社会的性格が

判断基準となる。

　このような考え方の合理性は、次章にて提供するリストに掲載した文献の多

くで認められ、筆者も大いに納得しているところである。それでいて筆者が

figure 6において、研究の位置づけを決めるのは「研究者自身の認識」である

と仮定しているのは、一義的には筆者の懸念を伝えるためであり、副次的には

別解を提示するためである。産官学連携一般において、研究資金や知的財産

―― 連携の相手方、その内容 ―― に関連した何らかの「利益相反」（Conflicts 

of Interest ; COI）状態はあり得るし、成果発表時にそれを開示する必要性の

認識や手続きも既に一般化していることから19、本稿では特に、「軍学共同」

にのみ適用されるべき新しい仮説的モデルを提案することとした。この「テー

ブル」が20、すべての大学において議論の役に立つことを望む。

19　後掲リストNo. 15, p. 37. また、前掲『科学者の行動規範 ―― 改訂版 ―― 』で

は16番目の項目として、「利益相反」にいて次の通り記されている。「科学者は、

自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるい

は異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対

応する」（下線筆者）。

20　前掲Stokes, p. 163において、「象限」（quadrant）という表現について、「厳

密に言えば、あまり適切でない」と説明されている。それは、二次元モデルの起

点を「テーブル」（table）の左下と考えるか中央と考えるかが問題となるためで

ある。Stokesは別の発表で「セル」（cell）という表現も用いており、いずれも

同じ意味と説明されている。この点について筆者は、文章上の表現にこだわるこ

となく単なるマトリクスとして理解し、また同様の考え方でfigure 6のモデルを

エスキースした。
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（３）　議論のために有用な文献リストの作成

　次章では、筆者がfigure 6「デュアルユース研究の象限モデル」をエスキー

スするまでに読んでいた「軍学共同」に関連する日本語文献のうち、５つの観

点について相対的に
4 4 4 4

分類したものを刊行年月日の降順でリストアップする。

　これらの文献は当初、科学技術基本法（平成七年十一月十五日法律第百三十

号）及び同法第９条に基づく第５期科学技術基本計画について、同法の意義

や、過去の基本計画からの変化等を考察するために筆者が収集していたもので

ある。平成28（2016）年度からの５年間を対象としている第５期科学技術基

本計画では、その第３章において「国家安全保障上の諸課題」という項目が立

てられ、次のように述べられている。「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」（下線筆者）。

　科学技術基本法
4 4 4

に基づく科学技術基本計画
4 4 4 4

が、平成25（2013）年12月17日

に閣議決定された『国家安全保障戦略』を踏まえたものであることが妥当なの

か、そもそも『国家安全保障戦略』等が国及び国民の安全を保障する政策とし

て合理的であるのか、といった素朴な疑問も筆者は持った次第である。これら

はむしろ本質的な課題であろうし、実際のところ筆者も文献収集の中で、各分

野の専門家による考察を拝読してきた。

　筆者は、このような経緯や自身が「学者ではない」ことから、本稿の狙いを

次の点に限っている。本章で認識モデル（figure 6）のエスキース、次章で文

献リストの提供を行うことにより、これらが「資料」とされ、これから国内に

おいて ―― 願わくは、すべての大学のすべての構成員で ――「試論」が行わ

れることを望む。

　Ⅱ　文献リスト

　筆者によるレファレンスの履歴に従い、（１）第５期科学技術基本計画には
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じめ、（２）安全保障技術研究推進制度、（３）デュアルユース、（４）軍産複

合体、（５）日本学術会議の５つを観点として、刊行年月日降順で参考文献を

掲載するが、便宜上（０）として書籍を２点掲載する。それらは、共著者同士

で各観点につき補足を行っていたり、逆に分担を意識し合ったりして、一冊全

体が不可分な構成となっているためである。なお、各文献には通し番号を付し

た。

　ここに挙げる多くの文献 ―― おそらくすべて ―― は複数の観点に対応して

いるものであり、だからこそリストの対象としたところである。そうでありな

がら一応の分類を行っているのは、これらの文献は筆者自身が、各観点につき

論点を確認する上で辞書のように参照していたものであることから、「参照す

る際の利便性を考慮したリストを作成すべきである」と考えたためであり、筆

者の主観的な
4 4 4 4

分類となっていることを承知しつつ、ここに提供することとし

た。したがって、筆者自身が各文献を参照してきた限りで、他の文献では重複

した内容が見られない ―― または少ない ―― と思われた部分が、各文献の観

点として優先されていることになる。なお、各観点には更に関連文献が多く存

在することは言うまでもない。

　これらは、一般市民または国立大学法人福島大学の事務職員（契約職員）と

して入手が容易であった上、「学者ではない」筆者にとっても理解が比較的容

易なものであった。ここに掲載するものはいずれも、平成29（2017）年11月

26日までに、筆者がアクセス可能であった福島県立図書館、福島市立図書館、

福島大学附属図書館、文献複写依頼、Webを含む複数の書店、各機関リポジ

トリ等にて、即日ないし数日で入手できたものである。これと同様の環境にあ

る各大学の関係者 ―― むろん、事務職員や学生を含む ―― に参考とされたく、

以下、掲載する。
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（０）　書　　籍

No.　　　　　　　　　　　　　　≪書誌情報≫

１）多羅尾光徳・池内了・山崎正勝・西山勝夫・河村豊・土井誠・竹内真（分

担執筆）『「軍学共同」と安倍政権』、新日本出版社、2017年６月25日。

２）池内了・小寺隆幸（編著）ほか11名（著）『兵器と大学 ―― なぜ軍事研究

をしてはならないか』、岩波ブックレットNo. 957、岩波書店、2016年９月

29日。

（１）　第５期科学技術基本計画

No.　　　　　　　　　　　　　　≪書誌情報≫

３）野村康秀「科学技術政策の展開と防衛技術戦略」、経済、第258号、新日

本出版社、2017年３月、pp. 46-55.

４）河村豊「広まる軍学共同とその背後にあるもの ―― 安全保障技術研究推

進制度と第５期科学技術基本計画」、日本の科学者、第51巻第７号（通巻第

582号）、日本科学者会議、2016年7月、pp. 6-11 (342-347）.

５）野村康秀「イノベーション万能、『安全保障』研究推進の第５期科学技術

基本計画」、経済、第248号、新日本出版社、2016年５月、pp. 148-162.

６）野村康秀「科学技術基本計画路線20年の帰結と第５期計画策定の問題

点」、日本の科学者、第50巻第11号（通巻第574号）、日本科学者会議、

2015年11月、pp. 32-38 (600-606）.

７）河村豊「軍事研究を拡大させる『軍学共同』の新たな動き ―― 最近15年
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間の動向から考える」、日本の科学者、第50巻第11号（通巻第574号）、日

本科学者会議、2015年11月、pp. 45-50 (613-618）.

（２）　安全保障技術研究推進制度

No.　　　　　　　　　　　　　　≪書誌情報≫

８）野村康秀「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」、日本の科学者、第52巻第５号（通巻第592号）、日本科学者会議、

2017年５月、pp. 53-55 (277-279）.

９）小沼通二「軍事研究に対する科学者の態度 ―― 日本学術会議と日本物理

学会（3）」、科学、第87巻第２号（通巻第1014号）、岩波書店、2017年２月、

pp. 104-112.

10）池内了「科学技術と人間と学問の自由――軍事と学術の接近を考える――」、

月刊保団連、第1230号、全国保険医団体連合会、2017年１月、pp. 49-54.

11）多羅尾光徳「軍学共同に抗する大学自治を支える力」、現代思想、第44巻

第21号、青土社、2016年11月、pp. 64-72.

12）望月衣塑子「安全保障技術研究推進制度と共同研究協定」、科学、第86巻

第10号（通巻第1010号）、岩波書店、2016年10月、pp. 1037-1043.

13）池内了「加速する軍学共同」、科学、第86巻第１号（通巻第1001号）、岩

波書店、2016年１月、pp. 56-61.
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（３）　デュアルユース

No.　　　　　　　　　　　　　　≪書誌情報≫

14）西川純子「安全保障問題と軍産複合体 ―― デュアルユース（軍民両用技

術）を考える」、学術の動向、第22巻第７号、日本学術協力財団、2017年

７月、pp. 32-39.

15）佐野正博「経営技術論的視点から見たデュアルユース」、学術の動向、第

22巻第５号、日本学術協力財団、2017年５月、pp. 30-37.

16）福島雅典「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 ―― 」、学術の動向、第22巻第５号、日本学術協力財団、

2017年５月、pp. 38-47.

17）西山淳一「防衛技術とデュアルユース」、学術の動向、第22巻第５号、日

本学術協力財団、2017年５月、pp. 48-55.

18）吉永大祐「デュアルユース政策の誕生と展開――米国の事例を中心に――」、

国立国会図書館 調査及び立法考査局（編）『冷戦後の科学技術政策の変容』

（科学技術に関する調査プロジェクト2016報告書）、国立国会図書館、2017

年３月16日、pp. 79-98.

19）林真理「研究費の誘惑と研究者の憂鬱 ―― デュアルユース時代の科学者・

技術者の倫理」、現代思想、第44巻第21号、青土社、2016年11月、pp. 110

　-123.

20）小山田和仁「デュアルユース技術の研究開発 ―― 海外と日本の現状 ――」、

科学技術コミュニケーション、第19号、北海道大学、2016年７月、pp.87-
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103.

21）杉山滋郎「軍事研究、何を問題とすべきか ―― 歴史から考える ――」、科

学技術コミュニケーション、第19号、北海道大学、2016年７月、pp. 105-

115.

22）三上直之・杉山滋郎・小山田和仁・千葉紀和・伊藤肇・新田孝彦・川本

思心「パネルディスカッション ―― デュアルユース問題と科学技術コミュ

ニケーション ――」、科学技術コミュニケーション、第19号、北海道大学、

2016年７月、pp. 117-134.

23）大塚拓・伊藤渉・大野敬太郎・小松裕・宮崎謙介・山下貴司（著）「第一

章　座談会特集　『座談会②　改正研究開発力強化法の成立とデュアルユー

ス研究開発システム』」、塩谷立・渡海紀三郎・小坂憲次・斉藤鉄夫・後藤茂

之・古川俊治（編）『改正 研究開発力強化法』、科学新聞社、2015年８月８

日、pp. 38-68.

24）池内了「軍学共同と大学の危機」、前衛、通巻第924号、日本共産党中央

委員会、2015年７月、pp. 171-184.

25）池内了「加速される軍学共同」、世界、第867号、岩波書店、2015年４月、

pp. 180-187.

（４）　軍産複合体、軍需

　「軍産複合体」（Military-Industrial Complex）とは、軍事的組織と兵器産業

の結合関係を示す言葉であり、1953年～1961年の間、アメリカ大統領であっ

たアイゼンハワーが退任演説で最初に用いたものである。彼は、戦争があろう



「軍学共同」に関連する考察と文献リスト ―― 安全保障技術研究推進制度のリニアモデルは妥当か ――　（持田　夏海）

－　　－93

となかろうと常に専門的に兵器の生産に従事する産業を「恒常的兵器産業」と

呼んだほか、DARPAを設置するなどして、ソ連との軍備競争に挑んでいた

（No. 32）。1981年～1989年のレーガン大統領による「軍産学連携」、1993年

～ 2001年のクリントン大統領による「軍民統合」が進む中で、アメリカの科

学者は軍事的研究開発費に依存せざるを得なくなった（No. 1及びNo. 29）。

　日本の「安全保障技術研究推進制度」が「エンドゲーム」アプローチ（DARPA

方式）を採っていることは、すでに前章で指摘したところである。これに加

え、それが日本における「軍産学連携」の導入であることや、防衛装備庁が

DARPAのように「恒常的兵器産業」を作り出し得ること（No. 29）、ひいて

は防衛（軍需）産業の活性化につながり得ることが（No. 26）、ここに挙げる

文献から理解できるだろう。

No.　　　　　　　　　　　　　　≪書誌情報≫

26）吉岡斉「日本の包括的軍縮へ向けて」、学術の動向、第22巻第７号、日本

学術協力財団、2017年７月、pp. 25-31.

27）松村博行「転換期にある日本の防衛産業」、科学、第86巻第10号（通巻

第1010号）、岩波書店、2016年10月、pp. 1056-1060.

28）豊島耕一「科学の軍事利用と科学者の抵抗 ―― 歴史と運動に学ぶため

に」、日本の科学者、第51巻第７号（通巻第582号）、日本科学者会議、2016

年７月、pp. 18-23 (354-359）.

29）西川純子「軍産複合体と軍事技術開発」、日本の科学者、第51巻第７号

（通巻第582号）、日本科学者会議、2016年７月、pp. 24-29 (360-365）.

30）佐々木憲昭「安倍軍拡と経団連・軍需産業の動き」、経済、第258号、新
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日本出版社、2017年３月号、pp. 24-40.

31）阿戸知則「防衛装備庁の発足と軍備増強」、経済、第246号、新日本出版

社、2016年３月、pp. 66-79.

32）西川純子「軍産複合体について ―― アメリカの例から日本の将来をみ

る」、経済、第246号、新日本出版社、2016年３月、pp. 82-90.

33）藤野保史「安倍政権の『安全保障戦略』下で加速する『軍学共同』」、前

衛、通巻第928号、日本共産党中央委員会、2015年11月、pp. 76-85.

（５）　日本学術会議

　日本学術会議は、日本学術会議法（昭和二十三年法律第百二十一号）に基づ

いて設置された（同法第１条）、日本の科学者の内外に対する
4 4 4 4 4 4

代表機関である

（同法第２条）。

　「科学者がある課題について社会と向き合うとき、科学的な回答が簡単に出

せない課題」を、アメリカの原子核物理学者であるアルビン・ワインバーグは

「科学を超える科学」（トランス・サイエンス）と呼んだ（No. 34）。それは

1974年のことであったが、まさに「日本の科学者」は今日において、（２）安

全保障技術研究推進制度、（３）デュアルユース、（４）軍産複合体といった難

題に直面していると言えよう。

　ここに挙げる文献からは、過去から現在に至る日本学術会議の会員をはじめ

各分野の研究者による議論、また、平成29（2017）年３月24日の『軍事的安

全保障研究に関する声明』（以下、新声明という）がまとめられるまでの経緯

を概観することができる。加えて、「日本の国民」として ―― 筆者自身も ――

日本学術会議に注目し続ける必要性を認識させられる。

　特筆すべきは、新声明が決定される前々日（22日）に、大西隆日本学術会



「軍学共同」に関連する考察と文献リスト ―― 安全保障技術研究推進制度のリニアモデルは妥当か ――　（持田　夏海）

－　　－95

議会長（当時）―― 安全保障と学術に関する検討委員会の一員でもあった ――

が学長を務める豊橋技術科学大学で、「競争的資金制度等による安全保障研究

の取り扱い」（以下、「取り扱い」という）が「学長裁定」されたことである

（No. 35及びNo. 37～39）。同大学には、平成27（2015）年度の公募で安全保

障技術研究推進制度に応募し、採択された研究者がいる事実がある21。当該

「学長裁定」自体に問題があることはもちろん、同大学の「取り扱い」と同様

に「軍学共同」のための運用を他大学等も決定すれば、新声明は事実上形骸化

することが憂慮される（No. 39）。
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