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防衛装備庁における研究開発報告の刊行等について（通達）

標記について、別紙のとおり定めたので通達する。

添付書類：別紙

別紙
防衛装備庁における研究開発報告の刊行等について
（目的）
第１条

この通達は、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）
（以下「庁訓令」という。）第９条の規定に基づき、研究開発報告の編集、刊行、
整理及び保管について定めることを目的とする。
（技報の刊行）
第２条

研究開発報告のうち、防衛省内外の研究機関等に積極的に公表して差し支え

ないと認められる技術管理報告を、防衛装備庁技報（以下「技報」という。）とし
て刊行するものとする。
（技報の刊行形式及び配布区分）
第３条
２

技報の刊行は、原則として単行形式によるものとする。

技報の配布区分は、原則として別表のとおりとする。
（研究開発要録の編集）

第４条

技術戦略部長は、防衛装備庁長官（以下「長官」という。）の進達の終了し

た研究開発報告を研究開発要録として編集するものとする。
２

前項に掲げる研究開発要録を編集するため、プロジェクト管理部長は、長官に進
達の終了した研究開発報告（技術戦略部長が進達する研究開発報告を除く。）を、
速やかに技術戦略部長に送付するものとする。
（研究開発報告の整理及び保管）

第５条

研究開発報告（技報として刊行されたものを除く。）、技報及び研究開発要録

の整理及び保管は、技術戦略部技術振興官において行うものとする。
２

研究開発報告のうちの技術管理報告については、技術戦略部技術振興官において
複製し、配布するものとする。
（委任規定）

第６条

この通達に定めるもののほか、研究開発報告の編集、刊行、整理及び保管の

実施について必要な事項は、技術戦略部長が定めるものとする。

別表
防衛装備庁技報（一般）の配布区分
No.

配布先

1

国立国会図書館

収書部（長官官房文書課図書係

2

大臣官房 文書課 図書館

3

整備計画局 防衛計画課

4

装備政策部

5

プロジェクト管理部

6

統合幕僚監部 防衛計画部 計画課

7

情報本部 計画部

8

防衛大学校 教務部 教務課 企画係

9

防衛大学校 応用科学群 応用物理学科

気付）

装備制度管理官
統合装備計画官

10 防衛大学校 応用科学群 応用化学科
11 防衛大学校 電気情報学群 電気電子工学科（図書室）
12 防衛大学校 電気情報学群 通信工学科
13 防衛大学校 電気情報学群 情報工学科
14 防衛大学校 電気情報学群 機能材料工学科
15 防衛大学校 システム工学群 航空宇宙工学科
16 防衛大学校 図書館
17 防衛研究所 研究部 第４研究室
18 陸上自衛隊 開発実験団本部
19 陸上自衛隊 幹部学校 研究課
20 陸上自衛隊 武器学校 研究部
21 陸上自衛隊 小平学校 情報教育部 研究課
22 陸上自衛隊 補給統制本部 装備計画部 調査研究課
23 海上自衛隊 幹部学校 研究部
24 海上自衛隊 第２術科学校 研究部 資料課
25 海上幕僚監部 指揮通信情報部 情報課
26 海上自衛隊 補給本部
27 海上自衛隊 佐世保造修補給所 武器部
28 海上自衛隊 舞鶴造修補給所 武器部
29 航空幕僚監部 防衛部 装備体系課
30 航空幕僚監部 技術部技術課先進技術室
31 航空自衛隊 航空教育集団司令部 教育部 研究課

32 航空自衛隊 飛行開発実験団司令部 研究開発部
33 航空自衛隊 航空開発実験集団 航空医学実験隊 図書係
34 航空自衛隊 幹部学校 総務課
35 航空自衛隊 補給本部 技術課
36 文部科学省 科学技術・学術政策局 安全・安心科学技術企画室
37 文部科学省 科学技術・学術政策研究所
38 国立保健医療科学院 研究情報センター
39 経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策課 技術調査室
40 国土交通省 気象庁 気象研究所 企画室（図書室）
41 東京消防庁 消防技術安全所 消防技術課 庶務係
42 日本原子力研究開発機構研究技術情報部情報メディア管理課
43 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 本社図書館
44 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 筑波図書館
45 独立行政法人 防災科学技術研究所 資料室
46 独立行政法人 水産総合研究センター 水産工学研究所 業務推進課
47 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター東事業所 図書室
48 独立行政法人 海上技術安全研究所総務部 総務課
49 独立行政法人 電子航法研究所 企画課
50 独立行政法人 港湾空港技術研究所 企画管理部企画課
51 独立行政法人 情報処理推進機構（ＩＰＡ）
52 独立行政法人 情報通信研究機構 研究推進部門知財推進グループ
53 独立行政法人 理化学研究所
54 （財）鉄道総合技術研究所
55 （財）日本自動車研究所 図書室
56 （社）火薬学会
57 （社）日本防衛装備工業会 総務部
58 （社）日本航空宇宙工業会
59 （社）日本造船工業会 企画部 商船艦艇グループ
60 （社）日本航空宇宙学会 総務部
61 九州大学 システム情報科学研究院
62 熊本大学 付属図書館 雑誌情報室
63 公立大学法人首都大学東京 図書情報センター日野館
64 慶應義塾大学 理工学メディアセンター
65 東京都市大学 図書館
66 明治大学 理工学部 情報科学科
67 明治大学 生田図書館

68 日本大学 理工学部
69 北海道大学 付属図書館 情報管理課 雑誌受入担当（工学部）
70 東北大学付属図書館 工学分館管理係
71 静岡大学 附属図書館 浜松分館
72 鳥羽商船高等専門学校 図書館
73 鹿児島大学 大学院理工学研究科
74 京都大学
75 千葉工業大学
76 東海大学 工学部
77 東海大学 理学部
78 東海大学 付属図書館
79 東洋大学
80 徳島大学 工学部
81 金沢工業大学
82 大阪府立大学 大学院工学研究科
83 （株）ＩＨＩ
84 ＪＦＥスチール（株）
85 日本電気（株）
86 ＮＴＴ（株）
87 ＴＯＹＯＴＡ自動車（株）
88 沖電気工業（株）
89 川崎重工業（株）
90 川田工業（株）
91 （株）小松製作所
92 （株）島津製作所
93 シャープ（株）
94 住友軽金属工業（株）
95 住友重機械工業（株）
96 （株）東芝
97 東ソー（株）
98 （株）日立製作所
99 本田技研工業（株）
100 （株）鴻池組
101 三井造船（株）
102 三菱電機（株）
103 富士通（株）

104 （株）熊谷組
105 （株）銭高組
106 シンフォニアテクノロジー（株）（旧神鋼電機）
107 ユニバーサル造船（株）
108 日立造船（株）
109 日立金属（株）
110 三菱重工（株）
111 三菱製鋼（株）
112 （株）明電舎
113 富士電機システムズ（株）
114 （株）石川製作所
115 （株）ジーエス・ユアサテクノロジー
116 岩崎通信機（株）
117 海洋電子工業（株）
118 カヤバ工業（株）
119 （株）ニコン
120 （株）日立国際電気
121 （株）理経
122 （株）光電製作所
123 ジェイ・アール・シー特機(株)
124 島田理化工業（株）
125 住友電気工業（株）
126 東京計器（株）
127 東レ（株）
128 （株）ナック イメージテクノロジー
129 日油（株）
130 （株）日本製鋼所
131 日本無線（株）
132 富士重工（株） 航空宇宙カンパニー
133 富士通特機システム（株）
134 富士電機（株）
135 三波工業（株）
136 横河電子機器（株）
137 横浜ゴム（株）
138 リコーエレメックス（株）

