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附則

第１章 総則

（適用 )

第１条 防衛装備庁における研究開発の実施に当たって

は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところ

による。

（用語の定義 )

第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。

⑴ 大臣 防衛大臣をいう。

⑵ 幕僚長等 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、

航空幕僚長又は情報本部長をいう。

⑶ 長官 防衛装備庁長官をいう。

⑷ センター所長 先進技術推進センター所長をいう。

⑸ 研究所長等 研究所長、センター所長及び試験場

長をいう。



⑹ 長官官房装備官等 長官官房装備官及び長官官房

装備開発官 (長官官房艦船設計官を含む。以下同

じ。）をいう。

⑺ 計画担当組織 研究開発項目の計画を担当する長

官官房装備開発官、研究所、先進技術推進センター

又は試験場をいう。なお、計画担当組織の長とは、

長官官房装備官、研究所長、先進技術推進センター

所長又は試験場長を指すものとする。

⑻ 実施担当組織 研究開発項目（項目が無いものに

あっては第１６条の規定により作成された細部計画

の件名）の実施を担当する長官官房装備開発官、研

究所、先進技術推進センター又は試験場をいう。な

お、実施担当組織の長とは、長官官房装備官、研究

所長、先進技術推進センター所長又は試験場長を指

すものとする。

⑼ 自衛隊等 統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛

隊、航空自衛隊又は情報本部をいう。

⑽ 省訓令 装備品等の研究開発に関する訓令（平成



２７年防衛省訓令第 号）をいう。

⑾ 省訓令実施通達 省訓令第１７条に基づき規定さ

れる省訓令の実施に関し必要な事項をいう。

⑿ 進化的開発訓令 進化的開発に関する訓令（平成

１８年防衛庁訓令第７０号）をいう。

⒀ 防衛技術調査分析 省訓令第６条に定める資料を

いう。

⒁ 中長期技術見積り 省訓令第８条に定める資料を

いう。

⒂ 中期事業見積り 装備品等の研究開発を中期的見

通しの下に計画的かつ効率的に実施するために作成

する業務の見積りをいう。

⒃ 中期事業見積り基本方針 中期事業見積りの作成

又は見直しに必要な基本的な方針、要領その他の事

項を定めた資料をいう。

⒄ 中期事業基礎見積り 中期事業見積り基本方針に

基装備品等の研究開発の項目ごとの実施内容、技術

的課題、実施線表及び予定経費等を体系的に分析し



た資料並びに研究用機械器具等の見積りをいう。

⒅ 技術調査等 技術研究資料の収集、調査及び分析

並びに装備品等の規格に関する資料の調整に関する

業務をいう。

⒆ 研究用機械器具等 研究用機械器具、施設整備技

術調査等及びその他の業務管理をいう。

（実施の協力 )

第３条 長官官房装備官、長官官房審議官、プロジェク

ト管理部長、技術戦略部長及び研究所長等は、装備品

等の研究開発の実施に関し、防衛技監の統理の下、相

互に密接に協力しなければならない。

２ 長官官房装備官は、本訓令の実施にあたり、別に指

定する総括整理事項の範囲において、長官官房装備開

発官及び長官官房艦船設計官に必要な検討を指示し、

また、報告を求めることができる。

（計画作成に当たっての留意事項 )

第４条 中期事業見積り、装備品等研究開発見積り及び

年度業務計画の作成に当たっては、装備品等の研究開



発項目ごとに技術的可能性、達成要領、研究開発経費、

ライフサイクルコスト抑制のための方策等について綿

密な検討を行うものとし、必要に応じて研究開発評価

会議に付議するものとする。

第２章 装備品等の研究開発に関する中長期の見

積り

（防衛技術調査分析の作成 )

第５条 技術戦略部長は、防衛技監の決裁を得て、防衛

技術調査分析の作成に必要な要領及びその他の事項 (

以下「作成要領等」という。 )を定め、毎年度、防衛

技術調査分析案を作成する長官官房装備官等及び研究

所長等に通知するものとする。

２ 前項の規定により作成要領等の通知を受けた長官官

房装備官及び研究所長等は、当該作成要領等に基づき、

防衛技術調査分析案を作成し、毎年度、技術戦略部長

に送付するとともに、写しを関係のある長官官房装備

官等及び研究所長等に送付するものとする。

３ 技術戦略部長は、前項の規定により送付された案を



検討の上、省訓令第６条の規定に基づき、防衛技術調

査分析を作成し、長官の決裁を得て、省訓令に定める

手続を取るとともに、防衛技監、長官官房装備官等、

装備政策部長、プロジェクト管理部長及び研究所長等

に通知するものとする。

（技術動向見積り )

第６条 技術戦略部長は、前条第３項により作成した防

衛技術調査分析を参考として、省訓令第７条第１項の

規定に基づき、技術動向見積りを作成し、長官の決裁

を得て、必要な手続をとるものとする。

（中長期技術見積りの作成 )

第７条 技術戦略部長は、第５条第３項により作成した

防衛技術調査分析及び前条により作成した技術動向見

積りを参考として、省訓令第８条第２項の規定に基づ

き、中長期技術見積りを作成し、長官の決裁を得て、

必要な手続をとるとともに、写しを防衛技監、長官官

房装備官等、装備政策部長、プロジェクト管理部長及

び研究所長等に通知するものとする。



２ 技術戦略部長は、中長期技術見積りを作成しない年

度にあっては、見直しを行うとともに長官の決裁を得

て所要の修正を行い、写しを防衛技監、長官官房装備

官等、装備政策部長、プロジェクト管理部長及び研究

所長等に通知するものとし、見直しの結果、中長期技

術見積りに重要な修正を加える必要がある場合には、

長官の決裁を得て省訓令第８条第３項の規定に基づき、

必要な手続をとるものとする。

（装備品等研究開発見積依頼等の措置 )

第８条 技術戦略部長は、省訓令第９条第２項の規定に

基づき装備品等研究開発見積依頼が送付された場合は、

防衛技監、関係のある長官官房装備官等及び研究所長

等に通知するとともに、写しをプロジェクト管理部長

へ送付するものとする。

２ 前項の規定は、省訓令第９条第３項の規定に基づき

変更された装備品等研究開発見積依頼が送付された場

合に準用する。

（中期事業見積りの作成及び見直し )



第９条 中期事業見積りは、次の各号に掲げる事項につ

いて、原則として５年ごとに作成するものとし、作成

しない年度にあっては、見直しを行うものとする。

⑴ 省訓令第９条の規定に基づき送付された装備品等

研究開発見積依頼の項目

⑵ 前号の項目以外で、次に掲げる期間（以下「対象

期間」という。）に実施することが見込まれる事業

ア 作成にあっては、原則として、その作成する

年度の翌々年度以降おおむね１０年間

イ 見直しにあっては、前アの期間に加え、原則

として、その見直しを行う年度の翌々年度以降

おおむね１０年間

２ 技術戦略部長は、長官官房装備官、長官官房審議官、

プロジェクト管理部長及び研究所長等と調整の上、中

期事業見積り基本方針を作成し、防衛技監の決裁を得

て、長官官房装備官等、長官官房審議官、プロジェク

ト管理部長及び研究所長等に通知するものとする。

３ 技術戦略部長は、次条第７項の規定により通知され



た中期事業基礎見積りを総合検討の上、中期事業見積

りの作成又は見直しを行い、防衛技監の決裁を得るも

のとする。

４ 技術戦略部長は、前項の規定に基づき中期事業見積

りの作成又は見直しを行ったときは、長官に報告する

とともに、長官官房装備官等、長官官房審議官、プロ

ジェクト管理部長及び研究所長等に通知するものとす

る。

（中期事業基礎見積りの作成及び見直し )

第１０条 中期事業基礎見積りの作成又は見直しにあっ

ては、前条第１項の規定を準用するほか、次項から第

７項の規定に定めるところによる。

２ 長官官房装備官並びに研究所長及びセンター所長は、

第７条の規定により通知された装備品等研究開発見積

依頼の項目又は中期事業見積りの対象期間に実施して

きた研究開発項目について、中期事業基礎見積りの作

成又は見直しを行うものとする。

３ 研究所長及びセンター所長は、第８条の規定により



通知された装備品等研究開発見積依頼の項目以外で中

期事業見積りの対象期間に実施することが適当と認め

られる技術研究項目について、これを推進するために

長官官房装備官の密接な協力を得て、おおむね２０年

先の装備の実現を想定した中長期構想を付し、中期事

業基礎見積りの作成又は見直しを行うものとする。

４ 技術戦略部長は、中期事業見積りの対象期間に実施

してきた又は実施することが適当と認められる装備品

等の開発及び装備品等の研究に関する技術調査等につ

いて、中期事業基礎見積りの作成又は見直しを行うも

のとする。

５ 長官官房装備官及び研究所長等は、中期事業見積り

の対象期間に実施してきた又は実施することが適当と

認められる装備品等の開発及び装備品等の研究に関す

る研究用機械器具及び施設整備について、中期事業基

礎見積りの作成又は見直しを行うものとする。

６ 長官官房装備官、長官官房審議官及び研究所長等は、

中期事業基礎見積りの作成又は見直しに当たっては、



中期事業見積り基本方針に基づくほか、次の各号に掲

げる事項を踏まえるものとする。

⑴ 防衛技術調査分析、中長期技術見積り及びその他

の資料による科学的な分析評価

⑵ 自衛隊等からの装備品等の研究の依頼及び第１０

項の依頼

⑶ 関係部署との調整結果

７ 長官官房装備官、長官官房審議官、プロジェクト管

理部長及び研究所長等は、中期事業基礎見積りを技術

戦略部長に送付するとともに、写しを関係のある部署

に送付するものとする。

８ 長官官房装備官は、第２項の中期事業基礎見積りの

作成又は見直しに当たり、試作を伴う装備品等の研究

開発項目について、当該試作に着手する年度の前々年

度の作成又は見直しまでに当該試作に係る試験を実施

する研究所長等と調整するものとする。

９ 前項の規定は、研究所長が計画する装備品等の研究

項目であって他の研究所長等が試験を実施するもの、



センター所長が計画する装備品等の研究項目であって

研究所長又は試験場長が試験を実施するもの及びセン

ター所長が計画する装備品等の研究項目であって研究

所長が研究試作を実施するものについて準用する。こ

の場合において、「長官官房装備官」は「研究所長又

はセンター所長」と、「第２項」は「第２項及び第３

項」と読み替えるものとする。

１０ 長官官房装備官は必要に応じ研究所長及びセンタ

ー所長に、研究所長は必要に応じ研究所長及びセンタ

ー所長に、センター所長は必要に応じ研究所長に装備

品等の研究を依頼できるものとする。この場合におい

て、長官官房装備官等、研究所長又はセンター所長は、

装備品等の研究を依頼したときはその旨を技術戦略部

長に通知するものとする。

（運用実証型研究の指定 )

第１１条 長官官房装備官、研究所長及びセンター所長

は、中期事業見積りの対象期間に装備品等の研究を実

施することが適当と認められる項目のうち運用実証型



研究とすることが適当と認められるものについては、

その理由を付してその旨を技術戦略部長に通知するも

のとする。

２ 技術戦略部長は、前項の規定により通知された装備

品等の研究について運用実証型研究に該当するかの検

討を行い、該当すると認められるものについては、防

衛技監の決裁を得て、運用実証型研究に指定するため

の手続をとるとともに、その旨を必要に応じて長官官

房審議官、プロジェクト管理部長及び関係のある長官

官房装備官等に通知するものとする。

（装備品等研究開発見積りの作成及び措置 )

第１２条 技術戦略部長は第９条に規定する中期事業見

積りを基に、省訓令第１０条第２項に基づき、装備品

等研究開発見積りを作成し、長官の決裁を得て、必要

な手続をとるとともに、写しをプロジェクト管理部長

並びに関係のある長官官房装備官等及び研究所長等に

送付するものとする。

（装備品等研究開発見積りの修正 )



第１３条 長官官房装備官、研究所長及びセンター所長

は、省訓令第９条第３項の規定に基づき装備品等研究

開発見積依頼の変更が通知された場合又は事情の変更

その他の理由により装備品等研究開発見積りを修正す

る必要を認めた場合は、当該項目に係る中期事業基礎

見積りを修正し、その理由を付して技術戦略部長に通

知するとともに、写しを関係のある長官官房装備官等

及び研究所長に送付するものとする。

２ 技術戦略部長は、前項の規定により送付された中期

事業基礎見積りを検討の上、前条の規定に準じて必要

な手続をとるものとする。

第３章 年度業務計画

（概算要求の基礎となる計画案の作成 )

第１４条 技術戦略部長は、省訓令第４条に規定する大

臣の指針及び第９条に規定する中期事業見積りに基づ

き、長官の決裁を得て、年度業務計画の作成の方針案

を定め、防衛技監、長官官房装備官等、長官官房審議

官、装備政策部長、プロジェクト管理部長及び研究所



長等に送付するものとする。

２ 長官官房装備官、長官官房審議官、装備政策部長、

プロジェクト管理部長、技術戦略部長及び研究所長等

は、前項に規定する方針案に基づき、概算要求の基礎

となる業務計画案の資料を作成し、技術戦略部長に送

付するものとする。

３ 技術戦略部長は、前項の規定により作成された業務

計画案の資料を検討の上、概算要求の基礎となる基本

計画案を作成するものとする。

（基本計画 )

第１５条 技術戦略部長は、予算の成立後、直ちに、省

訓令第１２条第２項の規定に基づき、前条第３項の基

本計画案を必要に応じて修正し、長官の決裁を得て、

基本計画について大臣の承認を得る手続をとるものと

する。

２ 技術戦略部長は、基本計画の承認があった場合は、

防衛技監、長官官房装備官等、長官官房審議官、装備

政策部長、プロジェクト管理部長及び研究所長等に通



知するものとする。

（実施計画 )

第１６条 省訓令第１２条第１項第２号に規定する実施

計画の作成対象となる装備品等の研究開発の計画担当

組織の長は、当該装備品等の研究開発の開始前の所要

の時期までに別に定める様式により実施計画案を作成

し、技術戦略部長に送付するものとする。

２ 技術戦略部長は、前項の規定により送付された案を

検討の上、省訓令第１２条第１項第２号の規定に基づ

き実施計画を作成するものとする。

３ 技術戦略部長は、省訓令第１２条第２項の規定に基

づき、長官の決裁を得て、大臣に報告する手続きをと

るとともに、関係する幕僚長等、防衛技監、長官官房

装備官等、長官官房審議官、プロジェクト管理部長及

び研究所長等に通知するものとする。

４ 第１項に規定する案の作成に当たり、評価時点は、

省訓令第１２条第２項及び省訓令実施通達第３第９項

によるものとするほか、必要に応じて別途定めるもの



とする。その際、評価時点の間隔は、原則として３年

を超えないことを基準に設定するものとする。

５ 第１項において実施計画案を作成した計画担当組織

の長は、省訓令第１２条第４項の規定に基づき実施計

画に重要な変更を加える場合又は研究開発の中止の必

要を認めた場合は、実施計画の修正を行うものとする。

この場合において、修正の手続は、第１項から第３項

の規定を準用する。

（細部計画 )

第１７条 省訓令第１２条第１項に規定する基本計画及

び実施計画の細部を明らかにするため、次に掲げる区

分に従い細部計画を作成するものとする。

⑴ 装備品等の研究開発

装備品等の開発 (実用試験を除く )項目及び装備品

等の研究のうち研究試作を伴う項目

⑵ その他の事項

ア 装備品等の開発（実用試験を除く）

イ 装備品等の研究



ウ 船舶設計及びこれに付随する事項

エ 技術の調査及び分析

オ 規格

カ 研究用機械器具

キ 施設

ク その他業務管理等

２ 第１項に定めた区分について、長官官房審議官、長

官官房装備官、装備政策部長、プロジェクト管理部長、

技術戦略部長及び研究所長等は、それぞれの所掌する

範囲において、別に定める様式により細部計画案を作

成し、技術戦略部長に送付するものとする。

３ 前項の規定に基づき細部計画案を作成するに当たっ

ては、自衛隊等からの装備品等の研究の依頼も参考と

するものとする。

４ 技術戦略部長は、第２項の規定により送付された細

部計画案を検討の上、細部計画を作成し、長官に報告

するとともに防衛技監、長官官房装備官等、長官官房

審議官、装備政策部長、プロジェクト管理部長、研究



所長等に通知するものとする。

（年度業務計画の実施 )

第１８条 長官官房装備官、長官官房審議官、装備政策

部長、プロジェクト管理部長、技術戦略部長及び研究

所長等は、年度業務計画に対する業務実施の進行の度

合、その能率及び次に掲げる事項を常に分析検討し、

計画とその実施を調整して、年度業務計画の円滑な運

営を図らなければならない。

⑴ 業務実施中に生じた重大な技術的支障に関する事

項

⑵ 周辺地域に及ぼす影響に関する事項

⑶ 前各号に掲げるもののほか、業務の推進に重大な

影響を与える事項

２ 長官官房装備官、長官官房審議官、プロジェクト管

理部長、技術戦略部長及び研究所長等は、次の各号の

いずれかに該当する場合には、細部計画の修正を行う

ものとする。この場合において、修正の手続は、前条

第２項及び第５項の規定を準用する。



⑴ 達成目標の変更を要する場合

⑵ 計画期間の甚だしい延長が予想される場合

⑶ 設置場所又は建設地が異なることが予想される場

合

⑷ 前各号に掲げる場合のほか、細部計画の内容を大

きく変更する場合

第４章 装備品等の研究開発

（装備品等研究開発要求に基づく装備品等の研究開発

項目の措置 )

第１９条 技術戦略部長は、省訓令第１１条第１項の規

定に基づき装備品等研究開発要求が提出された場合は、

プロジェクト管理部長及び次の各号に掲げる区分によ

り長官官房装備官等、研究所長又はセンター所長に通

知するものとする。

⑴ 当該装備品等研究開発要求の内容が、装備品等の

開発に該当するものにあっては長官官房装備官等

⑵ 当該装備品等研究開発要求の項目の目標及び内容

が、装備品等の研究に該当しかつ研究所及び先進技



術推進センターにおいて実施することが適当でない

ものにあっては長官官房装備官等

⑶ 前号に掲げるものを除く装備品等の研究にあつて、

先進技術推進センターにおいて実施することが適当

でないものにあっては研究所長

⑷ 前２号に掲げるものを除く装備品等の研究にあっ

てはセンター所長

２ 長官官房装備官、研究所長及びセンター所長は、前

項の規定により通知された装備品等研究開発要求の項

目については、第１４条第２項の規定に基づき概算要

求の基礎となる業務計画案の資料を作成するに当たり、

当該装備品等研究開発要求及び中期事業見積りを考慮

するものとする。

３ 前２項の規定は、省訓令第１１条第２項の規定に基

づき装備品等研究開発要求の変更の申出があった場合

に準用する。

（その他の装備品等の研究項目の措置 )

第２０条 長官官房装備官、研究所長及びセンター所長



は、前条に規定する項目以外の装備品等の研究項目に

ついては、第１４条第２項の規定に基づき概算要求の

基礎となる計画案の資料を作成するに当たり、中期事

業見積りを考慮するものとする。

（大臣指示による装備品等の研究開発の中止並びに業

務計画の修正 )

第２１条 技術戦略部長は、省訓令第１５条の規定に基

づき装備品等の研究開発の中止又は実施計画の修正の

指示があった場合は、防衛技監、関係のある長官官房

装備官等、長官官房審議官、プロジェクト管理部長及

び研究所長等に通知するとともに、当該項目が省訓令

第１１条第１項に規定する装備品等研究開発要求に基

づく項目にあっては省訓令第１２条第４項の規定に基

づき、幕僚長等への通知の手続をとるものとする。

（試験の実施 )

第２２条 長官官房装備官は、所掌する装備品等の開発

について試験を計画する場合には、省訓令実施通達第

３第１５項の規定に従うと同時に、試験基本計画書を



作成し、プロジェクト管理部長、技術戦略部長及び当

該試験の実施担当組織の長に送付するものとする。

２ 実施担当組織の長は、前項の規定により送付を受け

た試験基本計画書に基づき試験を実施する場合又は所

掌する装備品等の研究について試験を実施する場合に

は、試験細部計画書を作成し、プロジェクト管理部長、

技術戦略部長及び関係のある長官官房装備官等及びセ

ンター所長 (先進技術推進センターが計画担当組織で

あり、かつ、研究所又は試験場が実施担当組織である

場合に限る。 )に送付するとともに、必要に応じて写

しを関係のある自衛隊等に送付するものとする。

３ プロジェクト管理部長及び技術戦略部長は、前項の

規定により送付された試験細部計画書を検討の上、告

示を要するものについては、必要な手続きをとるもの

とする。

４ 前３項の規定は、事情の変更その他やむを得ない理

由により試験基本計画書又は試験細部計画書を修正す

る場合に準用する。



（技術試験及び実用試験の同時実施 )

第２３条 長官官房装備官は、装備品等研究開発見積依

頼の受領、装備品等研究開発見積りの作成及び装備品

等研究開発要求の受領という一連の過程の中において、

技術試験と実用試験を同時に実施することとしたもの

については、第１６条第２項に規定する実施計画案を

作成するに当たり、その旨を記載するものとする。

第５章 進化的開発

（進化的開発事前提案書の措置 )

第２４条 プロジェクト管理部長は、進化的開発訓令第

４条の規定に基づき進化的開発事前提案書が送付され

た場合は、関係のある長官官房装備官等に通知するも

のとする。

２ 長官官房装備官は、前項の規定により通知された進

化的開発事前提案書の項目について検討を行い、進化

的開発技術検討書案をプロジェクト管理部長に送付す

るものとする。

３ プロジェクト管理部長は、前項の規定により送付さ



れた案を検討の上、進化的開発訓令第５条の規定に基

づき、進化的開発技術検討書を作成し、長官の決裁を

得て、必要な手続をとるとともに、写しを関係のある

長官官房装備官等に送付するものとする。

（進化的開発提案書の措置 )

第２５条 プロジェクト管理部長は、進化的開発訓令第

６条第２項の規定に基づき進化的開発提案書が送付さ

れた場合は、関係のある長官官房装備官等に通知する

ものとする。

２ 長官官房装備官は、前項の規定により通知された進

化的開発提案書の項目については、第１４条第２項の

規定に基づき概算要求の基礎となる計画案の資料を作

成する場合に、当該進化的開発提案書を考慮するもの

とする。

３ 前２項の規定は、進化的開発訓令第９条の規定に基

づき変更された進化的開発提案書が送付された場合に

準用する。

（進化的開発の実施計画の上申 )



第２６条 プロジェクト管理部長は、進化的開発訓令第

７条第２項において読み替えられた省訓令第１２条第

２号に規定する年度業務計画の実施計画として、進化

的開発実施計画を第２７条の規定により作成し、必要

な手続をとるものとする。

（進化的開発実施計画の作成 )

第２７条 長官官房装備官は、進化的開発の実施に当た

り、当該進化的開発の開始前の所要の時期までに進化

的開発実施計画案を作成し、プロジェクト管理部長に

送付するものとする。

２ プロジェクト管理部長は、前項の規定により送付さ

れた案を検討の上、進化的開発訓令第７条第１項の規

定に基づき、進化的開発実施計画を作成し、長官の承

認を得るものとする。

３ プロジェクト管理部長は、進化的開発実施計画の承

認があった場合は、進化的開発訓令第７条第１項の規

定に基づき大臣報告の手続をとるとともに、関係のあ

る幕僚長並びに技術戦略部長及び関係のある長官官房



装備官等及び研究所長等に通知するものとする。

（進化的開発実施計画の変更等 )

第２８条 長官官房装備官は、進化的開発訓令第１０条

第１項の規定に基づき進化的開発実施計画の内容の変

更又は進化的開発の中止の必要を認めた場合又は同条

第２項の規定に基づき進化的開発実施計画の変更の必

要を認めた場合は、進化的開発実施計画案を作成し、

その理由を付してプロジェクト管理部長に送付するも

のとする。

２ プロジェクト管理部長は、前項の規定により送付さ

れた案を検討の上、進化的開発実施計画を作成し、進

化的開発訓令第１０条第１項又は第２項の規定に基づ

き長官の承認を得る手続をとるものとする。

３ プロジェクト管理部長は、進化的開発実施計画の承

認があった場合は、進化的開発訓令第１０条第３項の

規定に基づき大臣報告の手続をとるとともに、関係の

ある幕僚長並びに技術戦略部長及び関係のある長官官

房装備官等及び研究所長等に通知するものとする。



第６章 研究開発の成果の報告

（成果の報告 )

第２９条 省訓令第１４条に規定する成果の報告並びに

進化的開発訓令第１１条において準用する省訓令第１

４条に規定する成果の報告並びにその他の研究開発に

関する成果の報告については、研究開発報告に関する

訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第１４号）の定めると

ころによる。

第７章 研究開発評価

（研究開発評価のための手続 )

第３０条 プロジェクト管理部長及び技術戦略部長は、

省訓令第４条に基づく研究開発評価のため、省訓令第

１２条第２項に規定する実施計画、省訓令第１４条に

規定する成果の報告並びにその他の装備品等の研究開

発に関する見積り、計画及び成果の報告の作成及び措

置について、必要な手続をとるものとする。

２ 技術戦略部長は、研究開発評価のための書類の作成

及び措置について、必要な手続をとるものとする。



第８章 雑則

（委任規定）

第３１条 この訓令の実施に関し必要な細部事項は、技

術戦略部長が定めるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の日前において、装備品等の研究開

発に関する達（昭和５１年技術研究本部達第１号）（

以下「旧達」という。）の規定により実施された手続

については、この訓令の規定により実施されたものと

みなし、旧達の規定により作成された次の表左欄に掲

げる書類は、それぞれ同表の右欄に掲げるこの訓令に

基づき作成された書類とみなす。

中期計画 中期事業見積り



中期計画基礎見積り 中期事業基礎見積り

試験基本計画、 試験基本計画書

技術試験基本計画

試験細部計画、 試験細部計画書

技術試験細部計画

附 則 （令和２年３月３１日庁訓第５号）（抄）

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。


