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表紙に描かれているシンボルマークは、赤（教育）・青（訓練）・黄（研究）
の３本の矢の渦巻きにより「教育」・「研究」・「訓練」の総合一体的な機能の
発揮を、また、Ｖを形どる楔をモチーフとして、勝利の獲得を表現しております。

英語略称であるTERCOMは教育訓練研究本部の英語名（Training Evaluation 
Research and Development Command）の頭文字をとったものです。

Year Month History 

1957 Aug ●Technical Research Institute Meguro Laboratory was founded

1958
Apr ●National Defense College（NIDS）moved from Kasumigaseki

May ●Technical Research Institute Meguro Laboratory was reorganized with the establishment of the 1st

Research Center, Technical Research and Development Institute（TRDI）

1960 Jun ●ASDF 1st Depot Tokyo subdepot moved from Minato Ward

1994 Oct

●Joint Staff College and Command and Staff College of GSDF, MSDF, and ASDF moved from Camp 
Ichigaya
●Meguro Base established
（Base Commander：Commandant of ASDF Command and Staff College）
●Camp Meguro established
（Camp Commander：Commandant of GSDF Command and Staff College ）

1997 Dec ●ASDF 1st Depot Tokyo subdepot moved to Camp Jujyo

2001 Mar ●JDA（Japan Defense Agency）Meguro International House opened

2006 Jul ●1st Research Center, TRDI reorganized with the establishment of the Naval Systems Research Center

2015 Oct ●TRDI’s Naval Systems Research Center moved to the Acquisition, Technology and Logistics Agency
（ATLA）

2016 Aug ●National Institute of Defense Studies（NIDS）moved to Camp Ichigaya

2018 Mar ※Command and Staff College disbanded
●TERCOM newly established

Notes ※ Ground Research and Development Command  was disestablished with the disbandment of the 
Command and Staff College in Mar 2018

年 月 沿 革 等

昭和３２ ８月 ● 技術研究所目黒試験場設置

昭和３３
４月 ● 防衛研修所（現：防衛研究所）が 霞ヶ関から移転

５月 ● 技術研究所目黒試験場が技術研究本部第１研究所に改編

昭和３５ ６月 ● 航空自衛隊第１補給処東京支処が港区から移転

平成６ １０月
● 統幕学校及び陸海空各幹部学校が市ヶ谷から移転
● 目黒基地開設（基地司令：航空自衛隊幹部学校長）
● 目黒駐屯地開設（駐屯地司令：陸上自衛隊幹部学校長）

平成９ １２月 ● 航空自衛隊第１補給処東京支処が十条へ移転

平成１３ ３月 ● 防衛庁目黒留学生会館建設

平成１８ ７月 ● 技術研究本部第１研究所が改編、艦艇装備研究所設立

平成２７ １０月 ● 技術研究本部艦艇装備研究所が防衛装備庁艦艇装備研究所へ

平成２８ ８月 ● 防衛研究所が防衛省市ヶ谷地区へ移転

平成３０ ３月
※ 陸上自衛隊幹部学校廃止
● 陸上自衛隊教育訓練研究本部新編

備 考 ※ 陸上自衛隊研究本部 幹部学校と同様に平成30年廃止

The symbol of TERCOM shown on the front page,  featuring three spiral arrows of red(education), blue
(training), and yellow(research), represents the synchronization and fulfillment of these three functions. 
The wedges with the “V”shape symbolize achievement of victory in the present, near, and far future.
The English abbreviation “ TERCOM ”comes from the initials highlighted in red :Training, Evaluation, 
Research and Development Command .

教育訓練研究本部シンボルマーク
TERCOM’s Symbol

目 黒 駐 屯 地 沿 革
CAMP MEGURO’s History

教 育 訓 練 研 究 本 部
TERCOM

教育訓練研究本部は、教育、研究開発及び
訓練評価・教訓業務を行っている機関です。

「真に戦える陸上自衛隊」の実現のため、
陸上自衛隊の各職種学校に対する統制・調整
を行い、部隊・関係機関の知見を結集して、
教育、訓練評価・教訓業務、研究開発の機能
を総合一体化し、その成果を

○ 防衛力の整備

○ 基本教育

○ 練成訓練等

に反映する業務を実施しています。

組 織
Organization

TERCOM conducts training, research and 
development, training evaluation, and  lessons 
learned activities. To achieve the “creation of a 
tough JGSDF”,TERCOM supervises branch schools 
in the areas of  education, research, and training 
evaluation, while collecting knowledge from units 
and related organizations in order to broadly 
synchronize education, research and development, 
training evaluation, and lessons learned activities. 
The results of this effort are reflected in:

○Future Force Build-Up

○Unit Operations

○Foundational Education

○Drills and Training
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研 究 部
Research & Development Dept.

研究部は、新たな戦い方を確立し防衛力整備等に役立てるため、大
部隊の運用等に関する研究、将来構想研究、期待性能研究、戦力化研
究、教育訓練研究、部隊実験、運用解析等の業務を実施しています。

訓 練 評 価 部
Training & Evaluation Dept.

訓練評価部は、任務を完遂できる精強な部隊の練成に寄与するため、
教訓業務、訓練評価業務、日米共同方面隊指揮所演習（ＹＳ）の統裁
業務等を実施しています。

総 合 企 画 部
Plans & Integration Dept.

総合企画部は、各部業務の総合調整・統制を行うため、本部の運営、
成果反映業務、各種委員会の運営、学校の統制、情報発信業務、総
務・管理・会計業務等を実施しています。

教 育 部
Command & Staff College

教育部は、上級の指揮官、幕僚等、将来に有用な人材を育成するた
め、幹部高級課程、指揮幕僚課程、技術高級課程、最先任上級曹長課
程等の学生教育並びに外国士官留学生の受け入れ教育を実施していま
す。

The Plans and Integration Department conducts overall coordination and control of each 
department,  administers the HQ, disseminates results of work and other information, oversees 
operation of committees, supervises various schools, manages accounting, etc.

The Research & Development Department oversees the research and development of major 
command operations, future concepts, expected performance, combat power, education and training, 
etc. The Department also conducts test and evaluation, and operational analysis.

The Training & Evaluation Department conducts lessons learned and training evaluation activities.
Additionally, the Department controls activities for Exercise YAMA SAKURA, an annual US-Japan 
bilateral command post exercise. These activities contribute to the drill and training of a “tough 
GSDF” that can achieve its mission.

The Command & Staff College oversees the Advanced Command  & General Staff Course, the 
Command & General Staff Course, the Technical Advanced Course ,and the Command Sergeant 
Major Course. These courses facilitate the development of senior commanders and staff, as well 
as future officers and NCOs. Some courses are open to foreign officers.



開発実験団は、陸上自衛隊唯一の試験評価専任部隊として、陸上装備
品の研究改善、実用試験、射表の作成、自衛隊の任務の特性等から生起
する傷病予防等に関する調査研究並びに防衛装備庁が実施する技術試験
等の協力も実施しています。

As the only command in the GSDF that specializes in test and evaluation, the Test & Evaluation
Command（TEC）oversees research related to equipment improvement and operational 
suitability testing. TEC also creates firing tables, and researches disease prevention as related to 
JSDF missions. TEC coordinates closely with ATLA in areas of technology testing.

訓 練 評 価 支 援 隊
Training & Evaluation Support Unit

訓練評価支援隊は、諸職種協同の連隊規模による実動対抗演習を統制す
るとともに、評価支援を実施しています。

The Training & Evaluation Support Unit controls combined regimental level FTX and supports 
evaluation activities.

開 発 実 験 団
Test & Evaluation Command

各 組 織 の 配 置
Location

教育訓練研究本部へのアクセス
Access

教育訓練研究本部
TERCOM

目黒駐屯地 / Camp Meguro

代官山駅

JR恵比寿駅

正門

カルピス
本社

目黒区役所

目黒警察署

教育訓練研究本部

東京メトロ
恵比寿駅

防衛装備庁
艦艇装備研究所

中目黒駅

恵比寿
ガーデンプレイス

開発実験団本部 / 装備実験隊
TEC HQ, Test & Evaluation Unit

富士駐屯地 / Camp Fuji

明野駐屯地 / Camp Akeno

飛行実験隊
Aviation Test & Evaluation Unit

三宿駐屯地 / Camp Mishuku

部隊医学実験隊
Mil Med Research Unit

訓練評価支援隊
Training & Evaluation Support Unit

北千歳駐屯地 / Camp Kitachitose

最寄り駅から所要時間
JR恵比寿駅、代官山駅から教育訓練研究本部まで約20～25分(徒歩)

About 20～25Minutes walk from JR Ebisu Station or Daikanyama Station to the Training, Evaluation, Research 
and Development Command (TERCOM)


