
	
	

	



大学の未来を考える講演討論会 
	

軍と学の接近	と	学問の自由	
～その歴史と今～	

 	

池	内		了	氏（名古屋大学名誉教授） 
 
 
 
 

平和を愛する福岡大学人の会	
 	



平和を愛する福岡大学人の会	

安全保障関連法案の廃案を求める福岡大学教員有志の声明署名	

　①知的生産機関としての大学の社会的責任，	
　②知的階層である社会人として送り出す学生に対する教育責任　	
を果たすために，今の激動の社会と大学を取り巻く状況について，
考える場を設ける必要がある	
　ごく当たり前の社会的要求である「平和」が国内外で大きな問題と
なるなかで，「平和を愛する」ということを共通認識として，福岡大学
の未来を議論し，考える場を作りたい　＝＞大学の社会的責任，社
会貢献	

•  「平和を愛する福岡大学人の会」の設立　＝＞　何をテーマに？	



昨年10月に福大理学部長あてに送られてき
たかわいらしい案内状	



感想：今の政府，与党は，本気で国家戦略として軍産学共同体をつくろうとし
ている。早晩，（福岡）大学は，何らかの対応，判断をしなければならない状況
に置かれる？	

「新しい安全保障体制」下の「防衛装備戦略という名」の国家戦略
はどうなっているのか？　＝＞確認するためにシンポジウムに参加。	



池 内　了（いけうち　さとる）　1944年兵庫県生まれ	

•  京都大学理学部卒，理学博士（「銀河の構造と進化 :	ガス,星の存在比に着目
して」京都大学）	
•  京都大学理学部助手，北海道大学理学部助教授，東京大学東京天文台助

教授，国立天文台理論天文学研究系教授，大阪大学理学部宇宙地球科学
科教授，大阪大学大学院理学研究科宇宙地球科学専攻教授，名古屋大学
大学院理学研究科教授，早稲田大学国際教養学部特任教授，総合研究大
学院大学先導科学研究科教授・学長補佐，総合研究大学院大学理事・葉山
高等研究センター センター長	
•  名古屋大学名誉教授，総合研究大学院大学名誉教授	

•  専門：宇宙物理学，科学・技術・社会論	
科学エッセイや科学時事を新聞や雑誌に執筆している。最近は，原発，軍学共

同についての問題提起を活発に行っている。	

•  『科学・技術と現代社会　上・下』（みすず書房），『宇宙開発は平和のために
』（かもがわ出版），『科学と人間の不協和音』（角川新書），『科学の限界』（ち
くま新書）他，著書多数。	



軍と学の接近と学問の自由 
ーその歴史と今ー	

２０１６年１月６日	
大学の未来を考える講演討論会（福岡大学）	

池内　了（名古屋大学名誉教授）	



日本では、 
　戦後、「学」は「軍」とは一線を画していた	
１９４９年　日本学術会議の発足	
　　「わが国の科学者がとりきたった態度について反省し・・・	
　　　今後は、科学が文化国家ないしは平和国家の基礎である・・・」	
　　（①「国家が戦争を始めた以上、国民である科学者がこれに協力する	
　　　　のは当然のこと・・・」）	
１９５０年　日本学術会議第６回総会決議	
　　「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」	
　　（１９５１年のアンケート「過去数十年において学問の自由が最も	
　　実現されていたのはどの時期であったか？」	
　　　②「太平洋戦争中であった」という回答が多かった）	



実は、日本の学界は 
　　　米軍から資金援助を受けていた	
１９５９年から１９６７年の間に	
　アメリカ軍極東研究開発局から研究資金をうけていた	
　　国立大学　４３件（北大、東北大、千葉大、東大、東京医歯、	
　　　　御茶ノ水、金沢、京大、阪大、広大、九大など１４大学）	
　　公立大学　１３件（横市大、京都府医大、大阪市大など５大学）	
　　私立大学　１７件（慶応大医、慈恵医大など６大学）	
　　民間研究機関　１０件（北里研、山階鳥類研など）	
　　その他　３件（日本物理学会、日本整理学会、国立療養所）	



これに反省はした・・・	

１９６６年　日本物理学会半導体国際会議への米軍資金受け入れ問題	
１９６７年　日本学術会議第４９回総会決議	
　　　　　　「戦争目的のための科学研究を行なわない声明」	
　　　　　　　（③「科学の発展のために寄与するのだから良いではないか」）	
１９６７年　日本物理学会臨時総会（決議３）「軍とは一切関係を持たない」	

１９６７年　東大評議会「大河内総長発言」	
　軍事研究は一切これを行なわない方針であるのみならず、外国をも含め	
　軍関係者から研究援助を受けないことは本学の一貫した考え方である。	
④（科学の両義性）研究者の学問的良心と部局の良心によって決められる	



しかし、時間が経つにつれ	

１９９５年　日本物理学会第５０期委員会決定	
　「学会が拒否するのは明白な軍事研究である。	
　　軍事研究といえども基礎研究とつながっており、境界を定めること	
　　ができない。」	
　これは国際的な慣行である。	
連邦政府調達実績データベース　（２０１０年９月２７日朝日新聞）	
米軍横田基地を介しての大学等への契約２００件以上	
　　東工大５万ドル、理研６万ドル、北大２・５万ドル、東大７・５万ドル	
	



米軍資金は今もなお	

共同通信アンケート調査（２０１５年１２月新潟日報等）	
　２０００年以降、少なくとも１２大学・研究機関、総計２億円以上	
　　東工大８７万ドル、横浜国大１８３２万円、理研４０万ドル・・・	
迂回援助（赤坂プレスセンター）	
　・陸軍（国際技術センターパシフィックＩＴＣ－ＰＡＣ）	
　・海軍（海軍研究局ＯＮＲグローバル東京）	
　・空軍（アジア宇宙航空研究開発事務所ＡＯＡＲＤ）	
コンテスト（米軍主催、米軍資金で民間機関主催）	
　・ＤＡＲＰＡ（国防高等研究計画局）主催ロボコン	
　・ＯＮＲ協賛無人ボート競走（無人機協会）	



米軍の資金提供はなぜ続くのか	

ＤＡＲＰＡ（国防高等研究計画局）方式	
　・米軍の認知ー拒否感の払拭ー親近感の醸成	
　・優秀な科学者を取り込むためー人脈作り	
　・技術革新を利用するため	
　・高額化する初期研究開発費を賄うため	
・日本の研究者は	
　　自由に使える研究費・渡航旅費・招請旅費・国際会議経費など	
　　小回りが利く資金に望んでいる	
　（米軍資金は、使い道が自由、レポート提出のみ、発表自由がある）	



　既に組織として進んでいた「軍」と「学」の
接近：「技術交流」	

２００４年　防衛省技術研究本部との「技術交流」の開始	
　‘０４　１件、’５　１件、‘６　２件、’０７　１件、‘８　３件、’９　１件、	
　‘１０　１件、’１１　１件、‘１２　３件、’１３　５件、‘１４　１１件、	
　‘１５　２件（新規、継続分を入れると１８件、１４機関（７大学））	
　　　契約は５年、情報公開は期間に縛られず双方の合意が必要	
è２０１４年度　防衛省予算　ＪＡＸＡ「赤外線センサ」　４８００万円	
è２０１５年度　防衛省予算　ＪＡＸＡ「赤外線センサ」　４８億円、	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「だいち２号」画像解析　３億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＩＣＴ（情報通信研究機構）	
次のターゲット：海洋開発研究機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）か？　　　　	



研究成果の発表	

技術協力の協定書第１１条	
　甲及び乙の共有に係る個別附属書に基づく研究協力の成果を外部	
に発表しようとする場合には、発表の内容、時期等について、他の当	
事者の書面による事前の承諾を得るものとする。	
（千葉工大：正当な理由なくその承諾を拒んではならないものとする）	
その有効期間は、協議の上、個別に定めるものとする。ただし、甲及	
び乙の協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるもの	
とする。	
	



具体的な「軍」と「学」の共同の接近	

２０１３年１２月　「２０１４年度防衛大綱」「国家安全保障戦略」の閣議決定	
　「大学や研究機関との連携の充実により、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」	
　è「デュアルユース」が大手を振って通用するようになった	
　　（技本「２０１４年防衛技術シンポ」の「研究協力ブース」に	
　　　「デュアルユース技術の積極的な活用を目指しており、	
　　　　大学等との研究協力を実施」と宣伝）	
　　（２０１５年３月の防衛省シンポジウムのパネルディスカッション	
　　　「デュアルユース技術の育成」として大学教員が参加）	
	



相次ぐ動き（１）	

２０１４年４月　防衛省「技術管理班」の設置	
　　大学・研究機関との共同研究を扱う部署の設置	
　è２０１５年１０月　防衛装備庁へ拡大	
２０１４年５月　Ｃ２次期輸送機問題で防衛省から東大に協力申し入れ	
　è東大は拒否、等の教員は個人として参加	
２０１４年５月　ＩｍＰＡＣＴ（革新的研究開発推進プログラム）創設	
　　　「ＤＡＲＰＡを参考にする」	
　è１４人のプログラム・マネージャーの決定	
　　　（タフ・ロボティックス、ユビキタス・パワーレーザー、無充電ＩＴ機器）	



相次ぐ動き（２）	

２０１５年５～６月　ＤＡＲＰＡ主催のロボットコンテスト	
　（福島事故を受けて２０１２年から開始：ロボティックスチャレンジ）	
　２０１３年　東大発のベンチャーＳＣＨＡＦＴが１位（Ｇｏｏｇｌｅが買収）	
　２０１４年から経産省が仲介：日本から５チームが参加（６月５，６日）	
　　　経産省「日米災害対応ロボット共同研究カンファレンス」と呼ぶ	
　２０１５年第一回（ジャパン・バーチャル・ロボティックス・チャレンジ）　　	
　　　（ＮＥＤＯ：新エネルギー・産業技術総合開発機構）	
２０１５年６月　東京新聞報道第一回「マリタイムロボットＸチャレンジ」　	
　　　無人ボート国際大会（米国際無人機協会）	
　２０１４年１２月米海軍海事技術本部（ＯＮＲ）が資金提供	
	



防衛省の戦略：「連携マネージメント」 
　　　（防衛省先進技術推進センターＨＰ）	

①先生のモチベーションの見分け方	
　　・研究成果の「社会貢献」への意欲	
　　・「国の安全・安心」「ナショナルセキュリティ」への関心	
　　・論文投稿・学会活動に対する価値観	
　　・「資金の供給源」意識の濃淡	
　　　研究者の主要な関心を探る　	
②先生との「Ｇｉｖｅ　＆　Ｔａｋｅ」に配慮	
　　・研究成果は可能な限り、共同または単独での発表を認める	
　　　　「論文投稿」「学会発表」を実施	
　　・「Ｓｐｉｎ－Ｏｆｆ（成果の民生転用）」の努力の約束	
　　　極めて低姿勢である（今のところ）	



防衛省の戦略（２）	

③先生に「制約事項」の説明をせよ	
　・予算の融通性はないこと	
　・研究資金は「役務契約」の対価として払うこと	
　・支払いは成果物納入後で前金無しで一括とすること	
　　研究者の二枚舌を防ぐため	
④大学の管理・連携部門への当方の事情の説明せよ	
　・大学所定の「実施規定」を適用せず、防衛省の「協定書」に従う	
　　防衛省ペースで共同研究を進めよ	
⑤プライム企業と先生の潤滑油に！（軍産学連携をめざす）	



防衛生産・技術基盤の維持・強化の 
　　ための諸施策（防衛省　２０１４年６月））	
（１）開発ビジョンの策定	
　　　先進的な研究を中長期的な視点に基づいて体系的に行なう	
（２）民生先進技術も含めた技術調査能力の向上	
（３）大学や研究機関との連携強化（文科省が反対したが押し切った）	
防衛装備品にも応用可能な民生技術（デュアルユース技術）の積極的活用	
（４）デュアルユース技術を含む研究開発プログラムとの連携・活用	
　　　ＩｍＰＡＣＴなどに注視し、デュアルユース技術の研究開発を活用	
（５）防衛用途として将来有望な先進的研究に関するファンディング	
（６）海外との連携強化（国際協力）	
	



安全保障技術研究推進制度（１）	

（１）防衛省からテーマを提示	
　　２８件の研究テーマ（メタマテリアル、光学・赤外線部品・素材、	
　　　レーザ光源、昆虫サイズ小型飛行体、水中移動体、水中電界、	
　　　ナノファイバー素材、航空用エンジン、野外自立エネルギー等）	
（２）研究者側からの提案	
（３）研究委託ー防衛省所属プログラム・オフィサー（ＰＯ）が管理	
　　「得られた成果については外部への公開が可能です。なお、公開	
　　にあたっては、その内容についてお互いに確認することとします」	
つまり、通常の意味での競争的資金ではない	
　（委託ー受託ー管理：研究者の縛りが強く、いったん入ると抜けられない）	



安全保障技術研究推進制度（２）	

制度の趣旨（低姿勢である）	
・成果の公開を原則としており	
・将来の装備品に適用できる可能性のある基礎技術	
本制度のポイント（本音は違う）	
・得られた成果について外部への公開が可能です	
　　研究成果報告書を防衛省に提出する前に成果を公開する場合に	
　　は、公開して差し支えないことをお互いに確認することとする。	
	



審査結果	

　　応募総数　１０９件　　採択　９件	
　　大学等　　　　５８件　４件（東工大、豊橋技科大、東電大、神奈川工大）	
　　公的研究機関　２２件　３件（ＪＡＸＡ、ＪＡＭＳＴＥＣ、理研ー技術協力）	
　　企業　　　　　　２９件　　２件（富士通、パナソニック）	
・マッハ５まで出る極超音速複合サイクルエンジンの開発	
・海中ワイヤレス電力伝送技術の開発	
・高速かつ安定した海中での光通信の確立	
・レーダー搭載無人機を用いた目標検出機能の向上	
・ナノファイバーによる有害化学物質の吸着特性評価　　　	



大学の動き（１）：応募せず	

従来から軍事研究をしないことを宣言・規範で述べる	
　　東大、早稲田、立命、（京大、秋田大：安全保障輸出管理が理由）	
今回の制度が契機となって	
　　新潟大学、琉球大学は、軍事研究をしないことを申し合わせる	
　　信州大学は、審査委員会を新設して拒否	
　　広島大学は、副学長が軍事研究拒否を確言	
　　東北大学は、軍事・国防につながる研究をしないと回答	
その他、内部規定と学内審査・教授会の議論で応募せず	
　　（帯畜大、電通大、山梨大、滋賀大、九州大、神戸大、関学）	
	
	



大学の動き（２）：応募した	

内部委員会で審査して応募	
　　産総研、東工大、東京農工大、大阪市大、鹿児島大	
兵器・軍事技術研究はしないが、今回の制度はそれに当たらない	
　　千葉工大、愛知工大、関西大、	
一切の制限なし	
　　東京都市大、岡山大	
東京電機大：採択決定後、教員が呼びかけ教授会で議論	
豊橋技科大：防衛目的であるためが理由（高専の応募が目当て？）	



国公立試験研究機関の研究者アンケート	

３６％が軍事研究に賛成ー止むを得ない／積極的に行なう	
　・防衛のため、抑止力が必要、平和維持のため	
デュアルユースとして	
　・軍事研究は技術の発展に寄与する	
　・最先端技術の応用先の１つが軍事である	
　・初期投資を軍事が持つのは必要	
　・将来、民生に転用すれば国民生活に役立つ	
　・民生技術の底上げにつながる	
　・基礎研究と軍事研究の区別がつかない	



両義性（デュアルユース）の議論	

防衛にも応用できる民生技術（デュアルユース）をどう考えるか？	
　・民生利用と軍事利用	
　・基礎研究と軍事研究	
　・防衛目的と攻撃目的	
　・スピンオフが当たり前	
「戦争（軍事研究）は発明の母」であるか？	
　　戦争（軍事技術）è必要性＋開発費が潤沢è発明	
　　必要性è戦争（軍事研究）で開発費が潤沢è発明	
　　軍事研究で開発費が潤沢è発明è必要性は後から	
	
	
	



軍事研究の魅力と空しさ	

（魅力）	
・研究費が潤沢である（研究の自由∝研究費の高さ、なのか？）	
・愛国心が満足させられるー軍に大きな顔ができる	
・科学・技術が発展する（か？）	
（空しさ）	
・秘密研究となって自由な発表ができない	
　　（秘密かどうか、自分で決められない）	
・科学者としての自己主張ができない（成果は闇から闇へ）	
・人格的に貧弱になる（科学者としての矜持を失う）	
	



研究者版「経済的徴兵制」	

アメリカで進行している兵隊補充法	
　家庭が貧しくて大学へ進学できない子どもたちに	
　　軍隊へ入れば、資格が取得でき、大学へ進学できると誘う	
大学等の研究者の軍事研究への誘導法	
　競争的資金がなければ研究が続行できない研究者に	
　　軍事研究を行なえば、資金が供給され、研究が続行できると誘う	
　研究費の困窮に付け込んで軍事研究に誘い込む	
　　しかし、本当に生き残れるのだろうか？	
　　　研究費を得ても秘密研究に追い込まれる　　	



社会的責任： 
　　科学の成果がどう使われるかの議論	
科学が持つべき倫理：	
　　　　誰のための、何のための科学であるか？	
　世界の平和と人類の福利のための科学である。	
　　　（国家に捉われた科学になっていないか？）	
　市民の信頼があってこその科学である。	
　　　（科学者の自己満足を優先していないか？）	
　科学・技術の限界が伝えられなければならない。	
　　　（科学・技術のプラスのみしか語っていないか？）　	
	



軍と学の接近がもたらすもの	

軍事研究が大学に入り込む（秘密研究になる）	

　è大学の自治が侵される（軍からの資金流入）	
　è学問の自由が脅かされる（秘密研究、成果の秘匿）	
　è研究現場の委縮（大学関係者の機密漏洩罪）	
　è研究者の精神的堕落（人々のための真理の探究でなくなる）	
　è学生に対する教育的悪影響（軍事研究が当たり前になる）	
何より、科学への人々の信頼が失われる	
　è平和宣言などによる大学人の気概を示さねばならない	



大学の将来に向けて	

・学長のリーダーシップ強化（学校教育法の「改正」）	
　　教授会が完全にそっぽを向けば、学長は権限を行使できない	
　　大学教員が白けてしまうのが最悪	
　　　è教授会として教員の意見を結集するのが大事	
・軍学共同は、文科省にとっては痛し痒しである	
　　専ら軍関係の金で研究を行なうことになりかねない	
　　大学教員が防衛省に迎合するようになる	
　　　è粘り強く研究条件の向上を要求していくこと　　	
	
	



朝永振一郎の言葉	

「科学者の任務は法則の発見に終わるものではなく、	
　それの善悪両面の影響の評価と、	
　その結論を人々に知らせ、	
　それをどう使うかの決定を行なうとき、	
　判断の誤りをなからしめるところまで及ばねばならぬことになる」	
　　　　（「平和時代を創造するために」）	
ガンジーの言葉	
　「人格なき学問、人間性が欠けた学術にどんな意味があろうか」	


