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× 禁止 国立大学法人北見工業大学 〒090-8507  北海道北見市公園町165 学⾧ 鈴木　聡一郎

途中破棄 国立大学法人北海道大学 〒060-0808 札幌市北区北8条西5丁目 総⾧ 名和豊春

× 禁止 国立大学法人室蘭工業大学 〒050-8585 室蘭市水元町27-1 学⾧ 空閑良壽

公立大学法人会津大学 〒965-8580  福島県会津若松市一箕町鶴賀字上居合90 学⾧ 岡嶐一

公立大学法人秋田県立大学 〒015-0055 秋田県由利本荘市土谷海老ノ口８４−４ 学⾧ 小林淳一

× 国立大学法人秋田大学 〒010-8502  秋田市手形学園町１の１ 学⾧ 山本文雄

公立大学法人岩手県立大学 〒020-0693  岩手県滝沢市巣子152の52 学⾧ 鈴木厚人

国立大学法人岩手大学  〒020-8550 岩手県盛岡市上田3丁目18−8 学⾧ 岩渕明

規制 国立大学法人東北大学 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平２丁目１−１ 総⾧ 大野　英男

国立大学法人弘前大学 〒036-8560 青森県弘前市文京町1 学⾧ 佐藤敬

国立大学法人福島大学 〒960-1248 福島県福島市金谷川１ 学⾧ 中井勝己

国立大学法人山形大学 〒992-8510  山形県米沢市城南４丁目３の16 学⾧ 小山清人

禁止 禁止 国立大学法人茨城大学 〒316-8511  茨城県日立市中成沢町４丁目12の１ 学⾧ 三村信男

国立大学法人宇都宮大学 〒321-8585  栃木県宇都宮市陽東７丁目１の２ 学⾧ 石田朋靖

△ 国立大学法人群馬大学 〒371-8510 群馬県前橋市荒牧町4-2 学⾧ 平塚浩士

△ 国立大学法人埼玉大学 〒338-8570  埼玉県さいたま市桜区下大久保255 学⾧ 山口宏樹

条件付・要審査 公立大学法人東京都立大学 〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目１ 学⾧ 上野淳 ※3/31までは首都大学東京の名称

× 国立大学法人千葉大学 〒263-8522  千葉市稲毛区弥生町１の33 学⾧ 徳久剛史

禁止 Sタイプ 国立大学法人筑波大学 〒305-8577 茨城県つくば市天王台１丁目１の１ 学⾧ 永田恭介

△ 国立大学法人電気通信大学 〒182-8585  東京都調布市調布ヶ丘１丁目５の１ 学⾧ 福田 喬

条件付・要審査 禁止 国立大学法人東京工業大学 〒152-8550  東京都目黒区大岡山２丁目12の１ 学⾧ 益 一哉

議論しよう 国立大学法人東京大学 〒113-8654  東京都文京区本郷７丁目３の１ 総⾧ 五神真

〇 研究中 国立大学法人東京農工大学 〒184-8588 東京都小金井市中町２丁目24の16 学⾧ 大野弘幸

国立大学法人総合研究大学院大学 〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村） 学⾧ ⾧谷川眞理子

公立大学法人産業技術大学院大学 〒140-0011 東京都品川区東大井一丁目10番40号 学⾧ 川田 誠一

公立大学法人前橋工科大学 〒371-0816  群馬県前橋市上佐鳥町460の１ 学⾧ 星和彦

安全保障技術研究推進制度 国公立大学リスト
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条件付・要審査 国立大学法人横浜国立大学 〒240-8501  神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79の1 学⾧ ⾧谷部勇一

× 国立大学法人信州大学 〒390-8621 ⾧野県松本市旭3−1−1 学⾧ 濱田州博

条件付・要審査 国立大学法人⾧岡技術科学大学 〒940-2188  新潟県⾧岡市上富岡町1603の１ 学⾧ 東信彦

× 禁止 国立大学法人新潟大学 〒950-2181  新潟市西区五十嵐２の町8050 学⾧ 牛木 辰男

国立大学法人山梨大学 〒400-8510 山梨県甲府市武田４丁目３−１１ 学⾧ 島田眞路

△ 国立大学法人岐阜大学 〒501-1193  岐阜市柳戸１の１ 学⾧ 森脇久隆

△ 条件付・要審査 国立大学法人静岡大学 〒422-8529 静岡県静岡市駿河区大谷836 学⾧ 石井潔

△ 条件付・要審査 実績あり 国立大学法人豊橋技術科学大学 〒441-8580 愛知県豊橋市 天伯町雲雀ヶ丘1-1 学⾧ 大西隆

禁止 国立大学法人名古屋工業大学 〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町 学⾧ 鵜飼裕之

条件付・要審査 禁止 国立大学法人名古屋大学 〒464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町１ 総⾧ 松尾清一

国立大学法人三重大学 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577 学⾧ 駒田美弘

公立大学法人富山県立大学 〒939-0398 富山県射水市 黒河５１８０ 学⾧ 下山勲

× 国立大学法人富山大学 〒930-8555 富山県富山市五福３１９０ 学⾧ 齋藤滋

国立大学法人福井大学 〒910-8507 福井県福井市文京３−９−１ 学⾧ 上田孝典

国立大学法人金沢大学 〒920-1192 石川県金沢市角間町 学⾧ 山崎光悦

△ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 学⾧ 浅野哲夫

△ 研究中 公立大学法人大阪市立大学 〒558-8585 大阪府大阪市 住吉区杉本3−3−138 学⾧ 荒川哲男

国立大学法人大阪大学 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘１−１ 総⾧ 西尾章治郎

△ 国立大学法人京都工芸繊維大学 〒606-8585 京都府京都市左京区松ケ崎橋上町 学⾧ 森迫　清貴

禁止 禁止 国立大学法人京都大学  〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 総⾧ 山極壽一

資料削除済 国立大学法人神戸大学 〒657-0013 兵庫県神戸市灘区六甲台町１−１ 学⾧ 武田廣

禁止 公立大学法人滋賀県立大学 〒522-0057 滋賀県彦根市八坂町２５００ 理事⾧ 廣川能嗣

国立大学法人滋賀大学 〒522-8522 滋賀県彦根市馬場１丁目１−１ 学⾧ 位田隆一

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 〒630-0101 奈良県生駒市高山町８９１６番地５ 学⾧ 横矢直和

公立大学法人兵庫県立大学 〒651-2197 兵庫県神戸市西区学園西町８丁目２−１ 学⾧ 太田勲

学内閲覧 国立大学法人和歌山大学 〒640-8510 和歌山県和歌山市栄谷930 学⾧ 伊東千尋

各自自覚持て 国立大学法人愛媛大学 〒790-8577 愛媛県松山市道後樋又10番13号 学⾧ 大橋裕一
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公立大学法人岡山県立大学 〒719-1197 岡山県総社市窪木１１１ 学⾧ 沖陽子

研究中 国立大学法人岡山大学  〒700-0082 岡山県岡山市北区津島中１丁目１−１ 学⾧ 槇野博史

国立大学法人香川大学 〒760-0016 香川県高松市幸町１−１ 学⾧ 筧　善行

× 禁止 禁止 公立大学法人高知工科大学 〒782-0003 高知県香美市土佐山田町宮ノ口１８５ 学⾧ 磯部雅彦

△ 禁止 禁止 国立大学法人高知大学 〒780-8072 高知県高知市曙町2−5−1 学⾧ 櫻井 克年

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学〒756-0884 山口県山陽小野田市大学通1-1-1 学⾧ 森田廣

条件付・要審査 国立大学法人島根大学 〒690-8504 島根県松江市西川津町１０６０ 学⾧ 服部泰直

禁止 国立大学法人徳島大学 〒770-8501 徳島県徳島市新蔵町２丁目24番地 学⾧ 野地澄晴

国立大学法人鳥取大学 〒680-8550 鳥取県鳥取市湖山町南4丁目１０１ 学⾧ 中島廣光

国立大学法人広島大学 〒739-0046 広島県東広島市鏡山１丁目３−２ 学⾧ 越智光夫

条件付・要審査 研究中 国立大学法人山口大学 〒753-8511 山口県山口市吉田１６７７−１ 学⾧ 岡正朗

条件付・要審査 研究中 国立大学法人大分大学 〒870-1124 大分県大分市旦野原７００ 学⾧ 北野正剛

禁止 国立大学法人鹿児島大学 〒890-8580 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目２１−２４ 学⾧  佐野輝

公立大学法人北九州市立大学 〒802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方４−２−１ 学⾧ 松尾太加志

国立大学法人九州工業大学 〒804-8550 福岡県北九州市戸畑区仙水町1−1 学⾧ 尾家祐二

× 国立大学法人九州大学 〒819-0385 福岡県福岡市西区元岡744番地 総⾧ 久保千春

△ 国立大学法人熊本大学 〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪２丁目39番1号 学⾧ 原田信志

国立大学法人佐賀大学 〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町１ 学⾧ 兒玉 浩明

公立大学法人⾧崎県立大学 〒858-8580 ⾧崎県佐世保市 川下町123 学⾧ 木村務

× 禁止 国立大学法人⾧崎大学 〒852-8521 ⾧崎県⾧崎市文教町１−１４ 学⾧ 河野　茂

国立大学法人宮崎大学 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地 学⾧ 池ノ上克

× 禁止 国立大学法人琉球大学 〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町千原1番地 学⾧  西田睦

禁止 公立大学法人広島市立大学 〒731-3194 広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号 学⾧ 若林 真一

禁止

要注意
容認
情報なし

※１ NHKニュースより "軍事的研究は慎重に"科学界が新声明 https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_0417.html
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