日本 学 術 会議 「軍 事 的 安 全 保 障研 究 に 関す る声 明」 を受 け て
―

日本 看 護 系 学 会 協議 会 の 見解

―

日本学術会議 は平成 29年 3月 24日 、幹事会決定 として 「軍事的安全保障研 究に関
す る声明」 を発表 した。同声明 では、 1950年 、1967年 に 出 された 「戦争 を 目的 とす る
科学 の研 究は絶対 に これ を行わない」声明 を継承す ることが宣言 されて い る。科学者 の
戦争協力 へ の反省 を過去 の ものに してはな らない とい う意志 と、学術 と軍事 の接近 が進
んでい ることへ の強 い懸念 が表明 されて い る。
同声明では、学術 の健全 な発展 のためには 、研究 の 自主性 。自律性 、研究成果 の公 開
性 が重要なの だが 、防衛装備庁 の 「安全保障技術研 究推進制度」による研究助成 は、政
府 による研究へ の介入等 によ り、これ らが担保 され ない恐れがある と警戒 を示 してい る。
また、研 究成果 の軍事 目的 へ の転用 の可能性 を考慮 に入れ る必要がある ことか ら、研究
資金 の獲得 に際 して 、入 り口段 階 で の慎重 な判断が求め られ る として、研究者個人 だけ
ではな く、大学等 の研 究機 関 における審 査体制 の整備 、学協会 にお けるガイ ドライ ン等
の設定 が求 め られ るとして い る。 なお、本声明に加 えて 、「安全保障 と学術 に関す る検
討委員会」は審議結果 をま とめた報告書 を公表 している。声明 にお いて言及 されて い る
重要な論点は、報告書 の 中で詳細 に述 べ られ てい る。
一般社団法人 日本看護 系大学協議会 は 、看護学研 究に携 わ る看護系学会 の立場 か ら、
日本学術会議 の声明を支持 し賛同す る。
本協議会は、「看護学 の学術的発展 をめざす看護 系学会 の相 互 交流 と連携 をはか り、
看護学研究 の成果 を社会 に還元す る学会活動 を支援 し、また看 護学学術 団体 の立場 か ら、
人び との健康 と生活 の質 の 向上 のため国や社会 に向かつて必 要な提言 を行 う」ことを 目
的に設 立 し活動 を続 けてきた。看護学は、病気や けがな どの健康問題 、 さま ざまな原因
に よる健康 被害 に直面 してい る人 々へ の人間的 かつ 専門的 な援助 を探 究す る学 問 と し
て 、人間 の安全保障 に深 く貢献す る と考 えられ る。看護学研究はそれ 自体 としては軍事
目的 の研究 とは結び付 きに くい と思われ るか も しれ ない。 しか しなが ら、災害時 の看護
状況は、自然災害 のみな らず紛争やテ ロな どによる被災者支援 も含 まれてお り、人間の
安全保障 か ら国家 の安全保障 へ と境界 を超 える危険性 は常に存在す る とみなけれ ばな
らない。
本協議会 の 目的に もあるよ うに、看護学研究 の究極 の 目的は人び との生命 と健康、生
活 の質 の 向上であ り、それ は平和で安全 な社会 の維持 。探究 と深 くかかわつている。本
協議会 は、この よ うな看護学 と看護実践 の 目的に立 ち、日本学術会議 の この度 の声明 の
意味 を熟考す ること、軍事 目的 の研 究 。そ の恐れがある研 究には加担 しない ことを提言
す る。
本協議会は、社員学会が 「声明」で求 め られて い るガイ ドライ ンの設定を進 めるに際
して 、参考 になるよ うに、次 の提案 を行 う。

社員学会 へ の提案

1.社 員学会 は、この度 の 日本学術会議 「軍事的安 全保障研 究に関す る声明」お よび安
全保障 と学術 に関す る検討委員会報告 「軍事的安全保障研究 につい て」 を とりあげ、
役員会 。社員総会 。学術集会等 にお いて、そ の 内容 の周知 を図 り、議論 し、理解 を深
める。

2.社 員学会 は看護学分野、特 に各学会 の専門看護学分野 と軍事的安全保障研究 との接
点 を検討 し、注意す べ き研 究テ ーマ等 につい て学会員 に 自覚 を促す。

3.社 員学会 は、軍事的安全保障研究につい ての 日本学術会議 を始 め とす る科学者 団体、
大学 の動 き等 に注 目 して情報 を得 る。

4.学 会 として、学問 の 自由、研究者 の 自律性 。主体性 の尊重 と人び と 。地域社会 。国
際社会 へ の貢献 をめ ぐる幅 広 い議論 の機会 をもつ。
社員学会 は、学会員 による防衛装備庁 「安全保障技術研 究推進制度」あるい は軍事
利用 へ の恐れ がある民間研 究助成金等 へ の応募 につい て 、さらに、助成 を受 けた研究

5。

の学会発表、研 究論文 の掲載 につい て検討 し、学会 として の見解 を示す。ホームペ ー
ジ等 で社員 のみではな く、社会 に向けて公表す る。

6.各 学会 における研究ガイ ドライ ンの整備 のための準備 を進 める。
ガイ ドライ ンには 、以下 の諸点 について検討 し含 めることが必要である。

*各 学会 の 定款 も しくは会 則 に定め られて い る 目的に照 らして、推奨 され るべ き研究
について

*軍 事研究や軍事 に資す る可能性 の ある研 究について
*防 衛装備庁「安全保障技術推進制度」を含む軍事利用・転用 へ の恐れ がある助成 金 ヘ
の応募 につい て

*産 官学共同研究 へ の参加 に際 しての留意す べ き事項 につい て
*個 々の学会員 が看護学研究者 として、学問 の 自由 と人び と、社会 へ の貢献 とい う広
い視野 か ら考 えることの推奨

*市 民や看護 ケア の受 け手 の視 点 の組 み入れ も しくは共 同 とい う観 点 を含 める こと
の奨励

*研 究倫理・ 看護倫理 の遵守
研 究者 の使命 と看護専門職 として の使命 につい て

*そ の他

