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装備品等の技柿研究開発に関する訓令を次のとおり定める。
昭和50年12月27日

田

防衛庁長官 坂

装備品等の技術研究開発に関する訓令
改正 昭和52年1月15日庁訓第8一
昭和59年6月30日庁馴舅37今

日次
第1章 総則（第1粂一第4粂）
第2章 技術研究開発の長期の見積り（第5粂一第8条）
第3孝枝術研究本部の年度業務計画（第8粂の2一策8粂の4）
第4車 技術研究（第9粂一第13粂）
印書
第5章 技術開発及び実用試験（第14粂一第21粂）
第6章 雑則（第22粂・第23粂）

＼

′（

附則
第1手 総則
（趣旨）

第1轟 この訓令は、装備品等（防衛庁設置法（昭和29年法律第164号）第5粂第12
号に規定する装備品等をいう。以下同じ。）についての技術研究開発に関し必要な事
項を定めるものとする。
（用語の定義）

粛2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
（1）技術研究 技術研究本部が行う技術開発に必要な技術上の知識を取得するため
の技術的調査研究、考案及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項につい
ての科学的調査研究をいう。
（2】技術開発 技術研究本部が陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊（以下「各
自衛隊」という。）の装備品等の創製又は装備品等の性能、諸元及び構造について
の重要な改善をするために行う考案、設計及び試作並びに技術試験をいう。
（3）技術試験 技術研究本部が技術開発において試作された装備品等の性能が設計
に・適合するか否かについて評価をするために行う試験をいう。
（4）実用試験 各月衝隊が技術開発において試作された装備品等が使用目的に適合
（追40）
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するか否かについて評価をするために行う試験をいう。
（5）技術研究開発 技術研究及び技術開発並びに実用試験をいう。
（適用除外）

第3轟 この訓令の規定は、第5条及び第3章の規定を除き、船舶の造修等に関する
訓令（昭和32年防衛庁訓令第43号）の規定による船舶の製造又は改造については適

用しない。
（実施の協力）

粛4集 内部部局、各自衛隊、技術研究本部及び調達実施本部臥技術研究開発の実

施に閲し、相互に密接に協力しなければならない。
粛2竃 技術研究開発の長期の見積り
（技術研究開発に関する調査分析）

縛5集 技術研究本部長（以下「本部長」という。）は、技術研究開発の長期の見積り

に資するために、装備品等について繭 に

関する内外の
その資料を、毎年度、10月末日までに防衛庁長官（以下「長官」という。）に提出す
るとともに、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長（以下「幕僚長」とレ）う。）に
竃椚訴執ン「呵、甘朋廃滅瓜ふ白砥・寺嶋如毎時恥くの化′貯如
送付するものとする。
勾マ、拓汀納亀lン

】ご．㌻忘；；誌ミ を

（技術研究開発要求見積書の作成

鰐6集 幕僚長は、概算要求年度の次年度以降

完了する

むね

．へ の運用構想、期待する主要性
能、

の他必要な事項を記載し
算要求年度の前

を、毎年度、概
上上丸払＿鹿部長粒㌦
帥囲り電
空聖墾聖空璽埜竺三？聖三聖∈

送付するものとする

史整生強撃
2 幕僚長は、事情の変更その他の理由により、技術研究開発要求見積書に記載され

晶 i一吋．

た事項を変更する必要が生じた場合には、当該事項を修正した技術研究開発要求見
穏書を長官に提出するとともに、
陳南朝
（技術研究開発実施見積書の作成）

本ヂ警慧三息聖？．法子純綿′線線路

鱒7条 本部長は、技術研究開発要

開発を実施することが適当であると罷めた項目のう
ること
ノ′・ヽ

おおむねi旦集聞

と艶められる

「重要技術研究」こ という。）叩は即日掛；一首向こつ

長が技術研究及び技術
算要求年度の次年度以降
もゐ（以下

婁栗鼠日原性取；宰施見

の他必要な事項を由載した鼓鱒研究開発実施見積書を、毎年度、概算要求
年度の2月末日までに作成し、長官に提出するとともに、＃僚長に送付す
条第2項の修正があった場合又は事情の変更その他の理由により、
乳液せえ締′紆〃りサしつ九

押両心付洒
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技術研究開発実施見積草に記郵された事項を変更する必要が生じた場合に臥当該
事項を修正した技術研究開発実施見積書を長官に提出するとともに、幕僚長に送付
するものとする。
（要求書の作成の碍示）

鮪8桑島官臥融■3如規定する資料毎左参考として、幕僚長に対し、r選塑既望
求書及び技術開発要

成 に際しての 遡上工聖艶ヒョヒ三豊真底を示す。

第3章 技術研究本部の年度業務計画

弟慧誓矧濫

対し、予算の見積り及び執行の基礎とするための年度

業務計画の作成に際しての指針とすべき事項を示す。
（作成等）
甘8先の3 本部長は、前条の指示に鍵い

、次の各号に捧げるものをもって構成ナる

年度業務計画を作成するものとする。こめ場合において、その計画の対象とする年
度の前年度の所要の時期までに概算要求の基礎と中る計画案を作成し、予算の成立
後、直ちに、必要に応じて所要の修正を行い、原則として基本計酎こついては、こ当
該年度開始前に長官？承認を得るものとし、

画につ いては、所要の時期まで

に作成し、長官に報告するものとする。
（1＝基本計軒ノー計画の方針及び第10粂の重要技術研究実施計画書並びに第16粂の技

術開発実施計画書。
拙（轡嘩郵前号以外のものについて、本部長の定める区分に従い、達成目標並

びiこ必要に応じて、その実施の時期卒び所要の人員、資材、経費、．鹿鯉を具体
的に表示しな劃凰を含む達成方琵
（実施状況東告）

常8条の4 本部長は、年度業務計画に対する業務実施の進行の度合、その塾皇及び
業務実施中に生じた重要な事項等を常に皿し、計画とその実施を調整すると
ともに、実施した結果を当該年度の終了後、すみやかに、長官に報告するものとす
る。
第4章 技術研究
（技術研究要求書の作成等）

男9轟 幕僚長は、本部長に技術研究を要求する場合には、概算要求年度の前年度の
3月末日までに、項目ごとiこ、L研究目的及び日恵、研究完了希望時期その他必要な
事項を記載した技術研究要求書を作成し、本部長に提出するとともに、長官に知合
するものとする。
2 鶉：僚長は、前項の技術研究要求書を塩出した後、当該要求書の内容を変更するこ
こ（迫33）
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とができる。この場合においては、その旨を本部長に申出るとともに、長官に報告

するものとする。
（重要技術研究実施計画書の作成等）

第10真 木部長は、重要技術研究の項目ごとに、研究目標、完了予定年度、当該年度

実施計画、評価時点その他必要な事項を記載した重要技術研究実施計画書を作成
し、長官の承認を得なければならない。
2 本部長は、前項の承認を得た場合には、その旨を幕僚長に通知するものとする。
（重要技術研究実施計画書の変更等）

第11真 木部長は、第9粂第2項の申出があった場合又は事情の変要その他止むを得
ない理由がある場合で、前条第1項の重要技術研究実施計画書の研究目標、完了予

定年度、当該年度実施計画及び評価時点を変更し、又は重要技術研究を中止しよう
とするときは、長官の承認を得なければならない。
2 本部長は、前項の承認を得た場合には、その旨を幕僚長に通知するものとする。
（成果の報告）

・旨−；

第13兵 長官は、前条の規定により報告された重要技術研究について、重要技術研究

実施計画書に記載された研究目標が達成されないと見込まれる場合、完了時期が著
しく遅延すると見込まれる瘍合、所要経費が著しく増大すると見込まれる場合その
他者しい事情の変更がある場合で、当該重要技術研究を継続することが適当でない
と‡認めるときは、造餌許仕舞算恵墳
那章技術開発及び実用試験ヽ電卓t舶抑け融兢計良の恒久l盲喝もt句rさ
（技術開発要求書の作成等）

ものと7J

、軸錆1J与良箪抜

第14条 幕僚長は、本部長に技術開発を要求する場合には、
3月末日までに、項目ごとに、運用構想、要求牲能、開発完了希望時期
な事項を記載した技術開発要求書を作成し、本部長に提出するとともに、長官に報
告するものとする。
2 幕僚長は、前項の技術開発要求書を提出した後、当該要求書の内容を変更するこ
とができる。この場合においては、その旨を本部長に申出るとともに、長官に報告
するものとする。
（技術開発計画概要書の作成）

しキ紘一碕正q鴇え）
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真丁一こ∴ミーニ二l￣了￣1−
（技術開発実施計画書の作成等）

第16集 本部長は、技術開発の項目ごとに、開発目標、完了予定年度、当該年度実施
の他必要な事項を
承認を得なければ

開発実施計画書を作成し、長官の

、−・ト ー

2 本部長は、前項の承認を得た場合

その旨を幕僚長に通知するものとする。

（技術開発実施計画書の変更等）

二第17条 本部長は、第14粂第2項の申出があった場合又は事情の変更その他止むを得
ない理由がある場合で、前条第1項の技術開発実施計画書の開発目標、完了予定年

度、当該年度実施計画及び評価時点を変更し、又は技術開発を中止しようとすると
きは、長官の承認を得なければならない。
■2 本部長は、前項の承認を得た場合には、その旨を幕僚長に通知するものとする。
（成果等の報告）

常18粂 本部長は、癖開発実施計画書に記載された評価時点ごとに、技術開発の成

果及び今後の技術開発の進ちよくの見積りを長官に報告するとともに、幕僚長に通

認諾…￡・認諾豊端緒漂漂一−パー○練哉
：第19条長官軋前条の規定により報告芦れた技術開発モこついて、技術開発実施計画

書に記載された開発目標が達成されないと見込まれる場合、完了時期が著しく遅延
すると見込まれる場合、所要経費が著しく増大すると見込まれる場合その他著しい
事情の変更がある場合で、当該技術開発を継続することが適当でないと認めるとき
は、当該技術開発実施計画の中止又は修正を命ずるものとする。
（技術試験）

第20条 本部長は、長官が指定する技術試験を実施する場合には、試験項目、試験方

法その他必要な事項を記載した技術試験実施計画書を作成し、長官に報告するもの
とする。
・2 本部長は、技術試験を終了した場合には、その結果に実用試験の実施についての

意見を付して、長官に報告するとともに、幕僚長に通知するものとする。
（実用試験）

常Zl条 長官は、前条第2項の報告を受けた場合で、実用試験の実施を適当と認める
・（退33）
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ときは、幕僚長に実用試験の実施を命ずるものとする。

2 幕僚長は、前項の命令を受け冬場合には、試験項臥試験方法その他必要な事項
を記載した実用試験実施計画書を作成し、長官に報告するものとする。

3− 幕僚長は、実用試験を終了した場合には、その結果に当該実用試験に係る装備■品
等が部隊の使用に供し得るか否かについての意見を付して、長官に報告するととも．
に、本部長に通知するものとする。
革6書 経則
く装備審査会議への諮問）

第22条 長官は、次に掲げる事項について、装備審査会議に諮問するものとする。
（1）第8粂の指針とすべき事項の指示に関する事項
（2卜第10条第1項の重要技術研究実施計画書の承認に関する事項
【引 第11粂第1項の重要技術研究実施計画書の変更又は重要技術研究の中止の承認

袈裟監

に関する事項 抽第13条の重要技術研究実施計画書の事項
（古）第16条第1項の技術甲発実施計画書の承認に閲する事項

（㊨第17粂第1項の技術開発実施計画書の変更又は技術開発の中止の承認に関する二

事項
第19条の技術開発実施計画の中止又は修正の指示に関する事項
晶敲粂第3項の実用試験あ結果の報告の評価に関する事項
く委任規定）

鰐23轟 この訓令の実施に閲し必要な事項は、幕僚長又は本部長がそれぞれその所掌
に属する事務について定めるものとする。
2 幕僚長又は本部長は、前項の定めをした場合には、すみやかに、これを長官に報
告しなければならない。
附 則（抄）

1 この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、昭和5工
年10月1日から施行する。
2 昭和50年度以前の予算く国庫債務負担行為にあっては、これに基づいて支出をな

すべき年度の予算を含む。）に係る技術研究開発は、なお従前の例による。
附 則（昭和52年4月15日庁訓第8号）（抄）

1この訓令は、昭和52年4月15日から施行し、昭和53年度以降の年度を対象として
一 6 −
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作成する防衛諸計画から通用する。

2 業務計画に関する訓令（昭和34年防衛庁訓令第14号）は、廃止する。ただし、同
訓令に基づき作成された昭和52年度の業務計画については、なお同訓令の定めると
ころによる。
3 この訓令の規定する手続きに従い、防衛諸計画を作成することができない間にお
いては、これと異なる手続きにより防衛諸計画を作成することができる。
附 則（昭和59年6月30日庁訓弟37号）（抄）

1 この訓令は、昭和59年7月1日から施行する。

判官苛ミの♭

（追41）
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瞭街斥公乳
防衛庁長官官房総務課
【日

法
○法

次】

律
律 第5D号 防衛庁設置法の一部を改正する法律

訓
○防衛庁ん訓令 第41号 装備品等の技術研究開発に関する訓令の一部を改正する訓令・・・・・・
○防衛庁 訓令 第42号 表彰等に関する訓令の一部を改正する訓令
人
事
防 衛 統 計
正 誤 表
二 第26粂爺1項第】．号（統合防循計画の作成に
係る部分に限る。）に掲げる事項に係る統合幕僚

会議の事凝に必輩な情報に関すること。
防循庁設置法の一部を改正する法律をここに公布
三 雛26粂第1項節4号及び第5号に掲げる事項
に係る統合幕僚会談の事務のうち情報に関する
する。
部分に関すること。
御名 御塑
凹 自衛隊法第22条節3項の規定により統合幕仲
平成8年5月29日
会議の議長の行う職務に関する事務のうち情報
内閣捻珂l大臣 楠本龍太郎
に関する部分に関すること。
法律第50号
防衛庁設置法の一部を改正する法律
3 情報本部に、情報本郡長を置き、自衛官をもつ
l酢敵庁設置法（昭和29年法律第164号）の一部を次
て充てる。
のように改正する。
4 情報本部の内部組織については、総理朋令で定
第8条中「187J人」を「17万9．430人」に、「4フ了
〆）る。
6．085人」を「4万5，752人」に、「47刀，556人」を
附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えな
「4フ刀．207人」に、「27プチ3．8Dl人」を「27万■3．751
い織田内において政令で定める日から施行する。た
人」に改める。
第17粂第3】則−「二l二学」の下に「並びに礼金科学」
だし、節17条約3項の改j王規定は、平鱒8年10月1
1］から施行する。
を加える。
第28条約3項中「所掌事務及び」を削り、同項を
l内」糾総理大l玉 析本龍太郎
同粂第4明とし、同条第2項の次に次の一昭を加え
る。
3 事務局の所掌事跡こついては、情報本部の所掌
に属するものを除き、政令で定める。
第28粂の2を第28条の3とし、窮28粂の次に次の
防衛庁訓令帯41号
装イ胤品等の技術研究開発に関する訓令の一部を改
一糸を加える。
正する訓令を次のように定める。

（情報本郡）

舅28粂の2 統合併催会議に、情報本郡を逝く。

平成8年5†130日
l防衛庁戊甘 仁」井】］川里

2 情報本部は、次の事務をつかさどる。

一 節26粂第1〕アi第6号に禍げる事剃こ係る統合
柿僚全部の弧動こ関すること。

装備品等の技術研究開発に関する訓令の一部
を改正する訓令

この公報は再生紙を俳J†】しています。

平成8咋7Jl12【1食昭H

防 循 庁 公 租

那9Z9号

及び本部長に射し、技術試験と実相試験を同時に
実施することを命ずるものとする。
防衛庁訓令節48号）の一部を次のように改正する。
窮22粂節4号中「重要技術研究実施計画書の承認
目次中「第21粂」を「第21粂の2」に改める。
第6条窮1項中「10年間に」の次に「技術研究又
の取消」を「重要技術研究実地計画の中止又は修正
の指示」に改め、同条中窮5号を削り、第6号を雛
は」を加え、「装備品琴について、」を削り、「項目ご
5号とし、第7号を第6号とし、第8号を第7号と
とに」の次に「、技術研究については、研究目的及
装備．抒．等の技術研究開発に関する訓令（昭利50年

び目標、j肝究完了希望時期その他必要な事項を、技

し、同条第9号・1】「前条節3項」を「第21粂第3項」

に改め、同号を同条節8号とする。
術開発については」を、「装備構想」の次に「、開発
完了希望時期、期待する量産単価、ライフサイク／レ
附 則
1
この訓令は、平成8年5月31日から馳行する。
コスト抑制のための考慮事項」を加える。
2 防衛庁の事務次官の即決及び代決並びに防衛庁
第7粂窮1項中「項目について」の次に「、重要
本庁の内部部局における専決及び代決に関する訓
技術研究については、研究目標、1実地見横線表その
令（昭和35年防衛庁訓令那5号）の一部を次のよ
他必要な事項を、技術開発については」を、「実施見
うに改正する。
棉線表」の次に「、見積量産単価、ライフサイクル
別表第3の6装備局長専決事項装備局の各課の
コスト抑制のための方策」を加える。
第8粂及び節8粂の2中「長官は」の次に「、必
項第2号中「重要技術研究実施計画書の承認又は
要に応じて」を加える。
重要技術研究実施計画書の変更の承認の取消し」
第8粂の3中「、前条の指示に従い」を削る。
を「重要技術研究実施計画の中止又は修正の指示」
に改め、同項第4号中「命令」の次に「及び節21
窮12粂の見出し中「成果」を「成果等」に改め、
粂の2邦2項の規定による技術試験と実用試験の
同条に次の1項を加える。
Z 本部長は、前項の報告のほか、必要があると認
同時実施の命令」を力lはる。
防衛庁訓令第42号
める場合には、その状況を長官に報告するととも
自衛隊法施行規則（昭和29年総理府令儲凧号）第
に、幕僚長に通知するものとする。
弟13粂の見出しを「（中止又は修正の指示）」に改
5条第3項の規定に基づき、表彰等に関する訓令の
め、同条q】「第10粂第1項及び第11粂第1項の承認
一部を改正する訓令を次のように定める。
平成8年6月3日
を取消すものとする」を「当該重要技術研究実施計
画の中止又は修正を命ずるものとする」に改める。
防衛庁長官 臼井日出男
表彰等に関する訓令の一部を改正する訓令
第14粂第1項中「開発完了希望時期」の次に「、
表彰等に関する訓令（昭和30年防衛庁訓令第49号）
期待する量産単価」を加える。
第15粂を次のように改める。
の一都を次のように改正する。
第15粂 削除
第9集中「5万円」を「7万円」に改める。
弟16粂第1項中「評価時点」の次に「、見棉量産
附 則
この訓令は、平成8年6月3日から施行する。
車佃」を加1える。
第17粂第1項中「及び評価時点」を「、評価時点及
び見積量産単佃りに改める。
第18共に次の1項を加える。
2 本部長は、前項の報告のほか、必要があると認
める場合には、その状況を長官に報告するととも 内部部局
に、幕僚長に通知するものとする。
人事局厚生課共済調査官を命ずる
第5華中第21粂の次に次の1粂を加は＿る。

（愛知地方連絡部副部長）

防衛庁事務官 青木 晃
（試験実施の特例）
第21集の2 幕僚長及び本部長は、前条第1項の規
（5月11［］）
防衛局防衛政策課信淵醸成・軍備借理企画室の雑務
定にかかわらず、技術試験と実用試験を同時に実
施する必要がある場合には、相互に協講の上、試
を解く
外務省に出向させる（欧非局ロシア課課長輔佐へ）
験項臥 試験方法その他必要な事項を記載した技
防衛局防衛政策課総括班
術・実用試験同時実地計画沓を作成し、原則とし
（兼）防衛局防衛政策課信
て技術試験実施前に、長官に提出するものとする。
2 長官は、前項の技術・実用試験同時実地計画沓
輔鴨成・軍備管理企画室
の提出を旦けた場合で、技術試験と実用試験を同
防衛庁部月 加賀尖正人
時に実馳することか適当と認めるときは、群僚長
防衛庁部月に任命する

