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○ 安全保障技術研究推進制度について 

 ① 制度創設から直近までの下記の一覧 

  採択日、研究課題とその概要、研究代表者名・所属機関、分担研究者・所

属機関、分担研究者の研究内容、研究期間、研究費、研究成果の公開の実績 

 ② 予算規模（創設から直近まで、今後の見込み） 

 ③ 安全保障技術研究推進制度での研究成果をふまえた防衛装備庁での研究

開発は特定秘密に該当するかどうか。該当するとすればその理由について。 

 

①について 

安全保障技術研究推進制度の創設から直近までの採択日、研究課題とその概

要、代表研究機関・研究代表者名、分担研究機関・研究分担者名、研究分担者が

所属する分担研究機関の研究内容、採択時の予定研究期間、契約時の委託金額、

研究成果の公開の実績を別紙に示す。 

 

②について 

 平成２７年度から開始した安全保障技術研究推進制度について、現在までの

予算額又は予算案の額を以下に示す。なお、平成３１年度以降の予算規模につい

ては、現時点では確たることを申し上げる段階ではないことから、お答えするこ

とは困難である。 

（１） 平成２７年度予算       約３億円 

（２） 平成２８年度予算       約６億円 

（３） 平成２９年度予算     約１１０億円 

（４） 平成３０年度予算案     約１０１億円 

 

③について 

 安全保障技術研究推進制度の研究成果については、防衛装備庁での研究開発

に活用するか否かにかかわらず、特定秘密に指定することはない。 

 

 



採択研究課題 研究課題の概要
代表研究機関
（研究代表者名）

分担研究機関
（研究分担者名※３）

【研究分担者の研究内容】

委託金額（円）
上段：平成２９年度
中段：平成２８年度
下段：平成２７年度

採択時の
予定

研究期間

研究成果の
公表実績

（平成29年12月
12日現在）

ダークメタマテリアルを
用いた等方的広帯域
光吸収体

本研究は、光の波長よりも細かなサブ波長スケールの
人工構造を用いることにより、光を完全に吸収する特殊
な表面の実現を目指すものです。

理化学研究所
(田中 拓男)

ー

38,870,000
38,976,000
37,486,000

平成２９年度ま
で（約３年）

１１件

計：115,332,000

ヘテロ構造最適化によ
る高周波デバイスの高
出力化

本研究は、窒化ガリウム（GaN）系の高周波トランジスタに、
デバイス構造の最適化が可能なインジウム系の材料を
導入すること等により、飛躍的な性能の向上を目指すも
のです。

富士通株式会社
(中村 哲一)

ー

37,994,999
38,662,351
35,484,304 ９件

計：112,141,654

構造軽量化を目指し
た接着部の信頼性お
よび強度向上に関す
る研究

本研究は、カーボンナノチューブを用いて繊維と樹脂と
の間の強度を向上させることで、炭素繊維強化プラス
チック及び接着部の強度と信頼性の向上を目指すもの
です。

神奈川工科大学
(永尾 陽典)

株式会社 N.A.C.T.
（十二所 正）【カーボンナノチューブ樹脂
薄膜の改良等】

13,128,277
15,079,823
4,678,788 ３件

計： 32,886,888

極超音速複合サイク
ルエンジンの概念設計
と極超音速推進性能
の実験的検証

本研究は、地上静止からマッハ5 までの飛行速度範囲
で作動出来る空気吸込式の極超音速複合サイクルエ
ンジンの概念設計と性能の実験的検証を行うものです。

宇宙航空研究開発機構
(田口 秀之)

－

38,999,890
38,869,948
38,870,000 ０件

計：116,739,838

海中ワイヤレス電力伝
送技術開発

本研究は、磁界共鳴方式により複数コイルにエネル
ギーを伝播させることで、海中において数メートル離隔
した相手に非接触で電力伝送する方式の実現を目指
すものです。

パナソニック株式会社
(小柳 芳雄)

九州工業大学
(浦 環)【水中ワイヤレス給電の構造体の
設計・電子機器のノイズ影響調査】

38,551,499
38,448,004
32,880,178

４件

計：109,879,681

光電子増倍管を用い
た適応型水中光無線
通信の研究

本研究は、将来的な海中ネットワーク構築に向け、水中
光無線通信装置の試作を行い、高速かつ安定な海中
での光通信の確立を目指すものです。

海洋研究開発機構
(澤 隆雄)

エス・エー・エス株式会社
（氏名は不開示）【通信アルゴリズムのプロ
グラム作成等】
株式会社島津製作所
（氏名は不開示）【水中光無線通信装置
の改良】

19,279,000
25,325,300
20,389,000

１０件

計： 64,993,300

無人機搭載ＳＡＲ※1の
リピートパスインター
フェロメトリＭＴＩ※2に係
る研究

本研究は、合成開口レーダーを搭載した２機の無人飛
行機を協調制御することで移動目標検出機能を飛躍
的に高める（低速移動体検出能力の向上）ことを目指
すものです。

東京電機大学
（島田 政信）

宇宙航空研究開発機構
（氏名は不開示）
【無人航空機の機体改良や飛行試験等】

38,999,997
39,000,000
38,999,426 ２件

計：116,999,423

超高吸着性ポリマーナ
ノファイバー有害ガス
吸着シートの開発

本研究は、化学吸着が可能なポリマーナノファイバーを
作製し、有害化学物質の吸着特性の評価を行うもので
す。

豊橋技術科学大学
（加藤 亮）

－

3,770,000
3,900,000
4,745,000 ４件

計： 12,415,000

可搬式超小型バイオ
マスガス化発電システ
ムの開発

本研究は、多種多様な有機物への適用を念頭にした可
搬式の超小型バイオマスガス化発電システムの実現を
目指すものです。

東京工業大学
(吉川 邦夫)

－

33,800,000
39,000,000
34,450,000 １４件

計：107,250,000

※１ ＳＡＲ：Synthetic Aperture Radar 合成開口レーダー

○ 平成２７年度の採択研究課題の採択日：平成２７年９月２４日

○ 平成２７年度の採択研究課題とその概要、代表研究機関・研究代表者名、分担研究機関・研究分担者名、研究分担者
が所属する分担研究機関の研究内容、採択時の予定研究期間、契約時の委託金額、研究成果の公表実績

※２ ＭＴＩ：Moving Target Indication 移動目標検出 ※３ 直近の委託契約書における再委託先の研究実施者名

別紙



採択研究課題名 研究課題の概要
代表研究機関
（研究代表者名）

分担研究機関
（研究分担者名※１）

【研究分担者の研究内容】

委託金額(円)※２

上段：平成２９年度
下段：平成２８年度

採択時の
予定

研究期間

研究成果の
公表実績

（平成29年12月12
日現在）

ゼロフォノンライン励起
新型高出力Yb:YAGセ
ラミックレーザ

本研究は、発熱損失の少ない励起方式を導入するととも
に、高性能冷却システムにてレーザ媒質内の温度分布を
制御することにより、実用的且つ安定なYb:YAGセラミック
レーザの実現を目指すものです。

公益財団法人レーザー技術
総合研究所
（藤田 雅之）

三菱重工業株式会社
（氏名は不開示）
【冷却装置の試作】

34,446,082
34,434,792

平成３０年度
まで（約３年）

５件

計： 68,880,874

吸着能と加水分解反
応に対する触媒活性
を持つ多孔性ナノ粒
子集合体

本研究は、配位高分子をナノ粒子化し、その集合体を構
築することで様々な有機分子を吸着、分解する材料の
実現を目指すものです。

大阪市立大学
（山田 裕介）

－

37,960,000
17,454,999 

４件
計： 55,414,999

軽量かつ環境低負荷
な熱電材料によるフェ
イルセーフ熱電池の
開発

本研究は、軽量かつ環境低負荷なMg2Si熱電材料を用
いたエンジン廃熱発電システムについて、高耐久化及び
フェイルセーフ機能の実装を目指すものです。

東京理科大学
（飯田 努）

岡山理科大学
（麻原 寛之）【DC-DCコンバータの開
発等】

35,045,639
34,635,712 

３件
計： 69,681,351

酸化物原子膜を利用
した電波特性の制御
とクローキング技術へ
の応用

本研究は、導電性、誘電性、強磁性などの機能を有する
極薄の層状結晶である酸化物原子膜を活用して、広帯
域での電波特性の制御技術の実現を目指すものです。

物質・材料研究機構
（長田 実）

－

32,500,000
32,500,000 

０件
計： 65,000,000

海中での長距離・大
容量伝送が可能な小
型・広帯域海中アンテ
ナの研究

本研究は、海中にて効率的かつ実用的な電磁波通信を
可能とする実用的サイズの近接場アンテナの開発を目
指すものです。

日本電気株式会社
（山口 功）

－

36,121,945
31,023,302 

０件
計： 67,145,247

超多自由度メッシュロ
ボットによる触覚／力
覚提示

本研究は、多自由度・超小型マイクロロボットをメッシュ状
に多数組み合わせた、手のひらサイズのメッシュロボットを
開発し、これを用いた触覚／力覚提示システムの実現を
目指すものです。

東京農工大学
（遠山 茂樹）

－

12,347,026
12,730,900 

２件
計： 25,077,926

海棲生物の高速泳動
に倣う水中移動体の
高速化バブルコーティ
ング

本研究は、水中で空気層を保持することを可能とする塗
膜を表層に形成することで、水中移動体の摩擦抵抗の
低減を目指すものです。 物質・材料研究機構

（内藤 昌信）

日本ペイントマリン株式会社
（高井 章）【バブルコーティングの塗
装技術等】
海上・港湾・航空技術研究所
（川北 千春）【小型回流水槽を用い
た流体抵抗低減効果の検証】

27,296,949
26,785,618

０件

計： 54,082,567

マイクロバブルの乱流
境界層中への混入に
よる摩擦抵抗の低減

本研究は、水槽実験及び数値解析を通じて、マイクロバ
ブルコーティングによる船体の摩擦抵抗低減効果のメカ
ニズム解明を目指すものです。

北海道大学
（村井 祐一）

－

12,944,547
10,398,870 

０件
計： 23,343,417

超高温高圧キャビ
テーション処理による
耐クラック性能・耐腐
食性の向上

本研究は、超音波を印加したウォータージェットピーニング
を用いたマイクロ鍛造により、過酷環境下で用いられる金
属表面の耐久性向上を目指すものです。

山口東京理科大学
（吉村 敏彦）

－

11,120,200
9,820,850 

１１件
計： 20,941,050

LMD(Laser Metal 
Deposition)方式に
よる傾斜機能材料の
3D造形技術の研究

本研究は、異なる金属粉末の積層が可能なLMD方式
をベースに、金属間化合物の発生を抑制しながら３
Ｄ造形できる技術の確立を目指すものです。

三菱重工業株式会社
（荻村 晃示）

－

28,590,810
28,587,461

０件
計： 57,178,271

○ 平成２８年度の採択研究課題の採択日：平成２８年７月２８日

○ 平成２８年度の採択研究課題とその概要、代表研究機関・研究代表者名、分担研究機関・研究分担者名、研究分担者
が所属する分担研究機関の研究内容、採択時の予定研究期間、契約時の委託金額、研究成果の公表実績

※１ 直近の委託契約書における再委託先の研究実施者名 ※２ 平成３０年度の委託金額については、委託契約を締結していない現時点では未確定のため記載していない。



採択研究課題名 研究課題の概要
代表研究機関
（研究代表者名）

分担研究機関
（研究分担者名※５）

【研究分担者の研究内容】
委託金額（円）※６

採択時の
予定

研究期間

研究成果の
公表実績

（平成29年12月
12日現在）

マルチアングル3次元ホ
ログラフィックGB-SAR※１

による不均質媒質内埋
設物の高分解能な立体
形状推定に関する研究

本研究では、様々な角度からの埋設物体の電磁
波散乱を観測することにより、地中に埋設した物
体の立体形状を精度良く推定する計測手法の実
現を目指します。

宇宙航空研究開発機構
(西堀 俊幸)

東京農工大学
（有馬 卓司）【多層不均質媒質数学モデ
ルの修正等】

8,414,245

平成３１年度ま
で（約３年）

０件

計： 8,414,245

電気化学的手法による
CFRP※２接着界面域に
おけるエポキシ当量測
定

本研究では、CFRPの接着における分子結合を電
気化学的に観察することで、接着界面における
分子レベルの接着不良を可視化する新しい評価
手法の実現を目指します。

宇宙航空研究開発機構
（森本 哲也）

－

32,650,150

計： 32,650,150

海水の微視的電磁場応
答の研究と海底下セン
シングへの応用

本研究では、海水中における微視的な電磁波応
答を考慮した電磁場伝搬モデルを構築し、これ
を適用したモデル化及びセンサ技術により、海底
下の埋設物を高感度･高精度で探知する技術の
実現を目指します。

情報通信研究機構
（児島 史秀）

海洋研究開発機構
（吉田 弘）【微視的電磁場応答の測定系
構築等】

31,181,818

計： 31,181,818

半導体の捕獲準位に電
子を蓄積する固体電池
の研究開発

本研究では、イオン移動や化学反応が不要であ
るため、高い安全性が期待される半導体固体電
池の実現を目指します。

東芝マテリアル株式会社
（平林 英明）

株式会社東芝
（藪原 秀彦）【知的財産保護の観点から現
時点では不開示】

16,375,017

計： 16,375,017

超広帯域透過光学材
料・レンズに関する研究
開発

本研究では、新たな光学材料の探索、レンズへの
成形プロセス研究、超広帯域にわたる解像を実
現する光学設計を通じ、可視光から遠赤外線ま
での超広帯域にわたり透過可能な材料・光学系
の実現を目指します。

パナソニック株式会社
(難波 亨)

株式会社五鈴精工硝子
（東 紀吉）【カルコハライドガラスの作成
等】

32,168,137

計： 32,168,137

不揮発性高エネルギー
密度二次電池の開発

本研究では、電解質の揮発温度を高めるととも
に高安全化、高エネルギー密度を両立する革新
的リチウム二次電池の実現を目指します。

株式会社日立製作所
（奥村 壮文）

－
38,990,329

計： 38,990,329

MUT※３型音響メタマテリ
アルによる音響インピー
ダンスのアクティブ制御
の研究

本研究では、音響インピーダンス整合の物理モ
デルに基づき、MEMS※４技術により音響特性をア
クティブに制御する音響メタマテリアルの実現を
目指します。

株式会社日立製作所
(南利 光彦)

－

32,336,062

計： 32,336,062

超高温遮熱コーティング
システムの開発

本研究では、超高温遮熱を可能とするセラミック
スコーティング膜材料の実現を目指し、理論計算
により最適化学組成と層構成に関する設計検討
を行うとともに、実プロセスを通じ条件の最適化を
図ります。

一般財団法人ファインセラミッ
クスセンター
（北岡 諭）

トーカロ株式会社
（土生 陽一郎）【構造形成プロセスの検
討等】

38,999,998

計： 38,999,998

※１ GB-SAR: Ground-Based Synthetic Aperture Radar （地上設置型合成開口レーダー）
※２ CFRP: Carbon Fiber Reinforced  Plastic （炭素繊維強化プラスチック）
※３ MUT: Micromachined Ultrasonic Transducer （マイクロマシン技術による超音波振動子）

【小規模研究課題（タイプＡ・Ｂ）】

※４ MEMS: Micro Electro Mechanical Systems （微小電気機械システム）
※５ 直近の委託契約書における再委託先の研究実施者名
※６ 平成３０年度以降の委託金額については、委託契約を締結していない現時点では未確定のため記載していない。

○ 平成２９年度の採択研究課題の採択日：平成２９年８月２８日

○ 平成２９年度の採択研究課題とその概要、代表研究機関・研究代表者名、分担研究機関・研究分担者名、研究分担者
が所属する分担研究機関の研究内容、採択時の予定研究期間、契約時の委託金額、研究成果の公表実績（１／２）



採択研究課題名 研究課題の概要
代表研究機関
（研究代表者名）

分担研究機関
（研究分担者名※１）

【研究分担者の研究内容】
委託金額（円）※２

採択時の
予定

研究期間

研究成果の
公表実績

（平成29年12月12
日現在）

極超音速飛行に向けた、
流体・燃焼の基盤的研究

本研究では、将来の極超音速飛行を支える基
盤技術の向上を図るために、風洞試験、飛行試
験及び計算機上での解析を通じ、地上設備で
のデータから極超音速領域での燃焼現象と空
力加熱を推定する手法の獲得を目指します。

宇宙航空研究開発機構
(谷 香一郎)

岡山大学
（河内 俊憲）【乱れ強さの計測手法構築
等】
東海大学
（山田 剛治）【連成解析化によるCFD解
析の精度の向上等】

29年度 137,051,719
30年度 282,635,345
31年度 715,286,322
32年度 539,992,761
33年度 160,762,042

平成３３年度まで
（約５年）

０件

合計 1,835,728,189

フォトニック結晶による高
ビーム品質中赤外量子カ
スケードレーザの開発

本研究では、量子カスケードレーザにフォトニック
結晶を用いた面発光素子を導入することにより、
高出力かつ高ビーム品質を備えた中赤外光源
の実現を目指します。

物質・材料研究機構
(迫田 和彰)

東京工科大学
（高木 茂行）【QCL素子の高温安定動
作に向けた熱解析・放熱構造の作成技
術】
株式会社東芝
（齋藤 真司）【QCL素子の高出力化と高
効率化技術】

29年度 122,231,964
30年度 355,463,250
31年度 225,746,932
32年度 176,960,299
33年度 118,407,251

合計 998,809,696

無冷却タービンを成立さ
せる革新的材料技術に関
する研究

本研究では、航空エンジンへの適用を想定し、
モリブデン合金及びニッケル合金材料を適用し
た無冷却タービンシステムを形成するために必
要となる材料技術や製造プロセスの検討を行い、
その成立性を確認します。

株式会社ＩＨＩ
(高橋 聰)

物質・材料研究機構
（川岸 京子）【高性能ディスク向けニッ
ケル合金開発】

29年度 23,646,022
30年度 771,704,810
31年度 563,172,039
32年度 306,292,039
33年度 277,692,039

合計 1,942,506,949

共鳴ラマン効果による大気
中微量有害物質遠隔計
測技術の開発

本研究では、レーザ光の照射により微量有害物
質が発する共鳴ラマン散乱光を計測することで、
複数種の物質の種類、量及び位置を遠隔から
瞬時に特定する計測手法の実現を目指します。

株式会社四国総合研究所
(岡﨑 宗孝)

一般財団法人電力中央研究所
（江藤 修三）【受光系の製作等】
公益財団法人レーザー技術総合研究所
（染川 智弘）【レーザ光源の製作等】

29年度 241,321,277
30年度 276,165,004
31年度 210,648,867
32年度 174,137,662
33年度 129,175,925

合計 1,031,448,735

極限量子閉じ込め効果を
利用した革新的高出力・高
周波デバイス

本研究では、新しい半導体材料を用いることで
可能になる強い量子閉じ込め効果を適用した
電子輸送チャネル構造の適用や、高放熱材料と
の異種材料融合等により、高周波デバイスの飛
躍的な出力向上を目指します。

富士通株式会社
(小谷 淳二)

東京農工大学
（熊谷 義直）【AIN基板の表面研磨等】
株式会社トクヤマ
（山本 玲緒）【ハライド気相成長法等】
産業技術総合研究所
（福田 浩一）【数値計算等】

29年度 369,373,068
30年度 758,935,365
31年度 446,200,750
32年度 222,587,178
33年度 197,468,646

合計 1,994,565,007

複合材構造における接着
信頼性管理技術の向上に
関する研究

本研究では、炭素繊維複合材の接着界面につ
いて、分子レベルの化学状態や電子状態観察、
ミクロ及びマクロスケールにおける接着強度評
価、界面化学状態に関する分子シミュレーション
を通じ、接着力の発現メカニズムを理解し、プロ
セス因子影響度を体系的に把握するとともに、
新しい表面改質手法を評価することで、既存の
技術・手法を上回る接着強度を得るための検討
を行います。

三菱重工業株式会社
(高木 清嘉)

産業技術総合研究所
（大久保 雅隆）【低加速SEMを用いた化
学状態ナノマッピング手法の検討等】

29年度 109,591,630
30年度 435,063,096
31年度 183,747,096
32年度 176,727,096
33年度 141,627,096

合計 1,046,756,014

【大規模研究課題（タイプＳ）】

○ 平成２９年度の採択研究課題とその概要、代表研究機関・研究代表者名、分担研究機関・研究分担者名、研究分担者
が所属する分担研究機関の研究内容、採択時の予定研究期間、契約時の委託金額、研究成果の公表実績（２／２）

※１ 直近の委託契約書における再委託先の研究実施者名 ※２ 平成２９年度から平成３３年度までの複数年度契約


