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1.	 目的と背景
　本稿の目的は，今後の日本の大学が，デュア
ルユース技術の研究開発にどのように立ち向か
うべきか，またそのガバナンスはどうあるべき
かを問うことにある。
　デュアルユース技術開発への大学の関わりに
ついては，制度やルールなどの仕組づくりにお
いても，現実の運用においても，米国が長い時
間を経て発展させ，経験を積んできたことは間
違いない。本稿では，米国の事例を検討しつ
つ，それと対照する形で，日本の大学が，デュ
アルユース技術の研究開発にどのように立ち向
かうべきか，そのガバナンスはどうあるべきか
を考える。
　冷戦下では，軍事産業と民生産業，また軍事
技術と民生技術は，相互関係がほとんどなく，
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それぞれが別物として存在していたが，冷戦終
結後 30年余でその状況は大きく変わった。簡
潔にいえば，両者は相互に関連を持たざるをえ
ない状況になっている。科学技術そのものが大
きく変化したために，軍事技術開発でも科学技
術の動向を無視できなくなっている。科学技術
政策または科学技術・イノベーション政策（以
下，「科学技術政策」という）においても，科
学技術政策と安全保障とをどのように切り分
け，同時にどのように関連づけるかが，論点で
あり続けている。
　とくに日本では近年まで，科学技術政策と軍
事研究を含む安全保障政策は，別々の政策課題
として扱われ，包括的に論じられることはな
かった。しかし，「安全保障技術研究推進制度」
（防衛装備庁，2015年度創設）が，科学技術と
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安全保障との関係，デュアルユース問題への注
目を集める契機となった 1）。日本学術会議は
「安全保障技術研究推進制度」の発足を契機と
して，2017年 3月に「軍事的安全保障研究に関
する声明」を発表し，「軍事目的のための科学
研究を行わない」等の過去の声明を継承すると
ともに，「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」ことを大学等に要請
した。詳しくは，本号の別稿に譲るが，これが
日本で安全保障と科学技術政策の関係をめぐる
論争が始まる契機となった。
　さらに，後述するように，2017年に米国でト
ランプ政権が誕生して以降，国内産業保護を重
視するようになったことから，2018年には米国
と中国の間の経済対立が顕在化し，それが経済
安全保障上の問題として議論されるようになっ
た。とりわけ技術流出が懸念されたことから，
安全保障政策や科学技術政策と関連づけて議論
が繰り広げられた。この動きは日本にも影響を
及ぼし，2019年には，経済安全保障の問題とし
てメディアでも頻繁に取り上げられるように
なった。2020年には，これが科学技術政策と明
確に関連づけられるようになり，「研究インテ
グリティ」をめぐる議論が登場し，大学等にお
いて実施される先端科学技術研究の流出をいか
に防ぐかといった議論が展開されるようになっ
てきた。
　つまり，これまでは，大学や科学技術研究が
安全保障分野とどのような関係を持つべきか，
あるいは関係を持つべきでないかが課題であっ
たが，それに加えて，大学等の研究活動やその
成果が海外に流出し，結果的に他国の軍事技術
開発に資するという経済安全保障上のリスクを
いかに回避するかという課題が登場したわけで
ある。その結果，今日の大学におけるデュアル

ユース技術開発をめぐる状況はいっそう複雑な
ものになっている。
　冷戦後，科学技術政策と安全保障政策，軍事
研究は密接に絡み合って展開してきた。本稿で
は，主として米国における両者の相互関係を俯
瞰し，今後の日本の大学が，デュアルユース技
術の研究開発にどのように立ち向かうべきか，
またそのガバナンスはどうあるべきかを検討す
る。

2.	 問題の構図
　本稿が対象とする問題は，大学が軍事研究に
関わることは許容されるか，デュアルユース技
術開発の特性，デュアルユースジレンマとデー
タ保護，デュアルユース技術開発のガバナンス
の 4項目である。
2.1	 大学が軍事研究に関わることは許容されるか
　第一は，大学は軍事研究，または安全保障の
ための技術開発に関わるべきか否か，関わるこ
とは許容されるか，という問題である。これが
現在の日本国内で主要な論点となっている。
　米国の場合には，歴史的にはベトナム戦争
の時に大学内に反戦的活動が広まった時期が
あったものの，大学は一定のルールの下で国防
省（Department of Defense: DOD）からの研究
資金による研究活動を受け入れてきている。米
国の大学全体では，国立衛生研究所（National 
Institutes of Health: NIH）から受け入れている研
究資金が半分以上を占めており，圧倒的に大き
いが，2番手と3番手が最近入れ替わった。図1

に示すように，2016年以降は DODからの資金
が，全米科学財団（National Science Foundation: 
NSF）から受け入れている研究資金を凌いでい
る。とくに，工学，情報・コンピュータ分野で
は DODが最大のスポンサーである。このよう
に，米国では大学の研究活動にとって DODは
無視できない存在である。筆者らが米国の大学

 1） 後述するように，研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関す
る法律（現：科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律）の 2013年改正で，「国及び国民の安全」は「安
全で安心して暮らせる社会の形成，災害，貧困その他の人間の生存及び生活に対するさまざまな脅威の除去，国際社
会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障等に係る研究開発」（185-衆 -文部科学委員会 -7号 平成 25年 11月
29日）を想定していることが明言されており，科学技術政策と安全保障とが法的に結びつけられたことが明確になっ
ている。国会の審議においても，大学と軍事研究との関連について議論されていた。この法改正に沿った形で登場し
たのが「安全保障技術研究推進制度」であり，厳密には 2013年末から政策課題となっていた。
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研究者にインタビューした際にも，DODから
の研究費の受入れについては，概して肯定的で
あり，一定のルールの下で，研究の自由が保証
されている限りは問題ないと考える者がほとん
どであった。
　では，日本の場合はどうかというと，現段階
では防衛省から大学に支出される研究資金は規
模そのものが小さいこともあり，積極的に防衛
省関係の研究資金を受け入れる状況にはないと
思われる。大学として，「安全保障技術研究推
進制度」への応募をしないと決めている大学も
少なくない。しかし，軍事研究への関与を禁止
すると決めれば，問題が解決するかというとそ
れほど単純ではない。
　「安全保障技術研究推進制度」は許容しない
としても，経済安全保障のみならず，「人間の
安全保障」概念が登場したことにより，安全で
安心な社会の形成，災害，貧困その他の人間の
生存及び生活に対するさまざまな脅威の除去な
ども，広義の安全保障の対象となっている。例
えば，防災技術や災害救助のための技術など
は，「人間の安全保障」のための技術である。
また，紛争地域での地雷除去技術の開発は，あ
る意味では人道的な立場から発したものであ

る。しかも，これらの技術開発と軍事的用途の
技術開発との境界は明瞭ではない。
　さらに，厄介な問題は，大学が自らの構成員
に対して，軍事研究，または安全保障のための
技術開発を禁止さえすればそれで済むというの
は楽観的で，現実的な統制様式ではないという
ことである。「米国の禁酒法時代にアルコール
の蒸留が広く行われていたことや，現代の違法
な薬物合成実験室が急増していることは，化学
製品を非合法化しても，オープンな市場よりも
観察や規制が困難な闇市場を生み出すだけだと
いう原理を示している」との Carlson［2］（209
頁）の指摘は，軍事研究の全面的禁止において
も当てはまるだろう。すなわち，軍事研究全面
禁止という統制は，ややもすると，禁止してい
るのだからそのチェックのための仕組は不要だ
という判断につながる。その結果，かえって闇
の研究開発が横行する余地を生み出し，その発
見やチェックを困難にするリスクがある。
　このように，大学が軍事研究，または安全保
障のための技術開発に関わるべきか否か，関わ
ることは許容されるか，は，一見すると単純な
問題に見えるが，それを適切に担保する仕組の
構築まで考えると，簡単な話ではない。

図 1．DOD，NSFの米国大学に対する研究資金支出の推移
出典）National Center for Science and Engineering Statistics［1］
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2.2	 デュアルユース技術開発の特性
　第 2はデュアルユース技術開発の問題であ
る。ここでは，Alicら［3］（4頁）に倣い暫定
的な定義として，軍事的にも商業的にも，どち
らにも利用できる技術を「デュアルユース技
術」と呼び，軍事部門と商業部門の関係を
「デュアルユース関係」と呼ぶことにする。
　例えば，戦車やミサイルのような明確な軍事
技術，子供の遊具のような完全な民生品につい
ては議論するまでもない。問題はその中間に広
がる，多くの技術が軍事的にも商業的にも利用
できることである。これをデュアルユース技術
と呼ぶが，冷戦時代には，軍事産業と民生産業
は分断されて，別々に存在しており，このよう
な中間的領域には関心が向けられなかった。
デュアルユース技術が本格的に議論されるよう
になってきたのは冷戦後で，その初期に登場し
たのが，上述の Alicらの定義である。ただし，
Alicらは「ほとんどの技術は，実際にはマルチ
ユースである。」とも述べた。
　歴史的経緯については後述するが，あらゆる
技術はデュアルユースの性質を持っている。つ
まり，技術開発を進めていっても，それがどの
ような形で利用されるかは，開発がある程度進
まないとわからないし，潜在的には軍事用，民
生用のいずれにも利用できるとしても，実際に
軍事的，民生的利用を意図する人々や技術と利
用を橋渡しする人々と巡り合わなければ，単な
るアイディアで終わるかもしれない。すなわ
ち，どのような技術であれ，利用しようと思え
ば，軍事用でも民生用でも利用できる可能性は
ある。それは技術そのものの特性にもよるが，
技術を利用する軍事情勢や社会状況などで決ま
る。
　とくに，先端技術，新興技術は，軍事利用可
能なものが多いとされる。また，情報関連技
術，バイオ技術は人々の生活を向上させ，健康
にすることを意図して取り組まれることが多い
だろう。しかし，これらの分野では基礎研究
（basic research）と応用研究（applied research）
が明確に区別することが困難であることから，
基礎研究（basic research）であっても，軍事転

用の可能性がある。つまり，軍事研究に携わら
ないという行動指針を定めることはできても，
デュアルユース技術開発を禁止するとすべての
研究活動はできなくなる。したがって，デュア
ルユース技術開発への参加を禁止することはほ
ぼ不可能である。
　大学はデュアルユースの潜在的可能性を秘め
た研究が集積する特異なスペースであり，今日
の大学が直面するのは，いつ軍事技術へと転用
されても不思議ではないデュアルユース技術な
のである。こうしたデュアルユース技術開発を
適切に統制しないと，軍事研究に反対するにせ
よ，軍事技術への転用に前向きに取り組むにせ
よ，うまく進まないことになる。
2.3	 デュアルユースジレンマとデータ保護
　デュアルユースジレンマ（dual use dilemma）
が注目されるようになったのは，米国同時テロ
のあとである。技術を使うのは，軍事関連組
織，民間企業だけではない。テロリストや犯罪
者集団も，技術を利用するのである。
　2004年の全米研究会議（National Research 
Council: NRC）のレポート［4］（1頁）は，バ
イオテクノロジーには一つの技術が人間の改善
のために正しく使われることもあればバイオテ
ロに悪用されることもあることをデュアルユー
スジレンマと呼んだ。その後，鳥インフルエン
ザウイルスに関する研究がその具体例となっ
た。日本人を含む 2チームの論文は，鳥インフ
ルエンザウイルスに数個の遺伝子変異が起きれ
ば鳥以外の動物にも感染することを示した。こ
の論文が公表されるとバイオテロに利用される
事態が懸念され，米国のバイオセキュリティ科
学諮問委員会（National Science Advisory Board 
for Biosecurity: NSABB）は発表を差し止めるよ
う勧告した。最終的には，論文は公表された
が，この事件は，民生用の研究で，基礎研究の
成果であってもテロ・犯罪等に悪用されるリス
クがあるということを示した［5］。
　今日的には，情報関連技術や合成生物学等の
進展により，例えば 3Dプリンタがあり，デー
タさえ入手できれば，どこでも武器を製作で
き，遺伝子情報があれば，原理的には病原体等
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を合成することも可能になった。つまり，武器
そのものや病原体そのものを移動しなくても，
データを転送したり，サイバー攻撃などでデー
タを盗むことができれば，実質的に兵器等を入
手できることになる。データの流出は，それを
使ってさまざまな悪用や，伝統的な兵器にはよ
らない攻撃を可能にする。こうしたことから，
技術とはいえないが，データも重要性を増して
いる。
　デュアルユース技術やデータ利用・操作は，
いずれもそれ自体は軍事利用を目的としている
わけではないが，テロリストや犯罪者集団，さ
らには国家がそうしたものを悪用する可能性が
出てきたのであり，今日の大学はこうした状況
にも対処していかなければならない。
2.4	 デュアルユース技術開発のガバナンス
　典型的なデュアルユース技術の問題はほぼす
べての大学が直面する問題である。大学の研究
活動は潜在的に軍事用と民生用との両面性を持
つ問題であり，いかにデュアルユース技術を適
切に統制・管理するかが課題となる。また，
デュアルユースジレンマの問題やデータ保護の
問題が提起するのは，大学の中にある研究成果
や技術，データを悪用しようとする者から，そ
れらのリソースをいかに守るかという問題であ
り，軍事研究に自ら関与するか否かの選択とは
別の問題で，どちらの場合も無視できない問題
である。
　残念ながら，現時点の日本の大学では，大学
の中にあるデータを含む研究資源，研究成果に
ついて統制・管理する体制はほとんどできてい

ないと言っても過言ではない。今日の大学，さ
らには社会が直面する課題は，デュアルユース
技術開発のガバナンスなのである。

3.	 用語の定義―デュアルユース技術とは何か
　米国の事例を検討する前に，用語の整理をし
ておきたい。軍事用語など，科学技術政策や大
学の管理運営で一般的ではない言葉が頻出する
ので，それを以下に説明する。
3.1	 軍事技術，民生技術，安全保障技術
　一般的に，技術開発の対象が，兵器の開発な
ど軍事目的であるか，一般の人々の生活やそれ
に関連する産業に関わるものであるかの違いに
着目して，軍事技術と民生技術とを区別する。
　軍事技術のほかに，国防技術，防衛技術，安
全保障技術といった語も用いられる。軍事技術，
国防技術，防衛技術は，若干のニュアンスの違
いはあるが，実質上は同じものと考えてよい。
いずれも，軍事的組織の活動で用いられる装備
や後方支援のために必要な技術を指している。
　安全保障技術は曖昧な概念である。これは経
済安全保障，「人間の安全保障」概念の登場に
より，安全保障概念が拡張されたことによる。
なお，日本学術会議は 2017年 3月に「軍事的
安全保障研究に関する声明」を発したが，その
中で，軍事的手段による国家的安全保障を「軍
事的安全保障」とし，一般的な安全保障概念と
区別した。軍事的安全保障技術は，国防技術，
防衛技術とほぼ同じと考えてよい。
3.2	 デュアルユース概念の一般的理解
　デュアルユース概念の一般的な理解を表 1に

表 1．一般的なデュアルユース概念

説明 出典

Alicら
（1992）

「軍事的にも商業的にも利用できる技術」をデュアルユース技術と呼び，軍
事部門と商業部門の関係をデュアルユース関係と呼ぶ。ほとんどの技術は，
実際にはマルチユースである。

Alic et al.［3］（4頁）

Tucker
（2012）

デュアルユースという言葉には複数の意味がある。
防衛調達の文脈では，民生用と軍事用の両方の用途を持つ技術のことを指す。
政策立案者は，従来の兵器システムのコストを削減するために，民間の技術
を防衛部門に移転することを奨励することがある。

Tucker［6］（2頁）

EC
（欧州委員会）

デュアルユースアイテムとは，民生用と軍事用の両方に使用可能な商品，ソ
フトウェア，技術。

EC［7］

出典）筆者作成
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整理しておく。
　表 1が示唆するように，デュアルユースには
多義性がある。とくに，Tuckerの説明では，ス
ピンオン（後述）を明示的に含んでいる。この
ような多義性は，実は，いずれの説明において
も見られる。デュアルユース概念には幅があ
り，広義のデュアルユース，狭義のデュアル
ユースを想定できる。デュアルユース技術を考
えることは，軍事技術と民生技術の相互関係
（defense-commercial technology linkage，または

dual-use relationship）を考えることに他ならな
いので，相互関係の捉え方によって多様性が現
れる。これについては次項で示す。
　なお，デュアルユース技術において「用途」，
「use」という限定をしていることからも理解で
きるように，デュアルユース技術の理解の背景
には，技術そのものに軍事用技術，民生用技術
という本質的な区別があるのではなく，技術そ
のものは価値中立的なものと捉える傾向が見ら
れる。この点について，Tucker［8］（29頁）
は，デュアルユースは社会的なプロセスである
と指摘しており，そこでは技術決定論
（technological determinism）と技術の社会的構築
（social construction of technology: SCOT）の対比
として説明している。すなわち，技術決定論で
は，デュアルユースは特定の技術に固有の性質
であると捉えるのに対して，SCOTでは技術は
社会的に構築されるもので，技術は客観的で価
値中立的なものではなく，それを利用する実践
者の政治的な意図が反映されたものであるとす
る。このことから，デュアルユース技術であっ
ても，技術開発はオープンなプロセスであり，
それ自体が方向性を持っているというよりは，
技術開発をめぐって集まる多様な利害関係者の
関わり方などの社会的状況に応じて異なる帰
結，すなわち，民生利用，軍事利用，テロリス
トによる悪用などの帰結に至るのである。

3.3	 デュアルユース関係の観点からの整理
　デュアルユースには多様性がある。Alicら
［3］（64–75頁）は，軍事技術と民生技術の相互
関係（defense-commercial technology linkage，ま
たは dual-use relationship）の観点から 7つの
モードに分類した。本稿では，これを基にし
て，さらにその後登場したデュアルユースジレ
ンマも含めて，多様なデュアルユースを表 2の
ように大分類 4，小分類 10に整理する。
　なお，スピンオフもスピンオンも技術をその
まま軍事用，民生用に適用できるわけではな
く，軍事用途のために定められたミルスペッ
ク（MilSpec）に合わせた開発や民生用に適
した開発が必要であり，研究開発的要素は必
要になる 2）。開発的要素がないものは COTS
（commercially off-the-shelf）という。
　Alicらの時代には，デュアルユースジレンマ
という概念はなかったが，前述（2.3）のよう
に，これも広義のデュアルユースに含めてよい
だろう 3）。この場合，軍事との関係のみならず，
テロや犯罪での悪用もデュアルユースの課題と
なる。
　最も広義に捉えると，表 2の全体がデュアル
ユースであるが，あまり広くとらえすぎると，
明らかな軍事技術，民生技術まで dual useに含
むことになり，適当でない面もある。後述の歴
史的経緯を踏まえれば，デュアルユースは，冷
戦終結後の歴史的文脈の中で独自の意味を獲得
したのであり，研究開発のための共通基盤を活
用した技術開発，ツールや技術の汎用化を目指
した技術開発（表 2の B）を狭義のデュアル
ユースと位置付けるのが適当だろう。
　なお，あらゆる技術はデュアルユース的性格
を有している。これは文系の学問にも当てはま
る。心理学や文化人類学，外国語学は直接戦闘
で用いられるわけではないが，戦争協力してき
た歴史は否定できない。過去には哲学や倫理学

 2） 連邦議会技術評価局スタッフ（当時）のジョン・アリック（John A. Alic）氏ら［3］（55–60頁）は，軍用マグネトロ
ン技術から電子レンジが実現されるまでには，追加的な投資やマネジメント，忍耐力が必要であったことを具体的に
紹介している。また，マジックテープやテフロンが NASAの宇宙開発の産物であるといわれるが，それは間違いで，
スピンオフ神話というべきものであることも紹介している。

 3） デュアルユースジレンマに相当する「平和的な用途でありながら，核兵器，化学兵器，生物兵器の不正生産に利用さ
れる可能性のある材料，ハードウェア，知識」もデュアルユースに相当すると，Tucker［6］（2頁）は述べている。
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も戦時動員の対象となった。このこと自体は興
味深い研究課題ではあるが，本稿では扱わな
い。また，今日の日本の大学が本格的な軍事研
究開発（ミサイル開発，戦闘機開発等の防衛装
備品，正面装備 4）の開発）を独自に担う能力が
あるとは考えられないので，これについても本
稿では扱わないものとする。

4.	 デュアルユースの歴史的背景
4.1	 冷戦時代の技術の軍民関係
　冷戦時代は，軍事産業と民生産業とが分離
し，別々に存在している状態であった。そこで
は，両者の相互関係は，異なるセクター間の技
術移転として出現する。
　軍事技術を民生用に移転することをスピンオ
フ（spinoff）と呼ぶ。これは，アポロ計画終了

表 2．デュアルユースの分類―軍事技術と民生技術の相互関係に基く

大分類 小分類 説　明

A. 軍民転換 軍事が技術開発を牽引するという考え方に依拠する

①スピンオフ spinoff 軍事技術を民生用に転用。一般にはそのまま民生転換できることは
なく，追加的な研究開発が必要。

②防衛調達による初期市場の牽引 防衛調達による新技術開発と初期市場の牽引を通じた民生部門の技
術開発促進

B. 共通基盤・汎用化（狭義のデュアルユース）

③民生用・軍事用の共通技術の同時
用途開発

軍事技術開発のためだけのインフラ整備や開発の単独実施は高コス
ト，または現実的でないため，民生用技術開発を同時に進める

④防衛プログラムとベンチャー企業
等のインフラの共有

⑤大学，企業等が開発したエンジニ
アリング技術とツールを（政府ニー
ズに適合するように）汎用性を高め
るために支援

最初から軍民両用を目指して開発する，あるいは近い将来の軍事転
用（スピンオン）を狙いつつ，まずは民生用として技術開発。その
ため，開発当初は，外形的に純粋な民生技術の開発と区別すること
は困難。そのため，大学でのデュアルユース技術の扱いが問題にな
る。

⑥大学，国立研究所等の基礎研究ま
たは汎用研究を防衛官庁が支援し，
デュアルユース技術へと開発

C. 民軍転換 民生用技術開発の軍事利用

⑦スピンオン spin-on 民生技術を軍事技術に転用。一般にはそのまま軍用転換できること
はなく，追加的な研究開発が必要。

⑧ COTS （commercially off-the-shelf） 製品のレベルで既存の民生品を，追加的研究開発はほとんどなく，
軍事用に利用。ただし，詳細に定められたミルスペック（MilSpec）
を満たす必要があるため，しばしばMilSpecそのものを緩和するこ
とで実現する場合もある。

⑨防衛官庁提供のプログラムによる
技術実証や新市場開拓を通じて技術
普及を促進

同一技術を軍事産業，民生産業の双方で開発する場合に，共同開発
を支援することで無駄を省き，技術の実証を加速し，さらには民生
市場の開拓につなげる。ただし，軍事産業，民生産業の協働は困難
で失敗する可能性が高い。

D. デュアルユースジレンマ 軍事技術とは関係のない基礎研究でも，あるいは人類の幸福増進の
ための研究でさえ，ある種のものはテロや犯罪に悪用される危険性
がある。これをデュアルユースジレンマという。ただし，生物兵
器，化学兵器などは，正規軍が用いる場合もあり，テロや犯罪に限
定されるものではない。したがって，本質的にはデュアルユースの
一部と位置付けられる。

⑩デュアルユースジレンマ

出典）Alicら［3］（64–75頁）を参考に筆者作成。

 4） 防衛装備品とは，自衛隊が使用する火器・誘導武器・電気通信・船舶・航空機・車両・機械・弾火薬類・食糧・燃料
などを指す。正面装備とは，自衛隊の装備のうち，戦車，火器，護衛艦，戦闘機など直接戦闘用のものを指す。
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後の米国航空宇宙局（National Aeronautics and 
Space Administration: NASA）5）で，宇宙開発の
過程で生まれた技術の産業界への技術移転が活
発化したことに顕著に現れているように，軍や
軍事産業の技術水準が民生産業を凌いでおり，
軍事技術がイノベーションや経済発展をリード
するというという暗黙の前提に基づいている。
　一方，1980年代を境に，民生産業，とくに民
生用半導体産業，コンピュータ産業の技術力が
急速に伸び，また民生用であるがゆえに，いわ
ゆる学習効果によるコスト削減が顕著であるこ
とから，軍事用の半導体産業等を凌ぐように
なってきた。このように，民生用技術の水準が
軍事技術のそれを上回る場合，民生技術を軍用
技術に応用する方が時間的にもコスト面でも有
利になる。そこで民生技術の軍事技術への転換
が起きる。これがスピンオン（spin-on）であ
る。
　なお，スピンオンの場合も，そのまま軍事用
として利用できるわけではなく，なんらかの追
加的技術開発が必要になることが多い。そのま
ま使える場合は，Commercial-Off-The-Shelf
（COTS）という。この場合も民生用技術をその
まま転用できるわけではなく，軍事利用を前提
とした詳細な仕様（ミルスペック，MilSpec）
を満たすようにするか，逆にMilSpecの緩和が
必要になる。
　スピンオフ，スピンオン，COTSを模式的に
示したものが図 2である。
4.2	 冷戦終結後の政策転換とデュアルユース技

術開発
　冷戦が終結すると，国防予算の減少の局面を
迎えた 6）。装備品の取得が減少した結果，軍事
産業が後退し，再編も避けられず，軍用研究開
発基盤を維持することが急速に困難になって

いった。また，軍人が減少し，装備や技術の革
新が求められることになった。その結果，米国
の国防政策は大きく転換することになる。
　DOD のウィリアム・ペリー（William J. 
Perry）長官はまず，1994年 6月には，経費削
減のために，国防用の納入品に適用される
MilSpecの緩和と COTSの取得を推進する方針
を打ち出した［10］。この方針は，クリントン
（Bill ClintonまたはWilliam J. Clinton）政権下
の国家安全保障委員会（Committee for National 
Security）の 1995年の「国家安全保障科学技術
戦略」（National Security Science & Technology 
Strategy）［11］にも引き継がれた。
　「国家安全保障科学技術戦略」の主要なポイ
ントは，①防衛関連品の取得改革（COTSの活
用による経費削減とMilSpecの適用緩和と民生
仕様の製品の取得推進），②民生用技術の防衛
関連技術へのスピンオンの推進，③防衛のため
の産業技術基盤と民生向けの産業技術基盤の共
通化によるデュアルユース技術開発の推進，④
経済安全保障（Economic Security）概念の導入

図 2．軍民産業とスピンオフ，スピンオン，COTS
の関係

出典）筆者作成。

 5） NASAがいわゆるスプートニク・ショックを契機として，陸海空軍が別々に宇宙開発に取り組んでいた状況を改善す
るために，一貫性あるものにするための議論の結果として設立されたものであり，広義の軍事関連の行政機関の一つ
である。なお，エネルギー省（Department of Energy: DOE），国土安全保障省（Department of Homeland Security: DHS）
もそのルーツから，広義の軍事関連行政機関とされる。さらに，これらに加えて，国務省（Department of State: DOS），
中央情報局（Central Intelligence Agency: CIA）も国家安全保障関連の情報収集を目的としている。また，連邦捜査局
（Federal Bureau of Investigation: FBI）は国内のテロリスト，スパイを対象にしており，関連が深い。軍事関連機関に

DOS，CIA，FBI等を含めて，これら全体をインテリジェンス・コミュニティー（Intelligence Community）と呼ぶ。
本稿では DODを中心に取り上げるが，内容によっては，インテリジェンス・コミュニティー全体を想定して議論を
進める。

 6） 小林［9］を参照。
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である。
　③のデュアルユース技術開発の推進は，防衛
産業の業界再編が進み，縮小した産業基盤，研
究開発基盤の上で，とくに半導体技術，材料技
術，ITの開発に独自に対応することは困難であ
り，また防衛のための産業技術基盤と民生向け
の民生用産業技術基盤とを別々に維持すること
が困難であることから提案されたものである。
デュアルユース技術開発の推進が②のスピンオ
ンと区別されていることからも理解できるよう
に，防衛技術開発基盤と民生用技術開発基盤を
別のものとして扱う伝統的なスピンオフ，スピ
ンオンとは異なって，両方の技術開発基盤を共
通化することで，技術開発の最初から防衛用，
民生用の技術開発を迅速化する狙いがある。こ
れが，今日的なデュアルユース概念の起源であ
る。
　④の経済安全保障は，多分に当時の米国の経
済状況を反映したものではあるが，初めて経済
を安全保障の領域の一つとして位置付けたこと
に注目したい。ここには，デュアルユース技術
は民生用にも展開しうるので，それによって先
端技術の開発と民生利用を促進し，競争力強化
につなげようという意図が見られる。国際的な
経済競争の手段としてもデュアルユース技術開
発を位置付けたわけである 7）。
　デュアルユース技術開発が必要になった背景
としては，冷戦の終結という要因だけでなく，
当時の，またその後の科学技術の変容も影響し
ている。すなわち，基礎研究と応用研究のあい
だのタイムラグが短縮され，基礎研究（basic 
research）と応用研究（applied research）とを明
確には区別できない傾向が，とくに情報技術や
バイオで顕著になってきた。
　その後の情勢を踏まえれば，サイバー，イン
テリジェンス，宇宙などの新しい戦場が登場し
たことから，伝統的な正面装備は意味を持たな
くなり，情報技術の重要性が増したことも背景
となっている。画像認識，GPS等の測位技術，
AI，ビッグデータ解析などの情報関連技術は，

民生技術として重要であるだけでなく，国防・
諜報部門にとっても重要なのである。
　このように，防衛予算で民生技術開発を促進
し，経済競争力を強化することが，防衛技術開
発のみならず，経済安全保障につながるという
論理が成り立つことになる。こうして，防衛技
術を民生技術開発と並行して進めるという新し
い（狭義の）デュアルユース概念が誕生した。
軍事産業外の民生産業・ベンチャー起業・大学
の研究開発力に依存することにもなり，軍用転
換を想定しつつ，民生技術開発を推進すること
から，ややスピンオン寄りであるともいえる。
　なお，当初の経済安全保障は競争力確保，経
済発展を重視するものであった。今日では，技
術流出による経済安全保障に対するリスクや国
防に対するリスクも主要な課題として加わった
（後述）。
　狭義のデュアルユース技術開発を模式化する
と図 3のようになる。
4.3	 デュアルユースジレンマの時代
　本稿 2.3（デュアルユースジレンマとデータ
保護）で述べたように，軍事技術とは関係のな
い基礎研究であっても，あるいは人類の幸福を
願って進められる研究でさえテロや犯罪に悪用
される危険性がある。ここでは，説明を繰り返
さないが，これも新たな安全保障上の課題であ
り，広義のデュアルユースである。とくに，
データ流出を含む技術流出を防ぐことが重要で
ある。その意味では，初期にはバイオテロを主
に想定してデュアルユースジレンマを議論して
いたが，それを超える問題になりつつある。こ
のことについては後述する。

5.	 米国大学のデュアルユース技術開発ガバナ
ンス

　それでは，大学はデュアルユース技術開発に
どのように対処すべきだろうか。以下では，米
国の大学の事例を参照しつつ，大学のデュアル
ユース技術開発のガバナンスについて見てい
く。ここでは，予算の種類に基く研究成果の公

 7） 米国の国防産業に対する DODの政策は，多分に産業政策としての性格を有していた。小林［9］（8頁）参照。
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開可能性の管理，空間的区別による管理，デー
タ・情報の管理の 3点に注目する。
5.1	 大学における基礎研究と軍事研究の財政制

度上の境界
　米国でも，最初から大学における軍事研究や
デュアルユース技術開発の扱いが整備されてい
たわけではない。
　冷戦下では国防と大学は比較的密接な関係に
あったが，ベトナム戦争時には，学生や教員を
巻き込んだ反戦運動が，軍事研究に従事する教
員と対立することがあり，これが契機となり，
大学のキャンパス内での軍事研究の扱いに変化
が生じた［12］（185頁）。連邦議会で 1970年国
防権限法（Defense Authorization Act of 1970）
の一部として成立したMansfield修正条項では，
DODが支援できるのは，特定の軍事的な機能
と関係がある基礎研究（basic research）だけに
限定された。そのため，DODは実質的に大学
に対する基礎研究の支援ができなくなった 
［12］（185–186頁）。
　その後，レーガン（Reagan）政権の時代に，
科学研究と安全保障のあり方をめぐって議論が

行われ，その結果として国家安全保障指令 189
（National Security Decision Directive 189: NSDD-

189）［13］が発表された。NSDD-189は，基礎
研究（fundamental research）は，教育的使命を
持つ大学が最も頻繁に行う研究であり，その結
果は通常，公表され，科学界で広く共有される
ものであることから，基礎研究（fundamental 
research）の公表は制限されないと規定した 8）。
　NSDD-189は，大学が軍事関連の資金を導入
するか否かの判断基準が，「資金源がDODであ
るかどうか」から，「研究成果の公開が制限さ
れるか否か」に変えたのである。DODからみ
ると，これは，科学知識の公開を前提とする基
礎研究と国防への実用を目的とする機密研究が
区別されたことを意味する。
　DODは，予算制度上の研究開発（Research, 
Development, Test and Evaluation: RDT&E）の種
類を表 3のように整理した。大学に研究成果の
公表に制約が課せられない研究資金は，科学技
術活動のうち基礎研究（fundamental research）
であり，これは基礎研究（Basic Research）と応
用研究を含む。これらについては，大学の中で

 8） 「「基礎研究 fundamental research」とは，科学および工学の基礎研究および応用研究 basic and applied researchであっ
て，その成果が通常公表され，科学コミュニティ内で広く共有されるものをいい，所有権や国家安全保障上の理由か
ら公表が制限されうる専有研究や産業界の開発・設計・生産・製品利用とは区別される。基礎研究 fundamental research
の成果は，可能な限り制限されないようにすることが，本政権の方針である。」（NSDD-189［13］）

図 3．デュアルユース技術開発と軍事技術開発，民生用技術開発との関係
出典）筆者作成。
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通常の研究活動として実施できる。なお，大学
は 6.3以上の研究開発を受託する場合もあるが，
その場合は機密研究となり，一般的には大学の
キャンパス外で実施する（次項参照）。
　ちなみに 2018年度については，6.1の支出
が DODの RDT&E全体の 4.5％，6.2が 9.9％
を占める。その多くが大学への支出である。
DODからみると僅かな割合だが，大学にとっ
ては大きい金額である。なお，6.3は 12.0％で
ある［15］。
　NSDD-189の考え方は現実的である。研究資
金源が，政府の国防部門か基礎研究支援の部門
かで，軍事技術と民生技術を区別することは，
一見するところ妥当であるように思われる。し
かし，大学研究者が民生技術開発を装った軍事
研究費を迂回して得ることは容易である。その
場合，大学の内部審査には限界がある。日本で
は，総合科学技術・イノベーション会議が，戦
略的イノベーション創造プログラム（SIP）や
その他のプログラムで，支援の対象に防衛技術
研究開発を徐々に取り込んでいる。さらに，非
防衛部門向けの研究開発予算の一部が「デュア
ルユース」の名の下に，防衛技術開発に回され
ているという現実もあり，研究資金源を判断基
準として単純に軍事，民生に分けることには限
界がある。
　なお，米国の NSDD-189に関しては，2008
年，2010年に，再委託の場合も，6.1，6.2の基
礎研究（Fundamental Research）に相当するケー

スでは，原則として政府による公表制限の対象
とはならないことが認められて今日に至ってい
る。とはいえ，多くの場合，研究成果の発表に
先立ち，研究を助成している DODの担当部署
に原稿を送付し，公開が禁止されている機微な
情報の記載の有無について確認を受ける必要が
あるともいわれており，運用上は，微妙な点も
ある［14］（118頁）。
5.2	 機密保持のための空間の分離
　大学が DODからの研究資金を受け入れる上
では，2つの要件がある。第 1は資金源が基礎
研究（Fundamental Research）向けの資金（6.1
または 6.2）であることである。第 2に，多く
の大学は，成果の公開が制限される機密研究を
キャンパス内で実施することを禁止する明快な
ポリシーを持っている。換言すれば，大学の
キャンパスの中で実施される研究は，もっぱら
基礎研究（fundamental research）だということ
になる。
　もっとも，大学は DODからの研究資金が 6.3
以上の場合でも受け入れることは不可能ではな
い。大学が機密研究を受託する場合，通常はそ
の研究を，学外の特別の施設で行うことを条件
としている［12］（192頁）。例えばマサチュー
セッツ工科大学（MIT）のリンカーン研究所は，
MITのメインキャンパスから約 20Km離れてい
る。このように一般的には，大学のメインキャ
ンパスから離れたところに軍事研究用の施設が
設置されることが多い。たとえ同じキャンパス

表 3．国防省（DOD）における研究開発（RDT&E: Research, Development, Test and Evaluation）の分類

国防省の研究開発（RDT&E）分類 番号 米国政府共通の分類

科学技術活動
（Science and 
Technology 
Activities）

基礎研究
（Fundamental 
Research）

基礎研究（Basic Research） 6.1 基礎研究（Basic Research）

応用研究（Applied Research） 6.2 応用研究（Applied Research）

先端技術開発（Advanced Technology Development） 6.3 開発（Experimental development）

兵器開発活動
（Weapons 
Development 
Activities）

先端部品開発及びプロトタイプ（Advanced Component 
Development and Prototypes）

6.4

システム開発・実証（System Development and Demonstration） 6.5

研究開発試験及び評価（RDT&E Management Support） 6.6

実機システム開発（Operational System Development） 6.7

出典）岡村［14］（110頁）を基に筆者作成。
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にある場合でも，研究を実施する建物などが少
なくとも他の施設から隔離または分離されて配
置されることにより，研究の実施場所が一般の
研究活動から空間的に峻別されていることが条
件となる。このような，空間的な区別は，米国
の多くの大学で共有される規範になっている。
　このような規範が形成されるようになった背
景としては，DODがその初期に，連邦政府出
資研究開発センター（Federally Funded Research 
and Development Center: FFRDC）として研究
所を設置していたことが影響していると思わ
れる。FFRDCは GOCO（Government-Owned, 
Contractor-Operated）であり，すなわち，政府
の研究所でありながら，大学等に運営を委託す
る。大学の中ではなく，そこから多少離れた場
所に設置し，機密保持を実現していた。FFRDC
で働く研究者は大学が雇用しているが，研究所
は大学の一部ではない。大学であって大学でな
い研究所なのである。
　ただし，現在は DOD関係の FFRDCで大学
に運営を委託しているものは 2つだけであり，
今日では，大学附置研究センター（University 
Affiliated Research Center: UARC）を設置するこ
とが主流である。これは，GOCOとは異なり，
大学の施設で DODの研究を実施するものであ
る。かつては FFRDCだったジョンズホプキン
ス大学の応用物理研究所がUARCに転換したよ
うな古くから存在するものは異例で，多くは
2012年以降に設置されており，2021年 3月現
在，14センターが存在している［16］。 ただし，
全国的に分散する拠点の連合体のようなセン
ターもあるので，実際には多数の研究施設が
UARCとして位置付けられている。
　UARCは，DODの委託で特定の研究を推進
するというより，DODが一流大学の先端技術

にアクセスできるようにすることを重視してお
り，研究資金はブロックグラントとして配分さ
れる。研究資金面でも，DODの資金のみに依
存するのではなく，産学共同研究等も行われて
いる。筆者らも訪問調査を行なったが，大学の
メインキャンパスから離れた場所に研究施設が
建設されていた。基礎研究も実施されているほ
か，産学連携も実施していた。セキュリティは
極端に厳しくはないがしっかりしていた印象で
ある 9）。
5.3	 情報のコントロールーCUIとJASONレポート
　米国大学のデュアルユース技術開発のガバナ
ンスの新しい話題は，情報のコントロールの問
題である。すでに述べたように，最近の 3Dプ
リンタ技術や合成生物学に見られるように，
データがあれば，武器の製作や病原体の遺伝子
改変などが可能になった。また，大量のデータ
を用いて，ある種の情報操作をすることも可能
である。つまり，かつては武器や武器の製造装
置等の輸出制限するために，モノの安全保障貿
易管理が技術流出を防止するための主要な手段
であったが，データ，情報が重要な役割を持つ
時代になり，データの国際移動を統制すべき時
代になった。モノの安全保障貿易管理には限界
も見えてきた。データや情報をいかに統制する
べきか。サイバーセキュリティを強化すること
は当然であるが，そのためにも，データそのも
のの機密性を評価し，管理していくことが必要
になる。ただし，現時点では，データ，情報の
コントロールの決定打はないと思われる。
　このような中で，「管理対象非機密情報」
（Controlled Unclassified Information: CUI）とい
う情報管理ルールが登場した 10）。CUIとは，政
府が作成もしくは保有する情報，または政府の
ために，あるいは政府に代わって団体が作成も

 9） 筆者らが訪問した南カリフォルニア大学創造技術研究所（University of Southern California, Institute for Creative 
Technologies （ICT） <https://ict.usc.edu/>）は，DODの予算により運営されている UARCの一つである。UARCの規模
としては中程度で，研究所は大学のキャンパスから離れた場所に立地している。人工知能，グラフィックス，バー
チャルリアリティなどを研究対象としている。映画撮影用の CG技術等も手がけており，2010年にはアカデミー賞
を受賞している（Parry［17］）。

10） 911米国同時多発テロを契機として，連邦機関がバラバラな方式でインテリジェンス情報を管理していたのを共通化
しようとしたもので，2004年の国土安全保障省（Department of Homeland Security: DHS）の発足以来検討され，オバ
マ政権下で大統領司令 13556（Executive Order 13556 - Controlled Unclassified Information，2010年 11月）としてまと
められたのち，2016年に CFR（Code of Federal Regulations）に収録され，発効した（32 CFR Part 2002 Controlled 
Unclassified Information）［18］。



 — 462 —

しくは保有する情報で，法律，規則，または政
府全体の方針により，保護もしくは拡散管理に
よって機関が取り扱うことを要求されたもの，
または許可されたものを指す 11）。
　 も っ と も，CUI は 大 学 の 基 礎 研 究
（fundamental research）の情報の管理には適し
ていないという見解もある。JASONは NSF
から，基礎研究（fundamental research）の安
全保障に関して諮問を受け，2019年に報告
書をまとめた 12）。報告書は「大学は，HIPAA
（Health Insurance Portability and Accountability 

Act of 1996），FERPA（Family Educational Rights 
and Privacy Act of 1974），輸出管理，タイトル
XIII13）などの既存の制度によって，CUIを取扱
う仕組を持っている。CUIによる保護は難しい
が，これらの作業には適している。しかし，基
礎研究分野の保護には適していない。」，「NSF
は，基礎研究は可能な限り無制限であるべきで
あることを明確にした NSDD-189の原則を再
確認することを支持し，基礎研究分野に中間レ
ベルの境界を設けるメカニズムとして，新しい
CUIの定義を使用することを控えるべきであ
る。」とした。
　CUIの妥当性や有効性，とくに基礎研究に関
する情報の保護に対する有効性に関しては，議
論があるところであるが，今日，データや情報
に対する有効な保護手段・手続きが必要な状況
にあることは確かである。

6.	 大学を超えてーポスト911のデュアルユース
技術開発施策

　近年の先端的デュアルユース技術開発，とく
に情報技術分野のイノベーションの担い手は
大学を超えて，ベンチャー企業，学生を含むア
マュアへと広がっている。大学が基礎的研究開
発の中心として厳然たる地位を誇示していた時

代と異なって，非伝統的研究者，非伝統的研
究開発機関が果たす役割が大きくなり，研究
開発拠点が社会の中にスポラディックに存在
し，それを担う研究者，開発者，関連する組織
を特定し，識別することが困難になってきてい
る。サイバー戦争，ネットワーク中心の戦い
（Network-Centric Warfare: NCW）などが話題に
なる時代に，技術開発動向を正確に把握するこ
とが困難になっているのである。
　デュアルユース技術開発を促進するために
も，適切に統制し，技術流出を防ぐために
も，新たなデュアルユース技術開発の担い手
たちを特定，識別することが重要になる。米
国のデュアルユース技術開発促進の担い手と
して国防高等研究計画局（Defense Advanced 
Research Projects Agency: DARPA）は有名であ
る。DARPA自身も，こうした社会に分散する
技術開発活動に関する情報を収集し，デュアル
ユース技術開発の促進につなげるために，2004
年にGrand Challengeと命名された自動走行車開
発のコンテスト以来，AI，ロボット，自動翻訳
等の分野で多数のコンテストを実施してきた。
その後，米国では，潜在的な研究開発力やアイ
デアを持つ人材やチームを掘り起こし，その力
を結集することを意図した懸賞金競争（Prize 
competitions）またはイノベーション誘発コンテ
スト（Innovation Inducement Contest）と呼ばれ
る施策として定着した［21］（34頁）。
　米国では DARPAのチャレンジシステムに限
らず，こうした社会に分散する技術開発活動に
関する情報を収集し，有力な研究チームやベン
チャー企業を掘り起こし，エンジェル投資家，
ベンチャー・キャピタル，ユーザ等を含む
ネットワークと結びつけ，イノベーションを
促進する仕組を発展させてきた。CIAが出資す
るベンチャーキャピタル In-Q-Telもその一つで

11） CUIには 3種類ある。すなわち，① CUI基本情報（information CUI Basic）（機関に情報の管理または保護を要求また
は許可するが，具体的な管理方法を提供しない情報），② CUI指定情報（information CUI Specified）（機関に情報の
管理または保護を要求または許可し，具体的な管理方法を提供する情報。③その他（機関に情報の管理を要求または
許可し，その管理方法の一部のみを指定する場合は CUI指定情報。当局が具体的な管理方法を指定しない場合は CUI
基本情報）［19］。

12） 第二次世界大戦後に，エリート研究者が数十人集まって結成された独立系科学助言クループで，2000年前後までは
国防分野の有力な助言機関であったが，近年はその影響力は低下していた。研究インテグリティ問題（後述）に関連
して，報告書（いわゆる「JASONレポート」）［20］を発表した。

13） センサスに関する法令（13 U.S.C.）を指す。
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ある［21］。
　DARPAは研究開発機関であり情報収集自体
が主目的ではないが，その背後に多様な情報収
集機関があり，それらがデュアルユース技術の
芽を探索している。こうした情報収集機関・機
能の役割についても注目する必要がある。DOD
は，研究開発を含む DODの業務に関する助言
情報を，省内と省外の複数の機関から得てい
る。前述の JASONも有力な外部助言組織の一
つであったが，最近は影響力がなくなってお
り，内部組織である国防科学委員会（Defense 
Science Board: DSB）の方が重要になっている
という指摘もある 14）。DSBは，「国防長官，国
防副長官，調達・技術・兵站担当国防次官，統
合参謀本部議長に対し，DODが特に関心を持
つ科学的，技術的，製造的，調達プロセス的，
その他の事項について助言を行う」［12］（187
頁）組織であり，DSBが特定した技術的課題な
どの解決策を見つけ，研究開発に繋げるのが
DARPAという関係にある。
　また，DODは 2015年に国防革新ユニット
（Defense Innovation Unit: DIU）を発足させ
た 15）。DIUは国家安全保障のイノベーション基
盤を拡大し，軍全体への商業技術の導入を促進
することを目的としている。DIUは，シリコン
バレー，ボストン，オースティン，ペンタゴン
にオフィスを構え，政府と取引していないス
タートアップ企業や既存企業で進行中のプロ
ジェクトに入り込み，DIUのパートナーである
DODの各部局，戦闘司令部，防衛機関などの
組織と連携して，国内の国家安全保障上の課題
に対応する先進的な商用的ソリューションを見
出し，それを DOD向けに迅速に試作，提供す
ることを狙っている。DIUの特徴は，民間の技
術開発を軍事用途の施策や製造へ橋渡しするこ
と，そしてその時間を短縮することにある。軍
事用の技術開発は時間がかかるが，DIUは，軍

事用プロトタイプの開発やスケールアップを商
業的なスピードで展開することに注力してい
る 16）。
　ユニークな助言組織としては，SIGMA Forum
がある。SIGMA Forumは，米国政府等に未来
志向のコンサルティングを提供する SF作家の
グループである。国防と国土安全保障分野で
は，新しく革新的な解決策を必要としている
が，テクノロジーを単に外挿するだけでは予測
には不十分である。これに対して，官僚主義な
どから自由な立場にある SF作家の未来に対す
る考察や熟慮に基づき助言するのが SIGMA 
Forumである［25］ ［22］（440頁）。
　このように，DODのデュアルユース技術開
発促進策は，多様な情報収集機関によって支え
られている。日本では，デュアルユース技術開
発のモデルとして DRAPAまたは DARPAモデ
ルが手本として参照されることが多く，大学と
デュアルユース技術開発との関係においても，
技術開発プログラムへの参加の是非のみに注目
が集まりがちである。日本で DARPAモデルと
いう場合には，特定のハイリスク・ハイリター
ンの技術領域にプログラムマネージャ（PM）
を置き，彼らに情報収集とプログラム運営の権
限を集中させる点が注目を集めがちである。し
かし，DARPAには PMが百人近くおり，情報
収集をしている。また，米国には，多様な情報
収集機関，橋渡し機関が存在する。こうした活
動や機関とデュアルユース技術開発との関係も
注視する必要がある。

7.	 デュアルユース技術開発ガバナンスの一般
的枠組

7.1	 デュアルユース技術開発の基本的枠組
　表 2のデュアルユースの分類に純粋な軍事研
究を加えて，多様なデュアルユース技術開発の
目的や機密性の度合いなどに応じたガバナンス

14） マイケル・ゴールドブラッド（Michael Goldblatt, DARPA国防科学室長（1999–2004））へのインタビューによると，
DSBが見つけた問題の解決法を探すのが DARPAという位置づけであるという［22］（447頁）。

15） DIUは当時国防長官に就任したアシュトン・カーター（Ashton B. Carte）のアイディア。当初はうまく動かなかった
が，調達方式の見直しなどにより，機能的に活動できるようになった［23］。

16） Defense Innovation Unit［24］。なお，DIUは，民間企業が最先端を走る 6つの技術分野（先進エネルギー・材料，人
工知能，自律性，サイバー，ヒューマンシステム，宇宙）を主たる対象としている。
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の方向性を整理すると表4のように整理できる。
　軍事用技術開発を目的とする場合，その開発
プロセスは当然ながら機密研究として，委託
側，受託側ともに厳格に管理されることにな
る。問題はスピンオフやデュアルユース，デュ
アルユース・ジレンマの場合で，これらは民生
技術開発や研究活動そのものであり，基本的に
は公開研究である。しかし，その研究が適切に
実施されているかどうかという点に関しては，
研究不正に関わるルール，生命倫理等のガイド
ラインや利益相反，安全保障貿易管理等の一般
的な手続きに沿って，実施機関が研究活動を管
理し，適切性を保証することになる。ただし，
委託研究や共同研究の場合は，相手が民間企
業，防衛関連機関等である場合は，研究活動や
その成果の発表に関して一定の統制が行われる
余地がある。

7.2	 ガバナンス手段の体系
　一般的に，研究活動に対する統制の手段をそ
の拘束力，強制力の強弱の観点から整理すると
表 5に示すように整理できる。
　ガバナンス手段の中では，法的規制が最も厳
格で強制力があり，報告義務が課せられたり，
研究に従事するために一定の資格の取得が要請
されたりする。ただし，前述のとおり，過剰な
統制は，かえって監視や規制が困難な闇市場を
生み出す ［2］（209頁）可能性もあることに留
意しなければならない。
　一方，研究者の行動規範や透明性は重要な手
段であり，多くの研究活動はこうした研究者集
団の自主的な規範によって健全性が保たれてい
る。これはすべての研究開発の基盤であり，ま
た理想である。しかし，現実的には，特定の集
団が自分たちだけに都合のよい方向に誘導する

表 4．デュアルユース技術開発のガバナンスの基本

技術開発の種類 目　的 機密性 ガバナンスの方向性

① 国防技術開発
スピンオン

軍用技術開発 機密研究 •防衛資金による委託研究開発
•委託側・受託側ともに厳格な機密管理が必要

② スピンオフ
デュアルユース
（狭義）

民生技術開発 公開研究 •資金源の多様性（防衛資金による委託研究・競争的研究開発，
一般的研究開発資金，民間資金）

•資金源による統制
•大学や公的機関による保証・検証
•公的ガイドライン
•将来的にはスピンオンの可能性あり（その際は①へ）

③ デュアルユース・
ジレンマ

研究活動 公開研究 •一般的研究開発資金で支援
•研究者に第一義的な管理責任
•大学や公的機関による保証・検証
•公的ガイドライン

出典）著者作成

表 5．ガバナンス手段の体系

法令
（ハードロー）

法的規制
強制的なライセンス，認証，登録
安全保障貿易管理
報告義務

厳格
（過剰管理のリスク＝かえって闇研究開発を招く可
能性）

ガイドライン
（ソフトロー）

セキュリティガイドライン
産業界・科学界のセルフガバナンス
国際標準の採用
出版前審査

曖昧さ，恣意性

道徳的手段
（非公式）

行動規範
リスク教育と意識向上
内部告発の窓口
透明性の確保

厳格ではない
（自分たちだけに都合のよい方向に誘導するリスク，
実質的に機能しないリスク）

出典）Tucker［8］を基に筆者作成。
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リスクが指摘されている［8］（34頁）ほか，意
図的ではないとしても，「科学者たちは，お互
いの仕事に何らかの制限を加えることをためら
い，監視の仕組みを官僚的な負担とみなす。法
的権限のない自主的なガイドラインに基いて設
置される科学者だけで構成される規制機関で
は，懸念される最も重大な実験でさえ止めるこ
とはできないだろう。」［26］（S13頁）という指
摘もあり，道徳的手段だけで研究活動を適切に
統制することには限界がある。
　中間的な手段であるソフトローは，曖昧さ
や，その適用が恣意的になる余地を残すという
弱点がある。
　大学として，デュアルユース技術開発を実施
する場合，その初期には将来的に民生技術とし
て発展するか，軍事技術として発展するかはわ
からない。そのような研究開発段階でも，安全
保障貿易管理等の法的根拠を持つ統制手段，研
究不正に関わるルール，生命倫理等のガイドラ
インや利益相反等の公的に提示されたガイドラ
イン，さらには行動規範のような多様な統制手
段によって，研究活動は統制されることにな
る。一方，軍事技術として発展する可能性が見
込まれる場合には，例えば米国において，法的
または機関の各種ルールによって統制されてい
たように，より厳格なルールが課されることに
なる。日本の大学においてデュアルユース技術
開発または一般的な研究開発を実施する場合に
も，表 5に示すような各種の統制手段を組み合
わせ，さらに具体的なルールとして定めていく
ことになる。
7.3	 プロセスのガバナンス
　大学における研究のほとんどがデュアルユー
ス的性格を持ち，将来的に民生用にも軍事用に
も展開する可能性があるとはいえ，あるいはま
た悪用される可能性があるとはいえ，研究に着
手する段階ですべての可能性が判明していると
は限らない。そのため，現実的には，ガバナン
スのための各種手段を研究開発のどのタイミン
グで適用するかが問題となる。これについて
は，決定打はないが，特定の段階で特定の手段
を適用すればよいという機械的なものではな

く，各種のフレキシブルなガバナンスのプロセ
スが提案されている。
　理論的には，この問題は技術のコントロール
における「コリングリッジ（Collingridge）のジ
レンマ」［27］（11頁）に相当する。これは，新
興技術の開発初期には，その社会的影響を予測
しようとしても最終的な形を予測することは困
難であり，ひとたび技術が市場に出て広く使用
されるようになれば，社会的影響が明らかに
なっても，それをコントロールできなくなると
いう，解決が困難な状況を表現している。これ
は ELSI問題（Ethical, Legal and Social Issues：
倫理的・法的・社会的課題）の一種である。こ
のような困難に対しては，なんらかの社会的介
入を技術開発の中途段階で行うことで，対処す
る必要がある。
　例えば，上流（upstream）からの（市民）参
加や予防原則による研究開発の停止などをデュ
アルユースのケースに当てはめれば，実現した
場合に影響が大きい技術の軍事転用や悪用の可
能性（大量殺戮兵器に発展する可能性など）が
予期しうる場合には，一定の対策が講じられる
までは，開発に着手しない（モラトリアム），
または開発そのものを中断するという判断にな
りうる。逆に技術の社会的影響が深刻でない
か，または回復可能，技術開発を容易に停止で
きる場合は下流（downstream）で，特定の技術
（を用いた製品等）の上市の前後のテストで統
制ができる。
　しかし，多くの技術開発は，その中間段階
にある。とくにデュアルユース性のある技術
に関しては，軍事転用の可能性や悪用の可能
性は，研究開発が進む過程で次第に明らかに
なってくる。このような問題に対しては，中
流での調整，すなわち技術開発のプロセスの
途中での調整（midstream modulation）により
対処しようという考え方がある［28］。研究開
発者が，開発の途中で，他者と協力して，一
定の配慮を自らの技術開発に取り込むことで，
研究の停止を避けつつ，一定の統制をすると
いう考え方である。また，Guston［29］の提
唱 す る 予 測 的 ガ バ ナ ン ス（Anticipatory 
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Governance）の概念 17）も，技術開発と並行し
て，継続的かつ再帰的なプロセスにより，さ
まざまな情報に基づいて断続的なコントロー
ルを目指すものである。
　以上，デュアルユース技術開発のガバナンス
のための一般的な枠組や考え方を整理した。現
実のガバナンスを設計する上では，多様な手段
を組合せ，技術開発のプロセスと寄り添うよう
な形でタイムリーにコントロールをする必要が
ある。デュアルユース技術に軍事転用の可能性
や悪用のリスクが認識された場合には，例え
ば，軍事技術へと発展させる場合には，米国の
ように大学のキャンパスから切り離す，建物な
どを独立させて空間的セキュリティのみならず
データや情報のセキュリティを確立し，人の出
入りを含む管理が必要なる。逆に軍事技術への
転換や悪用を避ける決断をした場合も，研究開
発の方向性は異なるとしても，軍事技術へ向け
た研究開発の場合と同様の管理が必要になる。
　いずれにしても，こうしたガバナンスは，リ
アルタイム・テクノロジー・アセスメント
（real-time technology assessment）［32］，予測的
ガバナンス，責任ある研究・イノベーション
（responsible research and innovation: RRI），ELSI
などと呼ばれる活動と密接な関係を持つことに
なる。

8.	 日本の大学が直面する課題と困難
　当然ながら，日本と米国は，大学のあり方は
もちろん，防衛産業のあり方などに違いがあ
り，米国国防省と日本の防衛省の間にも違いが
ある。そのために，日本におけるデュアルユー
ス技術開発のガバナンスの構築を進める上で，
米国の経験をそのまま移植することはできな
い。とくに，①政策上，財政上の軍事研究開発
と民生用研究開発との区別，②大学の空間的セ
キュリティ及びサイバーセキュリティ，③地政
学的環境変化への対応に対する取組の違いは無

視できない。
8.1	 政策上，財政上の軍事研究開発と民生用研

究開発との区別
　米国の場合は，表 3に示したように，DODに
おける研究開発費の財政上の明確な区分があ
り，それを基準にNSDD-189により，基礎研究
（fundamental research）に関しては，大学研究者
は公開を制限されないというルールが確立して
きた。資金源を基準とした大学のデュアルユー
ス技術開発の是非の判断の放棄である。それで
は日本はどうか。
　結論をいえば，日本では政策上，財政上，軍
事研究開発と民生用研究開発とは区別されてい
ないので，資金源（予算の種類）を基準とした
研究成果の公開可能性の判断は困難であり，し
たがって資金源を判断基準として大学のデュア
ルユース技術開発の是非を判断することはでき
ない。「安全保障技術研究推進制度」から資金
を得ていることだけを基準にすると，それでは
把握できないデュアルユース技術開発を取りこ
ぼすことになり，不完全である。
　「研究開発システムの改革の推進等による研
究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進
等に関する法律」（「研究開発力強化法」。現：
科学技術・イノベーション創出の活性化に関す
る法律）の 2013年改正で，科学技術の振興に
必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を定めた第
28条に「我が国及び国民の安全に係る研究開発
等並びに成果を収めることが困難であっても成
果の実用化により極めて重要なイノベーション
の創出をもたらす可能性のある革新的な研究開
発を推進することの重要性に鑑み，これらに必
要な資源の配分を行うものとする。」「我が国及
び国民の安全または経済社会の存立の基盤をな
す科学技術については，長期的な観点からその
育成及び水準の向上を図るとともに，科学技術
の振興に必要な資源の安定的な配分を行うよう
配慮しなければならない。」を追加した。

17） 類似の概念として，Experimental Government（実験的政府：実験的政府または学習する政府とは，物事を頑健かつ体
系的にテストし，測定し，（政策立案，ガバナンスに）何が有効かを（固定せずに）学習的に発展させる政府）［30］，
Tentative Governance（暫定的ガバナンス：目的を断定的に規定するのではなく，持続的な調査と学習を重視する。暫
定的ガバナンスは，暫定的，フレキシブルで修正可能性を有し，動的でオープンなアプローチ（実験，学習，反省，
可逆性を含む）をとるガバナンス方式）［31］などがある。
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　ここで繰り返される「国及び国民の安全」は
非常に広い概念である。国会審議で，提案側で
ある大塚拓衆議院議員が「国や国民の安全に係
る研究と申しますのは，具体的には，安全で安
心して暮らせる社会の形成，災害，貧困その他
の人間の生存及び生活に対するさまざまな脅威
の除去，国際社会の平和及び安全の確保並びに
我が国の安全保障等に係る研究開発ということ
を想定いたしております。」（185-衆 -文部科学
委員会 -7号 平成 25年 11月 29日）と説明して
おり，安全保障に関する研究開発を含むものと
している。つまり，安全保障に関する研究開発
も，科学技術の振興に必要な資源の配分の対象
となることが法的に明確化されたのである。
　また，2018年の研究開発力強化法の科学技
術・イノベーション創出の活性化に関する法律
への改正の際の国会審議でも，山本太郎参議院
議員の「本法案の中に大学の軍事研究，これに
対する歯止めになるようなものって何か入って
いますかね。」という質問に対して，提案側の
大野敬太郎衆議院議員は「基本的には，軍事研
究に，この支出に対する歯止めというのが掛け
られているかというと，本法律案ではそういっ
た旨の規定はございません。」と明言している
（第 197回国会参議院文教科学委員会 第 6号 平
成 30年 12月 6日）。
　つまり，日本の法律の建付では，科学技術振
興には安全保障に関する研究開発，軍事研究も
含まれており，それを一般的な科学技術研究と
区別していない。大学に対する軍事研究に関し
ても，何の条件もなく資金の支出が可能とされ
ているのである。現実に，革新的研究開発推進
プログラム（ImPACT）やムーンショット型研
究開発制度には，デュアルユース技術開発に関
わるテーマが含まれている。ムーンショット型
研究開発制度のムーンショット目標 6は「2050
年までに，経済・産業・安全保障を飛躍的に発
展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実
現」であり，安全保障を明示している［33］。
　このように安全保障技術開発と民生用技術開
発を明示的に区別する枠組がないことは，大学
が軍事的安全保障技術開発につながるデュアル

ユース技術開発に取組む場合も，そうでない場
合も，その判断と管理を現場である個々の大学
に委ねることになり，大学側の負荷は非常に大
きいものになる。また，大学間で判断が異なる
状況も十分に想定できる。現に「安全保障技術
研究推進制度」に対する態度が大学ごとに異な
り，ある種の混乱状況にあることはその一端で
ある。
　本来であれば，政府のプログラムごとに，研
究開発の目的や制約条件等を明確に区別する
か，米国の DODにおける研究開発費の財政上
の区分のような基準があれば，大学における
個々の研究開発プロジェクトの管理は明確にな
る。これは，軍事的安全保障技術開発につなが
るデュアルユース技術開発に取組む場合にも，
そうでない場合にも望まれることである。現在
の制度的枠組は，大学の現場にその判断と管理
を委ねる形になっており，安定した制度とはい
えない。
8.2	 大学の空間的セキュリティ及びサイバーセ

キュリティ
　第 2に，米国の大学は，機密性のある情報を
取り扱う場合や研究開発を進める場合に，空間
的区別による管理を徹底する方式を採用してい
る。つまり，機密研究を実施する場合には，そ
れにふさわしい環境整備が必須である。しか
し，日本の大学はほとんどの施設で，建物など
のハード面も，情報管理などのソフト面も，セ
キュリティ対策がお粗末な状況にあることは否
定し難く，機密研究向けにできていない。
　デュアルユース技術開発がある程度進展し，
その実用化の可能性が明確になるにつれて，そ
れが軍事用であれ，民生用であれ，技術や情報
の管理は必須である。また，直接実用化に結び
つく研究開発をしていない場合でも，技術流出
（技術の悪用など，意図せざる流出を含む）の
防止の点から，技術や情報の適切な管理が求め
られる。現時点では，いわゆる安全保障貿易管
理が法律な根拠を持つ統制手段となっている。
しかし，空間的区別も十分ではないし，サイ
バーセキュリティに関しては，そもそもデュア
ルユース技術開発を前提としたサイバーセキュ
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リティ体系が整備されているわけではないの
で，その適否の判断すら難しい。
　DODは専用施設の建設支援をしている場合
もある。日本の「安全保障技術研究推進制度」
のみならず，デュアルユース技術開発を目的に
含む研究開発支援制度は，ある意味では大学の
努力にタダ乗りしているのであり，国としての
責任を果たしているとは言い難い。
　なお，この問題は，デュアルユース技術開発
問題にとどまらない。現在，日本の大学は国際
共同研究の拡大を求められているが，各国で，
技術流出の懸念から国際共同研究における技術
管理の強化が進めば，国際共同研究の実施に際
しても，日本側大学でも同等以上の厳格な技術
管理，情報管理が求められる可能性が高い。そ
うなると，技術管理，情報管理の不徹底が，海
外研究機関との共同研究の阻害要因になりかね
ない。国際共同研究促進のためにも，日本の大
学では，研究環境（研究施設，ネット環境等）
のセキュリティ強化を進める必要がある。
8.3	 地政学的環境変化への対応
　日本では，2020年の「統合イノベーション戦
略 2020」（2020年 7月 17日，閣議決定）に「研
究インテグリティ」という語が政策課題とし
て，唐突に登場した 18）。研究インテグリティは
それ自体，独立に扱うべき問題であり，本稿で
は詳細は省くが，この問題は，米国でトランプ
政権が誕生して以降，国内産業保護を重視する
立場から，2018年には米国と中国の間の経済対
立が顕在化し，それが経済安全保障の問題とし
て議論されるようになったことに端を発する。

当初は「地政学的リスク」，「地政学的問題」と
して言及されていたが，研究者を通じた先端科
学技術情報等の流出などが懸念されたことか
ら，国防政策や科学技術政策とも関連づけられ
て議論が繰り広げられた 19）。この動きは日本に
も影響を及ぼし，2019年には，経済安全保障の
問題としてメディアでも頻繁に取り上げられる
ようになった。2020年には，これが科学技術政
策とも明確に関連づけられるようになり，「研
究インテグリティ」をめぐる議論が「統合イノ
ベーション戦略2020」などに登場した。それ以
来，大学等において実施されるデュアルユース
技術としての性格を有する先端科学技術研究の
流出をいかに防ぐかといった議論が展開される
ようになった。
　2020年に入ると，米国で有力研究者の摘発・
逮捕や解雇が報じられるようになり，科学技術
政策にとっても重大な関心事となってきた。前
後して，前述の JASONレポート［20］の中に
Research Integrityの表現が登場する。JASONレ
ポートは，技術流出等を危惧して過度な規制を
講じようとする動きに対して，研究の世界では
伝統的な Research Integrityの概念を適用するこ
とで対処しようとしたものである。
　もっとも，日本では Research Integrityが研究
公正と翻訳され 20），偽造，捏造，盗用などの研
究不正と結び付けて，研究不正がない状態を表
現して研究公正の語が用いられる傾向が強く，
そのような解釈からは Research Integrityの意味
するところは理解しにくい。本来の Research 
Integrityは，研究の誠実性，研究として期待さ

18） 「統合イノベーション戦略 2020」<https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2020_honbun.pdf>は，「研究の健全性・公正性（「研
究インテグリティ」）の自律的な確保」と表現するだけで，ほとんど説明はなかった。それ以前に，総合科学技術・
イノベーション会議基本計画専門調査会（第 5回，2020年 6月 5日）の資料 4「第 6期科学技術基本計画の論点（案）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon6/5kai/siryo4.pdf>に「研究インテグリティ（Research Integrity）」の表現は
登場していたが，やはり説明はなかった。基本計画専門調査会（第 6回，2020年 7月 1日）になると，「科学研究に
おけるオープン性や互恵性の原則が全ての国の科学技術研究で担保されているのか，研究倫理も含めてどの国のアカ
デミアも本来遵守すべき原則が国によって異なっているのではないか，加えて，そこに先端科学技術の不当な技術流
失が関わっているのではないか，という研究インテグリティ（Research Integrity）の間題である。これについても，
我が国のアカデミアを守るためにも周到に議論を進めていく必要がある。」という記述が登場する（資料 1「科学技
術・イノベーション基本計画の検討の方向性（案） 」（総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会（第
6回），2020年 7月 1日）<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon6/6kai/siryo1.pdf>）。しかし，これも研究インテグ
リティの意味や背景について十分な説明にはなっていなかった。

19） とくに，2018年に成立した「米国国防権限法2019（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019: NDAA2019）」
に関する議論の過程で大々的に取り上げられるようになった。

20） 日本では，山崎茂明氏が 2001年頃に，米国の Office of Research Integrity（ORI）を研究公正局，Research Integrityを
研究の公正さなどと訳した［34］［35］ことから，Research Integrityを研究公正と日本語表記するようになったと思
われる。
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れる本来のあり方を堅持していることなどを意
味する概念であり，いわば研究不正がないこと
のみならず，研究者としての行動規範などにも
則り，「研究が研究らしくあること」を表現す
る広い概念である。
　JASONレポートは，このような意味での研
究インテグリティを多少拡張することで，研究
者を通じた技術情報の流出，窃盗など，研究の
世界で起きている安全保障上の問題に，研究者
集団が伝統的に保持してきた行動規範で対処で
きると主張したのである。逆にいえば，技術流
出の防止や経済安全保障などの観点からは，研
究上の健全な国際交流までも禁ずるような議論
になりかねないことに，一定の歯止めを掛けよ
うとしたともいえる。ただし，現時点では，研
究インテグリティ，技術流出，経済安全保障，
地政学的リスクなど，多様な角度から問題が議
論されているところであり，国際的にも十分な
整理ができているわけではない。
　なお，ネットワーク中心戦争（Network 
Centric Warfare: NCW），サイバーテロやサイ
バー戦争，ビッグデータを活用したインテリ
ジェンスなどが現実的になってきている。伝統
的な安全保障貿易管理はモノの移動を制限する
ことを目指したが，情報やデータが兵器と同等
の意味を持つ時代になり，情報やデータをいか
に管理するかが大きい課題になっている。この
問題は，研究情報の保護をめぐる研究インテグ
リティの問題とも通じる部分がある。
　研究インテグリティの問題には深入りしない
が，大学におけるデュアルユース技術開発とガ
バナンスに関する議論も新しいステージに入っ
たと捉える必要がある。従来は大学のデュアル
ユース技術のガバナンスとは，軍事的利用の可
能性のあるデュアルユース技術開発を大学の中
で実施することを許容するか否か，許容する場
合にその技術開発をどのように管理するか，と
くに軍事利用を意図しない場合でもデュアル
ユースの潜在的可能性がある技術の開発の進展
に応じて軍事利用やテロリストによる利用等の
可能性を予期し，適切に統制することで軍事利
用や悪用から保護することであった。しかし，

今後は，情報やデータの保護やサイバーセキュ
リティ対策も，大学のデュアルユース技術のガ
バナンスの重要な課題となる。

9.	 まとめ
　本稿では，米国のデュアルユース技術開発の
ガバナンスを参照しつつ，日本の大学の課題を
明らかにしてきた。本稿は大学における軍事技
術開発や軍事的用途を想定したデュアルユース
技術開発の是非については，特定の立場に偏す
ることなく検討を進めてきたつもりである。軍
事技術開発に関与しようとする大学は，デュア
ルユース技術開発のガバナンスを確立しなけれ
ばならない。それだけでなく，軍事技術開発に
は関与しないという立場の大学も大学のデュア
ルユース技術のガバナンスを確立しなければな
らないのである。ガバナンスは対象とする技術
によって異なるとはいえ，その依拠すべき枠組
は共通なのである。日本の大学のセキュリティ
対策は，空間的，物理的セキュリティにせよ，
人的セキュリティ，サイバーセキュリティにせ
よ，不十分である。このようなセキュリティ・
インフラの整備は，軍事研究に対してどのよう
な方針で臨むかにかかわらず，必要なものであ
る。政府は，まずはセキュリティ・インフラの
整備に努める責任がある。これは，法制度の明
確化などの整備のみならず，大学の研究活動の
セキュリティ・インフラの整備に対しても政府
は責任があるということである。その上で，大
学や研究者コミュニティはデュアルユース技術
開発のガバナンスの仕組を適切に構築しなけれ
ばならない。
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Dual-Use Technology Development and its Governance in Universities: 
A comparison of Japan and the United States

Shinichi KOBAYASHI and Mitsuaki HOSONO

The purpose of this paper is to investigate how 
Japanese universities should confront the research and 
development of dual-use technologies and how they 
should be governed in the future. To this end, this paper 
examines the U.S. case and, in contrast to it, considers 
how Japanese universities should confront research and 
development of dual-use technologies and how their 
governance should be.

Both universities that intend to be involved in the 
military technology development or not must establish 
governance for the dual-use technology development. 

Since Japanese universities have inadequate security 
measures, whether spatial and physical security, human 
security, or cyber security, the development of such a 
security infrastructure is necessary. The Japanese 
government is responsible not only for the clarification 
of the legal system, but also for the development of the 
security infrastructure for university research activities. 
Then, universities and the research community must 
establish an appropriate governance structure for dual-
use technology development.
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Tom Burns & G.M. Stalker (1961)  
The Management of Innovation, London: Tavistock.

Michi FUKUSHIMA

When reading The Management of Innovation, readers 
would feel at odds. First, in the context of this book, the 
word “innovation” means “introducing new technology 
and transforming the organizations accommodating it” 
rather than “creating new services and products.” Second, 
although the book is remembered as introducing two 
famous organizational categories , mechanistic and organic 
structures, numerous pages are devoted to describing and 
discussing, organizational transformation.

Using an anthropological approach, the authors 

researched companies in the traditional industry in 
Scotland and in the electronics industry in England. 
Through detailed investigation, they found that in 
addition to being functional working machines, 
organizations are political systems. Each organization 
comprises an original inner political system, which can 
hinder organizational transformation. To achieve a 
successful transformation, the roles of managing 
directors are highlighted.

Business Report

Microsoft’s Efforts in the IoT area

Kenichiro HIGASHI

This business report introduces Microsoft Azure IoT 
services. Specifically, this report describes not only 
Microsoft’s IoT business strategies but also Microsoft 
Azure IoT services which are from edge side to cloud 
side comprehensively. Meanwhile, IoT business areas 

are very wide and diverse, it is important to collaborate 
stakeholders based on business ecosystems. This report 
also explains activities that are trying to expand 
Microsoft Azure IoT business ecosystems.




