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第１章 基本的考え方

（１）現状認識

このように、経済・社会が大きく変化する中で、新たな未来を切り拓き、国内外の諸課題を解決していくためには、科学技術イノ

ベーションを今後も強力に推進していくことが必要である。その際、科学技術には多義性があり、ある目的のために研究開発した

成果が他の目的に活用できることを踏まえ、ダイナミックなイノベーションプロセスの構築を図りながら、適切に成果の活用を図っ

ていくことが重要である。

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

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５期科学技術基本計画（平成２８年１月２２日 閣議決定）（抄） 資料１
デュアルユースに関する有識者等との意見交換会 

平成２８年３月２４日
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防衛省研究制度とアカデミアについて –米国の例から考える

2016 年 3 月 24 日 東京大学 西崎文子

はじめに

１) 米国の軍事研究と大学—歴史 

ⅰ）起源--19 世紀 

1862 年の Morrill Land Grant Colleges Act  

「土地付与大学」農学、軍事学、工学を教える高等教育機関の設立

ⅱ）制度化--20 世紀初頭

科学技術、社会科学、軍事、産業（市場経済）が結びついた「知の体系」の創設

Johns Hopkins, Chicago 大学など  

第一次世界大戦期の変化 

National Advisory Committee on Aeronautics (1915) 

National Defense Research Council (NDRC 1916-21) 

–ROTC の導入

ⅲ）飛躍—20 世紀半ば以降 

Office of Scientific Research and Development (OSRD June 1941-47)  

National Science Foundation (1950) 

National Defense Education Act (1958)  

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency 1958 – 当初は ARPA)  

論争① 「客観性」の問題、科学至上主義

  scientific democracy から value free scientism へ  

論争② 平和運動、反戦運動--1960 年代後半から 1970 年代 

２）米国の軍事研究と大学 –現状 

ⅰ）連邦政府予算と R&D 

ⅱ) 大学と DOD 

    DOD6.1, 6.2, 6.3  

    Basic Research, Applied Research, Advanced Technology Development 

資料２
デュアルユースに関する有識者等との意見交換会

平成２８年３月２４日
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   DOD laboratories と大学との協働関係    ASSURE program(学部への援助) 

 ⅲ) 大学とロビー活動 

   個別大学の例／Association of American Universities 

 

３）米国の軍事研究と大学 –争点 

 ⅰ）dual use –平和利用と軍事利用 

    貿易管理／バイオテクノロジー 

    

 ⅱ）防御的・攻撃的の区別 

  Chemical /Biological Warfare Defense, Weapons of Mass Destruction Defeat 

   Counter IED device, etc..    

   

４）米国の軍事研究から見えるもの 

 ⅰ）議論の土俵をめぐって 

   日本国憲法、国際協調主義と「積極的平和主義」 

  「冷戦」の遺産と日米関係 

 

 ⅱ）個別の問題 

   a)  dual use の問題 –日本の文脈と欧米の文脈 

   b)  arms transfer の問題 -- Arms Trade Treaty の批准をしていない米国、 

     日本の防衛装備移転三原則   

   c)  academic freedom の問題  

       大学 v. 民間企業 

 

Stuart W. Leslie, The Cold War and American Science: The Military–  

Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford, Columbia UP, NY 1993 

Rebecca Lowen, Creating the Cold War University: The Transformation of Stanford, 

University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1997 

Andrew Jewitt, Science, Democracy, and the American University: From the Civil 

War to the Cold War, Cambridge UP, New York, 2012 

Joy Rohde, Armed with Expertise: The Militarization of American Social Research 

during the Cold War, Cornell UP, Ithaca and London, 2013 
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FY17: DEPARTMENT OF 

DEFENSE RESEARCH 
 

D 
epartment of Defense (DOD)-funded basic 

research innovations have contributed sig-

nificantly to our nation’s economic and 

national security. DOD relies on technological inno-

vation as a force multiplier, and cutting-edge  

advances have helped make our military the best-

equipped and most effective in the world. Address-

ing complex military challenges requires innovation 

and new technologies. The new knowledge needed 

to develop such technologies depends on sustained 

investments in scientific and engineering basic  

research performed at U.S. universities.  

 

AAU supports the 20/20 benchmark level for in-

vestments in Defense Science and Technology 

(S&T) and 6.1 basic research, in which invest-

ments in Defense S&T should constitute 20 percent 

of the total Defense RDT&E budget, and invest-

ments in 6.1 basic research should comprise 20 per-

cent of the total Defense S&T budget (6.1, 6.2, and 

6.3 programs). AAU urges Congress to provide 

$2.53 billion for 6.1 basic research and $13.4 bil-

lion for Defense S&T, which are increases  

consistent with the 20/20 funding principle.  

 

AAU urges Congress to provide $2.9 billion, the 

same as the Pentagon’s FY17 budget request, for 

DARPA. The Defense Advanced Research Projects 

Agency historically has invested in high-risk, high-

reward research that has led to extraordinary techno-

logical advances, such as the Internet and GPS.  

 

6.1 basic research programs help train the next 

generation of U.S. scientists and engineers. Re-

search grants and contracts support not only cutting-

edge research, but also graduate research assis-

tantships. Undergraduate scholarships and graduate 

fellowships funded by the National Defense Science  

and Engineering Graduate (NDSEG) Fellowships 

program help attract and retain top U.S. citizens for 

study in fields vital to addressing security-related 

challenges. AAU urges Congress to provide the  

 

following FY17 funding levels, as recommended by 

the Pentagon:  

 $69.3 million for the National Defense Educa-

tion Program (NDEP) 

 $53.5 million for NDEP’s Science, Mathematics 

& Research for Transformation (SMART)  

program. 

 

DOD basic and applied research underpins the 

innovative health treatments and technologies 

that help save lives on the battlefield and speed re-

covery from injuries.  

 

FY17 RECOMMENDATION: 

AAU urges Congress to 

provide $2.53 billion for 

Department of  Defense  

6.1 basic research 
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 DOD relies heavily on universities to conduct research. More than 350 universities and colleges con-

duct DOD-funded research. Universities receive more than 60% of DOD 6.1 basic research funding and 

substantial 6.2 applied research and 6.3 advanced technology funding.   

 

 DOD supports academic disciplines vital to national security. DOD is the leading federal sponsor of 

university engineering research. DOD sponsors over half of all university research in electrical, aeronau-

tical, and aeronautical engineering. DOD also sponsors more university research in mechanical engineer-

ing and metallurgy and materials engineering than any other federal agency. (Source: NSF Higher Ed 

R&D Survey, 2014). 

 

 DOD basic and applied research underpins the innovative health treatments and technologies that 

help save lives on the battlefield and speed recovery times from injuries. For injured warfighters, this 

includes high technology prosthetics and other life-enhancing technologies and therapies.  

 

 Since 2005, DOD’s SMART program has supported 1,600 students. Approximately 900 students have 

already transitioned into their service commitment. 84% of them have completed their service years and 

continue to serve beyond their commitment.  

 

 

FACT SHEET:  

Department of  Defense Research 

1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 

Nuclear weapons Digital computer Satellite comms Airborne GMTI/ GPS Wideband GIG 

Radar ICBM Integrated circuits Stealth UAVs Web protocols Armed UAV’s 

Proximity fuse Transistor Phased-array radar Strategic CM’s Night vision Precision munitions Optical SATCOM 

Sonar Laser technology Defense networks IR search and track Personal computing Solid state radar Data mining 

Jet engine Nuclear propulsion Airborne Space track Counter stealth Advanced robotics Advanced seekers 

LORAN Digital comms   C2 networks BMD hit-to-kill Speech recognition Decision support 

Defense-Funded Basic Research Enabling Progress:  

Source: Department of Defense  Office of the Assistant Secretary of Defense Research and Engineering (ASDR&E) 
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Table	2:		Projected	DOD	Basic	Research	Funding	($M)	for	FY2016:		
From	the	President’s	Budget	Request	Submitted	to	Congress.	

	

 
	
The	reported	Army	funding	by	discipline	reflects	only	the	ARO	budget	available	for	University	
single	investigator	proposal	submission	(budget	line	item	HR	57),	not	the	total	Army	basic	
research	funding;	from	a	different	basic	research	budget	line	the	Army	also	funds	University	
Centers	through	special	competitions.		For	the	Navy,	about	25%	of	the	reported	total	basic	
research	funding	is	provided	to	the	Naval	Research	Laboratory.		For	the	Air	Force,	about	30%	is	
provided	to	the	AF	Research	Laboratories.	
	
Since	the	projected	budgets	in	the	table	are	parsed	differently	than	most	of	the	organization’s	
program	taxonomies,	clear	assignment	of	funds	by	academic	taxonomies	is	not	always	possible.			
The	Table	should	be	considered	a	best	estimate.			In	some	cases	the	amount	of	funding	in	a	
discipline	is	included	under	other	headings	and	is	thereby	unknown;	physics	and	chemistry	at	
ONR	and	DARPA	are	good	examples.	
	
	
	

Discipline     /     Agency Army AF Navy DARPA DTRA CBDP DMRDP OSD

Biology / Life Sciences 10 6
Human Systems 17
Biology / Medical 18

Chemistry 10
Propulsion 38

Physics 16 34
Electronics/Photonics 11 44 47 40
Materials 7 64 58 70
Mechanics 7

Mechanics Structural
Mechanics Fluid 31

Environment
Ocean 81
Atmosphere and Space 25
Environmental Science 2

Computer, Information Sciences, Mathematics 46 132
Mathematics 6 29
Computing Sciences 8 17
Information Sciences 20
Networks 9 28
Simulation and Training 2

Cyber 54
Air/Ground/Sea Vehicles 57
Weapons 18
Counter IED Devices 17
Science Education Career and Outreach 24 48
Transformative / Basic Research Challenge 21 30

Chemical/Biological Warfare Defense 46
Weapons of Mass Destruction Defeat 38
Hi-Energy Laser Multidisciplinary Res Initiative 14
Multidisciplinary Univ Research Initiatives 53 79 85
Defense Univ Instrumentation Program 12 16 23
National Defense S & E Graduate Program 47
National Defense Educ Program (NDEP) 50
Social / Cultural / Human - MINERVA, HSCB 3 10
National Security S&E Faculty Fellow (NSSEFF) 35
Basic Operational Medical (in Defense Health) 7

Total 155 484 559 333 38 46 7 94
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平成２８年度 

安全保障技術研究推進制度 

公募要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 

防衛装備庁 

  

公募受付期間  平成２８年３月２３日（水）～平成２８年５月１８日（水） 

 この公募は、委託契約を速やかに開始していただくために、平成２８年度予算成立前に行う

ものです。予算の成立状況によっては、様々な変更が生じ得ることをご承知願います。 

 

【注意事項】 

 本制度への応募は、「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」で行います。

応募に先立ち、e-Rad への登録が必要になります。登録手続きに日数を要する

場合がありますので、２週間以上の余裕をもって手続きを行ってください。 

 公募締め切り直前に提出されますと、応募書類の修正が必要になった場合の対

応時間が十分に確保できず、受付期間内に受理されないことがあります。提出

は十分な余裕をもってお願いします。 

 本制度へ応募する際には、応募者が所属している機関の長名による同意書（様

式任意）の提出が必要となります。 
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５.９.  関係法令等に違反した場合の措置 

５.１０.  応募情報および個人情報の取扱い 

５.１１.  委託研究において購入した物品等の取り扱い 

５.１２.  その他事務手続について 
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１．安全保障技術研究推進制度の概要 

１.１ 制度の概要 

近年、科学技術の急速な発展により、防衛技術に適用可能な新しい技術や概念が様々な

領域で生み出されています。さらに民生技術と防衛技術の境目が曖昧になっており、防衛

装備に適用可能な技術領域が広がってきている等、短期間に大きく変化している状況にあ

ります。防衛装備庁では、この環境の変化に対応するため、安全保障技術研究推進制度

（以下「本制度」という。）により、外部の研究者から優れた研究提案を募集します。防衛

装備品を創製するためには、様々な段階の研究が必要となります。本制度では、このうち

基礎研究フェーズを対象とします。 

 

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1である、技術指向型の基礎研

究を主な対象としています。ただし基礎研究には、特別な応用、用途を直接に考慮するこ

となく、仮説や理論を形成するため、又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得

るために行われる理論的又は実験的研究2としての定義もあります。そこで本制度では、研

究提案を募集するにあたり、応用先を直接示すことはせず、将来の応用に関して技術的に

関心がある技術領域を研究テーマとして提示するにとどめ、応募者側に具体的な研究内容

と研究目標を案出してもらうこととしています。その後の採択審査において、提出された

様々な提案の中から優れた提案を選考し、採択された研究者が所属する研究機関に研究を

委託します。 

 

本制度で委託する研究は、防衛装備品そのものの研究開発ではなく、将来の装備品に適

用できる可能性のある萌芽的な技術を対象としたものです。研究の結果、良好な成果が得

られたものについては、防衛省において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、将来の装備品に繋がっていくことが期待されますが、こうした基礎的な技術には

多義性があり、様々な応用が考えられます。防衛装備庁としては、研究成果の最大活用の

観点から、本制度で得られた研究成果が広く民生分野で活用されることを期待します。ま

た、基礎技術を研究対象としているため、研究者同士の開かれた議論が必須であること、

様々な応用のためには研究の広がりが重要であることなどから、本制度では成果の公開を

原則としており、また知的財産権は委託先に帰属させることを可能としています。 

 

１.２ 制度の流れ 

本制度では、対象とする研究テーマを掲示した上で研究課題を公募し、外部有識者を中

心とした審査の上、採択課題を決定します。決定後、採択者が所属する機関と委託契約を

締結し、研究を実施していただきます。研究の全期間終了後、終了評価を実施します。全

体の流れを図１に示します。 

                                                   
1 基礎研究についての産業界の期待と責務 (H21.3.6 産業競争力懇談会)  
2 総務省統計局 科学技術研究調査における「基礎研究」の定義 

115



- 5 - 
 

 

図１ 委託研究の全体の流れの一例（研究期間３カ年の場合） 

 

 

また、本制度で募集する研究の概要等は以下のとおりです。 

 

研 究 期 間：平成２８年９月（予定）～から平成３１年３月までの約２年半以内（１カ

年度、２カ年度でも可） 

研究費規模：提案に際して、１課題あたり研究費（直接経費）の上限を以下から選択 

タイプ A：年間 3,000 万円、タイプ B：年間 1,000 万円 

間接経費は直接経費の３０％を別途支給 

新規採択数：昨年と同程度（参考：２７年度新規採択件数 ９件） 

（タイプ Aとタイプ Bについては区別せず審査・採択を行います） 

研究実施者 

1年目
（28年度）

研究 
終了後

公募 

研究テーマ提示 

採択審査

終了評価 

防衛装備庁 

進捗管理 

進捗管理 

技術的解決策 

研究委託先 

応募 

研究委託

PO

2 年目
（29年度）

3年目
（30年度）

研究成果報告書 

及び 

会計実績報告書 

進捗の確認等

進捗の確認等

進捗の確認等

PO 

PO 

事業完了届

事業完了届

事業完了届

進捗管理 

研究成果報告書 

及び 

会計実績報告書 

研究成果報告書 

及び 

会計実績報告書 

PO: Program Officer 
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契 約 形 態：単年度毎の委託契約 

※ 複数年度にわたる研究課題においても、年度末に進捗状況の確認等を実

施し、その結果継続の可否を判断（契約は、毎年度更新） 

 

本制度への応募を希望する研究者は、【別紙２】に示す研究テーマを確認の上、いずれ

かの研究テーマの内容に沿った適切な研究課題を案出し、【別紙３】に示す応募書類に記

入の上、公募期間中に提出をしてください。 

 

１.３ 応募資格 

（１）研究体制について 

①本制度に基づいて研究を実施する研究者（「研究実施者」と呼びます。）のうち、研究実

施の中心となる代表者を「研究代表者」とします。研究者１名での応募であれば、その

方が研究代表者となります。２名以上の研究者から構成される研究グループで応募され

る場合、必ず１名の研究代表者を選んでください。また、研究代表者以外で、研究を実

施する研究者を「研究分担者」と呼びます。 

② 研究実施者の所属機関を「研究実施機関」、研究代表者が所属する研究実施機関を

「代表研究機関」、研究分担者が所属する「代表研究機関」以外の研究実施機関を「分

担研究機関」とします。応募は、代表研究機関の了解の元、研究代表者が行います。同

様に、研究分担者も所属している研究機関の了解が必要です。 

（２）研究実施者の資格要件 

 すべての研究実施者は、研究を実施する能力のある以下の①から③のいずれかの機関に所

属していることが必要です。 

① 大学、高等専門学校又は大学共同利用機関 

② 独立行政法人（国立研究開発法人を含みます）、特殊法人又は地方独立行政法人 

③ 民間企業、研究を主な目的とする公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一

般財団法人等3 

これらの機関、及び研究実施場所は、原則としてすべて日本国内に所在していることが

必要です。 

なお、以下の者は研究実施者になることができません。 

 応募時あるいは研究実施時に国家公務員あるいは地方公務員4の職にある者 

 旧防衛省技術研究本部あるいは防衛装備庁において研究に関する職（非常勤職員は除

きます）に従事し、当該職を離れてから５年を経過していない者 

 

                                                   
3 民間企業等は、以下の基準を満たすことを条件とします。 

１ 民法、商法その他日本の法律に基づいて設立された法人であること。 

２ 提案した研究課題について実施する能力を有する機関であること。また、日本国内に本申請に係

る技術研究のための拠点を有すること。 

３ 研究費の機関経理に相応しい仕組みを備えていること。 
4 独立行政法人通則法第 2条に定義される独立行政法人、あるいは地方独立行政法人法第 2条に定義

される地方独立行政法人に所属する職員は除きます。 
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（３）研究代表者の資格要件 

研究代表者については、上記（２）に加えて以下の条件を満足する必要があります。 

① 日本国籍を有すること。 

② 日本語によるヒアリング審査や評価に対応できること。 

③ 研究期間中、応募時に所属していた研究実施機関に継続的に在籍できること（研究実

施機関の統合あるいは分割、組織改編等の場合は除きます）。 

研究代表者は、提案した研究課題の内容及びヒアリング等の審査過程での連絡・対応に

ついて、総括的な責任を有します。また、研究課題が採択された後、研究代表者は、研究

の円滑な推進と研究目標の達成のため、研究実施者の代表として研究推進に係る連絡調整

の中心になるとともに、各研究分担者の所掌を含む研究計画の作成及び見直しに係る調整

等、研究グループ内における研究管理を行うこととなります。 

研究期間中の研究代表者の変更を伴うような提案は避けてください。研究期間中に上記

要件のうち、1つでも満たさなくなる等（退職等も含む）により、研究代表者としての責

任を果たせなくなることが見込まれる方は、研究代表者にならないようお願いします。 

（４）研究実施機関の資格要件 

本制度における委託契約は、代表研究機関と防衛装備庁との間で結びます。代表研究

機関を含む研究実施機関は以下の要件を満たしていることが必要です。 

① 国内に所在し、日本の法律に基づく法人格を有していること。 

② 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当

しない者であること。 

③ 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格5）「役務」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、または

「Ｄ」等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

（代表研究機関のみ） 

④ 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の

措置を受けている期間中の者でないこと。 

⑤ 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係または人的関係のある者であっ

て、当該者と同種の物品の売買または製造若しくは役務請負について防衛省と契約を

行おうとする者でないこと。 

⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものとし

て、防衛省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

このほか、研究代表機関に関して、著しい経営の状況の悪化または資産及び信用度の低

下の事実がある場合、あるいは契約の履行がなされないおそれがあると認められる場合に

は、契約時に１０％以上の契約保証金の納付を求めることがあります。 

                                                   
5本資格は、以下のホームページから手続きが可能です。

http://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html 
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またすべての研究実施機関は、契約までに公的研究資金の管理・監査体制、及び研究不

正行為の防止のための体制を構築していただく必要があります。詳細は５.１節をご覧く

ださい。 

 

１.４ 本制度のポイント 

（１）成果の公開について 

 本制度は、成果の公開を原則とします。そのため、成果を外部に公開しないことを前

提とするような研究提案は避けてください（知財の取得等の関係で一部を不開示とする

ことは許容します）。なお、研究期間途中の成果の公開については、事前に防衛装備庁に

届けていただくこととしております。また、新聞、図書、雑誌論文等による研究成果の

発表に際しては、本制度による研究の成果であることを明記していただきます。 

（２）防衛装備庁が保有する情報あるいは施設の利用について 

提案にあたって、防衛装備庁が保有する情報あるいは施設の使用を前提とするような

研究課題は避けてください。審査の対象外となる場合があります。ただし、研究を実施

する過程で、防衛装備庁が保有する情報あるいは施設の利用が研究目的達成の上で有効

であると、研究代表者及び防衛装備庁の双方が認めた場合には、別途、利用について調

整することとします。 

なお、いかなる場合であっても、特定秘密の保護に関する法律（平成 25年法律第 108

号）第 3条に規定する「特定秘密」、あるいは日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 

（昭和 29年法律第 166 号）第 1条第 3項 に規定する「特別防衛秘密」に属する情報が

委託先に提供されることはありません。 

（３）研究終了後の協力について 

本制度による研究実施者には、研究期間中あるいは終了後に、防衛装備庁が主催する

シンポジウム等において、研究成果を発表して頂く場合があります。また、研究期間終

了後、得られた研究成果の民生分野等における活用状況について、国の研究開発評価指

針に則り追跡調査を行う「フォローアップ調査」等へのご協力をお願いすることがあり

ます。このような活動は、研究期間終了後に発生するため、要する費用を本制度の直接

経費で支出することはできませんが、対応頂くことについては、採択に当たっての条件

であることをご理解願います。 

なお、本制度に採択されて委託研究を行ったことにより、将来、防衛省が実施する研

究開発事業に参加を強制されることはありません。 

 

１.５ 研究費について 

（１）研究費の内訳 

   本制度で支払われる研究費は、「直接経費」と「間接経費」に大別されます。 

① 直接経費とは、本制度に基づき研究を実施するために、直接必要な経費を指します

（【別紙１】参照）。  

② 間接経費とは、直接経費に対して一定比率（30%）で手当てされ、本制度に基づく研

究の実施に伴う研究実施機関の管理等に必要な経費として、研究実施機関が使用する
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経費を指します。間接経費に関しては、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指

針」（http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2.pdf）を御参照ください。  

（２）研究費の年度内執行の原則 

本制度は、国の会計制度に基づき運用されます。複数年度にわたる研究であっても、

一年毎に契約を締結し、契約において計上された経費は、その年度内での執行が原則と

なります。予算の繰越は、一部の例外を除いて認められませんのでご注意ください。 

（３）研究費の支払い 

研究に要する費用は、「委託費」として、研究終了後の支払いとなりますが、研究代表

者から依頼があった場合、研究期間途中の概算払い6を認めることがあります。 

（４）研究費の研究終了後の精算について 

研究実施年度中に支出した研究費の精算を受けるにあたっては、代表研究機関より防

衛装備庁に対して「会計実績報告書」の提出が必要です。ＰＯや事務局と調整の上、原

則として、最終的な会計実績報告書を契約翌年度の５月３１日までに提出いただきま

す。その後、額の確定作業を実施し、余剰があれば精算（返納）していただきます。 

なお、年度内精算を選択する等、特定の条件においては、予算決算及び会計令に定め

られた期限である契約翌年度の４月３０日までに精算が行われます。その場合は、会計

実績報告書を年度内に提出していただく必要があります。 

 

 

２．募集・選考方法と採択後の流れ 

 

２.１ 選考・評価体制 

 本制度における研究課題の採択、研究成果の評価その他必要な事項について、独立性、

公平性及び透明性を確保した審査、評価又は審議を行うため、防衛装備庁に安全保障技術

研究推進委員会（以下「委員会」という。）を設置します。委員会を構成する評価委員

は、大学教授等の外部専門家から防衛装備庁が委嘱します。 

一方、研究課題の進捗管理等は、本制度の運用全体を統括する者として防衛装備庁の職

員であるプログラムディレクター（ＰＤ）の指示の元、プログラムオフィサー（ＰＯ）が

中心となって行います。ＰＯも、それぞれの研究テーマ毎に防衛装備庁の研究者から適切

な人材が指名されます。研究実施者は、ＰＯと密接な連携を図ることが求められます。ま

た、本制度の運営全般の事務等の取扱いは、ＰＤの統括の元、事務局である防衛装備庁技

術戦略部技術振興官（以下「事務局」という。）が担当します。 

 

２.２ 研究課題の公募 

平成２８年度に本制度で公募する研究テーマの詳細は【別紙２】をご参照ください。応

募者は、この研究テーマの中から一つを選び、その研究テーマの解決策となり得る具体的

                                                   
6 概算払い： 支出金額が確定していない債務について概算金額を支払うこと。 
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な研究課題（技術的解決策）を考案して応募してください。応募手続きの詳細につきまし

ては、４章を参照してください。 

研究テーマの解決策になっていない研究課題は、採択の対象となりません。 

 

２.３ 審査の概要 

（１）審査等の流れ 

防衛装備庁の職員による予備審査を経て、外部評価委員による書類審査、面接審査に

より採択課題が決定されます。本制度における公募から契約までのスケジュールの概略

を以下に示します。 

 

（＊１）応募が多数の場合、書類審査の結果によりヒアリング審査対象を選別します。 

 

 

（２）審査における留意点 

① 本要領に記載された条件を満たしていない、あるいは提出書類に不備等がある場合

は、審査の対象とならないことがあります。 

② 応募書類だけでは十分な技術的裏付けが得られない場合、技術的根拠となる書類等を

追加で提出していただく場合があります。 

③ ヒアリング審査については、１週間前までに、審査対象課題の研究代表者に対しメー

ル等でご連絡いたします。また、ヒアリング審査の実施日は事前にホームページ等に

掲載します。 

公募期間 

平成２８年３月２３日～平成２８年５月１８日１２：００ 

書類審査 

５月中旬～６月上旬 

ヒアリング審査 

６月中旬～７月上旬 

採択課題決定・公表 

７月上旬頃 

契約締結・研究開始 

８月上旬～ 

（＊１） 
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④ ヒアリング審査では、研究代表者自身によるプレゼンテーションを行って頂きます。

特にやむを得ない事情がある場合を除き、代理は認められません。ヒアリング審査に

出席しなかった場合は、審査対象から除外されますので、ご注意ください。 

⑤ 評価委員には、委員として取得した一切の情報を、委員の職にある期間だけでなく、

その職を退いた後についても第三者に漏洩しないこと等の秘密保持を遵守することが

義務付けられます。評価委員の氏名等は、課題採択後、一般に公開します。 

 また、評価委員のうち審査案件の研究実施者と利害関係がある委員は、当該研究課

題の審査から除外されます。 

⑥ 防衛装備庁幹部あるいは事務局関係者等へ採択の陳情を行うことは厳に慎んでくださ

い。 

 

２.４ 審査の観点 

審査においては、表１に示す観点に基づき、総合的に採点評価します。 

 

表１ 審査事項と審査における観点 

審査項目 審査における観点 

１ 
研究の発展

性、将来性 

・提案内容が、該当する研究テーマで求めている内容に応えているか。

(研究テーマとの整合性) 

・新規性、独創性、革新性がある成果が期待され、実施する価値がある

か。新規性、独創性、革新性を有する内容であれば、いわゆるハイリ

スク研究も大いに推奨される。(成果の新規性、独創性、革新性) 

・得られた成果が防衛用途だけではなく、民生品等、幅広い分野へ波及

することが期待できるか。研究終了後の展開に関する将来像が明確に

なっているか。(技術の波及効果) 

２ 研究の有効性 

・目標が技術的な根拠に基づき具体的かつ明確に記載されているか。期

間内の実現という観点から目標が適切に設定されているか、世の中の

技術動向から見て極端に困難あるいは容易な目標になっていないか。

目標の達成状況を客観的かつ定量的に検証可能とするような評価指標

が提示されているか。(目標の具体性、明確性、適切性) 

・研究目標を達成するための研究計画は、個々の研究要素レベルに至る

まで具体化されており、抜けや不必要な部分は無いか。計画の進捗状

況を検証できるようなマイルストーンが適切に設定されているか。目

標実現のためにボトルネックとなる技術課題を分析し、これに対応し

た研究計画となっているか。目標を実現するための方法論に新規性、

独創性、革新性があり、類似研究に対する優位性が認められるか(研究

計画及び方法) 

・研究計画に対する経費は必要十分であり、無駄のない計画となってい

るか。目標とは直接的な関連性に乏しい、例えば研究機関の基盤整備

等のために経費が配分されていないか。 (必要経費) 
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３ 研究の効率性 

・研究代表者及び研究分担者は研究を遂行するために十分な実績あるい

は能力を有しているか。本研究において能力を十分発揮できるだけの

エフォートを配分しているか。研究代表者は個々の研究遂行能力にと

どまらず、研究全体をマネージメントする能力を有しているか。 (研

究代表者等の能力) 

・研究を実施するために、最適かつ効率的な体制が構築されているか。

研究実施者間の情報共有、連携体制が具体的に構築され、研究代表者

が研究全体を円滑に管理、運営できる体制が出来ているか。分担研究

者に関しては、担当する研究開発要素に対して最適な人材であるか。

人員の配置計画に問題は無いか。(研究実施体制) 

・設備備品等、研究を実施するための環境が事前に整備されているか、

若しくは研究実施期間中の整備計画について十分検討がなされている

か。目標の実現を期待させるような先行研究等による予備的成果が得

られているか。(研究の準備状況) 

 

 

２.５ 採択後の手続き等 

 （１）審査結果の通知 

審査終了後、すべての申請者（研究代表者）に対して、採択・不採択の通知をいたし

ます。また、採択課題については、課題名および課題の概要、研究代表者の氏名と所属

機関名等をホームページ等で公表します。不採択の研究課題は、その内容を公表しませ

ん。不採択の理由等に関する問合せについては、お答えしません。 

※ 応募情報の管理については「５.１０ 応募情報および個人情報の取り扱い」を参照

してください。 

なお、課題採択の条件として、応募された実施計画等の見直し、研究費の調整等が付

される場合があります。 

（２）委託契約について 

防衛装備庁は、採択課題の研究代表者と業務計画書および委託契約に係る条件の調整

を行った上で、研究代表者が所属する代表研究機関と委託契約を締結します。研究実施

者個人との間で委託契約を締結することはありません。 

（３）業務計画書の作成 

採択された研究課題の研究代表者は、契約に先立ち、委託契約事務処理要領に規定す

る業務計画書を作成し、事務局と内容の調整をしていただきます。事務局からは、課題

採択において付された条件等を踏まえ、実施内容や経費計画の修正を提案することがあ

ります。最終的な業務計画書が確定した後、委託契約事務処理要領に基づいて契約手続

きに入ります。なお、契約金額は、審査結果等を踏まえた修正に伴い、申請額から減額

される場合もあります。 

（４）公的研究資金の管理・監査体制、及び研究不正行為の防止のための体制の確認 

  契約に先立ち、研究代表者及びすべての研究分担者それぞれが所属する研究実施機関に

おいて、公的研究費の管理・監査体制、及び研究不正行為の防止のための体制が整備さ
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れていることを確認します。これらの体制が整備できていない場合、業務計画の修正や

採択の取り消しを行う場合がありますのでご注意ください。細部は「５．１ 研究実施

機関の要件・責務等」をご参照ください。 

（５）その他の留意事項 

① 契約を締結するにあたっては、関係する法令等の遵守はもとより契約条項に同意する

ことが必要になりますが、万一、その内容（契約額を含む）について双方の合意が得ら

れない場合は、採択された研究課題であっても契約に至らない場合があります。 

② 研究代表者が他研究機関の研究分担者と共同で研究を行う場合、所属機関同士で再委

託契約の締結をお願いします。その際の契約書等の関係書類は、５年間保存するように

してください。 

 

 

３．研究の実施等について 

 

３.１ 研究の進め方 

（１）契約後、研究代表者は「業務計画書」に基づいて研究を実施してください。防衛装備

庁側の担当者として、ＰＯが研究の進捗管理を実施しますので、協力をお願いします。 

（２）研究代表者は、当該年度の契約が完了したときは、契約に基づいて「事業完了届」を

契約期間内（通常、毎年度末の３月３１日まで）に提出してください。 

（３）研究代表者または代表研究機関の契約担当者は、契約完了日から起算して６１日以内

（年度末が契約完了日の場合５月３１日まで）に「会計実績報告書」を提出してくださ

い。ただし、年度内精算を行う等、特定の条件の場合には、翌年度の４月中に当該年度

分の支払額を確定し支払いを終了する必要があります。この場合の提出書類及び提出時

期は別途調整します。 

（４）翌年度も引き続き継続を予定している研究課題については、ＰＯと調整の上、１月中

旬～２月上旬頃を目処に、当該年度の進捗を取りまとめた資料及び翌年度の契約に必要

となる「業務計画書案」を提出していただきます。この作業は、翌年度の委託契約をス

ムースに進めるために必要になります。これら提出された情報を元に、ＰＤを中心とし

た部内職員において事業継続の要否を判断し、問題なければ翌年度の契約の手続きを行

います。なお、問題があると判断された場合、委員会に諮った上で、研究の中止や「業

務計画書」の変更等を行っていただく可能性がありますので、予めご了承ください。 

（５）予算上の制限等やむを得ない事情が生じた場合には、「業務計画書」の変更あるいは研

究の中止を求めることがあります。 

（６）分担機関として業務計画書に明記されている場合を除き、直接研究内容に係わる業務

について、本制度の研究費を使用して一部又は全部を再委託することはできません。 

 

３.２ 研究成果等の報告 

（１）この研究により得られた研究成果については、毎年度、契約に基づく「事業完了届」

とは別に、「研究成果報告書」として詳細に取りまとめていただきます。研究成果報告
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書の提出期限は、契約完了日の翌日から起算して６１日以内（研究完了が３月３１日の

場合、翌年度の５月３１日まで）とします。研究成果報告書には、研究実施期間中に発

表した論文や学会発表の資料等を添付してください。外国語の論文の場合、提出時に日

本語による概略等を添付していただく場合があります。 

 また、全研究期間終了後に提出する研究成果報告書には、これまでの研究成果すべて

を記載してください。研究終了後、公開を予定している研究成果等については、最終的

な研究成果報告書に含めるようにしてください。 

（２）全研究期間（最大３カ年）終了後、研究課題の成果に関する終了評価を実施します。

その際、研究代表者にプレゼンテーションによる成果等の報告をしていただきます。終

了評価は、研究終了年度の翌年度第１四半期を予定しています。終了評価の詳細は、別

途調整します。 

（３）防衛装備庁が開催している防衛技術シンポジウム等において、成果等の発表（プレゼ

ンテーション）を依頼することがありますので、研究実施者の方のご協力をお願いしま

す。 

（４）研究終了後、一定期間を経過したものについては、研究成果の活用状況の把握・分析

をおこなうためのフォローアップ調査を行うことがありますので、研究実施者の方のご

協力をお願いします。 

 

３.３ 研究成果の外部への公開手続き 

本制度では、得られた成果について外部への公開が可能です。また、防衛省においても研

究成果を発表することがあります。なお、研究実施期間中の公開にあたっては、その内容に

ついて事前に通知していただく必要があります。研究実施者が公表を希望する場合には、担

当のＰＯと調整の上、発表の前に委託契約事務処理要領に定める「成果公表届」を事務局ま

で提出してください。 

研究期間終了後、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、事前の届け出は不要です。 

 

３.４ 知的財産権の帰属等 

研究を実施することにより取得した特許権や著作権等の知的財産権については、産業技術

力強化法（平成１２年法律第４４号）第１９条（日本版バイ・ドール規定）を踏まえた一定

の条件を付した上で受託した研究実施機関に帰属させることができます。その詳細について

は委託契約事務処理要領で定める契約条項によります。なお、研究成果の外部への公開にあ

たっては、特に知的財産の取得計画に留意いただくようお願いいたします。委託先が成果を

外部に公開する際、防衛省より、知財の取得等の観点で意見することがあります。 

また、研究グループを構成する場合、各再委託先への特許権等の知的財産権の帰属につい

ては、あらかじめ委託先と再委託先の間で取決めてください。 
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４．研究課題の申請方法 

 

４.１ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）による応募 

本制度の申請は、「府省共通研究開発管理システム（以下「e-Rad」という。）」を通じた作

成・提出、及び郵送による双方が必要です。本制度への応募を希望する研究者は、システム

利用規約に同意の上、e-Rad の手続きをお願いします。応募にあたっては、e-Rad への研究

機関及び研究者の登録が必要となります。登録方法及び操作方法に関するマニュアルについ

てはポータルサイトを参照ください。 

＜http://www.e-rad.go.jp＞。 

e-Radの操作方法に関する問い合わせは、e-Radヘルプデスクにて受付けます。ポータルサ

イトをよく確認の上、お問い合わせください。なお、審査状況、採否に関する問い合わせに

は一切回答できません。 

登録手続に日数を要する場合がありますので、余裕をもって登録手続をしてください。な

お、一度登録が完了すれば、他府省等が所管する制度・事業の応募の際に再度登録する必要

はありません。また、他府省等が所管する制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要

はありません。 

 

４.２ 申請書類の作成と提出方法 

（１） 申請書類の作成  

応募希望者は、【別紙３】に示す「平成２８年度 安全保障技術研究推進制度の申請書

類作成要領」に基づいて申請書類を作成してください。  

（２）提出方法 

① e-Radによる申請書類の提出方法 

申請書類は、e-Radによる提出のみ受け付けます。【別紙４】に示す「府省共通研究

開発管理システム（e-Rad）による応募について」をご覧ください。ただし、押印欄が

ある書類については、印影のない書類をe-Radで提出するとともに、郵送による提出も

お願いします。 

② 郵送による提出方法 

  押印箇所がある、様式１－１、様式４－２「研究分担者調書 兼 研究参加承諾書」

及び、参考様式１「研究課題申請同意書」に関しては、押印した書類を郵送にて、下記

郵送送付先にお送りください。コピーは認められませんのでご注意ください。また、直

接の持ち込みによる書類等の提出は、一切認めません。 

 [郵送による提出先] 

  郵便番号162-8830 東京都新宿区市谷本村町５－１ 

  防衛装備庁技術戦略部技術振興官付 安全保障技術研究推進制度担当 宛 

③ 提出期間 

e-Rad：  平成２８年３月２３日（水）～平成２８年５月１８日（水）正午（厳守） 

郵送書類： 平成２８年３月２３日（水）～平成２８年５月１８日（水）（必着） 
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④ 余裕を持った提出のお願い 

 提出書類は、事務局において確認し、不備があった場合修正を依頼します。公募締め

切り直前に提出されますと、不備があった場合の対応時間が十分に確保できない可能性

があります。提出は十分な余裕をもってお願いします。応募書類の修正が間に合わずに

不受理になった場合は、応募者がすべての責任を負うものとします。 

 

４.３ 申請書類の注意事項 

（１）申請書類様式のダウンロード 

制度・事業内容を確認の上、所定のファイルを以下からダウンロードしてください。 

○e-Rad ポータルサイト：http://www.e-rad.go.jp 

（２）申請書類のアップロード 

・申請書類（様式１－１から先）を PDF の形式で e-Rad システムで応募（アップロード）

してください。応募時にはそれぞれの様式を１つの PDF ファイルにしてください。 

・外字や特殊文字等を使用した場合、文字化けする可能性がありますので、変換された

PDF ファイルの内容をシステムで必ず確認してください。利用可能な文字に関しては、

e-Rad の研究者向けマニュアル（全体版）の「Ⅰ-1.6 システムの基本的な操作方法」を

参照してください。 

・応募の際にアップロードできるファイルの最大容量は 10MB ですが、極力 3MB 程度以内

に収めるよう努めてください。 

・防衛装備庁へ提出する前に、提出すべきファイルがすべてそろっているか、また提案内

容に間違いがないか、再確認願います。 

（３）画像ファイル形式 

申請書類に貼り付ける画像ファイルの種類は｢GIF｣、｢BMP｣、｢JPEG｣、｢PNG｣形式のみと

してください。それ以外の画像データ（例えば、CAD やスキャナ、PostScript や DTP ソ

フトなど別のアプリケーションで作成した画像等）を貼り付けた場合、正しく PDF 形式

に変換されない可能性があります。 

（４）申請書の研究機関承認 

・申請書について応募情報の登録を実行した後、研究機関の事務代表者による承認作業が

必要です。承認が完了すると、提案内容の修正が出来なくなります。このため提案内容

の再確認を十分行った後に登録願います。 

・申請書の提出状況は「応募課題管理」画面にて確認できます。研究機関の承認が完了し

た申請書は「申請進行ステータス」が「配分機関処理中」となりますので、必ず確認く

ださい。 

・提出締切までに「配分機関処理中」となっていない申請は無効となります。正しく操作

しているにも関わらず、提出締切日までに「配分機関処理中」にならなかった場合は、

事務局まで連絡してください。 

・研究機関の内部手続きも含め、進捗状況の確認は、研究代表者が責任を持って行ってく

ださい。 
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（５）その他 

・上記以外の注意事項や内容の詳細については、ポータルサイト（研究者向けページ）に

随時掲載しておりますので、ご確認ください。 

・提出された応募書類は返却いたしません。 

 

 

５ 応募にあたっての留意点 

 

５.１ 研究実施機関の要件・責務等 

本制度に参画しようとするすべての研究実施機関は、競争的資金による本事業の実施に

あたり、その原資が公的資金であることを念頭に置き、関係する国の法令等を遵守し、次

に示す内容を確認の上、事業を適正かつ効率的に実施するよう努めなければなりません。 

・研究実施機関は、「研究機関における競争的資金の管理・監査の指針（実施基準）」（平成

２７年１０月１日 防衛装備庁）7の遵守を承諾した上で応募してください。各研究実施

機関は、本指針に従って、研究費の管理・監査体制を整備し、その実施状況を防衛装備

庁へ報告するとともに、体制整備等の状況に関する現地調査等に対応することが求めら

れます。 

・研究実施機関は、「競争的資金に係る研究活動の不正行為への対応に関する指針」（平成

２７年１０月１日 防衛装備庁）8の遵守を承諾した上で応募してください。各研究実施

機関は、本指針に従って、研究の実施における行動規範や不正行為への対応規程等の整

備や研究者倫理の向上など不正行為防止のための体制構築や取り組みを行うことが求め

られます。 

・研究費は、研究実施機関の責任により支出・管理を行っていただきますが、委託契約書

及び防衛装備庁が定める委託契約事務処理要領等により、本事業特有のルールを設けて

いる事項については契約書等に従ってください。 

・研究実施機関は、必要に応じ、防衛装備庁による経理の調査や国の会計検査等に対応し

ていただきます。 

・各研究実施機関に対して、研究課題の採択に先立ち、また、委託契約締結前ならびに契

約期間中に事務管理体制および財務状況等についての調査・確認を行うことがありま

す。その結果、研究実施機関の体制整備等の状況について不備を認める場合、委託契約

を見合わせたり、契約期間中であっても、研究費の縮減や研究停止等の措置を行ったり

することがあります。当該研究実施機関における研究の実施が不適切で研究が実施でき

ないと判断した場合には研究体制の見直し等をしていただくこととなります。 

 

５.２ 事実と異なる応募書類の提出に対する措置 

応募者が、応募書類に事実と異なる記載を行ったと判断されるときは、その程度に応じ、研究

                                                   
7 http://www.mod.go.jp/atla/funding.html からダウンロード可能です。 
8  http://www.mod.go.jp/atla/funding.html からダウンロード可能です。 
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課題の不採択、採択取消しあるいは研究内容の変更を行うことがあります。 

 

５.３ 重複申請について 

本制度において、同一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。ただし、重複して採択されることはありません。ある研究者が研究実施者として応募した研

究課題が採択候補となった場合、その研究者が研究実施者となっている他の研究課題は審査対

象から除外されます。応募者は、採択の優先順位を指定できません。 

 

５.４ 不合理な重複・過度な集中に対する措置 

（１）不合理な重複に対する措置 

同一の研究者による同一の研究課題（相当程度重なる場合を含む。以下同じ）に対し

て、国または独立行政法人の複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態であっ

て次のいずれかに該当する場合、本制度において審査対象からの除外、研究課題の不採

択、採択の取消し又は減額配分（以下｢採択の決定の取消し等｣という。）を行うことが

あります。 

・同一の研究課題について、複数の競争的資金に対して同時に応募があり、重複して採

択された場合 

・既に採択され、配分済の競争的資金と同一の研究課題について、重ねて応募があった

場合 

・複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

・その他これらに準ずる場合 

なお、本制度への応募段階において、他の競争的資金制度等への応募を制限するもの

ではありません。 

（２）過度の集中に対する措置 

同一の研究者または研究グループ（以下「研究者等」という。）に当該年度に配分さ

れる研究資金全体が効果的・効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切

れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合には、本制度において、採択

の決定の取消し等を行うことがあります。 

・研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

・当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間9に対する当該研究の実施

に必要とする時間の配分割合(％)）に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

・不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

・その他これらに準ずる場合 

（３）不合理な重複・過度の集中排除のための、応募内容に関する情報提供 

                                                   
9 研究者の全仕事時間とは、研究活動の時間のみを指すのではなく、教育活動中や管理業務等を含め

た実質的な全仕事時間を指します。 
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不合理な重複・過度の集中を排除するために、必要な範囲内で、応募（または採択課

題・事業）内容の一部に関する情報を、e-Radなどを通じて、他府省を含む他の競争的

資金制度等の担当に情報提供する場合があります。（また、他の競争的資金制度等にお

ける重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場合があります。） 

 

５.５ 他府省を含む他の競争的資金等の応募受入れ状況 

他の制度への応募段階（採択が決定していない段階）での本制度の応募は差し支えあり

ませんが、他の制度への提案内容、採択の結果によっては、本制度において、採択の見直

し等を行うことがあります。 

なお、応募者が、異なる課題名または内容で他の制度において助成等を受けている場合

は、上記の重複応募の制限の対象とはなりませんが、審査においてエフォート等を考慮す

ることとなりますのでご留意ください。 

このため、他の制度で助成等を受けている場合、採択が決定している場合、または応募

中の場合には、【別紙３】の様式３「他制度等による助成」に正確に記入してください。ま

た、本制度への応募書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募し採択された場合等、

記載内容に変更が生じた場合は、速やかに事務局に報告してください。この報告に漏れや

事実と異なる内容があった場合、本制度において、採択の取消し等を行う場合がありま

す。 

 

５.６ 研究費の不正な使用等に関する措置 

研究費を他の用途に使用したり、防衛装備庁から研究費を支出する際に付した条件に違

反したり、あるいは不正な手段を用いて研究費を受給する等、本事業の趣旨に反する研究

費の不正な使用等が行われた場合の措置については、「研究機関における競争的資金の管

理・監査の指針（実施基準）」（平成２７年１０月１日 防衛装備庁）に基づき、以下のとお

りとします。 

（１）契約の解除等の措置 

不正使用等が認められた研究課題について、委託契約の解除・変更を行い、委託費の

全部または一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないこと

があります。 

（２）申請および参加10の制限等の措置 

本制度の研究費の不正使用等を行った研究者（共謀した研究者も含む。（以下「不正

使用等を行った研究者」という。））や、不正使用等に関与したとまでは認定されなか

ったものの善良な管理者の注意義務（善管注意義務）に違反した研究者11に対し、不正

                                                   
10 「申請および参加」とは、新規の提案、応募、申請を行うこと、研究分担者等として新たに研究に

参加すること、進行中の研究課題（継続事業）への研究代表者または研究分担者等として参加するこ

とを指します。 
11 「善管注意義務に違反した研究者」とは、不正使用または不正受給に関与したとまでは認定されな

かったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研究者のことを指す。 
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の程度に応じて競争的資金の適正な執行に関する指針12（平成１７年９月９日、競争的

資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）別表１のとおり、本制度への申請および参加

の制限措置、もしくは厳重注意措置をとります。 

また、他府省および他府省所管の独立行政法人を含む他の競争的資金等の担当に当該

不正使用等の概要（不正使用等をした研究者名、制度名、所属機関、研究課題、予算

額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等）を提供することにより、他府

省を含む他の競争的資金制度において、申請および参加が制限される場合があります。 

 

（３）不正事案の公表について 

本制度において、研究費の不正使用等を行った研究実施者や、善管注意義務に違反し

た研究実施者のうち、本制度への申請および参加が制限された研究実施者については、

当該不正事案等の概要（研究実施者氏名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられ

た措置の内容）について、原則公表することとします。 

 

５.７ 研究活動の不正行為に対する措置 

研究活動における不正行為（捏造、改ざんおよび盗用）への措置については、「競争的

資金に係る研究活動の不正行為への対応に関する指針」（平成２７年１０月１日 防衛装備

庁）に基づき、以下のとおりとします。 

（１）契約の解除等の措置 

研究活動における不正行為が認められた場合、委託契約の解除・変更を行い、不正行

為の悪質性等に考慮しつつ、委託費の全部または一部の返還を求めます。また、次年度

以降の契約についても締結しないことがあります。 

（２）申請および参加の制限等の措置 

本制度による研究論文・報告書等において、不正行為が認定された者や、不正行為に

関与したとまでは認定されなかったものの当該論文・報告書等の責任者としての注意義

務を怠ったこと等により、一定の責任があると認定された者に対し、不正行為の悪質性

等や責任の程度により、競争的資金の適正な執行に関する指針（平成１７年９月９日、

競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）別表２のとおり、本制度への申請およ

び参加の制限措置を講じます。  

また、他府省を含む他の競争的資金等の担当に当該不正行為の概要（不正行為をした

研究者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正行為の内容、講じられた措置

の内容等）を提供することにより、他府省を含む他の競争的資金制度において、申請及

び参加が制限される場合があります。 

（３）不正行為の公表について 

本制度において、不正行為を行った研究実施者のうち、本制度への申請および参加が

制限された研究実施者については、当該不正行為の概要（研究実施者氏名、所属機関、

                                                   
12 当該指針については、以下の URL をご参照ください。なお、下記 URL は適宜変更になることがあり

ます。http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf 
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研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容）について、原則公表することとしま

す。 

 

５.８ 他の競争的資金制度で申請および参加の制限が行われた研究者に対する措置 

国または独立行政法人が所管している他の競争的資金制度13において、研究費の不正使

用等または研究活動の不正行為等により制限が行われた研究者については、他の競争的資

金制度において応募資格が制限されている期間中、本制度への申請および参加を制限しま

す。 

他の競争的資金制度には、平成２８年度以降に新たに公募を開始する制度、及び平成２

７年度以前に終了した制度も含みます。また、申請等資格制限の取り扱いおよび対象制度

が変更になった場合は適宜、防衛装備庁のホームページ等でお知らせいたします。 

 

５.９ 関係法令等に違反した場合の措置 

関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、研究費の配分の停止や、研究費

の配分決定を取り消すことがあります。 

 

５.１０  応募情報および個人情報の取扱い 

採択された個々の研究課題に関する情報（研究課題名、研究概要、研究代表者、所属

研究実施機関、研究期間等）は、行政機関が保有する情報として公開されます。また、

内閣府（総合科学技術・イノベーション会議）の政府研究開発データベース14への登録が

行われます。採択されなかった課題については、その内容について外部に公開すること

はありません。 

 

応募に関連して提供された個人情報の取り扱いについては、「行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日法律第５８号）を遵守し、法令等により提

供を求められた場合を除き、下記各項目の目的にのみ利用します。 

・審査および審査に関係する事務連絡、通知等 

・採択された課題の研究代表者に対して、契約等の事務連絡、説明会の開催案内等、採択

課題の管理に必要な連絡 

・採択された課題の研究代表者に対して、防衛装備庁が開催する成果報告会、シンポジウ

ム等の案内状や、防衛装備庁が実施する諸事業の案内等の連絡 

                                                   
13 現在、具体的に対象となる制度につきましては、以下のホームページをご参照ください。なお、

下記ホームページ、URL は適宜変更になることがあります。 

【HP アドレス】http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin27_seido_ichiran.pdf  
14 政府研究開発データベースについて 

政府研究開発データベースとは、国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に

総合戦略、資金配分等の方針の企画立案を行うため、総合科学技術・イノベーション会議において、

各種情報（研究者、研究テーマ、研究費、研究成果等）について一元的・網羅的に把握し、関係する

政府部内において必要情報を検索・分析できるデータベースです。なお、本データベースは一般に公

開されておりません。 
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５.１１ 委託研究において購入した物品等の取り扱い 

（１）本事業は、委託により実施するものであるため、本事業により購入し取得した備品、

資産及び防衛装備庁が指定する試作品等（以下「管理対象物品」という。）の所有権

は、契約期間終了後（年度終了後）に防衛装備庁に帰属します。したがって、取得した

管理対象物品は、所属する研究実施機関の担当者による善良な管理者の注意にもとづき

管理していただきます。 

（２）防衛装備庁に帰属した管理対象物品については、次年度以降も防衛装備庁と委託契約

が締結される場合、無償で貸付を受けることができます。また、研究期間が満了し、次

年度以降委託契約が締結されない場合、管理対象物品は原則として防衛装備庁に返納し

ていただきます。ただし、研究開発の発展に必要である等の防衛装備庁の判断により、

有償貸付等による継続使用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。 

 

５.１２ その他事務手続について 

事務手続については、「安全保障技術推進制度委託契約事務処理要領」を参照願いま

す。 

ＵＲＬ：http://www.mod.go.jp/atla/funding/h27jimuyouryou_v2.pdf 
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