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小特集ノート ： 寄稿

デュアルユース技術の研究開発
～海外と日本の現状～

小山田 和仁1
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1.　はじめに
　皆さん，こんにちは．ただいまご紹介にあずかりました政
策研究大学院大学の小山田和仁と申します．本日はこのよう
な機会を与えていただき，ありがとうございます．
　私からは「デュアルユース技術の研究開発～海外と日本の
現状～」をテーマにして，主に防衛（軍事・安全保障）の観
点から，デュアルユース技術が，海外でなぜ注目が集まって
いるのか，また，実際にどのような取り組みが行われている
のかを，日本における防衛省の研究ファンディングとの関連
性なども含めてお話しさせていただきたいと思います．
　本日の内容は，大きく五つに分けています．最初に，簡
単に海外での取り組みを中心に，なぜデュアルユース技術
に防衛・安全保障の関係者が注目しているのかについてお話しします．第二に，DARPA Robotics 
Challenges を事例に取り上げて，デュアルユース技術研究開発の特徴を述べます．第三に，海外
の大学，アカデミアとデュアルユース研究開発の状況について示します．第四に，日本の状況につ
いてお話しし，最後にまとめをおこないます．

2.　なぜ今デュアルユース技術なのか？
　なぜ今デュアルユース技術に防衛・安全保障の関係者が注目しているのでしょうか．四つの要因
を挙げることができます．
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2.1 研究開発システムの変化 
　第一に，研究開発システムの変化です．世界全体で，科学技術を取り巻く研究開発システムにお
いて，国家，そして防衛・軍事関連の部門の存在感が相対的に弱まっています．一方，大きなトレ
ンドとして民生や非軍事部門の研究が，徐々に拡大しています．
　アメリカの研究開発投資の GDP に対する割合を確認します（図2）．赤い線が政府の研究開発投
資，オレンジ色の線が民間，青い線は総計です．1965年では，政府がGDPの2％近く出しているの
に対し，民間は1％ぐらいです．つまり，当時は政府の研究開発の規模のほうが民間の倍あった訳
です．スピンオフという言葉が言われていたのはこの時代です．政府の研究開発投資を，どう民間
に移転していくかというのが課題でした．

図2　研究開発の主体の変化：政府部門 （Federal） の縮小と民間部門 （Industry） の拡大．
Hourihan （2015, 2）より転載．

　ところが60年代を過ぎていくと，政府の研究開発投資の割合が減っていきます．一方，黄色の
線で表される民間の研究開発は1970年から伸びていてGDPの2％近くになり，政府と民間の割合
が1対2になっているのが，いまの状況です．民間の研究開発をいかに取り込むのかというのが，
もう一方のスピンオンの問題意識になってきていることが，歴史的トレンドから分かることです

（Hourihan 2015, 2）．
　もう一つ，アメリカの研究開発の中で，国防関係の割合が非常に高いのは皆さんご存じだと思い
ます．政府の研究開発予算のうち，半分ぐらいがアメリカ国防総省（United States Department of 
Defense; DoD）の予算です．しかし，実際に科学技術に使うのはその中でも123億ドルぐらいです．
あとは，兵器の発展や改良であるとか，もう少し応用に近い研究をおこなっています．実際の科学
技術の研究開発予算は，だいたいNSF（National Science Foundation; アメリカ国立科学財団）より
少し多いぐらいでしょうか． 
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2.2 防衛・軍事をとりまく環境の変化 
　第二に，防衛・軍事をとりまく環境の変化です．戦闘技術では IT 化，システム化が進んでいます．
兵士一人ひとりが様々な IT 装備を持って戦場に行くようなことになっています．そして，ドロー
ンやステルス機も含めて無人システムが開発されています．加えて，サイバー空間の世界も，新た
な戦闘の空間になりうるようになりました．
　また，対テロやハイブリッド戦争という言葉も出てきています．従来の国と国が正面に向き合っ
て戦争するという事態は，ほとんど起こらなくなってきています．代わって戦車や戦闘機を使わな
い，様々な手段の戦争が増えてきています．こうなると軍だけでは対応できないことがあり，警察
や沿岸警備，消防や入国管理局などとも組んで対応しなければならないという問題も出ています．

2.3 研究開発のグローバル化 
　第三に，研究開発のグローバル化です．その具体的な例としては，外資による M&A（mergers 
and acquisitions; 合併と買収）があります．世界的に防衛軍事部門も例外ではなく，一つの国が全
ての分野にわたる防衛産業を持っているということが少なくなってきています．外国資本に防衛関
連部門の一部を担ってもらう取り組みは，既に起きてきています．
　グローバル化にともない，研究開発におけるプレイヤーも拡大しています．いわゆる先進国だけ
ではなく，新興国も含めた研究開発のランドスケープが変わってきているということです．例えば，
中国，インド，韓国，シンガポール，そういうエマージングカントリー1） の技術まで見据えなけれ
ばならなくなってきています． 
　研究開発のグローバル化の観点から，防衛や軍事関連もシリコンバレーに着目しています．例え
ば国防総省もシリコンバレーにオフィスを持つようになりました．どういうことかというと，例え
ば CIA は，In-Q-Telというベンチャーファンドの組織を持っています．そういったファンドがあ
ると，暗号化技術などのネット技術を持ったベンチャーが，「スタートアップでお金がほしいので，
投資してくれませんか」と言って寄ってくる．そういうところに投資して，ベンチャー企業の技術
情報を把握していく取り組みまで行われています．
　加えて，よく言われるオープンイノベーション，カイゼン2），トヨタ生産方式 3）は，すでに防衛
産業においても例外ではなく，普通に使われる言葉になっています．

2.4 新興／先進技術の重要性
　第四に，新興／先進技術（Emerging Technologies）の重要性です．多くの新興／先進技術がデュ
アルユースの研究開発プログラムの中で重点分野として設定されています．要因がいくつかありま
す．まず，「技術的サプライズ」の予防です．技術的サプライズとは，新興／先進技術が，軍事的も
しくは安全保障面で，今までと違う状況を生み出してしまうことへの危機感を指す言葉です．そ
ういった想定されてない事態の出現を，いかに予防するか．あるいは，予防できないのであれば，
逆に自分たちで新しい技術開発を行うことによって，他を引き離す戦略を立てるという考え方も
出てきます．詳細は後でお話しします（3.1章参照）．次に，新興／先進技術は，新規の軍事的能力

（Capability）を構築しうる点です．つまり，将来の軍事的な作戦の上で基盤的な技術になっていく
可能性を持っているということです．たとえば，かつての GPS，いまでは，自動ロボットや AI ，
もしくはビッグデータ等が，これからの軍事作戦には必要になっていきます．ゆえに，民生も含め
て新興／先進技術を更新・刷新する必要が出てきます．
　英国の国防科学技術研究所（The Defense Science and Technology Laboratory; DSTL）には九つ
の優先研究開発分野があります（Defence Science and Technology Laboratory 2014a, 2）．その内
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の六つとして，analysis，システム技術，偵察も含めた指令や監視技術にあたるC4ISR（Command, 
Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance And Reconnaissance），脳科学な
どの分野に関わるHuman Capacity，生物化学，放射能に関するCBR（Chemical, Biological and 
Radiological），そして Cyberがあります．日本の場合，このような技術のほとんどは経済産業省や
文部科学省が設定する優先開発分野となっています．このように，防衛・安全保障面でも，新興／
先進技術に対する関心が非常に高くなっています．
　以上のような観点で，デュアルユース技術の研究開発が，軍事的な面からも重要になってきてい
ます．

3.　事例紹介：DARPA Robotics Challenges とデュアルユース
3.1 DARPAとは
　さて，ここで，現在のデュアルユース技術の研究開発の特徴をよく表している事例として，2015
年6月にカリフォルニアで開催されたロボットの競技会 DARPA Robotics Challenges を紹介しま
す． 
　DARPAの正式名称は，Defense Advanced Research Projects Agency（アメリカ国防高等研究
計画局）といいます．名前のとおり防衛分野の先進技術の開発をミッションとする組織です．設立
の契機は，1958年のスプートニク・ショックです．これは，旧ソビエト連邦が人工衛星スプート
ニク号を打ち上げたことに端を発します．アメリカができないことをソ連が先にやってしまった．
これこそが先に述べた「技術的サプライズ」です．このような事態が起こらないようにするにはど
うしたらいいのか．逆に，アメリカが技術的サプライズを常に作り出していければ，軍事的優位を
常に維持することができるのではないか．つまり，自分たちが技術的に先に行っていれば，後から
来たものに脅かされることはない．これが DARPA 設立のそもそもの動機です．
　例えば ARPANETというのがあります．ARPA（Advanced Research Projects Agency; 高等研
究計画局）は DARPA の前の名前です．このARPANET が，いまのインターネットの基礎になっ
ています．皆さんの iPhone の中に入っている Siri も，この DARPA の研究開発プロジェクトか
ら出てきた派生物です． 
　2015年度の DARPA の予算は，29.2億ドル（1ドル120円換算で約3,500億円）になっています．
DARPAには約100人の技術の専門家，プログラム・マーネジャーがおり，それぞれ自分の研究開
発プログラムを持っています．日本円で数十億円の予算をもっている研究開発プログラムもあり
ます．このようなかなりの大金を，将来技術の種に投資しています．投資を受けた大学や企業は，
DARPA の研究開発プロジェクトを実施します．そしてその成果を技術移転して，新産業や軍事的
技術に転用していく取り組みをしています．
　ところで，内閣府で ImPACT 4） というプログラムが行われています．それはこの DARPA のプ
ログラムを参考にして設計されたものです．

3.2 DARPA Robotics Challenges
　DARPA Robotics Challenges（以下，DRC）について説明します．最初に DRC の目的を述べま
す．2011年3月11日の東日本大震災に伴う津波によって福島第一原子力発電所事故が発生しまし
た．もしかしたら，高い放射線や人が近寄れない環境条件下でも，人と同じ作業ができるようなロ
ボットがあれば，あのような事故を防げたのではないか．また，似たような状況は，軍事面でも起
こり得るのではないか．そのような状況に対応できるロボットを，いま開発する必要があるのでは

Japanese Journal of Science Communication, No.19（2016） 科学技術コミュニケーション 第19号 （2016）

− 90 −



ないか，これが DARPA が DRC を行ったモチベーションです．チャレンジシステム，もしくは
アワードシステムと呼ばれる賞金方式のファンディングを採用して，米国内だけではなく，世界中
を対象にして参加を呼び掛けました．普通の研究開発プログラムは「研究をやりたい人」を募集し，
審査によって選ばれたプロジェクトにお金を渡す形式です．しかし，チャレンジシステムは違いま
す．「こういう課題をやれる人，手を挙げてください」と提示します．そのような課題をクリアする
コンテストを行い，1位には200万ドル，2位には100万ドルあげます，という賞金制のシステムです．
　実際，DARPA は，福島第一原子力発電所事故を分析するために，プログラム・マーネジャーが
実際に現場に足を運んで調査を行い抽出した作業内容やタスクを課題として設定しています．今回
DARPA が設定した課題は，事故現場に近い場所まで車を運転して行く，建物の戸を開ける，バル
ブを開閉する，ドアを破壊して自分たちが通れるようにする，障害物を避ける，最後に階段を上がっ
てゴールするというものです．途中に，事前に参加チームには知らされない秘密の課題もあります．
この一連の課題を，無線操縦のロボットが全部自分でやる．しかも，建物の中に入ると無線通信が
ジャミングされて弱くなるというシチュエーションまで設定されています． 
　DRCでは，全世界の大学研究機関，企業が対象になっています．ステージゲート方式というや
り方が採用され，複数のトラックが準備されています．簡単に言えば，自分のお金で参加するチー
ムと，DARPA から準備金としてお金をもらい，それでロボットを開発して参加するチームとを，
トラックで分けています．出場チームは，アメリカからは12チーム，韓国から3チーム，日本から
5チーム，香港，あとヨーロッパ，ドイツとイタリアから参加があったということです．
 
3.3 DRC と日本の大学・研究組織
　さて「シャフト」という会社があります．東京大学のベンチャー企業で，東大のロボット技術を
もとに起業した会社です．「シャフト」の起業後 DRC の発表があり，これこそ自分たちがやるべき
ものだとして「シャフト」は参加を決めたそうです．最初は自分たちでお金を用意して，自己資金
で参加するトラックDの枠で参加しようと思いました．しかし，なかなか出資者が見つからず，最
終的に DARPA から約180万ドルの支援を受けて，トラックAから参加しました．順調に予選会を
くぐり抜けたのですが，DARPAから受けた予算だけだと資金が足りません．そこで，支援者を探
す中でグーグルにコンタクトしたところ，逆にグーグルから提案を受けて，買収されることになり
ました．このことは，かなり大きく報道されました．その後「シャフト」は，DRC のトライアルを
1位通過したこともあり，「日本政府は何をやっていたんだ」などの議論が起こりました．DRCトラ
イアルの後，グーグルの方針もあり，「シャフト」はDRC から離脱しました．
　グーグルは様々な技術的なプロジェクトをやっています．現在の民間企業のプロジェクトは，軍
事技術と同等もしくはそれ以上にプロテクトが高く，彼らがいま何をやっているのか，我々は伺い
知ることができない状況になっています5）．
　実は，「シャフト」と同時並行で，日本の経済産業省と米国防総省の間で折衝があり，遅ればせ
ながら日本チームも参加するようになりました．しかし，準備不足もあり，2015年のファイナル
では良い成績は得られませんでした．結局，韓国のチーム KAIST（Korea Advanced Institute of 
Science and Technology）が，優勝しました．

3.4 チャレンジシステムとデュアルユース
　では，チャレンジシステムは，デュアルユース技術とどのような関係があるのか．DARPAでチャ
レンジシステムが最初に採用されたのは，2004年に行われた自動走行技術のチャレンジです．そ
の背景には，戦場の砂漠や町を，無人で偵察なり作戦行動ができれば，兵士の死者を減らすことが
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できるのではないかという問題意識がありました．
　第1回では完走したチームがなく「これで本当に大丈夫か？」と思われました．しかし，第2回で
は5チームが完走しました．優勝したスタンフォード大学のチームは，現在のグーグルカーのプロ
ジェクトにつながっています．イスラエルとジョイントベンチャーを組んで入ったチームがありま
した．その技術はすでにイスラエルで実用化され，今はその会社の無人走行車が，国境警備や空港
警備で実際に使われています．
　このように実用化までには10年ぐらいかかっていますが，最初にキックオフして，開発にイン
パクトを与えるプログラムがDARPAの目指すところです．チャレンジシステムの利点としては，
広く参加を呼びかけることによって，世界中から先端技術の情報を集めることがでる点があります．
しかもアメリカの大学やチームが参加することにより，自国の技術を一気に高めることができます．
アメリカを先端技術の波の先に乗せることが，チャレンジシステムの目的の一つです．
　少し本題とは離れているかもしれませんが，二点補足します．一点目は，防衛技術やデュアルユー
スといっても，必ずしも特異なプロジェクトではないことです．例えば「人が行けないところで，
人ができる作業をやってください」という課題に対しては，様々な技術の可能性があります．全て
の技術の可能性をゼロから一人で考えるとなると大変です．それなら，世界中から多数のアイデア
を集めて，競わせることで評価してしまえば良い．これは，デュアルユースに限らず多くの技術開
発プログラムに応用可能な考え方です．
　二点目は，ロボット技術をどう考えるかというところに関係します．チームの中には，MITが
開発したアトラスというロボットを DARPA から提供を受けて，それを動かすプログラムを独自
で開発する，という課題で参加しているチームもあります．ロボット技術は，ロボットの機体だけ
ではなくて，それを動かすソフトウエアや，センサー技術，データを解析するアルゴリズムなど，様々
な技術の集合体です．そういったものを，どういうシステムにしたらうまくいくかを，いろいろな
チームが参加する中でテストさせる意味合いも，チャレンジシステムにはあります．

3.5 オープンイノベーションとアメリカの技術優位の確保
　さて，優勝した韓国の KAIST が作ったロボット Hubo（ヒューボ）については，チームマネジ
メントの観点からも，いろいろと面白い点があります．KAIST Hubo Lab. と KAIST Robotics & 
Computer Vision Lab.の二つの研究室が，自分たちでRainbow Co.というベンチャー企業を作って，
このベンチャー企業が様々な機械を開発をしました．
　KAIST や他の韓国のチームは自分たちが作った機体を他のチームにも提供し，お互いに情報を
やり取りすることによって，技術開発のスピード上げていくことを実施しています．いわゆるオー
プンイノベーションに近い考え方です．これらのロボットはそれぞれ細かい仕様が違っています．
しかし，OSとしては統合しています（図3）．このような様々な取り組みが，実はデュアルユース
の中でも行われています．
　ここで，「これって，アメリカ国民の税金でやっていますよね？　それを何で海外の企業とかに
も賞金を与えて，しかも技術も全部オープンな環境でやっているんですか？」という質問が，当然
出てくると思います．また「せっかく投資した企業がグーグルに買われて，防衛分野に入ってこな
いというのは，いいのでしょうか？」という疑問もあるでしょう．これらに対する DARPA の見
解は「結果としてアメリカの技術優位が保てれば良い」ということです．先ほど示したように，防
衛分野の研究開発は，いま非常に厳しい状況にあります（2.1章参照）．そこで，こういったプログ
ラムの中で切磋琢磨することにより，民間を含めてアメリカ全体の技術開発が進めば良いというの
がDARPA の考えなのです．
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　また，もはや先端技術の開発は一国だけで成り立たなくなり，全世界を対象としなければなりま
せん．そのような状況下で，全世界を対象として技術動向を把握し，どこで何が行われて，どうい
うプレイヤーがいるかを知るためには，チャレンジシステムが適しているという考えもあります．
　「せっかくの成果が防衛分野に入ってこないというのは，いいのか？」という指摘もあるでしょう．
しかし彼らは必ずしも軍だけを相手にしている訳ではありません．NASA や国土安全保障省といっ
た他の分野にも展開し，共同で開発していくことも想定しています．

4.　海外の大学・アカデミアとデュアルユース研究開発
4.1 アメリカ
　次に，特に大学とアカデミズムとの関係で，どのようなデュアルユース研究開発プログラムや
取り組みが行われているかを確認します．まずアメリカです．多額の研究開発プログラム資金
が，DARPAや陸海空の研究所から出ています．一方，受け手をみると，大学や大学の一研究所
だけではなく，国防総省の連邦政府出資研究センター（DoD's Federally Funded Research and 
Development Centers; FFRDCs）という，ある種，国立研究所に近い組織が資金を受けて研究開
発を行っています．図4はアメリカの国防関連の研究開発体制です．研究・エンジニアリング担当
国防次官補（Assistant Secretary of Defense for Research and Engineering; ASD（R&E））の下に，
各研究機関が存在しています（図4B）．そして図4Cで示した組織で用いられます．

図3　KAISTのロボット．OSやプラットフォームを共有する事による相乗効果（オープン戦略）．
DARPA （2015） より作成．
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図5　A） アメリカの国防軍事関連予算の割合．政府研究開発投資の約半分が国防関連（DoD; 国防総省，
DoE; エネルギー省の核関連プログラム含む）で占められる．大学の基礎研究も国防関連プログ
ラムから資金提供される．Hourihan （2015, 16）より転載．

　　    B）  2015年度日本の科学技術関係予算の割合．括弧内の数字は2014年度予算の数値．
内閣府（2015, 4）より転載．

図4　アメリカの国防関連研究開発体制．

A） 研究・エンジニアリング担当国防次官
補（ASD（R&E））以下の体制．DASD

（Deputy Ass is tant Secretary of 
Defense; 国防副次官補）．ASD（R&E） 

（2015）より転載．
B） 研究・エンジニアリング関連組織

の ロ ゴ． 左 か ら 国 防 総 省， 空 軍
研 究 所， 陸 軍 研 究 所， 海 軍 研 究
所，海兵隊研究所，統合参謀本部，
DARPA，Force Health protection & 
readiness，国防脅威削減局，ミサイ
ル 防 衛 局，Joint Improvised-Threat 
Defeat Agency，Chemical Biological 
Defense Partnership．Department of 
Defense : "Research & Engineering 
Enterprise" websiteより転載．

C） 国防イノベーション市場のロゴ．左
からASD（R&E），陸軍，海軍，空軍，
海兵隊，DARPA，ミサイル防衛局，
特殊作戦軍，国防脅威削減局，化学・
生物防護統合計画事務所．National 
Defense Industrial Association 2015:
より転載．
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表1　アメリカ国防総省における研究開発分類

　図5 は，アメリカの政府研究開発投資を示したものです．国防・軍事関連が非常に大きな割合で
あることがわかります．日本の科学技術関係予算の中では文部科学省が7割近くを占めますが，ア
メリカでは DoD，そして核関連プログラムを持つDoE（United States Department of Energy; ア
メリカ合衆国エネルギー省）の二つが重要なプレイヤーであることは間違いないでしょう．一方，
日本の防衛省の予算は，全体の約4％ぐらいです．
　ここで少し補足しますが，アメリカの研究開発予算のうち，約半分が国防軍事関連です．彼らは
厳密にカテゴリーを設けて予算を区分しており，実際に大学に渡るのはその一部の基礎研究に分類
される予算が中心になります．表1は DoD の分類表です．研究開発のカテゴリ−が6.1から6.7ま
であります（Doom 2014, 68）．6.1が基礎研究，6.2が応用研究，6.3になると開発要素が入ってきます．
6.4から6.7のカテゴリーになると，実際の兵器の開発・設計に関わってきます．これらの中で，大
学が資金の受け手になっているのは6.1や6.2の基礎・応用研究段階です．その他の研究開発予算に
ついては，企業や軍の研究所などのプロジェクトに使われています．図6はDoD傘下の研究組織に
おける基礎研究，応用研究，技術開発の割合を示しています（Baker 2014, 11）．
　図7は 誰がお金を出して，誰が受けているかという研究開発のお金の流れを示しています（文部
科学省 科学技術・学術政策研究所 2015）．アメリカの場合，政府が出している研究開発費のうち
約3割が民間に流れています．実際の金額は把握するのが難しいのですが，大きなトレンドとして
そのような実態があります．

 

表 1 アメリカ国防総省における研究開発分類 

Classification Description      実施主体 

（資金の受け手）Science and Technology Activities  
Basic research 

(6.1) 

Scientific study for greater understanding of phenomena 

without specific applications in mind. Farsighted, high payoff 

research. 

6.1 基礎研究 

科 

学 

技 

術 

活 

動 

S&T 

 

 

大学 

 

 

 

 

 

 

企業 

Applied research 

(6.2) 

Expansion and application of knowledge to understand the 

means to meet a specific need. Development of useful 

materials, devices, systems or methods. Official RDT&E 

estimates of 6.2 do not include Defense Health Research, 

though this program is included in overall AAAS estimates of 

the total DOD science & technology budget 

6.2 応用研究 

Advanced Technology 

Development 

(6.3) 

Development and integration of subsystems and components 

into model prototypes for field experiments and/or tests in a 

simulated environment. Proof-of-concept testing 

6.3 技術研究 

Weapons Development Activities   

国研・ 

FRDC 

Advanced Component 

Development and 

Prototypes (6.4) 

Evaluation of integrated technologies or prototypes in realistic 

operating environments. Technology transitions from 

laboratory to operational use. 

6.4 要素開発・ 

 プロトタイプ 

System Development 

and Demonstration 

(6.5) 

Development of mature systems in preparation for actual 

production. Prototype performance established at or near 

planned operational system levels, including live fire testing. 

6.5 システム開発・ 

 デモンストレーション 

RDT&E Management 

Support  

(6.6) 

Funds to sustain or modernize installations or operations for 

the performance of general RDT&E, including test ranges, 

military construction, and maintenance for laboratories and 

test vehicles. 

6.6 運用支援 

軍の 

研究機関等
Operational System 

Development  

(6.7) 

Efforts to upgrade systems that have been fielded or have 

received approval for full production in the near term. 
6.7 運用システム開発 

Adapted from DOD Financial Management Regulation 7000.14-R, Volume2B,  

available at http://comptroller.defense.gov/fmr/02b/ 
 

Doom （2014, 68）より作成
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図 6　 米国の国防総省の科学技術研究予算．Army；陸軍，Navy/USMC；海軍・海兵隊，AF；空軍，
DARPA，Chem Bio; Chemical Biological Defense Partnership，DTRA; 国防脅威削減局，OSD; 国
防長官府，Other DA; その他の組織．Baker（2014, 11）より転載．

図 7　研究開発資金の流れ（日米比較）．A） 日本（2013 年）．B） 米国（2012 年）．
文部科学省科学技術・学術政策研究所（2015）より転載

　受け手側の大学について見てみます．第一に，大学内軍事関連研究センター（University 
Affiliated Research Centers; UARCs）という組織をもつ大学があります．大学のキャンパス内にあ

A B
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る UARCs の建物に入るには，入構する際に様々な制約があり，米国籍を持っていなければいけ
ないとか，厳重なセキュリティチェックが求められます．そして，その中で厳密に情報管理をして
研究をしています（Defense Laboratories Office 2013）．UARCs がある大学として，ジョージア工
科大学（Georgia Institute of Technology），MIT（Massachusetts Institute of Technology; マサチュー
セッツ工科大学），テキサス大学オースチン校（The University of Texas at Austin）等があります．
この中から一つ例として取り上げると，ジョージア工科大学の中にある Georgia Tech Research 
Institute （GTRI）があります．この研究所の41名は，ジョージア工科大学の教員としても地位を持っ
ています．従って，大学で講義を持って，学生も指導します．一方で，週に何日かは，GTRI で研
究をしています．つまり，ジョージア工科大のキャンパスでは，留学生も含めてオープンな基礎的
研究をやっていますが，機微な研究については，GTRI の中でやるという整理がなされています．
　第二に，FFRDCs という制度もあります．これはアメリカ政府がお金を出して研究をするので
すが，その研究所自体は民間や大学が運営主体となる制度です．有名な組織では，MITの Lincoln 
Laboratory や，カーネギーメロン大学（Carnegie Mellon University）のSoftware Engineering 
Institute （SEI）のように，大学が運営主体の研究所があります．
　このような資金提供を可能にするため，アメリカは，大学を始めとして全世界を対象に技術動向
を把握しています．一例としてOffice of Naval Research （ONR）がありますが，これは米海軍の研
究機関で，日本にもオフィスがあります．
 
4.2 イギリス
　次にイギリスの場合です．イギリスの研究開発予算は表2で示した構成になっています．国防科
学技術研究所は，日本の防衛装備庁（旧技術研究本部）に対応する組織です．実は国防科学技術研
究所は，日本でいう独立行政法人的な組織で，国防省だけではなく国防省以外からも予算を採って
います．そして民生の分野や，セキュリティの分野に関わる研究開発も行っています．
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 次にイギリスの場合です．イギリスの研究開発予算は表 2 で示した構成になっています．国防科学技術研究所は，日

本の防衛装備庁（旧技術研究本部）に対応する組織です．実は国防科学技術研究所は，日本でいう独立行政法人的な

組織で，国防省だけではなく国防省以外からも予算を採っています．そして民生の分野や，セキュリティの分野に関わ

る研究開発も行っています． 
 
 

 

表 2A  英国の防衛研究開発費（資金源別） 

防衛研究開発費 

費用の額 

100 万ポンド（億円） 構成率 

英国政府 1,200 (2,160) 67% 

民間企業 400 (720) 24% 

外国資金源 200 (360) 10% 

* 1 ポンド＝180 円  ／ Office for National Statistics (2014)より作成

表 2B  国防科学技術研究所（DSTL）の売上内訳 

内訳 

2013/14 年 

100 万ポンド（億円） 

2012/13 年 

100 万ポンド（億円） 

国防省 
科学・技術プログラム 430 (774)  421 (758)  

その他 187 (337)  163 (293)  

国防省

以外 

その他の政府機関 (Wider Government) 27 (48.6)  27 (48.6)  

非国庫 (Non-exchequer) 11 (19.8)  11 (19.8)  

資産 (Estates) 5 (9)  6 (10.8)  

知的財産 1 (1.8)  1 (1.8)  

合計  661 (1,190)  629 (1,132)  

Defence Science and Technology Laboratory (2014b)より作成
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組織で，国防省だけではなく国防省以外からも予算を採っています．そして民生の分野や，セキュリティの分野に関わ

る研究開発も行っています． 
 
 

 

表 2A  英国の防衛研究開発費（資金源別） 

防衛研究開発費 

費用の額 

100 万ポンド（億円） 構成率 

英国政府 1,200 (2,160) 67% 

民間企業 400 (720) 24% 

外国資金源 200 (360) 10% 

* 1 ポンド＝180 円  ／ Office for National Statistics (2014)より作成

表 2B  国防科学技術研究所（DSTL）の売上内訳 

内訳 

2013/14 年 

100 万ポンド（億円） 

2012/13 年 

100 万ポンド（億円） 

国防省 
科学・技術プログラム 430 (774)  421 (758)  

その他 187 (337)  163 (293)  

国防省

以外 

その他の政府機関 (Wider Government) 27 (48.6)  27 (48.6)  

非国庫 (Non-exchequer) 11 (19.8)  11 (19.8)  

資産 (Estates) 5 (9)  6 (10.8)  

知的財産 1 (1.8)  1 (1.8)  

合計  661 (1,190)  629 (1,132)  

Defence Science and Technology Laboratory (2014b)より作成
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　先ほど6.1，6.2というカテゴリー
が出ましたが（4.1章参照），イギリ
スやヨーロッパでは通じません．イ
ギリスでは，技術熟成度（Technology 
Readiness Level; TRL）という概念
で議論しています．図8はNASAの
例ですが，ほとんどこれと同様の概
念です．1から9の中で，1や2が基
礎的な研究，数字が上がると，実際
のシステムや武器に近いものを扱う
研究開発になります．
　イギリスにおける大学と国防分野
の連携では，共同研究やフェロー
シップが行われています．TRLでは
1や2相当の研究になります．もう
少し機密性が高い研究は，企業や軍
の研究所で行う区分になります．共
同研究の成果である知的財産は大学
に所属します．知的財産を実際に他
に移転してベンチャーを起こすこと
も自由です．
　リサーチカウンシル（Research 
Councils）という組織は，日本の科
学技術振興機（JST）や日本学術振興会（JSPS）に該当するような，大学の研究を支援する組織です．
DSTLはリサーチカウンシルとの連携スキームも持っています．この他にDSTLのフェローシップ
プログラムでは，毎回20～30人ぐらいの博士課程の学生が，DSTLとの共同研究プログラムに参加
しています．フランスやアメリカの博士課程の学生との交換プログラムもあります．
　また，イギリスの場合は防衛関連企業と大学の共同研究もかなり多く行われています．BAEシ
ステムズ6）は60の大学と共同研究をしています．イギリスの中では外資の企業でもイギリス企業
とみなす設計になっており，実際の研究開発を外部委託することも行われています．この他に，イ
ギリスでは中小企業を活用するスキームもあります．
　DSTLは日本の防衛装備庁と，防護服や化学の分野で共同研究プログラムを行っています．互い
の大学院生を行き来させるプログラムはまだありません．

4.3 スウェーデン 
　続いて，スウェーデンです．スウェーデンは実は武器輸出国です．売れる武器を作っている点が
特色で，平和国家を標榜しながら武器輸出をしている国です．スウェーデンもデュアルユースプロ
グラムを持っており，特に今は国防装備庁（FMV; Försvarets materielverk）という組織が行って
います．スウェーデンでも大学との共同研究は，低いTRLレベルになっています．なぜ大学や民
間企業と共同研究するのかというと，やはり自分たちの軍事研究は遅れているというのが彼らの中
の認識で，より進んでいる民間や大学の研究をいかに取り入れるかが重要だと考えているからです．
　もう一つ，ご紹介したいのはイノベーションシステム庁（Vinnova）です．日本でいうと JST や

図8　技術成熟度（TRL）．1が基礎研究で，9に近づくほど
装備品・武器・システムの開発に相当する．

NASA （2012） より転載．
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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）などのカウンターパートになり
ます．Vinnovaは軍や企業と共同プログラムを持ち，産業振興のために政府組織と一緒に研究開発
をおこなっています．
　そのような取組の例としてNNFP（The Swedish National Aeronautical Research Program）があ
ります（Vinnova 2014）．航空関連の研究開発プログラムで，Vinnovaが35％，軍が15％，残りは
産業界が50％を現物出資して，機体の材料などを研究開発しています．その成果は，軍では戦闘
機の構造材などに使います．企業ではサーブ（SAAB）7） などが入って，開発した素材を民間機や車
のフレームなどに使っています．

4.4 EUとオーストラリア
　EU には Horizon2020という研究開発プログラムがあります．デュアルユースは，中でも非常に
重要な分野として設定されています（European Commission 2014）．
　オーストラリアにも，英国の国防科学技術研究所と似た，DST Group（Defence Science and 
Technology Group）という研究組織があります．これらは，24の大学と連携協定を結んでいます．
共同研究だけではなく，防衛関係の研究所の人が大学のポジションを持ち，大学と研究所の人材交
流や，博士支援も行っています（DST Group 2014; 2015）．
　最近の興味深い取組の具体例として，Diggerworkがあります（図9）．これは，兵士の装備品を，
PKOなどの現場を使って改善を積み重ねていくプログラムです（Cebon and Samson, 2013）．1999
年のプログラム開始前には非常に重たそうな装備ですが，10年程実施した2010年には，装備品が
改良されてすっきりとした格好になっています（図9右端）．

図9　Diggerworksプログラム．ユーザーやステークホルダーを巻き込んで迅速に開発する手法を導入している．
Cebon and Samson （2013, 8; 12） より転載．

5.　我が国における状況
5.1 デュアルユースの現状
　続いて我が国の状況についてご説明します．防衛装備庁が2015年10月に発足しましたが，それ
に先駆けて昨年度から大学の研究機関向けのファンディングを開始しました．この安全保障技術研
究推進制度は，大学や企業の基礎研究段階を対象として支援します．成果は公開可能，知的財産に
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ついても大学や企業が持つことができます．2015年度の予算規模は3億円，2016年度は6億円程の
予算がつきます．1件当たり上限は約3,000万円で，ちょっと大きい研究費といった感じです．昨
年度は109件の応募がありました．富士通や，パナソニックといった民間企業だけではなく，理研
やJAXA，JAMSTEC，大学では神奈川工科大学，豊橋技術科学大学，東京工業大学，東京電機大
学が採択されています（防衛装備庁 2015）．

表3　平成27年度（2015年度）競争的資金と予算

 

表3 平成27年度（2015年度）競争的資金と予算 

府省名 担当機関 制度名 

H27年度

予算額 

（百万円）

内閣府 
食品安全委員会 食品健康影響評価技術研究 194

小計 194

総務省 

本省 戦略的情報通信研究開発推進事業  2,419

ICTイノベーション創出チャレンジプログラム 370

デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発 41

消防庁 消防庁 消防防災科学技術研究推進制度 138

小計 2,968

文部科学省 

本省/日本医療研究開発機構 国家課題対応型研究開発推進事業  23,138

日本学術振興会  科学研究費助成事業（科研費） 227,289

科学技術振興機構 

/日本医療研究開発機構  
戦略的創造研究推進事業 61,115

科学技術振興機構 

/日本医療研究開発機構  
研究成果展開事業 29,807

科学技術振興機構 

/日本医療研究開発機構 
国際科学技術共同研究推進事業 3,408

小計 344,757

厚生労働省 

本省 厚生労働科学研究費補助金 7,183

日本医療研究開発機構 医療研究開発推進事業費補助金 44,469

小計 51,652

農林水産省 
本省 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業  5,238

小計 5,238

経済産業省 

本省  革新的ものづくり産業創出連携促進事業 10,272

新エネルギー・産業技術総合

開発機構 
先導的産業技術創出事業 187

小計 10,459

国土交通省 
本省 

建設技術研究開発助成制度  253

交通運輸技術開発推進制度 180

小計 433

環境省 

本省 

/環境再生保全機構(予定） 
環境研究総合推進費 5,300

小計 5,300

防衛省 
本省 安全保障技術研究推進制度 260

小計 260

合計 421,261

 

 

※四捨五入の関係で、小計・合計額が一致しないことがある

内閣府（2016）より作成
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　この安全保障技術研究推進制度ですが，競争的資金全体の中でどのような位置づけになっている
か見てみます．表3は内閣府がまとめている競争的資金の一覧表です．防衛省によるこの制度は2.6
億円という数字であり（内閣府 2016），他の研究開発予算と比べれば，総額としてはまだ非常に小
さいというのが現状です．
　この他に，防衛装備庁と国立研究開発法人との間の連携も進んでいます．例えば宇宙関連だと
JAXA，海洋だとJAMSTEC，また電子機器などの電波関係だと，総務省下の研究所であるNICT

（National Institute of Information and Communications Technology; 情報通信研究機構）との共同
研究が進められています．
　そして，内閣府のImPACTでも，デュアルユースに言及があります（内閣府 2014, 16）．2016年
の4月から施行される第5期科学技術基本計画も，13の重要政策課題の一つとして「国家安全保障
への諸課題の対応」が設定されています（日本国政府 2016, 21）．

5.2 日本の課題 
　日本における課題はどういうものか．私が今考えている問題を幾つか指摘します．第一に，大学
の防衛関連研究体制は未整備だと思われることです．これはやはり，歴史的経緯があるため，これ
までデュアルユースについて十分議論してこなかったことが要因だと思います．日本の大学の場合
は，特に情報管理体制が共同研究をする上で一番のネックになります．おそらく，機微な研究を物
理的に隔離することは難しいでしょう．多くの研究室には留学生が参加しており，その中には懸念
国からの留学生もいます．研究室がそのような状況で「懸念国からの留学生を抜きにして研究して
ください」と言っても対応できないでしょう．そういうことを考えると，おそらく，大学との共同
によるデュアルユース研究については基礎的段階にとどまり，より発展的な研究については，国立
研究開発法人との共同研究が現実的なところだろうと思います．
　第二に，海外との共同研究においては，知的財産・情報の取り扱いが非常に大きな課題になりま
す．多くの国ではセキュリティ・クリアランスという制度を持っていて，どこまでの情報にアクセ
スできるかが資格化されている場合があります．しかし，日本にはそういった制度がありません．
　第三に，通常の競争的資金である日本学術振興会の科研費や，JSTの研究費や，NEDOの研究費が，
いま一番大きい競争的資金です．それらの中にデュアルユース的側面，例えば「防衛安全保障面で
の課題解決に貢献することも期待する」のような条件が入ってきた場合，大学としてどのように対
応するのかは，実はこれからの課題だと思っています．

6．まとめ
　これから，安全保障に関わる研究開発の機会というのは，恐らく増えてくると思います．そのと
き大学として，もしくはアカデミアとして，どのように対応するか，そして具体的な制度として，
どのように運用していくかということを含めて，非常に重要な課題になってくると思います．そう
いった点は，後半のパネルディスカッション（三上 他 2016）で議論させていただければと思います．
　ご清聴ありがとうございました．

注
1）経済の発展段階にあり，これからも高い経済成長が見込める新興国．
2）製造業の生産現場で行われている作業の見直し活動．
3）ジャストインタイムやかんばん方式に代表される，トヨタ自動車の開発した生産活動方式．
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4）内閣府が行っている革新的研究開発プログラム（Impulsing Paradigm Change through disruptive 
  Technologies）の略称．
5）本講演後の2016年4月8日に開催された新経済サミット2016（新経済連盟主催）において、シャフト社は

グーグルによる買収後初めて新規プロダクトを発表した。
6）イギリスの国防・航空宇宙企業で，欧州最大の規模を誇る．
7）スウェーデンの自動車メーカー．
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