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戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の

発展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その

後の公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における

技術開発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの

諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、我が国の機械産業は、

国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを失ってきつつあり、将来

に対する懸念が台頭しております。 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対

策等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課

題の解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、

機械業界をあげて取り組む必要に迫られております。我が国機械工業における技

術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始まり、やがて独自の

技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあげるまでに

なってきております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくにはこ

の力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる

独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まって

おります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込み

にかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果に

つながるものと確信いたしております。 

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業の

テーマの一つとして日本戦略研究フォーラムに「武器輸出３原則の見直しと防衛

機器産業への影響調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果で

あり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

 

平成１７年３月 

 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務  
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平成１５年６月武力攻撃事態関連３法が、そして平成１６年６月有事関連７法案が

漸く成立しここに主権国家として、万一外国から武力攻撃が行われた場合、これに対

処出来る一応の法体制が整えられました。然しながら我が国の安全保障政策を具に見

ると、所謂５５年体制化で生まれた不具合事項が、まだ残されております。その一つ

が、三木内閣時代に確立された武器等の全面輸出禁止であります。 

冷戦終結後、世界の安全保障環境は、大きく変化しました。民主主義国家間での軍

事的衝突はほぼ無くなり、国際テロや非理性国家による大量破壊兵器の拡散等が、新

たな脅威として現出しました。民主主義国家は、対テロ作戦を共同連携して遂行して

いるところであり、特に国内にテロ活動グループを抱える国々は、その根絶に腐心し

て、武器支援等を願っている所であります。武器は、テロを制圧し平和な安全保障環

境を創造する国際国家の重要な手段であります。また兵器は先端技術が結集され、高

性能・高価格となり、友好国は、共同して研究開発・生産を行うことが主流になって

おります。これら時代の変化を正しく見つめ、武器は悪であるといったこれまでの限

定された思考からの一刻も早い覚醒が求められるところであります。 

このようなときに、日本機械工業連合会殿から、「武器輸出３原則の見直しと防衛

機器産業への影響調査」を受託いたしましたことは、誠に時宜を得たものと考えてお

ります。 

我が国の防衛機器産業が健全に発展することは、いかに時代が変化しようと我が国

の安全保障上重要なことであることは異論の無いところであります。そのためには各

社の自助努力は勿論でありますが、政府においても一国だけのクローズした武器管理

政策を早急に見直す必要があると思われます。昨年１２月、ミサイル防衛の必要から、

ミサイル防衛システムに限定して武器輸出３原則が緩和されましたが、これだけでは

まだ十分と思われません。当フォーラムでは我が国の防衛機器産業の認識等をアンケ

ート調査して、実態を正確に把握すると共に、欧米主要国の防衛産業の研究・開発・

生産の実体及び各国政府の武器輸出管理政策を実地調査し、これらを踏まえ我が国の

武器輸出３原則が現在防衛機器産業界にどのような影響を与えているのか、武器輸出

３原則を見直した場合の影響等について研究討議し、ここに報告書として纏めました。

本報告書が、関係各位のご参考に寄与すれば、私の望外の喜びでございます。 

 

平成１７年３月 

 

日 本 戦 略 研 究 フ ォ ー ラ ム  

理 事 長  永 野  茂 門  
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序 章 

戦後日本は、昭和２７年から３２年にかけて朝鮮戦争に伴う米軍への弾薬類の

供給を行うとともに、昭和４３年まで米国の他、タイ、ビルマ、南ベトナム、イ

ンドネシア等の東南アジア諸国に銃弾、ピストル等を中心にかなりの金額にのぼ

る輸出を行ってきた。その後、昭和４２年に佐藤内閣がいわゆる武器輸出３原則

を定め、共産国等への武器輸出を禁止する政策を打ち出したが、昭和５１年に三

木内閣は更にこれを厳しくし、実質的に如何なる国に対しても武器の輸出は行わ

ないとの政策を採用した。その後、ＩＴを中心とする民生技術の急速な進展に伴

い、それまでの米国から日本への軍事技術の一方的な流れに対して、軍に転用可

能な日本の先進民生技術の米国への還流を意図する米国の求めに応じて、昭和５

８年、中曽根内閣によって日米間において米国に対する技術の輸出は３原則政策

の適用除外とする取り決めが取り交わされた。 

ひるがえって、現在のグローバルな安全保障環境を見るならば、冷戦による東

西ブロックの対立、核抑止戦略、相互確証破壊の時代は１９９１年のソ連の崩壊

をもって大きく変容し、その後における、湾岸戦争、コソボ紛争、アフガニスタ

ン戦争、「９．１１」米国同時多発テロ、イラク戦争等が如実に示しているよう

に、民族・宗教の違いによる紛争、グローバルな広がりを見せるテロ、そして大

量破壊兵器（WMD）の拡散等、多様な脅威が世界の平和と安全を脅かす時代となっ

た。このような安全保障環境の変化と相俟って、時を同じくして起こった IT を中

心とする急速な技術革新は、兵器体系そのものを根本から作り変えると共に、軍

事組織、戦略、戦術、戦法をも変える力を持っており、それは欧米各国における

軍事における変革、いわゆるミリタリー・トランスフォーメーションとして現在

進行している。このことはまた、兵器体系を支える防衛産業及び同基盤の構造変

化・質的変化をももたらしている。 

現在のこのような時代環境の中にあって、佐藤内閣が昭和４２年に定めた武器

輸出３原則並びにその後追加された政策は、「より安定した世界の安全保障環境

を構築する」という武器輸出管理の根本精神を、もはや全うする政策たり得なく

なっていると言わざるを得ない。冷戦後における新しい安全保障環境、並びに兵

器体系の変化、そしてこれを支える防衛産業構造の変化に適応して、武器輸出入

を適切に管理することがグローバルな安全保障環境の改善に果たす役割の現代的

意義を再定義し、政策転換を図っていく必要がある。 

「武器とは戦争に用いる諸種の器具」（広辞苑）と定義される。戦いとは、攻撃

目標を発見して識別し、使用する武器又は指向する部隊を指定して攻撃し、攻撃

結果を確認するという一連の行動と、これら一連の行動を無効にするための防御

側の行動とから成る攻・防の争いである。これら一連の行動、即ち戦いの用に供

される器具は、宇宙から海底までのあらゆる環境に配備されるもの、或いはそれ

らの環境を利用するもの、またハードウエアからソフトウエアまで有形、無形の

もの、そしてまた軍事専用のものから軍事目的に転用される民生用のものに至る

まで極めて広範多岐にわたる。武器はすべて戦争を助長するもの、或いは戦争発
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起の誘因となるものと決めつけることは、武器の攻撃機能のみに焦点を当てた余

りにも短絡的な考え方であると共に、使用者の意図を無視した一方的な決め付け

と言わざるを得ない。 

米国は武器輸出管理法の第 1 章において、○戦争の苦しみ及び軍備のための負

担の無い世界の実現、○国際間の調整は平和的手段で行うこと、○止むを得ず軍

事力を行使する場合は法の定めに従って行うことを国家目標とし、この目標達成

のため、軍備管理・軍縮の促進及び軍拡競争の防止を基本政策として掲げている。

同時に、世界の現状を直視するとき、政治、経済、社会の発展のために不可欠な

国際的な平和と安全の環境を維持強化するためには、国際間の防衛協力を推進す

る必要があるとして、管理された下での武器輸出の必要性を強調している。 

欧州においても、欧州連合の武器輸出に関する行動規範において、○国内弾圧

に使用される武器、国際的な侵略に使用される武器、地域の不安定に寄与する武

器の輸出を禁止する一方で、○国連憲章で認められた自衛権行使のために必要な

防衛力整備を支援するため武器の輸出を認める、と定めている。 

今日の最新兵器は、多様な先端技術の統融合されたシステム、多くの異種シス

テムからなるシステムオブシステムという特質を有する。このような兵器システ

ムの開発と生産を一国のみで実施することは、技術的に必ずしも先進のものがで

きるとは言い難く、また経済的にも負担が多すぎて得策ではない。更に、欧米先

進国の多くの企業は、グローバルな体制の中で企業活動を行っている。これらの

ことから、最新兵器の開発・生産は、国際間の共同により推進されているのが常

態である。 

また、国際的な広がりを見せるテロ、並びに大量破壊兵器及びその運搬手段で

あるミサイルの拡散等、現代の新しい脅威に対処するためには国際的な連帯が死

活的に重要である。それらは、情報（テロリストの動向のみならず大量破壊兵器

の性能特性等の技術情報等を含む）の共有であり、取り締まりのための各種国際

条約等の批准・署名・履行であり、そして対処システムの国際共同による開発・

生産・装備等である。各種国際条約等の批准がグローバルに進められる一方で、

欧米各国は生物・化学等毒物兵器、放射線兵器、核物質兵器、爆発物兵器等の大

量破壊兵器攻撃に対処するための装備・システムの開発に多大の努力を傾注して

いるが、この分野では近年軍事と民生との境界が無くなってきており、軍、民を

問わず、また国境を越えた各種先進技術の結集を図る必要があり、従来の防衛産

業の枠を超えた協業が図られつつある。 

更に、大量破壊兵器運搬手段としての弾道ミサイルの拡散に対処するためのミ

サイル防衛については、我が国は日米共同研究を推進しているところであるが、

多くの国が米国との間で多国間あるいは二国間の共同研究・開発、生産に従事し、

その成果を共有する体制がとられている。 

そしてまた、米国をはじめとする先進国が進めるミリタリー・トランスフォー

メーション（軍事変革）は、戦略・戦術等ドクトリン、編制・組織、装備等万般

に渡るものであるが、装備面で言えば、先端技術、特に IT を駆使した兵器体系へ
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のドラスティックな変革を進めるものであって、それらは航空宇宙、地上、地中、

海上、海中等を利用し、あるいはこれらに配備するハードウエア、及び通信、ソ

フトウエア等あらゆる領域にわたっている。これらは多くのシステムからなるい

わゆるシステムオブシステムであって、これら装備の開発・生産には、各種先端

技術を有する多くの企業の協業が不可欠であるとともに、多額の経費が掛かるた

めコストの分担を図る必要がある等のことから、多くの企業による共同プロジェ

クトとして進められている。 

我が国は、上に述べたようなグローバルな企業共同による研究開発・生産体制

に、米国とのミサイル防衛の共同研究に係わるものを除き、現状では原則として

参画することは出来ない（注：昨年１２月１０日の政府決定により、その他のケ

ースについては個別に検討することとされた）。この結果、我が国は、冷戦後の

多様な脅威に対処するための効果的な防衛力を効率的、経済的に整備する道を自

ら閉ざしているとともに、このような防衛力を創造し支える防衛機器産業に対し

て、これらのプロジェクトに参画して先進技術を獲得する機会を失わせている。 

冷戦後の多様な脅威の進化と拡大に適切に対処するため、軍備管理・軍縮を強

化促進し、軍拡を防止するという根本精神のもとに国際的な各種取り決めに積極

的に加入しこれを遵守すると共に、対処システムの國際共同開発・生産に参画し、

あるいは要請に基づき外国の防衛力整備を支援する等、適切に管理された下での

武器等輸出入が出来るよう政策転換を図るべきである。これにより、国際社会の

より安定した安全保障環境の構築に寄与することができると共に、我が国防衛力

の維持強化並びに後方支援基盤としての防衛機器産業の生産・技術基盤の維持強

化を図ることができ、結果として我が国の安全保障の向上を期することができる。 

本調査研究報告書は、国際社会における武器輸出の考え方及び現状を調査し、

我が国における武器輸出政策の変遷を振り返り、これらのことから今後我が国が

取るべき武器輸出管理政策の方向性を示して、その政策転換が我が国防衛機器産

業にどのような影響を与えるのか、ということを報告書としてとりまとめたもの

である。第１章で、武器輸出管理に関する基本的な理念、及びグローバルな安全

保障環境との関わりを述べ、第２章で欧米における武器輸出の現状を、そして第

３章において、これら国際社会における考え方や現状と乖離する政策を採用して

きた我が国武器輸出政策の経緯について述べ、第４章では、我が国の武器輸出政

策の見直しに対して、我が国防衛機器産業はどのような考え方を持ちまたどのよ

うな対応を考えているのか、ということについてアンケート調査を行い、その結

果を分析した。これらの調査研究結果に基づき第５章において、我が国における

従来の武器輸出政策は見直されるべきであること及び新しい武器輸出政策のある

べき方向性をグローバルかつ長期的な視点から論述し、第６章において、このよ

うな武器輸出政策の見直しが実施された場合における我が国防衛機器産業に与え

る影響について考察した。 
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第１章 国際社会における武器輸出管理に関する理念 

１． 基本的な理念 

(１) 武器輸出管理理念の起源  

武器輸出管理は、国内と国外に対する具体的な施策を含むが、その基本理念は、

当然のことながら、主権国家以上の権威が存在せず、力の強いものが勝つ、即ち

弱肉強食の世界である国際社会の中で他国と自国の関係を自らに有利に律するこ

とから出発する。 

列国における武器輸出管理の具体的方法は、夫々の国情によって多種多様であ

り、そのシステムが整備された過程も異なっているが、その出発点における基本

的な目標は一言で言えば、｢国益の追求・擁護｣であり、国益の最重要目標である

「自国の安全保障環境の強化」であったと思われる。 

往時においては、その方法は比較的単純であった。先ず ①「自国の軍事力を強

化」し、次いで ②「同盟国や友好国の軍事力について、国際情勢の変化等により

その同盟国等が敵性国に変わった時でも、自国に致命的な脅威を与えない範囲で

援助・強化」し、③「敵性国の軍事力強化を努めて制約し、なし得れば弱体化し、

好機があれば打倒」することであった。第２次世界大戦以前の帝国主義の時代に

おいては、国際社会全体の安定など絵空事で、自国の繁栄と生存が第一義であり、

富国強兵は最優先の国家目標であった。自国と比肩しうる他の列国は、友好国と

雖も必ず仮想敵国であった。武器輸出管理の具体的施策は、夫々の国の置かれた

環境、歴史、国力、建国の理念や時々の合従連衡の態様等によって、強圧・過激・

恫喝的になり、或いは穏健・融和的になっても、本質的な部分は変わらなかった。 

主権国家同士の関係で言えば、武器は戦争の道具であり、それを使う軍隊は、

国際政治における切り札であった。軍隊の主たる任務・役割は、国策強行の手段

である戦争の遂行、他国への示威、桐喝であった。他の国の意思を無視して自国

の意思を強要する物理的手段であった。抑止の概念、即ち戦争をしないために国

家の貴重な財力をつぎ込んで軍隊を持つなどという観念は、少し前の時代の国家

では考えられないものであった。一度、主権国家が戦争の決心をすれば、それを

止めうる国際的権威は無かった。 

(２) 武器輸出管理理念の発展  

人類の歴史は戦争の歴史であると言われるのは、この国際社会における主権国

家の地位・性格に由来する。古代以来、戦争は国家の当然の行動であり、権利で

あった。僅か１世紀前、２０世紀の初め頃までは、国家が夫々主権を持つ絶対の

存在である以上、誰もその行動について判断する権利は無く、従って戦争の当事

国のどちらも正当であり、戦争を国家間の紛争を解決するやむを得ない手段とし

て認めるしかないという無差別戦争観が世界を支配していた。こうして 20 世紀は、

本当に呆れるほど戦争戦乱に明け暮れる時代となった。帝国主義国家間の戦争、

後進国の植民地化戦争、独立戦争、内戦等、如何に高い理想を掲げたものでも、

その多くが、おびただしい流血と既存の文明の無益な破壊をもたらした。 

人類は、この戦争戦乱の悲惨な体験と平和への試行錯誤を通じて少しずつ成長 
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した。無差別戦争観が、見直されるきっかけになったのはヨーロッパの国々に

人類史上未曾有の大被害を与えた第 1 次世界大戦であった。王朝戦争時代に比べ

て飛躍的に発達した軍事技術と工業技術は、機関銃、毒ガス、飛行機、戦車とい

った近代兵器を生み出し、戦争を全国民挙げての総力戦に変え、４年余の期間に

９００万人以上の人々が犠牲になった。この信じられないような戦争の惨禍を前

にしては、何人も戦争が正当であり、国家間の紛争を解決するやむをえない手段

だと考えることは出来なかった。 

この頃から、戦争を規制し、戦争を違法化しようとする人類の挑戦が始まると

共に、その一環として近代国家としての国家による武器輸出管理が始まったもの

と思われる。第 1 次世界大戦後に設立された国際連盟は、世界平和の確保を最大

の任務とし、そのための軍備縮小、国際紛争の平和的解決、集団的安全保障につ

いて詳しい規定を持っていた。しかし周知の通り、国際連盟は、世界的な戦争を

防ぐためには十分機能せず、人類は第 1 次を遥かに上回る破滅的な被害をもたら

す第 2 次世界大戦を経験することになる。 

第２次世界大戦の終了と国際連合の新たな創立は、敗戦した枢軸国側の荒廃と

疲弊はともかくとして、戦いに疲れた世界の人々に平和な時代の到来を期待させ

たが、その期待を満たす暇もなく世界は冷戦の時代に入り、安全保障理事会の両

雄である米ソが拒否権を持って対立することになり、国連の安全保障機能は麻痺

するに至った。 

国連は、その英語名 United Nations が示すとおり、第 2 次世界大戦の勝者であ

る連合国(United Nations)が、正にその名を以って組織したもので、高邁な理想

を掲げ全ての加盟国の基本的な平等をうたってはいたものの、その要となる安保

理は、主要戦勝国とされた常任理事国が、選ばれた格上の国として、戦後の世界

を自分達の都合の良い平和な形で傘下に置くために作られていた。ところが連合

国とは、戦前の先行帝国主義国家群が、自分達に対抗するため連合を組んだ後発

帝国主義国家群である枢軸国を打ち負かすことを主たる目的とし、｢勝てば官軍｣

の正義を掲げて連合・野合したと言うのが、歴史の真実の一つの側面であったか

ら、戦勝と言う当面の目的が達成された瞬間に、その団結が瓦解し、目指した国

際の平和のための安全保障機能が麻痺したのは、当然と言えば当然の結果であっ

た。 

一方で、どの常任理事国も、国連、特に安保理の中で主導権争いはしても、特

権国家としての常任理事国の立場を自ら放棄しようとはせず、拒否権の存在で追

放されることもなかったため、機構としての安保理は空中分解には至らず、冷戦

の構造は長く続くことになった。 

しかし冷戦の時代の到来は、ある意味では、人類にとって幸せなことであった。

その到来は、一見、全面核戦争による世界破滅と人類の終焉を思わせたが、実際

には、核戦争へのエスカレートの恐れが大規模通常戦争を抑止し、更には、これ

等への引き金となる恐れから、中小規模の戦争も強く抑制されるなかで、東西両

陣営の対立と勢力均衡を軸に、世界の秩序は、マクロに見て、近代では稀に見る

安定度でコントロールされ、特に２０世紀の前半に比べれば極めて多くの戦争が
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抑止された。全世界を覆う死の恐怖が、それまでの時代では考えられなかった極

めて強い動機となり、両陣営の勢力均衡と戦争の抑止のために真剣な努力が列国

においてなされた。その有力な手段の一つとして、国家による武器輸出管理のシ

ステムは、この時代に大きく発展した。 

(３) 列国における武器輸出管理の共通的理念形成  
冷戦の時代に形作られた列国における武器輸出管理の共通的理念は、①｢国際社

会に脅威を与え、国際紛争を助長し、又は国内の弾圧に使用される恐れのある等

の武器の輸出は行わない｣（平和を最終目標とする理想主義の側面）、②「自国と

同盟国を守るために必要であれば、積極的に武器輸出を実施する」（実効性のあ

る武力を持った国々が力をあわせて、初めて侵略を抑止でき、自衛できるとする

現実主義の側面）、③「一国のみの努力で国際社会の平和を維持することは困難

であることから、武器輸出に際しては、平和な世界を築こうとする国際社会が合

意したレジームを遵守する」（現実の必要の名の下に理想主義を形骸化せず、一

方で現実主義を正当化し実効性を与える調整機能の側面）という武器輸出管理共

通３原則とでも言うべき考え方であり、冷戦後の現在もその基本的考え方は変わ

っていないが、世界の安全保障環境の変化や、脅威の多様化などに追随しつつ、

特に｢必要な武器輸出を妨げず｣、「国際的レジームの実効性を確保する」ために

真剣な国際的努力が続けられている。 

このように現代の社会では、戦争を避け、その惨禍を局限し、平和と共存を模

索する国際システムや施策が模索され、完全な形ではないが、複雑に機能してい

る。それとともに、列国の武器輸出管理の目標や基本理念も複雑化し、進化し続

けている。 

例えば、米国では、「武器輸出管理政策の目標」は、①「国際社会の安定化に

資すること」、②「国益の擁護」及び ③「同盟国の防衛要件を満足させること」

とされており、そのための「基本的理念」は、①「敵性国に対して科学技術上の

優位を維持すること」、②「大量兵器及び運搬手段の拡散を防止すること」、③

「紛争解決・軍備管理・人権擁護等の米国外交目標の達成」、及び ④「米国国防

産業基盤の強化」となっている。 

世界で唯一の軍事大国らしく、広範で包括的・網羅的な内容であるが、不透明・

不確実で変化の早い現代の国際社会を反映して、夫々の具体的施策は日々変化し

ているといってよい。 

我国の武器輸出管理理念は、ワールド・スタンダードである武器輸出管理共通

３原則の理念に照らせば、完成品の武器に関しては極端に理想主義の部分に偏っ

て硬直し、一方で、周辺諸国のハイテク兵器の電子部品は、北朝鮮の兵器でも、

秋葉原等で容易に入手できる日本製の民生品であると言われるように、現実面の

実効性を欠いた空想的理念に陥っていることを理解する必要があろう。 

２． 安全保障環境の変化と武器輸出管理 

(１) 共産主義封じ込めからテロ等の新たな脅威への対処  
ア 冷戦時代における武器輸出管理と安全保障環境の変化 

６ 

 



 

現代の国際社会の武器輸出管理の細部構造を理解するためには、少なくとも国

家による武器輸出管理が近代的なシステムとして発展した冷戦時代に遡って、世

界の安全保障環境の変化を精査する必要がある。 

永い戦争の歴史の中で、夫々の時代の戦争の様相は、①当時の国際政治・経済

等の戦略環境上の要求を背景とし、②紛争当事国等の対象とする脅威、及び③夫々

の作戦・戦闘能力、特にその「軍隊等の量」、「態勢・配置」、「編成・装備」、

「戦略・戦術機動能力」、「作戦・戦術教義」、「兵員の練度を含む質」、「人

口・資源・科学技術力等の総合的な国力を背景とした継戦能力」等の複雑な函数

として変化して来た。従って、武器輸出管理に対象となるシステム、装備、技術

等は、現代では、そのハードとソフトの両面で極めて多岐な分野に亘っている。 

しかしながら、湾岸戦争より前の冷戦の時代においては、戦争の背景となる戦

略環境は、第 2 次世界大戦以前の時代及び湾岸戦争以降の時代に比較すれば固定

的であった。戦争等の当事者は国家が主体で、国家の命を受けて戦争を行う軍隊

の編成装備は、イデオロギーは異なるものの、軍事科学技術も国力も相互に対等

の競争相手として比肩し得る二大軍事強国米ソを頂点とする東西の国家集団の熱

戦を前提として発展・変化し、作戦・戦闘の形態・教義は第 2 次世界大戦の発展

型の消耗戦を前提としていた。従って、東西の国家集団の武器輸出管理は、夫々

の陣営の軍事力の強化、影響力の拡大と相手陣営の弱体化、影響力拡大や武力行

使の封じ込めを主眼として実施されたため、現在に比べればそのシステムは比較

的単純であった。 

ただ、この頃から軍用装備の高度化に伴い、夫々の陣営の内部では、武器の研

究・開発・装備化について、相互協力・相互依存が進展していった。また民主主

義と自由貿易を基本とする西側の態勢の優越が徐々に明らかになる過程で、共産

主義体制の非人間性・非効率性も露呈し、世界的に自由貿易体制が逐次拡大して

行く中で、非軍事分野においては東西両陣営の相互依存も逐次進化して行った。

冷戦前期には、東西先進国相互の軍事衝突は、核戦争にエスカレートする恐怖で

かろうじて抑止されていたが、冷戦後期には、核戦争に至る恐怖以外の要因から

しても、徐々に考えられなくなった。 

第２次大戦後、核兵器の出現により、核戦争へのエスカレートのリスクから、

１次、２次世界大戦の様な大規模通常戦争が強く抑制される中で、狭間で行われ

た中規模以下の戦争も、国策遂行上ペイしないという認識が国際的に逐次定着し

た。過去の世界では、宗教・イデオロギー・ナショナリズム等のレトリックで国

民を侵略的・覇権主義的方向に動員出来たが、冷戦構造が戦争を強く抑制する中

で、政権の正当性の基盤は、如何に経済成長を着実に達成できるかに懸かる時代

に世界は変化し、同時に、戦争は経済発展を阻害し政権の基盤を揺るがすリスク

が大きいことを多くの国が理解するように成った。冷戦終了後に、中国が、政治

的には共産党一党独裁を維持しながら経済の自由化に踏み切ったことは、その様

な考え方の普遍性を良く示している。この様な強い流れの中で、東西両陣営の経

済面における相互依存は加速され、遂に東の盟主ソ連が共産主義独裁体制を放棄

するに至り、冷戦構造は瞬く間に消滅した。 
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イ 冷戦後の世界における航空宇宙・防衛産業の再編・強化 

冷戦の終了は、平和な時代の到来を期待させた。冷戦の終了に如何なる貢献を

したかに係り無く、平和の配当を求める声が世界を覆った。 

米国においては、第２次大戦以降冷戦時代の８０年代半ばまで米国の航空宇

宙・防衛産業は年間成長率１．８％の国防予算の増大に伴い確実な成長を遂げて

来ていた。特にレーガン大統領の第１期であった８０年代前半は、冷戦終結の決

め手になった軍備拡大政策により年間７％を超える国防予算の増大があり、この

急成長する国防予算を獲得するため、航空・防衛産業各社は先行投資を行い事業

の拡大を図っていた。しかしレーガン政権第２期は冷戦終結に自信を深めた大統

領が国防予算引き締めに転じ、８７年を境に業界は一転して不況に直面すること

になった。更に、８０年代から導入された国防調達にも競争原理を取り入れると

いう国防省の方針が、従来価格見直し条件付の支払保証方式であった価格体系を

固定価格方式に変えたため、企業は競争に勝てる低い価格を提案することだけで

なく、その後のコスト増加にも自ら責任を持つことが要求され、これが国防事業

の収益性を大きく減退させた。 

この時期、航空宇宙・防衛産業各社は、自らの事業を最も競争力が高く業界で

トップの位置を占められるような分野に特化し、比較的弱体な部門を整理する等

により対応しようとした。このため、会社単位での統合・合併等の業界再編成の

可能性が積極的に検討されることは無かった。 

米国航空宇宙・防衛産業を取り巻く経営環境は、９３年アスピン国防長官が国

内大手国防企業１５社の最高責任者を招いた国防省の夕食会を契機に激変するこ

とになった。この夕食会は、その後「最後の晩餐」と名づけられ米国航空宇宙・

防衛産業界の大幅再編の契機となった出来事として語り継がれた。この夕食会で

は、主にピ－ター国防次官が発言し ①冷戦後の国防調達予算は大削減となる、②

国防産業不況は継続する、③国防省は業界の過大な能力を支える積もりはなく無

く５年以内に会社数は半減するすると考えている、④これに対応する業界再編成

は業界自らやるべきで国防省は一切関与しないと伝えた。 

この発言を深刻に受けとめた他業界首脳は、自らの企業の生存は企業間の統合

以外に無いと認識し、適切な相手を求めて活発な動きを行い、その結果９３年以

降９７年末までに航空宇宙・防衛産業界では３５の大規模な企業買収・合併が行

われ、その結果ロッキード・マーチン、ボーイング、レイセオン、ノースロップ・

グラマンという４大防衛企業が生まれた。８０年代以降の競争原理導入により、

業界の自主的な効率化を期待していた国防省が遅々として進まない業界再編成に

見切りをつけ、平和な時代においても米国の航空宇宙・防衛産業が国際競争力を

失わないようにと、その意図を明確にしてリードした結果であった。この際、巨

大企業が統合により総合的な能力を社内に保有するようになった場合、大型の防

衛プロジェクトで単にプライム候補として優位に立つだけでなく、プライムにな

った場合、従来はベンダー企業が請け負ってきたサブシステムの調達を社内から

行うことが可能となるため、他の企業に対して排他的な立場をとることが可能に

なり、競争原理を失わせ、かえって効率悪化を招く可能性について大きな危惧が
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持たれ、独占禁止法に配慮し、適切な競争環境の保持を重視した合併審査が厳し

く行われ、業界の健全性を保持した。このようにして、米国における航空宇宙・

防衛産業は、平和の配当が叫ばれ、国内の国防調達に多くを期待できない環境に

おいても、旧東側の国々を含んだ広い世界を市場にして、この分野における米国

の優位を維持できるように抜本的に強化された。 

欧州においても、米国の大規模な吸収合併を目の当たりにして、航空宇宙・防

衛機器産業の国境を越えた整理統合・吸収合併が進み、THALES(仏)、BAE システ

ムズ(英)、EADS (ＥＵropean Aeronautic Defense and Space Company)(仏・

独・西)等、米国４大企業と同様、極めて巨大で世界をリードする最先端技術を

誇り、グローバルに展開する企業が誕生した。 

ウ 冷戦後の安全保障環境の激変と新たな脅威への対応 

ところが、この様な平和な世界と世界的な軍備投資縮小を前提とした動きとは

裏腹に、冷戦の終結から時を置かずして世界の戦略環境は著しく不安定、不透明

且つ流動的になり、その変化の速度も飛躍的に増大した。冷戦の終焉は、世界の

恒久的な平和と秩序への期待を高揚させたが、現実には、冷戦下で強く抑制され

ていた領土、民族、宗教等に係わる紛争が頻発するようになり、コソボや 9.11

テロを契機に人道や対テロを理由とした内政干渉が国際的に容認されるようにな

って、軍事力が戦争等に止まらない種々の国際問題の解決手段として使用される

ことが極めて多くなった反面、軍隊が戦争以外の目的に運用される範囲も機会も

著しく増えた。軍事と非軍事の境界もあいまいになり、最近の米国の戦争では、

軍隊以上の規模の多数の民間軍事会社（ＰＭＣ）（Private Military Companies）

が作戦を支援し、他の国では通常軍人が行う業務まで請け負っている。 

このため、欧米の先進国を中心に、航空宇宙・防衛産業の武器生産輸出能力は

飛躍的に強化されたが、武器輸出管理において考慮すべき要因は著しく複雑とな

り、適正な実行も遥かに困難になっていった。 

冷戦時代にあった敵性国家を対象とする明白な脅威は大部分の欧米の先進国で

は消滅したが、同質の脅威が不透明なまま残ると共に、大量破壊兵器や弾道ミサ

イル技術の拡散等、軍事的要因に止まらず民族、宗教、資源、人口、環境問題、

海賊等、非軍事的要因も含めた複雑且つ多様な危険因子が、国際社会や各国の現

実に対処すべき脅威と成った。紛争の蓋然性の高い主要地域は、欧州からアジア・

アフリカ即ち｢不安定の弧｣と言われる地域に移ると同時に、所謂｢ならず者｣国家

や、テロ等の必ずしも国家を当事者としない新たな脅威が顕在化し、これらの新

たな脅威の及ぶ範囲は世界最強で唯一の超大国とさえ言われる米国をも含む全世

界に拡散した。又、その対象は、国家の政治・経済中枢のみならず、国家要人、

軍事基地・施設、警察・消防等の内政・治安等機構から、金融、メディア、水道・

電気・通信・交通等のインフラ、更には一般大衆にまで及んでいる。従って、武

器輸出管理の主たる対象も、敵性国家集団から、このような複雑で新しい脅威に

代わって行った。 

従来は、紛争の渦中にあるとか、政情が不安定で世界の不安定化の要因となり

うる等という理由で武器供与が国際的に抑制されていた後進国等についても、そ
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の内政の安定のために武器を供与し、或いは、武器輸出の対象としては考えられ

なかった旧敵性国家とも対テロ等、軍事・非軍事の新たな脅威へ対応する必要性

から連携・協力する等、武器輸出管理を適正に緩和する必要性が生じる一方で、

先進国等で一般に広く自由に販売されているハイテクの民生品等が、第３者を経

る等して、最終的にならず者国家やテロリストの手に渡り武器に転用される等を

防止するため、国際的な連携の下で新たな規制を強化する必要性が生じている。 

(２) 武器輸出管理の変質及び国際協定・レジームによる取り締まり強化  
この様に、冷戦終了後、武器輸出管理の対象と方法は複雑化し、米国といえど

も、自国の武器輸出管理を自らの裁量のみで律することは困難となる中で、世界

的な連帯による様々な国際協定・レジームが整備されている。具体的には、核拡

散防止条約に始まり、生物兵器禁止条約、ミサイル技術管理レジーム、化学兵器

禁止条約等の締結強化により、大量破壊兵器の拡散防止体制が整備され、実際の

拡散を防止するための各国の共同訓練や、実力行使も実施され、通常兵器及び関

連汎用品の輸出管理においても、冷戦終了に伴いココムを１９９４年に終了させ

る一方で、ロシアも参加する形で通常兵器の過度の移転と蓄積を防止することを

目的としたワッセナー・アレンジメントを１９９６年に発足させる等、国際的に

武器の輸出を管理する多くの枠組みが整備されている。 

特に主要先進国は、この様な新たな国際システムの枠組みの中で、その強化の

ために、自らの武器等の輸出管理と国際協定・レジームとの整合性、自国及び同

盟国・友好国の安全保障・外交上のニーズ、輸出先周辺地域の安定・緊張・紛争、

受領国の人権・対テロ等の政策、受領国の管理能力と第 3 社移転のリスクを厳正

に審査した上で、武器輸出の緩和と抑制の両面から具体的・かつ積極的な行動を

求められる時代になっている。 

３． 技術の進展等と武器輸出管理 

(１) グローバルな協同研究開発・生産の進展  
ア 情報技術革新と軍事における変革 

ＩＴを中心とする急速な技術革新は、兵器体系そのものを根本から作り変える

とともに、軍事組織、戦略、戦術、戦法をも変える方向にあり、米国を先頭に軍

事における変革、即ち、ミリタリー・トランスフォーメイションが進行中である。 

ここでその変革の主要な要因となっているＣ４ＩＳＲ、精密誘導、大量データ

の蓄積・処理・伝送、各種装備のシステム化、戦力組織のネット化・オンライン

化等の優れた「情報技術を実戦に応用することのメリットや可能性」について概

略の整理をすると、先ず ①「彼我の位置、種類、状態を正確に知ることにより、

我の被害を局限し、敵の弱点に機動し、敵の急所を迅速正確に破壊することが可

能となる（消耗戦能力向上の段階）」。その効果として ②「無駄の無い最小限の

戦力で大きな戦果をあげることが出来るため、敵と比較して軍の組織、装備、補給

整備業務等を軽量化、効率化することができ、軍隊の態勢・配置・兵站上の負担を

軽くできる（消耗戦効率向上の段階）」。これを利用し ③「各種脅威に対し、迅

速柔軟に最適の戦力設計で対応できる等、軍隊の運用方法を効率的で柔軟な方向に
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変化させることができ、戦争の被害に戦闘員以外の一般市民を巻き込むことを避

けることも可能となり、情報の発達による戦場の劇場化のなかでも国際世論の支

持を得ることが可能となる（消耗戦から敵の中枢に必要最小限の打撃を与えるこ

とで勝利を得るショック戦・情報打撃戦への移行の段階）」。④「情報を支配す

ることにより、最小限の物理的破壊で、或いはサイバーなどを利用して物理的破

壊を伴うことなく、敵の指揮・統制・通信・偵察・監視等機能を封殺・混乱させ、

組織的戦闘力を瓦解させ、士気の低下により戦闘の意思を放棄させることが出来

る（ショック戦・情報打撃戦実現の段階）」。そして ⑤「装備の『小型化』、『無

人化』、『過去は一つのプラットフォームに集約せざるを得なかった射撃のため

の発見、識別、照準、発射、誘導等の機能の分化、分散』等が可能になること等

により主要戦闘装備の基本設計が変化し、これに伴い、軍隊の編成・装備、態勢・

配置、作戦・戦術教義等が変化する（ショック戦・情報打撃戦進化の段階）」。

さらには ⑥「友好国との国際的連帯の元に軍事に加えてそれ以外の国家の治安、

司法、行政等の総合力を情報で結合し、テロ等の目に見えない新しい脅威にも効

率的に対処できることとなる（ショック戦・情報打撃戦完成による新総力戦の段

階）」。 

イ 

ウ 

情報化革命による新たな質の軍拡の時代の到来 

この様に見れば、軍事における変革は、冷戦終了後の複雑な安全保障環境の変

化に対応するため不可欠のものであり、今日、米軍の変革 Transformation の本格

的始動とともに世界は「情報化革命による新たな質の軍拡の時代」に入っている。

この変革は最終的には、軍の戦力の飛躍的な向上とともに、その組織と兵器体系

の効率化を促すものであるが、装備の高度化と共に、経費的には従来の兵器シス

テムの数倍の調達・維持運用経費を必要とする。このため、列国では、近年国防

予算を増大する傾向にあり、米国では、冷戦後縮小された国防予算が、９．１１

テロ事件以降の「テロとの戦い」により大幅に増額し、０５年度の国防関係予算

は４，０００億ドルを越え、５０年から８９年の冷戦期の年間平均国防予算額２

８００億ドル（現在価格）を大きく上回る。ロシアや中国の軍事予算も近年著し

く伸びている。 

グローバルな協同研究開発・生産の常態化 

この様に世界の主要国において、軍事力の近代化・強化の必要性は、加速・継

続しているが、軍用装備品の高度化による価格の高騰は、各国の軍事予算を圧迫

し、システム化による規模の大きさ、単独での開発の技術的困難性と相まって、

最新兵器の開発は、多数の国の共同開発・製造による国際分業・協業で進め、個々

の国の負担と開発リスクを軽減するのが効率的と考えられるようになった。先進

国家間の軍事的衝突の可能性の減少、即ち、国家と言う脅威の消滅が、その国際

分業・協業を可能とし、共同開発による経済面に止まらない軍事面での相互依存

が、軍事衝突生起の可能性を更に減じ、開発を通じて他から学んだ技術が民生面

で生産的に応用されるという好循環もあり、武器、特に高度システム装備品の共

同開発・製造は世界の常態となっており、将来的にその傾向が鈍化する要素は見

出し難く、更に加速するのは間違いないと思われる。武器輸出管理も、この様な

趨勢の中で、関係各国による共同管理が世界の流れとなっている。 
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(２) 武器と非武器の境界の曖昧化  
ア 

イ 

新たな脅威の出現による曖昧化と融合 

現代社会では、武器と非武器の境界が曖昧になってきた。 

その大きな要因の一つは、既に述べたような脅威の出現である。国家と軍隊を

主要当事者とした在来の戦いは、第二次世界大戦で頂点に達した消耗総力戦から、

イラク戦争に見られるように無益な消耗を排した効率的なショック戦・情報打撃

戦へと移行する最中にあるが、それと平行してテロ等の必ずしも国家・軍隊を当

事者としない新たな脅威が顕在化し、これらの新たな脅威の及ぶ範囲は世界最強

の軍隊を持つ米国をも含む全世界に拡散し、脅威の対象も、国家の政治・軍事・

経済中枢のみならず、国家要人、警察・消防等の内政・治安等機構から、金融、

メディア、水道・電気・通信・医療・交通等のインフラ、更には一般大衆にまで

及んでいる。 

この様な脅威に真剣に対応することを考えれば、本当に深刻な問題点が明らか

になってくる。一つは、無差別に市民が攻撃対象とされ得る以上に、「何時何処

で」が判らないことである。海空を行動する敵を捜索・探知するのは比較的易し

い。しかし、地上で、市民の中に紛れ込み、市民を隠れ蓑として行動する敵を探

し出し、それを迅速に補足または撃破して被害を未然に防止するのは容易なこと

ではない。軍隊は勿論、国家としても、情報組織・手段は、質量共に従来とは比

較にならない広範高度なものが必要である。国家の軍事・非軍事の諸々の機関が、

平素は縦割りの組織の中でばらばらに情報活動を行い、必要に応じて協力を行う

といった悠長な態勢では、到底対応できない。極めて短期間に関係する全国家機

関と必要に応じ民間機関や所要の外国機関が情報を共有し、それに基づき、必要

な全ての国家及び民間の組織を動員する対処の為の作戦計画を速やかに立案し、

一元的指揮の下に間髪を容れず作戦を実行に移す必要があるからである。 

米 国 に お い て 、 ２ ０ ０ ２ 年 １ １ 月 に 新 設 さ れ た 本 土 （ 国 土 ） 安 全 保 障 省

（Department of Homeland Security）は、同時多発テロを受け、連邦緊急事態管

理庁（FEMA）(Federal Emergency Management Agency)、税関、移民帰化局、運輸

安全局、シークレットサービス、沿岸警備隊等 100 以上の軍事及び非軍事の政府

機関に分散していた本土安全保障機能を統合一元化し、テロ対策を強化すること

を目的としている。同省は、①米国内でのテロ攻撃を防止、②テロに対する米国

の脆弱性を減少、③被害の極限化と攻撃からの復旧を任務とする職員数約 18 万人、

年予算規模 402 億ドル（2005 会計年度）の大官庁で、①国境警備と交通機関の安

全確保、②緊急事態への準備・対応、③化学・生物兵器攻撃と核テロへの対策、

④情報分析・社会インフラ防護の４分野を管轄する。 

世界は、このように国家の軍事・非軍事の全ての分野を情報ネットワークで統

合し、これを国際的連帯で世界の領域まで広げて新たな脅威に対応しようとする

新総力戦の時代に入っており、この様な動きとともに軍事と非軍事の境界は曖昧

化し、融合一体化が進んでいる。 

武器の高度化・システム化による曖昧化と多目的化 

他の境界曖昧化の要因の一つは、武器の高度化・システム化である。今日の最

新兵器は、多様な先端技術の統合・融合されたシステム、多くの異種システムか
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らなるシステムオブシステムとなっている。このようなシステムでは、軍事技術

と民生技術の融合し、軍事的ニーズと非軍事の両方のニーズを満たす例も多い。

特に情報関連システムはその傾向が強い。それが同一システムの軍事・非軍事共

用化をも進めている。ＧＰＳ（Global Positioning System）、ガリレオ衛星測位

システム等は、その典型で、カーナビや船舶、航空機等航法システム、精密誘導

爆撃等の中核となる軍事・非軍事両分野の重要技術・システムとなっている。 

ウ 

エ 

オ 

情報化等「武器」の変質による曖昧化 

ＩＴを中心とする技術革新による｢武器｣の変質も、武器と非武器の境界の曖昧

化の要因である。武器の強力さ、有用性を支配する重要技術が、火力等の破壊力、

装甲防護力、機動力等から情報等技術、特にソフト技術となり、軍事・非軍事両

面の情報化社会の進展により、情報のネットワーク上で、軍事と非軍事は世界的

規模で融 合してお り、その 傾向は加 速してい る。非致 死性兵器 （ non-lethal 

weapon）という人間に致命的傷害を与えずに戦闘力を無力化する兵器は、人道的

兵器として、治安等、非軍事分野でのハイテク兵器活用の可能性を増している。 

軍の任務の多様化と民の軍事参入による曖昧化 

軍が行う戦争以外の作戦は、経済・政治上の混乱回復、抑圧政権からの一般国

民の保護、大量破壊兵器や先端軍事技術の拡散防止活動、内乱・擾乱・混乱を逃

れて国外に逃れる難民への対応や非戦闘員の退避(NEO)、陸上・海上の捜索・救難、

大規模自然災害対処、麻薬取引等組織犯罪の防止、海賊行為への対処、国連平和

維持活動、或いは警察力を超えるテロ対処まで、軍事以外の国家行政から、民生

支援の領域まで広がり、民間軍事会社（PMC）のように、軍の委託を受けその業務

を行い、或いは、近代軍や、その軍事機能が未整備な後進国で軍事業務や軍事機

能の整備を請け負う等の会社が出現し、特に最近の米国の戦争等では、軍隊以上

の規模の多数の PMC が作戦を支援し他の国では通常軍人が行う業務まで請け負う

等、民の仕事と軍の仕事の境界は曖昧化の傾向にある。 

グローバルな自由貿易拡大による曖昧化 

また技術の進歩は、民生用品、部品への先端技術使用の普遍化し、グローバル

な自由貿易の拡大は、軍事部品を民生部品として取得することを極めて容易にし

ている。我国周辺諸国の武器で、秋葉原で売られている電子部品を使っていない

ものを探すのは難しいと言われる現状は、民生品の軍事用転用規制の困難さを象

徴しており、最終使用者に至るまでのハイテク技術・製品の移転の管理には、大

きな課題が残っている。 

４． 先進国の責務 

この様に技術の革新や、これに伴う軍事の変革、装備の共同開発・生産の常態

化、軍事と非軍事の境界の曖昧化等は、武器と非武器の境界を曖昧にし、「武器」

の定義を広範・複雑にして、武器輸出管理を日々困難・複雑にしている。しかし

ながら、この様な問題への積極的対応と関与は先進国の責務とみなされる時代に

なっている。特に欧米各国は、国際的な連帯の下に、テロや海賊等の新たな脅威

への対処はもとより、生物・化学、核・放射線、大威力爆発物等を利用した大量
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破壊兵器や弾道ミサイル技術の拡散防止等を主眼に、これらの様々な驚異に現実

に対処しつつ、自らの防衛力を強化・維持し、健全な友好国に健全な防衛力を提

供し、不安定な後進国に安定化のため物心両面の積極的援助を行い、ならず者国

家やテロリストの跳梁を封じ込めるため、多様な国際的レジームの構築を図ると

ともに、軍事と非軍事の両面にわたって、国内法制・制度・組織・装備・インフ

ラ等の改革を進めており、これらの問題に対する真剣な努力は、２１世紀の未来

に挑戦する国家の資格を問う踏み絵とでも言うべきものになっている。 

第２章 欧米諸国における武器輸出管理の現状 

１． 米国 

米国は武器輸出管理に関する基本的な事項を「武器輸出管理法」（The Arms 

Export Control Act）で定め、細部事項を「武器国際貿易規則」（International 

Traffic In Arms Regulations : ITAR）で定めている。 武器輸出管理法は、５

６か条にわたって事細かに規定していると共に、毎年のように議会で修正動議が

可決され、そのときどきの情勢がきめ細かに反映された法となっている。更に、

これの細部事項を定めたＩＴＡＲは、詳細な定義或いは細部手順等を１７１か条

にわたって規定している。 

米国の武器輸出管理政策について米国人研究委員ダイク 氏他２名が調査研究

し纏めた資料の仮訳及び原文はそれぞれ添付資料－資料第１及び資料第２のとお

りである。 

(１) 武器輸出管理政策の目標      
米国は武器輸出管理法の第１条において、米国の究極の目標は、「戦争の苦し

みから解放された世界、兵器の持つ危険性から解放された世界、軍備の負担から

解放された世界、そして軍事力の行使は法の下に行われ、体制の転換は軍事力に

よらず平和的手段で行われる世界、このような世界を実現することである」とし

ている。そしてこの目標達成のために、地域軍備管理及び各種軍縮合意の徹底を

図ると共に軍拡競争を思いとどまらせる政策を推進するとしている。 

一方、現実の国際社会は究極の目標とする世界とはほど遠く、米国及び自由主

義独立国にとって、社会・経済・政治を発展させるために国際の平和と安全を維

持し強化することが不可欠であり、このために有効で相互に有益な防衛協力関係

を確立し維持したいとする要求は正当であること、そして近年における武器の高

性能化と価格の高騰は、もはや一国で効果的な武器を開発・生産し装備していく

ことを不可能にしていること、及び共通の敵に共同で対処する必要性から同盟国

軍が共通の兵器システムを装備することが極めて重要であるという認識、これら

のことから、米国は同盟国・友好国に対する防衛協力を推進するとしている。 

(２) 武器輸出管理政策の理念と考え方  
米国の武器輸出に当たっての基本的な考え方は、国際社会を不安定化する可能

性がある武器輸出を厳しく管理すると共に透明性を高め、また、国際間の安全保

と米国の外交政策上の利益（国益）を擁護しつつ友好国・同盟国の合法的な防護

要件を満たす武器輸出を積極的に支援するとしており、具体的には次のような考
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え方で武器輸出管理を実施している。 
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イ 

ウ 

エ 
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カ 

キ 

ク 

ア 

• 

• 

• 

米国の安全を強化し、世界平和の増進に寄与する武器輸出を推進する。 

直面する敵性国家に対し、科学技術上の優位にリスクを与えるような武器輸

出はしない。 

同盟国及び友好国が、侵略を抑止、阻止するために必要な共同体制を構築す

るに際し、インタ－オペラビリティの増進に寄与する武器輸出を重視する。 

重要地域の安定化促進のため、大量破壊兵器及びその運搬手段としての弾道

ミサイルの拡散を防止する。 

平和的な紛争解決、軍備管理、人権、民主化の擁護等、米国の外交目標達成

との整合性を図る。 

武器輸出相手国の最終使用者に対し輸出目的以外の使用はしないとの合意を

求める。 

米国と同等の秘密保全措置を取らない国には武器等の輸出は実施しない。 

長期的な軍事技術上の優位を低価格で達成するため、米国防産業基盤能力を

強化する。 

(３) 国務省の所掌事項  
米国の武器輸出管理政策は、国務省が所掌しており、一義的な責任を有してい

る。なお、軍民両用技術に関しては、商務省が所掌している。 

軍備管理と武器輸出管理政策への支援   

米国の武器輸出管理政策上の重視事項は、武器輸出に際しての効果的な管理、

透明性の促進である。米国は、通常兵器に関する国連登録への参加を推進してお

り、毎年、各国の生産製品、軍の保有財産と調達を含め、透明性の拡大に努めて

いる。 

米国は、武器輸出の透明性を強化するため、OAS、ASEAN などの地域的イニシア

チブを支持すると共に実効性に富む武器輸出管理体制の実現に向けて努力してい

る。例えば、原子力活動に使用する品目及び関連する技術の輸出条件を定めた指

針であるロンドン・ガイドラインや通常兵器に関する全欧安保協力機構（OSCE）

ガイドラインの制定並びにその遵守である。また、中東や欧州で進行中の武器及

び同関連技術に関わる軍備管理並びに信頼醸成措置の推進を指示すると共にこの

ような国際的な協力が地域の安定性向上に資するものと高く評価している。 

[注１：ロンドン・ガイドライン・パート 1] 

原子力に関連する品目(専用品)及び関連技術の輸出管理に当たっての指針を定

めたものである。この指針では、輸出管理の対象となる品目(プルトニウム・ウラ

ン等の核物質、原子炉及びその付属装置、重水・原子炉級黒鉛等、再処理プラン

ト・濃縮プラント等)の非核保有国への輸出に際して、 

核実験等の核爆発目的に使用しない旨の受領国政府からの公式の保証を得

ること  

受領国において IAEA の包括的保障措置が適用されていること、  
受領国において外部からの侵入・接触から核物質を保護するための措置が
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とられていること  
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• 

• 

• 

• 

受領国が輸入した品目を第三国へ再移転しようとする場合には、原供給国

に与えた保証と同一の保証を当該第三国から取り付けること  
の 4 条件を受領国に義務付けている。 

[注２：ロンドン・ガイドライン・パート 2] 

湾岸戦争後、イラクが密かに核開発計画を進めていたことが発覚したこ

とをきっかけとして、従来のロンドン・ガイドラインより広範な品目を規

制の対象とする必要が認識され、米国のイニシアティブにより交渉が開始

され、1992 年に原始力汎用品及び関連技術を輸出管理対象品目に含めた指

針として制定されたものである。これにより、産業機械、材料、ウラン同

位体分離関連機器、重水製造プラント関連機器、内爆システム開発関連機

器等が新たに対象品目となった。このロンドン・ガイドライン・パート 2

は、原子力汎用品・関連技術の輸出が、 

非核兵器国における核爆発活動、もしくは IAEA の保障措置の適用を受

けていない核燃料サイクル活動に使用される場合または  
一般に対象品目の移転が核兵器の拡散を防止するという目的に反する

場合その輸出を許可しないこととしている。  

ワッセナー・アレンジメント(Wassenaar Arrangement) 

通常兵器関連品については、１９９４年３月末にココム（旧共産圏に対する戦

略物資及び技術の輸出規制を目的とした輸出規制委員会）が解消された後、国際

的な輸出管理体制は存在していなかったが、１９９５年１２月、２年あまりに亘

る協議を経て、通常兵器及び関連汎用品・技術に関する新たな輸出管理体制であ

る「ワッセナー・アレンジメント（TWA）」が発足した。米国は、ワッセナー協定

を支持し、協定参加を継続している。 

 旧ココムが旧共産圏諸国という特定の規制対象国を持っていたのに対し、この

ワッセナー・アレンジメントは、あらかじめ特定の地域を対象とするものではな

く、地域の安定を損なうおそれのある通常兵器の過度の移転と蓄積を防止するこ

とを目的としている。また、規制対象物資の輸出のためには他の参加国の承認を

必要とした旧ココムとは異なり、各国間の情報交換に基づき、輸出許可・不許可

の決定は各国の判断に任されることとなっている。 

ワッセナー・アレンジメントの目的は、 

通常兵器及び機微な関連汎用品・技術の過度の蓄積を防止することによっ

て、地域及び国際社会の安全と安定に寄与し、  

グローバルなテロとの闘いの一環として、テロリストグループ等による通

常兵器及び機微な関連汎用品・技術の取得を防止することにある。  
また、ワッセナー・アレンジメントでは、 

参加国による協議を通じて、輸出管理対象とすべき武器・汎用品の品目及

びその性能水準を確定する作業 (具体的には、技術の進歩等に対応した輸出

管理対象品目リストの作成・改訂 )、及び  
どの国にどのような武器・汎用品を移転したかといった各種情報交換を通
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じて兵器等の蓄積状況を把握する作業によって、上述の目的を達成しよう

としており、参加国にはワッセナー・アレンジメント内で合意された管理

品目リストに基づく輪出管理の実施と、各種情報提供が求められている。  

同アレンジメントの現在の参加国は、下記の米国、欧州諸国、日本、韓国等３

３カ国であるが、旧ココムの規制対象国であったロシア及び東欧諸国も参加して

いる。 

ワッセナー・アレンジメントの参加国（33 カ国）は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、

チェコ、スロバキア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、

ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、オランダ、ニュー

ジーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、韓国、ルーマニア、ロシア、

スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、英、米。 
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• 

• 

• 
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• 

• 

米国単独による武器輸出管理の発動 

次のような場合、武器輸出に関わる措置が国益上必要不可欠で効果的であると

判断したならば、米国は国連決議の有無等に拘わらず単独で必要な措置を取ると

している。 

ならず者国家が移転に関与する場合  
武器技術に関して極めて本質的なリードを許すと判断される場合  
武器輸出が軍の暴発を阻止し地域の安定を向上させる場合  
他に解決のための対策が無い場合  
人権抑圧のために使用される武器、あるいは無差別な死傷者を生み出す対

人地雷が移転される場合  
武器生産国による管理された輸出を実現するための体制づくりを支援。  
旧ソ連邦に属した中欧諸国による過度の武器輸出を低減させるため、武器

生産体制の転換に向けた支援。  
武器輸出に対する政府の支援  

米国は、武器輸出が一旦承認された後の当該武器輸出に関する各種支援を政

府が実施することを認めている。また米国にとって特別に重要な契約に入札す

る場合は、米国民間会社による海外市場における営業努力を支援することを認

めている。更に国防総省の隷下部隊・機関等が武器輸出に係わる国際航空ショ

ー等へ参加することも認めている。但しこの場合、国防長官は議会に報告しな

ければならない。 

(４) 武器輸出に係わる意思決定基準  
武器輸出を取り巻く判断要素は複雑化しており、複数の国益が介在しているの

で、武器輸出に関する米国としての意志決定は、原則的にケースバイケースで実

施される。この意志決定は、同盟国の安全保障体制の維持強化、敵性国家の軍事

能力向上の阻止、地域の安定性の向上に資すること等米国の国益に合致する武器

輸出が実現するように考慮した基準に則って実施される。 
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武器輸出を取り巻く判断要素は複雑化しており、複数の国益が介在しているの

で、武器輸出に関する米国としての意志決定は、原則的にケースバイケースで実

施される。この意志決定は、同盟国の安全保障体制の維持強化、敵性国家の軍事

能力向上の阻止、地域の安定性の向上に資すること等米国の国益に合致する武器

輸出が実現するように考慮した基準に則って実施される。 
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一般的な基準 

主要な武器輸出には、以下の管理基準が適用される。 

国際協定と軍備管理イニシアチブとの整合性  

米国と受け入れ国の安全保障強化に資する合法的な武器輸出  

米国の戦力投射能力に制限を加えたり、軍備競争を助長する可能性がある

武器輸出に際しては、他の政策との整合性を重視する。  

秘匿度の高いソフトウェアとハードウェアの武器輸出に際しては、米国の

技術的優越性の低下、システムの脆弱性の露呈等、米国の運用能力を不利

にするリスクを避ける。  

武器輸出対象国の友好度、同盟国としての責任分担、相互運用性等により

生じる米国の外交政策、国家戦略上の利益を考慮する。 

武器輸出対象国の人権問題、テロ、大量破壊兵器への転用防止に配慮する。  

米産業界と防衛産業界に対する経済的衝撃を緩和する。  

装備更新参入に対する基準 

装備更新（特に旧ソ連製武器のアップグレード）は、市場における成長部門で

あると認識しており、米政府は国家安全保障と外交政策上の利益に則り、本部門

への米国の民間会社の参入を支援している。米国の装備更新参入に対する基準と

なる考え方は、以下の通り。 

装備更新参入計画は、その政治的意味合いについて、十分に検討を加えら

れたものでなければならない。  

一般的な武器輸出基準を達成している。  

同等システムの武器輸出に関する米国の安全保障上の基本政策に反しない。 

違反した場合の制裁条項を付した上で、最終使用者に適用される米国の武

器管理基準と再移転禁止事項を遵守させる。  

(５) 武器輸出に対する議会と大統領の権限  

議会への通知と大統領の立場 

大統領は総ての武器輸出に係わる最終責任を有している。また米国の上下院議

会は、個々の武器輸出案件を審議する機能を有している。この中には、大規模な

防衛装備・物品・役務の輸出に関する案件の他、これらの第三国移転に関する審

議も含まれている。 

議会が、大統領による武器輸出を阻止あるいは修正しようとする場合には、次

の二つの基本的障害をクリアーする必要がある。第一は、対象となる武器輸出に

反対する法律を成立させることであり、第二は、当該立法措置に対する大統領の
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拒否権に対抗できることである。なお、議会は、対象となる武器の引き渡しが完

了する時点までであれば何時でも当該武器の輸出を阻止・修正するための法律を

成立させることが出来る。 

米国の行政部門（最終的には大統領）は、一般的に、主として武器輸出管理法

に定められた米国内法の関連条項の適用を受けさえすれば、議会による輸出禁止

提案や、修正立法が成立しない限り、自由に武器輸出に係わる手順を進めること

が出来る。 

議会における武器輸出案件の一般的な審議手順は、国防総省による議会への通

知により開始される。国防総省は、特定規模以上の武器輸出に関しては、議会に

公式通知する 20 暦日以前に議会に対して「非公式」予告をしなければならないこ

ととなっている。この「非公式」予告は、下院議長 (the Speaker of the House：

伝統的に下院国際関係委員会から選出される)及び上院外交委員長に伝えられる。

これは、予備通知を議会に与える内容の覚え書きを記した国防総省書簡(1976 年 2

月 18 日付け)に由来している。但し、議会に対する「非公式」予告から公式通知

までの期間は、20 暦日以前とだけ定められていて、それ以外は定められていない。

それは大統領が決定することになっており、大統領は、自らが選択した予告期間

で、議会に対して公式通知し、必要な武器輸出の審議を求めることが出来る。 

武器輸出管理法第 36 条(b)項では、大統領は、対価が 1400 万ドル（約 14 億円）

以上の防衛装備、5000 万ドル(約 50 億円)以上の防衛物品、2 億ドル(約 200 億円)

以上の設計・建築費用に係わる武器輸出については、輸出を開始する 30 暦日前に、

議会に対して公式通知しなければならないと定められている。但し、武器輸出対

象国が NATO 加盟国、日本、オーストラリア、ニュージーランドの場合は、この公

式通知から輸出までの期間が 15 暦日前に短縮されている。 

イ 両院合同決議による議会の不承認 

議会が大統領により通知された武器輸出案件を阻止するための選択肢は、武器

輸出管理法第 36 条(b)項に定められた両院合同決議による不承認の場合のみであ

る。 

議会に対する公式通知は上院外交委員長及び下院議長に対して行われるが、下

院においては下院議長がこれらの審議を司法委員会の一部である下院国際関係委

員会（以前の外交委員会）に委託することになっている。大統領からの公式通知

を受け取った後、武器輸出阻止を意図する上下院委員は、それぞれが所属する委

員会において、両院合同会議を開催して輸出阻止の可能性を探ることになる。委

員によるそのような動きが無ければ、武器輸出管理法第 36 条(b)項の議会不承認

条項は発動されない。武器輸出案件に関する当該上下院委員会の公聴会の後、い

ずれかの多数委員が両院合同決議による不承認を支持すれば、各議場で両院合同

決議に係わる採決が行われることとなる。 

(６) 米国内法のテロ支援国家（北朝鮮）に対する制裁措置  
テロ支援国家（例えば北朝鮮）に対する制裁措置に関する米国内法に、いわゆ

る北朝鮮が「敵視政策」と主張する根幹の法体系がある。北朝鮮に対する制裁措
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置は、朝鮮戦争以来、数多くの法律で細かな制裁措置を追加したことから、同一

の事案に対して二重三重に重複規定している点が特徴となっている。 

例えば、「対敵国通商法(Trading with Enemy Act of 1917)」による貿易制裁

の一部が解除されても、「テロ支援国家」に対する貿易制裁は健在で、これを一

部緩和しても共産圏に対する貿易制裁が残っている。更にそれを緩和しても、北

朝鮮のミサイル不法輸出による「MTCR 履行法(1990 年)」の制裁措置が残っている

という具合である。こうした制裁措置を制裁手段で分類すると、貿易、経済、対

外援助の 3 つに大別できる。 

ア 
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ウ 

貿易制裁 

貿易制裁の場合、「輸出管理法(Export Administration Act of 1979)」では、

人道的物資と広報資料を除いた商業物資の輸出を全面的に禁じるとともに、軍・

民両用物品の貿易とミサイル関連物品の輸出を禁止している。 

また、「武器輸出管理法(Arms Export Control Act)」では、米国製武器の輸出、

受領国による再輸出、及びこれを支援する行為を禁ずる他、これに関連するあら

ゆる資金提供を禁じている。 

また「米国通商法(1974 年)」は最恵国待遇(MFN)と特恵関税(GSP)の供与を禁じ

ている。北朝鮮に対しては、順次、これらの法律が適用された結果、一部の例外

はあるが、事実上、全面的な禁輸措置となっている。 

経済制裁 

経済制裁の場合、「対敵国通商法」と、それに伴う海外資産の管理規制によっ

て、北朝鮮との金融取引は大部分が禁じられており、在米の北朝鮮の資産は封鎖、

凍結されている。同時に「米国輸出人銀行法(1986 年)」では北朝鮮との貿易時、

輸出入銀行の支払保証や経済支援が禁じられている。貿易制裁が物品の輸出を規

制するのに対して、経済制裁は北朝鮮の米ドル決済を事実上不可能にさせるもの

である。 

対外援助制裁 

対外援助に関する制裁措置としては、米国は「対外援助法((Foreign Assistance 

Act of 1961)」の規定により、北朝鮮に対しては人道的な食糧支援を除き、いか

なる援助も提供できない。更に、「国際金融機関法」では、国際金融機関の北朝

鮮に対する借款供与に、米国政府は反対しなければならないという義務が明記さ

れている。また、借款契約の締結時、出資額に比例して貸し付け条件が提示され

る国際金融機関の一般的メカニズムを考慮すると、米国が反対する借款供与自体、

実現不可能なのが現実である。 

これらの多くの米国の制裁措置は、北朝鮮に適用する以前から存在していた法

律である。内容的には二重三重の重複規定が数多く認められるが、いずれにして

も北朝鮮が制裁措置の発動対象となる場合が目立って多いため、結果として北朝

鮮に適用される制裁条項が多くなったと理解することが出来る。 

(７) 日本の武器禁輸３原則緩和への動きに対する米国の見方  
武器輸出３原則に関する我が国の政策転換について、米国における聞き取り調

査を行った（平成１６年９月）結果の概要について以下記述する。 
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日本側の背景説明 

日本政府は１９９９年から、ミサイル防衛に関して、米国との共同技術研究を

行っており、２００３年１２月には、日本としてミサイル防衛構想に正式に参加

することが決定されている。しかし、現在の日本の武器輸出基準では、今後、共

同研究が、開発・生産段階に進んだ場合、日本が開発したミサイルの部品などを

米国に輸出できないため、共同生産を行うことができないという問題点が生じて

いる。このため、米国向けの武器部品などを武器禁輸基準の対象外とする方向で

検討している。（平成１６年１２月１０日の政府決定でミサイル防衛技術研究の

案件は、現行武器輸出３原則の適用除外とすることが決定された。） 

日本から見た武器禁輸３原則の日米安保面での問題点 

(ア) 武器輸出禁止政策は、防衛技術研究に対する日本企業の意欲・動機付けをそ

ぎ、日本の民需品で育った先進技術の軍需品への応用に対する関心を弱め、先端

技術の米国との交流を制約し、日本のハイテク産業の発展を妨げると考えられる。 

(イ) 日米間の相互運用性の向上を重視した開発や装備の導入は、結果的に、Ｆ－

２の開発に見られるように、日本企業の受注分を減少させる方向に作用している。 

(ウ) 日本を巡る国際情勢、経済情勢などから、目下、防衛力のコンパクト化が進

められており、自衛隊の装備についても、発注量が減少する傾向にある。輸出が

禁止されているためもあって、少量生産とならざるを得ず、価格は輸入した場合

と比較して割高とならざるを得ない。また、ライセンス国産は、割高であっても、

国内の仕事量を増やし、技術を移転することの利点を有している。 

(エ) 防衛調達方式の改革は、ライフサイクルコストの削減を要請するが、維持・

整備・補給能力や、緊急時に生産量を急拡大する能力を犠牲にする方向に作用し

ていると思われる。 

(オ) この様に、武器禁輸３原則の見直しは、日本の防衛産業の将来に係わる問題

を孕んでおり、喫緊な解決を要する政治上の命題となっている。 

米国から見た日本の武器禁輸３原則見直し（主として国務省の立場） 

米国は、日本の武器禁輸３原則の見直しについては、立場上、日本政府が決め

ることであるとの姿勢を崩さず、概ね静観している。米政府担当者の何れも、日

本が現行の国内的法規制を離れミサイル防衛の日米共同生産への道を開く部分に

ついては賛成である。 

しかし、その他については、密接に米国の国益が絡む場合があり、一概に賛成

との意思表示は出来ないとしている。総じて日米同盟を強化する性格のものにつ

いては反対しないが、個々の案件についてはケースバイケースで見ていかざるを

得ないというのが国務省としての一般的な反応である。 

米国にとって、日本が全面的な武器輸出解禁に向け大急ぎする必要性があると

は見ていない。日本はこれまで経済産業省が、単に禁止違反事例の取り締まりの

みに気を配っていればよかったのであるが、武器の禁輸を緩和すれば、増加する

輸出要請事例に対して各国の国益が絡む複雑でやっかいな判断を、遅滞なく実施

する必要が生じてくる。 

また、日本が、武器禁輸３原則を転換しようと欲すれば、国民の理解を得るた

めの理念と背景状況の説明、一貫し明確な基本政策の立案、関連諸規則の制定、
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役所の縄張り意識の払拭、行政能力に加えて内閣の調整機能、国会の関与とその

仕組み等に対して、多大の国家的エネルギーとこれに携わる総合能力を有した専

門職員の養成など、一朝一夕には解決できない内容に直面するのではないか。 

しかし、世界で最も重要な同盟関係にある米国と日本が、共通の理念と、国際

社会に対する責任を分担する意味で、地域的な安全保障と安定化の為、武器輸出

管理の透明化を目指して、ケースバイケース、ステップバイステップ・アプロー

チで、相互に支援、協力していくことに異存はない。  

２． 欧州連合（ＥＵＲＯＰＥＡＮ　ＵＮＩＯＮ  : ＥＵ） 

欧州連合（以下ＥＵと略称）は、１９５８年のローマ条約により設立された欧

州経済共同体（EEC）の加盟６カ国（仏、旧西独、イタリア、オランダ、ベルギー、

ルクセンブルグ）を原加盟国とし、１９９８年１１月に発効した欧州連合条約に

よりＥＵと改称し、それまでに逐次加盟していた９カ国（１９７３年；英、アイ

ルランド、デンマーク ： １９８１年；ギリシャ ： １９８６年；スペイン、

ポルトガル ： １９９５年；スウェーデン、フィンランド、オーストリア）と

合わせ１５カ国で構成されていたが、２００４年５月１日をもって新規加盟の１

０カ国（キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、

マルタ、ポーランド、スロヴァキア、スロヴェニア）を加えて２５カ国からなる

政治、経済、社会、外交、安全保障の欧州統合を目指した連合体組織である。 

武器輸出に関し、ＥＵは国際社会の安全保障環境改善のため通常兵器移転の管

理を強化し抑制する必要性を痛感し、加盟国が武器移転に関し最小限守るべき共

通の基準とその運用について定めた「武器輸出に関するＥＵの行動規範」（ＥＵ 

Code of Conduct on Arms Exports）を制定した（１９９８年６月８日）。 

(１) 武器輸出に関するＥＵの行動規範  
武器輸出管理はあくまでも各国の主権に属する事柄であって、ＥＵの武器輸出

に関するこの行動規範が加盟国に対する法的な強制力を持つものではない。制定

の趣旨は、国内弾圧や国際的な侵略に使用され或いは地域の不安定に寄与する武

器の輸出を防止し、もって国際社会の安全保障環境の改善を図ることであって、

この目的達成のため加盟国が武器の輸出に当たって守るべき最低限の共通の基準

を示して武器輸出の管理・抑制を促すと共に、武器輸出の透明性の確保並びに情

報交換の強化を図ることであるとしている。更に、防衛力整備のために必要な防

衛産業を産業基盤の一部として維持強化していくことについての加盟国の要請を

認識すると共に、国連憲章で認められた自衛権と整合の取れた自衛手段を移転す

る権利を各国が所有することを認識してこの規範を定めるとしている。この規範

は二つのセクションから成っており、一つは武器輸出に当たり加盟国が守るべき

基準であり、他の一つはこの規範の運用に当たっての規定である。概要は以下の

とおり。（細部は添付資料－資料第４参照） 

ア 共通の基準 

(ア) 基準第１  

国際的な責務の尊重である。特に国連安全保障理事会が命じた制裁、ＥＵが命

２２ 

 



 

じた制裁、非拡散及びその他のテーマに関する協定、並びにその他の国際的な義

務を尊重し、それらと矛盾する場合輸出は許可しないとしている。 

(イ) 基準第２  

最終出向国における人権の尊重という視点である。即ち、提議されている武器

が国内の弾圧に使用される明白な危険がある場合、基本的人権や自由に対する侵

害がある場合、輸出許可を発行しない、というものである。 

(ウ) 基準第３  
最終出向国の国内情勢に関するもので、当該国の武力紛争を誘発し、あるいは

延長させあるいは緊張関係や紛争に拍車をかける場合、輸出を許可しないとする

ものである。 

(エ) 基準第４  
地域の平和、安全保障、および安定の維持に関わるものである。加盟国は、対

象となる受入国が、提議されている輸出を他国に対する侵略に使用し、あるいは

領土権を戦力で主張するために使用する、明らかなリスクがある場合、輸出許可

を発行しないとしている。 

(オ) 基準第５  
加盟国の国家安全保障、および対外関係がある加盟国の責任である領域の国家

安全保障、ならびに友好国・同盟国の安全保障に及ぼす影響を考慮することであ

る 

(カ) 基準第６  
国際社会における購買国の行動に関するものである。特に、テロに対する姿勢、

同盟国の性質、および国際法の尊重という観点から武器輸出の可否を判断する、

としている。 

(キ) 基準第７  
購入国の性質に関するものである。即ち、装備品が購買国で転用され、あるい

は再輸出されるリスク、また受入国の技術的能力や輸出管理能力に関するもので

ある。 

(ク) 基準第８  
受入国の技術的・経済的な能力との両立性の問題で、提議されている輸出が受

入国の持続可能な開発を阻害するかどうかを考慮に入れるとしている。 

イ 

ア 

運用規定 

上記規範を運用するに当たっての規定として、加盟国がより制限的な規定を定

めることを妨げるものではないこと、加盟各国は本規範で定める武器共通リスト

に従って輸出状況を毎年ＥＵに報告すること、同様に輸出を許可しなかった案件

について許可しなかった理由を付して報告すること、また他の加盟国が許可しな

かった国への輸出を許可する場合、許可しなかった国と事前に協議すること等に

ついて報告をすることを定めている。 

(２) 武器輸出管理の実行  
武器リストの制定 

ＥＵ加盟国共通の武器リストとして、ワッセナーアレンジメントで使用してい

２３ 

 



 

るものと同じ武器リストを２００３年より採用し始めた。第１から第２２までに

分類されたリストで、火器から戦闘用艦船、航空機、生物・化学兵器等軍事に使

用される器具・装置を網羅している。ワッセナーアレンジメントと同じリストを

採用しているが、今後ワッセナー側がリストを修正してもＥＵはこれに自動的に

追随することはしないとしている。なお、ＥＵ武器リストは、添付資料－資料第

５のとおり。 

イ 

ウ 
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武器輸出に関する年次報告 

本規範の運用規定に従って、加盟各国は直近一年の武器輸出実績並びに武器輸

出拒否実績をＥＵ本部に毎年報告することが求められている。ＥＵ本部が作成す

る表は輸出先国別にまとめられており、タテ軸にＥＵメンバー国名、ヨコ軸に武

器リストの第１分類から第２２分類までの項目、そして表中に武器輸出許可件数、

同金額（ユーロ）、武器輸出額（ユーロ）、武器輸出拒否件数、同拒否の理由と

して適用した基準番号がそれぞれ記入されている。 

武器輸出禁止対象国 

国連安全保障理事会が決議した武器輸出禁止対象国に追加して、更に厳しい輸

出禁止措置を取っている。即ち、一般対象について、国連では「ウサマビンラデ

ィン、アルカイダ及びタリバンのメンバー、並びに彼らと関わりのあるその他の

個人、グループ、企業、団体」としているのに対して、ＥＵではこれに、「明ら

かにテロ支援に関わっている国」を追加している。また、国連が指定している武

器輸出禁止対象国は、アルメニア、イラク等 9 カ国であるが、ＥＵはこれに追加

してボスニアヘルチェゴビナ、ミャンマー、中国、スーダン、ジンバブエの国々

を武器輸出禁止対象国に指定している。 

３． フランス 

フランスは、米国、英国、ロシアに次ぐ武器輸出大国であるが、武器輸出に関

わる長い歴史の中で培われてきた経験に基づき作り上げてきた体制により、極め

て厳しい手順を経て武器輸出を実施している。即ち、審査基準にはＥＵが定めた

規範にフランス独自のものを追加していること、関連省庁代表で構成される常設

の武器輸出検討・審査委員会は、仏企業による輸出先国政府・企業等との事前交

渉時点及び落札による契約前の二つの結節時点で輸出承認権者である首相の裁可

を仰ぐこと、輸出物品の性質に応じて最終使用者証明を求めていること、契約成

立後の輸出許可（Export License）申請は国防省で審査の後税関が審査すること

等である。細部審査体制等は以下のとおりである。 

(１) 法体系  

武器輸出に関する基本原則 

１９３９年４月１８日制定の法（Law of April 18, 1939）で武器輸出に関す

る基本原則を定めている。この法の第 13 条で、「いかなる体制の下であれ、政府

による許可の無い戦争用及び同関連装置の輸出は認められない」と定めている。

更に１９９５年５月６日の行政命令(Decree of May 6, 1995)で追加原則を明ら

かにしている。 

２４ 
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輸出に関する手続き等 

１９５５年７月１６日の行政命令(Decree of July 16, 1955)並びに１９９２年

１０月２日の行政命令(Decree of October 2, 1992)により基本的な手続きを定め

ている。 

適用範囲 

１９９１年１１月２０日発布の行政命令（Decree of November 20, 1991）、 １

９９５年２月１４日発布の省令（Ministerial Order of February 14, 1995）、

１９９５年９月１１日発布の省令（1995 Ministerial Order of September 11, 

1995）により法で適用する輸出行為を定めている。 

武器等の製造及び仲介 

１９３９年４月１８日の法の第２条（Article 2, Law of April 18, 1939）で

「兵器システム及び防衛用装備品の製造及び貿易・仲介は、許可を受けた者に限

定される」と定めている。 

違反者に対する罰則 

(ア) 許可無く武器等を製造しそれを輸出入した者  

7 年以下の懲役及び１０万ユーロの罰金  
関連武器等を押収し所有者の責任で破壊処分  

(イ) 許可無く武器等を輸出した者  
５年以下の懲役及び７５，０００ユーロの罰金  
当該会社が法的に責任ありと認定された場合、補足の罰則が追加される。  

(ウ) 許可無く武器等を輸入した者  
５年以下の懲役及び９，０００ユーロの罰金  

(２) 武器の定義  
戦争の用に供する装備として、１９９５年５月６日の行政命令（Decree of May 

6, 1995）で定義されている。 

カテゴリー１ 

地上戦、海洋戦及び航空戦に使用される火器及び弾薬類 

カテゴリー２ 

戦場で使用される火砲及び移動用の装置 

カテゴリー３ 

戦闘用ガス及び化学物質及び焼夷弾類の攻撃から防護するための装置 

カテゴリー４ 

防衛用小火器 

カテゴリー５ 

兵器関連装置等（構成品、子部品、補助装置、工具、試験装置等） 

カテゴリー６ 

軍事目的に設計され、改修され、あるいは軍事用特性を持たせた、探知及び監

視衛星並びに搭載監視装置、同関連地上装置 

カテゴリー７ 

軍事目的で設計され製造されたその他の衛星及び同関連装置 

２５ 
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カテゴリー８ 

ロケット、宇宙発射機及び同関連構成品、同関連施設及び同関連試験装置 

(３) 武器輸出管理の対象となる行為  
軍事装備品、同補用部品、ドキュメント、マニュアル、技術資料の輸出  
法的に有効な相互協定のもとに同等の保全体制が取られている国に対する、

秘密情報の移転  
秘密ではないがセンシティブな情報の移転  
技術移転、ライセンス付与、役務提供、訓練等無形のものの対外移転  

(４) 輸出承認手順  
交 渉 開 始 申 請 書 を 国 防 省 に 提 出 → 省 庁 間 検 討 ・ 審 査 委 員 会 （ Commission 

Inter-ministerial pour Etude et Evaluation de Materiel de Guerre : CIEEMG）

による審査並びに交渉開始に関する首相決裁 → 交渉及び契約のための入札・

落札 → 販売のための許可申請書を国防省に提出 → 国防省から外務省、経

済省、首相府国防総局に回覧 → CIEEMG による審査並びに首相による決裁 → 

契約 → 輸出許可申請書を国防省に提出 → 外務省、経済省、首相府国防総

局に回覧 → 税関で決裁 → 輸出  

(５) CIEEMG の構成・機能  
構成 

首相府国防総局  
局長（検討・審議会の議長を勤める）  
大統領府軍事スタッフ  
首相府軍事スタッフ  
外務省代表  
税関代表  
科学研究省代表  
経済省代表  
国防省  
作戦部代表  
国防調達庁（DGA）代表  
武器輸出管理部代表  

機能 

毎月 1 回定例審査会議を開催し、国防省経由で提出された武器輸出関連申請書

の審査を実施し、すべての申請書にコメント・アドバイスを付して首相の決裁を

仰ぐ。毎月６００～７００件の申請書の審査を行う。年間で約９,０００件の申請

書を処理する。  

(６) 審査に当たっての判断基準  
国際規約等との整合性 

国連又はＥＵ又は仏政府による禁輸対象国・地域への輸出か否か  
各種条約及びレジーム  
協定（生物・化学兵器取締り、対人地雷廃棄）  
ＥＵ CODE OF CONDUCT ON ARMS EXPORT （ＥＵ武器輸出規範）  

２６ 
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輸入国による転用のリスクの有無 

当該装備品を維持管理する受入国の技術力に対する評価 

フランス国軍の作戦に与えるリスクの有無・程度 

国家機密などに関する重要な情報を含むか否か 

政治的な指針 

国家経済及び防衛産業に与えるインパクト 

人権抑圧国か否か 

(７) 契約に当たっての管理事項  

最終使用者証明：物品の性質により証明のレベルが異なる 

終使用者が民間の場合：最終使用者であることの証明及び再輸出等しない

ことの誓約  

最終使用者が国（政府機関、軍等）である場合：再輸出等しないことの誓約  

技術的な事項 

支払条件に関する事項 

秘情報の保全に関する事項 

出荷手順 

(８) 輸出許可証  

輸出許可申請書は国防省に提出する 

輸出許可又は不許可は、国防省及び外務省並びに首相府国防総局のすべてが許

可の回答を出したときに税関が発給する。 

前号でいずれか一つ又は二つが不許可とした場合、当該申請は CIEEMG 会議の

特異案件とされ、輸出許可証は首相の承認を得て首相府国防総局局長が発給す

る。 

(９) 武器仲介業者の管理  
次の業務を実施する業者を仲介業者と言う 

ある一つの国から他の国へ武器を移転することに関する契約を締結しよう

とする人を引き合わせ仲介すること  

引き合わせに基づき一方のために契約を結ぶこと  

契約に基づき外国で軍事物品を販売するために当該物品を他の外国で購入

すること  

武器仲介業者は政府による文書による承認を得なければならない。  

４． ロシア 

(１) 武器輸出の経緯  
ソ連邦時代からロシア連邦に至る武器輸出の状況を概観すれば、ソ連邦時代は

世界最大の武器輸出国であった。例えば１９８７年におけるソ連の武器輸出は３

２４．４億ドルであり世界の武器輸出の３５．１％を占めた。これに対し、第２

２７ 

 



 

位の米国は２４９．８億ドル、２７．０％であった。これが１９９１年１２月２

５日のソ連崩壊以来様相が一変することになる。 ロシア連邦の成立とともにそ

れまでの軍需工場すなわち軍産複合体（国営企業）に対しいわゆる軍民転換の方

針を打ち立てたが、国防費の大幅削減による軍需品の生産低下とハイテクの遅れ

による民需品の販売不振により大幅な生産低下となりこの計画は失敗した。軍産

複合体の生産高は急速に落ち込み１９９７年にはソ連崩壊時の１９．７％にまで

低下した。（資料第３ 別図第１）１９９８年にはロシアの武器輸出は最も落ち

込み１６．９億ドルとなり、世界の武器輸出に占める割合は４．６％に激減した。

これに対し米国の武器輸出は２７５．８億ドル、４７．６％（第１位）に増加し

た。（資料第３ 別表第１）この時点におけるロシアの軍産複合体の数は約１，５

００であり、このうち約 4 割は国有のままで生産品の軍民比は５０対５０であっ

た。それでも１９９２年から９９年の間において軍事生産品のうち９０％以上は

輸出されていた。（資料第３ 別表第２） 

これが１９９９年１２月にプーチン大統領代行が誕生し、翌２０００年に正式

に大統領に就任するや、武器輸出拡大、ハイテク重視の方針を明確にし、武器輸

出機構の大改革に乗り出した。この結果２００１年におけるロシアの武器輸出額

は４９．８億ドルに増加し、世界における武器輸出のシェアは３０．７％（第 1

位）に急増した。これに対し米国は航空機をはじめとする輸出の激減により、４

５．６億ドル、２８．１％（第２位）に低下した。すなわち、武器輸出において

プーチン大統領の方針が大きな成果をあげつつあると言うことができる。（資料

第３ 別表第３） 

本稿では、このプーチン体制下における武器輸出機構の改革に焦点をあてて論

述する。 

(２) 武器輸出関連の法律  
現在、ロシアにおける武器輸出関連の法体系としては２つの主要な法律がある。 

その一つは、１９９８年７月１９日に施行された「ロシア連邦と外国との軍事

技術協力法」（第１１４連邦法）である。これは、ロシアの武器輸出が最も落ち

込んだ年に施行された法律であるが、現在の武器共同開発を含む軍事技術協力、

武器輸出の根拠法規となるものである。ここで「軍事技術協力」については、「軍

事用製品の輸出入および軍事用製品の開発と製造に関する国際関係における活

動」と定義づけられており、いわゆる武器輸出はここに含まれる。 

また、「軍事用製品」については、「武器、軍事機器とそれに関する作業、サ

ービス、軍事技術に関する知的な所有権と情報を含む知的活動の結果であり、あ

らゆる武器とその戦闘使用を確保するための装置（運搬、照準、発射、指揮、通

信等）、軍事用特殊技術装置、弾薬とその成分、部品、機械とその組成、訓練装

置等からなる。」とされており、武器のみならずこれに関連する付属の装置、訓

練装置等広範囲のものが含まれる。 

第２の法律は、２００４年５月５日に施行された「武器および軍事機器の製造、

輸出管理のための二重技術と製品の目録の承認に関するロシア連邦大統領指令」

（第５８０大統領指令）である。これは、外国への武器および軍事機器とそれに

関する技術、材料、機械、部品などの輸出を管理するための法律であり、武器、

軍事機器を技術、機械、器具、部品等によって詳細に分類した目録（別表）を定
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めている。その目録の中には、エレクトロニクス、コンピューター技術、遠距離

通信装置、航海および航空電子設備、艦船とその装置、エンジン、エネルギー、

最新の材料およびその加工製造装置、大量殺人兵器予防装置、環境保護の技術等

および各種軍事技術協力が含まれている。 

(３) 軍事技術協力、武器輸出に関する政策  
ア 

イ 

プーチン大統領の演説 

ロシアの武器輸出政策については、2004 年 9 月 17 日に対外軍事技術協力管理

委員会において行ったプーチン大統領の演説からうかがい知ることができる。   

この演説の主要部分は次のとおりである。 

「重要な問題点は、軍事技術協力における地域的な政策である。現在、50 カ国

以上が自国の防衛などを目的に、ロシア製の武器や軍事機器を輸入している。軍

事技術協力は、国によって特徴があるため一面的でなく、将来を見越した政策が

必要である。 

ロシアは軍事技術協力に多くの経験があり、武器輸出の地域的拡大即ち新しい

相手国との軍事技術協力の開設にその経験を使わなければならない。現在の主要

な相手国は 2～3 カ国しかない。このような戦略的な相手国との協力を継続すると

ともに新しい相手国との軍事技術協力を拡大することが重要である。」 

すなわちロシアのポリシーはまず武器輸出重視が基本であり、できるだけ輸出

相手国を拡大することが目標である。これは、プーチン大統領の外遊先の多くが

武器輸出がらみの国であることからも明白である。ここで言う戦略的相手国はイ

ンドと中国であり将来ともにロシアの武器輸出の主要な相手国となる。今後、イ

ランも戦略的相手国になる可能性が大である。 

軍事技術協力改革の目的 

前述したとおり、プーチン大統領は就任以来、軍事技術協力関係の政策、組織

等の改革に積極的であるが、最近ロシア国防省の下に対外武器輸出のポリシーの

作成および輸出の管制を行う組織として新編された「ロシア連邦軍事技術協力管

理局」が作成した「ロシア軍事技術協力改革の目的」は、次のとおりである。 

(ア) 対外軍事技術協力の拡大および多様化  

これは、ロシア超大国の復活と経済の活性化を目的とするものであり、世界に

おけるロシアの国益の維持を図るものである。 

(イ) 世界の兵器市場への進出  

この目的は、新たな兵器市場の開発による政治的影響力の拡大および経済的地盤の

強化と拡大である。 

(ウ) ソ連崩壊後失われた世界の兵器市場への復活  

ソ連崩壊後、米国および欧州に取って代わられた世界の兵器市場への復活を目

指し米国および欧州と兵器市場において競争することである。米欧との競争に勝

つためには価格を下げることも考慮する。これには NATO への市場の拡大も含まれ

る。 
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(エ) 自国の軍事産業の発展  

上の目的を達成するため軍事産業への積極的投資および軍事産業の保護主義政

策を実施する。 

ウ 

ア 

イ 

軍事技術協力、武器輸出の制限 

ロシアは、次の国に対しては軍事技術協力、武器輸出を制限する政策を採って

いる。  

(ア) 地域紛争に参加している国  

(イ) 不安定な国  

(ウ) テロを支援している国家  

(４) 軍事技術協力、武器輸出に関する政府機関等  
プーチン大統領の改革により軍事技術協力に係わる政府機関は大幅に改編され

ており、2004 年になってから殆ど新しい体制に変っている。一部については、な

お明確に定義されていない組織もある。政府機関等の概要は次のとおりである。 

対外軍事技術協力管理委員会 

これは、第 1003 大統領指令により 2004 年 8 月 2 日に施行された組織であり、 

ロシアの対外軍事技術協力に関する最高の政策決定機関である。 

施行された時点での委員会のメンバーは、次のとおりである。 

委員長：  プーチン大統領 

副委員長： フラドコフ首相 

      アリョシン連邦産業管理局長 

      ドミトリエフ連邦軍事技術協力管理局長 

委員：   イワノフ安全保障会議議長、ラブロフ外相、レベデフ連邦対外情

報局長（SVR）、メドベデーエフ大統領府長官、パトルセフ連邦保安局長（FSB）、

プリホドコ大統領補佐官、フリスチェンコ産業エネルギー大臣、チェメゾフ連邦

国営兵器輸出合同長 

ロシア連邦産業管理局 

2004 年 2 月 24 日に兵器生産関連の政府機関の大規模統廃合を実施した結果、

新しく編成された組織である。2000 年までは、軍産複合体はロシア経済省の管轄

下にあったが、この時点で産業・科学・技術省に管理が移転された。（資料第３ 別

表第４） 

軍産複合体はそれぞれの生産品により通常兵器生産管理局、指揮システム製造

管理局、造船管理局、弾薬製造管理局等によって管理されていたが、これらの機

能を廃止し新設のロシア連邦産業管理局へ委譲した。本産業管理局の武器輸出に

関する主要任務は、次のとおりである。 

武器輸出に参加する企業の決定  • 

• 

• 

• 

対外ライセンスの付与  
対外契約の管制  
対外協定への参加  

本管理局の任務は産軍企業の統合管理であり、その組織は次のとおりである。 
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 局長 

   次長（5 名） 

   航空機産業部、弾薬・特殊化学産業部、造船産業部、通常兵器産業部 

   エレクトロニクス・指揮システム産業部、民間産業部、動員準備部 

   経済・融資部、国家購入管理部、財産管理部、国家秘密・安全管理部 

   軍事技術協力・共同プログラム管理部、国際協力部 

   法律部、総務部、軍縮管理部 

このうち、軍事技術協力・共同プログラム管理部と国際協力部が武器輸出の管

理を直接担当している。 

なお、原子力については本管理局の管轄外である。 

ウ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

エ 

ロシア連邦軍事技術協力管理局 

ロシア国防省の管轄下にあり、「外国との軍事技術協力を統制、監理する執行

機関」としてプーチン大統領の行政改革により開設された。本組織については、

２００４年９月１日に国防省が大統領へ規則案を提出した。これによれば、本管

理局の設立の目的、権限は次のとおり規定されることになっている。（２００４

年１１月２８日現在） 

(ア) 主要目的：  

軍事技術協力の監理とコントロール  

政策方針の提案  

他機関との調整等  
(イ) 主要権限  

各連邦機関、行政府、企業等を監理、統制  

連邦法案、条約案、年度行動計画案の提出  

国際条約のサイン等対外関係の活動等  

本管理局（国防省）は、２００４年１１月１日に「対外軍事技術協力に関する

大統領指令案」を提出する予定になっている。この指令案には、対外軍事技術協

力に関する総合政策方針および将来計画等が盛り込まれる予定になっている。 

（注）２００４年８月１６日付で施行された「ロシア連邦軍事技術協力管理局の問題点」（第１０８３大統領

指令）によって、本局の組織、機能、主要任務等の概要が示されたものと見られる。 

ロスオボロンエクスポルト（国営会社） 

ロシアの武器輸出について外国、外国企業との取引を一手に取仕切る独占会社であ

る。当社は、２０００年１１月にプーチン大統領によって設立された国際兵器市場と

ロシア軍需産業の間に立つ総合仲介社であり、国際兵器市場でロシアの国益を代表す

る会社である。もともとソ連崩壊後、兵器輸出会社として「ロスボオルジェーニェ」

が１９９３年に設立され市場の９７％を独占していたが、手数料の高騰等独占による

弊害を防止するため１９９７年に「プロムエクスポルト」と「ロシアテクノロジー」

に兵器の輸出業務が認められた。依然として「ロスボオルジェーニェ」が多くのシェ

アを有していたが、利権争いによる価格のダンピング防止と大統領による影響

３１ 

 



 

力強化のためプーチン大統領が「ロスボオルジェーニェ」と「プロムエクスポ

ルト」を合併して「ロスオボロンエクスポルト」を設立し独占的に武器輸出を担当

させた。 

「ロスオボロンエクスポルト」の支配人は「ロシア連邦軍事技術協力管理局長」

であり、当社は国防省の直接管理下にある国営会社という事が出来る。 

当社が扱う輸出兵器の内訳は、次のとおりである。 

        航空機・ヘリコプター        ６０％ 

        艦艇・潜水艦・兵装          ２０％ 

        各種ミサイル            １１％ 

        装甲兵器               ６％  

        砲こう兵器              ５％  

        偵察・通信・指揮装置         ２％ 

(５) 軍事技術協力・武器輸出の現状  

ロシアの軍需産業はロシア経済のなかで先端技術、競争力の高い部門であり、

ロシアの武器輸出は２００２～２００３年において１７Ｂ＄に達した。ロシア軍

需産業が経済危機を乗り越えて発展の道を踏んだことは注目すべきことである。 

ロシアの軍事技術協力、武器輸出には、２つの主要ルートがあり、その第１の

ルートは「戦略的な相手国および旧ソ連の相手国」であり、第２のルートは「旧

ソ連共和国（現独立国）」である。 

ア 第１のルート 

(ア) 戦略的な相手国   

① インド  

インドはロシアにとって極めて重要な軍事技術協力の相手国である。旧ソ連時

代からインドはロシアの戦略的相手であり、露印軍事技術協力が発展しつつある。

プーチン大統領は 2000 年 10 月に訪印し両国間の「戦略的パートナーシップ宣言」

に調印した。また、インドはソ連時代に購入した武器の負債をソ連崩壊時に約 100

億ドル抱えていたといわれ、現在これを輸出によって返済する特別清算勘定によ

り返済している。2000 年 3 月現在の負債残高は 43.86 億ドルとされている。しか

しながら現在インドはロシアの対外軍事技術協力の 50％を占めている。 

主要な軍事技術協力、武器輸出としては、第 5 代戦闘機および対中国を意識し

たブラマス型対艦巡航ミサイルの共同開発、Su-30MK-1 型戦闘機、T-80 型戦車等

のライセンス生産、ゴルシコフ型空母のロシアにおける改造、T-22 型航空機、

T-90S 型戦車の購入計画、フリゲート艦 3 隻の新たな購入計画、航空機エンジン

のライセンス生産計画等である。 

② 中国  
中国もインドと同様、ロシアの重要な戦略的相手国である。露中経済関係にお

ける軍事技術協力の割合は現在約 30％であり、中国はこれを 70％まで引き上げよ

うとしている。プーチン大統領は、2002 年 12 月訪中し両国間の「戦略的パート
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ナーシップ」の充実、深化について合意した。 

中国は、ロシアから艦艇、航空機、対空ミサイル、戦車、装甲車等を購入する

のみならず、ロシアのライセンスにより多種多様の武器を製造している。また、

原潜、ミサイル、宇宙の分野で露中の開発共同プロジェクトが進んでいる。 

１９９０年から２００４年の間において、ロシアは中国に各種航空機１００機

以上、ミサイル駆逐艦２隻、潜水艦４隻、ヘリコプター、通信、指揮装置等を大

量に輸出した。  また、２００４年にはＳ－３００ＰＭＵ－１型対空ミサイル

を売却しており、２００５年には潜水艦２隻を引渡す計画である。 

(イ) 旧ソ連相手国  
この代表的な例は、イランである。ロシアは、イラン軍の改造計画において主

要な役割を占めることを期待している。イランは将来的にはロシアの戦略的な相

手となる可能性が大である。 

現在、ロシアはイランに対しＳ－ｕ２７,Ｍｉｇ－２９型戦闘機数十機、ヘリコ

プター、ミサイル艇、上陸艇、対艦ミサイル、通常型潜水艦、Ｔ－７２Ｃ型戦車

５００両、ＢＭＰ－２型装甲車１０００両以上、Ｓ－３００ＰＭＵ型対空ミサイ

ル、弾薬、部品等の輸出を計画している。また、イランはロシアのライセンスに

より戦車、装甲車等を製造し、キロ級潜水艦の基地を改造することを計画してい

る。 

旧ソ連相手国としては、この他にリビア、ラオス、ベトナム、チェコとの軍事

技術協力、武器輸出の交渉を行っている。 

また、２００４年１１月の報道によれば、ロシアはイラク新政府軍への有償武

器供与と軍事教官団の派遣を検討中である。インドネシアも、米国による武器禁

輸措置の長期化に対応してロシアからの武器輸入を拡大させる方針と報道されて

いる。 

イ 

ウ 

エ 

第２のルート 

旧ソ連共和国（現独立国）は、重要な軍事技術協力の相手である。ソ連時代に

おいて、軍需産業が全ソ連に分散して配置されていたため、ウクライナ、カザフ

スタン、ベラルーシ等の国には新鋭兵器を製造する軍需産業関連企業や工場が多

く存在する。従って、近年ロシアの軍需産業は軍事技術協力や武器共同開発、製

造計画を含む国家間のあらゆる協定や相互援助条約の締結により、これらの共和

国の軍需産業との関係を復活、拡大させることを図っている。 

現在、ロシアはウクライナと航空機、ミサイルの、カザフスタンと海軍装備の

共同開発、製造を実施している。またロシアは、旧ソ連共和国に兵器の部品など

を発注している。 

先般、ウクライナの大統領選挙においてロシアのプーチン大統領が同国を自国

の死活的利害地域として断固親露政権を確立しようとした（結果的には失敗した

が）背景にはこのような事実がある。   

また、これら旧ソ連共和国は自国でも武器輸出を積極的に進めており、２００

１年において、ウクライナの武器輸出額は 4.3 億ドル（第８位）、ベラルーシは

３．３億ドル（第１０位）、カザフスタンは９百万ドル（第２７位）にのぼって

いる。 

(６) 軍事技術協力、武器輸出の将来  
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軍需産業を強化し、国際競争力を高めて、軍事技術協力、武器輸出を拡大しよ

うとする政策は、将来ともに継続、強化されると考えられる。 

当面、現在進行中の戦略的相手国、旧ソ連関係国、共和国との関係を継続、強

化するとともに、新たな相手の獲得に全力をあげるであろう。 

このほか、最近の注目すべき方向として、次の項目があげられる。 

ア 

イ 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

ＮＡＴＯとの関係強化 

ロシアは「ロスオボロンエクスポルト」国営会社経由でＮＡＴＯ諸国との軍事

技術協力を展開することを図っている。現在、NATO 諸国との軍事技術協力の主要

部門は、ソ連崩壊後にＮＡＴＯに入った東ヨーロッパ諸国の軍に配備されている

旧ソ連製の武器の修理や近代化である。また１９９７年以来、「ロスオボロンエ

クスポルト」は「ロシア連邦・ＮＡＴＯ間協力・安全基本協定」に基づいてＮＡ

ＴＯとの軍事協力を実施しているが、現在双方の軍需産業のスタンダード化や総

合プロジェクトの調整が主要な事業となっている。実例としては、ロシアの軍需

産業がＮＡＴＯ向けのスタンダード化カラシニコフ型自動銃、弾薬を製造してい

ることがあげられる。 

また、フランス、イタリア、ドイツとそれぞれ個別に軍事技術協力を実施する

ことで交渉中である。フランスとの軍事技術協力としては、フランスの支援によ

って改良されたＭｉｇ－２９やＭｉｇ－ＡＴをはじめとする航空機や艦艇、その

装備武器を第３国へ販売すること、および宇宙ミサイルの共同開発がある。 

イタリアとは、航空機エンジンの共同開発の計画がある。 

ＣＩＳとの関係強化 

２００４年、「ロスオボロンエクスポルト」は国際兵器市場におけるロシア製

武器の競争力を高めるために旧ソ連共和国（ＣＩＳ）が「ＣＩＳ間国際軍事技術

協力情報調査センター」を設立することを提案した。現在ロシア、ＣＩＳ間にお

いて、この件についての協議が継続している。 

以上、ロシア軍事技術協力、武器輸出について概観したが、主要先進国との競

争に勝つためには、ロシアの軍需産業の今後の問題として、民需品生産の割合を

増すための努力即ち製品の多角化、生産性の向上、企業の合併、再編の推進等が

必要になってくるであろう。 

 

別表 

「軍事用製品、軍事技術協力の目録」 

あらゆる兵器とその戦闘使用を確保する装置  
軍隊用特殊技術装置、弾薬とその成分、部品、機械とその組成、訓練兵器  
指揮用および通信装置  
爆薬、爆発装置、火薬、ミサイル燃料、特殊材料とその製造に関する装置  
工兵装置、兵器と軍事機械の製造、修理、改造（近代化）、処理（解体）

の特殊装置と技術  
軍隊の日常活動を確保する装置とその製造に関する装置と材料  
大量殺人兵器予防器具および予防薬剤と治療方法  
特殊後方装置、軍服とその組成  
軍事用製品の設計、製造、使用、戦闘使用、改造、修理、処理に関する技
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術資料  
（規則、設計、技術、取扱）  • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

軍事用製品の安全（環境保護を含む）に関する科学技術資料  
人間および環境の安全規則  
軍事用製品の開発、改造、処理に関する研究および試験設計作業の結果  
電子情報  
軍隊 ,兵器、軍事機械用指揮および研究、設計に関する特殊ソフト  
兵器および軍事機械の設計 ,製造 ,使用 ,戦闘使用 ,修理 ,改造に関する教育  
兵器および軍事機械の製造 ,配備 ,改造 ,修理  
外国軍の人材の教育  
兵器および軍事機械の設計 ,製造 ,改造 ,使用 ,戦闘使用 ,修理 ,処理に関するラ

イセンスの提供あるいは販売  
軍事用製品の製造 ,改造 ,処理に関する研究、あるいは設計作業の実施あるい

は参加  
軍事用製品の輸送を目的に軍隊用輸送機械を含む輸送機械の提供  
外国への軍事用製品のリースあるいは試験のための提供  
外国の要請による訓練、発射、兵器の試験の実施  
国内および国外における兵器の展覧会の実施  
軍事技術協力における投資、市場調査、広告などのサービス  
軍事用製品の設計 ,製造を目的に外国の投資による会社あるいは企業の開設  
兵器および軍事用機械の修理  
軍備、兵器および軍事用機械の戦闘使用などに関する助言指導  
兵器および軍事機械の輸出および輸入  
外国への軍事支援（無料あるいは特権による）  

第３章 我が国における武器輸出管理の変遷 

１． 戦後における日本の武器輸出の実体 

日本における武器の生産は、敗戦とともに禁止されたが、昭和２５年（１９５

０年）６月の朝鮮戦争の勃発により、米軍への弾薬類の供給の要請から武器生産

が再開された。 

日本の防衛産業は、実質的には武器輸出により成長したともいえる。戦後、荒

廃した日本経済の復興を助けたのがこの朝鮮戦争による特需であったことは広く

知られているが、昭和２７年から昭和３２年にかけて主に砲弾類、ロケット弾等、

小銃弾・拳銃弾、火薬を米軍特需に対して供給していた（表第３－１）。 

その後も、主に銃弾とピストルを中心に米国の他にビルマ、南ベトナム、イン

ドネシア、タイといった東南アジア諸国等に武器輸出を行ってきており、戦後も

日本においては武器輸出を行ってきた実績があることから（表第３－２）、武器

輸出は決して憲法に反するものではなく、ましてや「武器輸出３原則は国是」な

どといったものではなかった。 
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佐藤内閣の武器輸出３原則も禁止対象国以外は、武器輸出を行ってよいとする

ものであったため、３原則表明以降も、米国にピストルの輸出を行っていた。 

しかし、次第に武器輸出が認められる事例は減少し、政府の方針は実態的に武

器輸出禁止へと変容していくことになる。例えば、昭和 49 年の韓国への武器輸出

をめぐる国会答弁では、韓国は３原則対象地域ではないが、外為法上の「外国貿

易及び国民経済の健全な発展」を図る見地から武器輸出は認めないとし、３原則

対象地域以外にも武器輸出の禁止を広げる運用がなされた。 

アメリカ軍による特需兵器の発注額     （金額単位：千円） 

種  別 昭 27 昭 28 昭 29 昭 30 昭 31 昭 32 合計 

銃架  58,514   58,514

無反動砲・迫撃砲 78,424 51,153 142,559   272,136

ロケット弾発射機  123,509 17,466 120,658   261,633

小銃弾・拳銃弾  1,122,494 3,161,493 342,213   4,626,200

砲弾類 5,396,178 15,232,485 18,096,745 958,838 650,710  40,334,956

ロケット弾ほか爆発物 36,516 1,835,306 236,668   2,108,490

信管 7,024 100,733 124,565 22,395 254,717

銃剣  21,420 35,296   56,716

火薬   2,326,176 1,166,760 569,467 34,833  4,097,236

合計 5,518,142 20,771,057 22,856,987 2,091,909 810,108 22,395 52,070,598

表３－１     【出典】日本兵器工業会三十年史 

日本の武器輸出（昭和２８年度～４３年度） 

年 度 仕向地 品目 数量 金額（ドル）

タイ 37ｍｍりゅう弾 35,000 
昭和 28 年度 

タイ 徹甲弾 15,000 
401,150

昭和 29 年度 ビルマ 6.5ｍｍ銃弾 50,000 4,600

台湾 7.5mm りゅう弾体 100,000 214,000
昭和 30 年度 

ビルマ 6.5ｍｍ銃弾 1,500 460

昭和 31 年度 ビルマ 6.5ｍｍ銃弾 899,000 84,150

ビルマ 6.5ｍｍ銃弾 100,000 8,570

台湾 ９１式魚雷 20 500,000

ブラジル 9ｍｍピストル 1 45

南ベトナム 銃弾 24,000 6,480

昭和 32 年度 

南ベトナム 銃弾プラント 1 式 950,000

昭和 33 年度 南ベトナム 銃弾 24,000 7,200

昭和 34 年度 インドネシア 射撃管制装置 1 セット 83,000
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インドネシア 機銃部品  36,200
昭和 35 年度 

インド 訓練用機雷 2 12,975

昭和 36 年度 インドネシア 機銃部品  125,100

昭和 37 年度 アメリカ ピストル 約 800 9,300

アメリカ他（ 注 １ ） ピストル 約 3,000 37,500
昭和 38 年度 

インドネシア 機銃部品  24,000

昭和 39 年度 アメリカ他（ 注 ２ ） ピストル 約 5,000 66,000

タイ 猟銃 5,000 540,000

タイ 銃弾 2,500,000 230,000昭和 40 年度 

アメリカ他（ 注 ３ ） ピストル 約 7,000 97,000

タイ 猟銃 5,000 540,000
昭和 41 年度 

アメリカ他（ 注 ４ ） ピストル 約 8,000 132,000

昭和 42 年度 アメリカ他 ピストル 約 12,000 ・・・

アメリカ ピストル 約 15,000 ・・・
昭和 43 年度 

フィリピン 銃弾プラント（賠償）  6,000,000

表 3－2  【出典】朝雲新聞社「国防」昭和４４年８月臨時増刊号 

（注１）アメリカの他には西ドイツ、コロンビア、ブラジルに見本程度の若干数。 

（注２）アメリカの他にはスイス、タイ、フィリピン、オーストラリア、スウェーデンに見本程度。 

（注３）アメリカの他にはタイ、フィリピン、スイス、カナダ、オーストラリア、ベネズエラに見本程度。 

（注４）アメリカの他にはスイス、カンボジア、ノルウェー、イギリスに見本程度。 

 

※ 昭和 42 年 4 月 26 日衆予算委・淡谷委員（社）の質問においても昭和４１年度の武器輸

出実績についてタイ（小銃5,000 丁警察用）、アメリカ（拳銃7,466 丁護身用）、スイス（拳

銃74丁護身用）、カンボジア（拳銃2丁護身用）、ノルウェー（拳銃1丁護身用）、イギリ

ス（拳銃 2丁護身用）の輸出実績があり、輸出額の総計は 660,000 米ドルであると菅野通産

大臣（当時）が答弁している。 

 

２． 武器輸出３原則とは何か 

(１) 佐藤総理の武器輸出３原則  

武器輸出３原則とは、そもそもは昭和４２年４月２１日衆議院決算委員会にお

いて佐藤総理大臣の答弁として示されたもので、①共産国向けの場合、②国連決

議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合、③国際紛争の当事国又は

そのおそれのある国向けの場合、は武器の輸出は認めないというものである。 

武器輸出３原則とは、防衛のために必要な武器の輸出は差し支えなく、３原則

にいう対象国のみ輸出禁止するべきというのが当時の基本方針ということだった。 

この武器輸出３原則が表明された背景としては、昭和 42 年は技術研究開発を推

進し、装備の適切な国産を行うことを内容とする三次防（第三次防衛力整備計画、

昭和４２年度～４６年度）の最初の年であり、コストが高くつく自衛隊用装備の

国産化を進める上で輸出による量産効果を期待したコストダウンの道についても
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議論される環境にあった。 

このような時代背景の下、東京大学で開発されたペンシルロケットがインドネ

シア、ユーゴスラビアに輸出されたことについて、武器に転換する性格のあるよ

うなものは輸出すべきではない、日本において開発し、あるいは製造された武器

の外国への輸出というものは日本憲法の精神からしてやめるべきとの主旨の質問

がなされ、これに対する答弁の中で武器輸出３原則が示された。（注） 

さらに、日本の武器輸出について平和に徹する精神から考え直すべしと迫る議

員に対して、「日本の武器は、・・・他国を脅威するような武器ではございませ

ん。これは・・・いわゆる防衛的な立場から製造するものでございます。であり

ますから、日本の武器そのものは、・・・日本で攻撃的な機能を持たないのです

から、外国へ行っても、やはり攻撃的な機能は持たないのです。でありますか

ら、・・・こういう場合（３原則に該当する場合）には輸出しないという、もう

それだけで十分だと私は思います。」と答えており、武器輸出を全面的に禁止す

る政策には佐藤総理自身が明白に反対の立場をとっていた。 

このように武器輸出３原則を表明した当時の政府方針は、武器輸出を禁止する

ものではなく、禁止される輸出先国を３原則で限定したうえで、それ以外の国へ

の輸出は自衛隊向けの武器を生産するわが国防衛産業の性格を踏まえると問題の

ないものだった。 

また、佐藤総理は「ユーゴに行ったもの（ペンシルロケット）が、ユーゴで武

器開発にペンシルロケットを使ったからといって、それをとめる方法はない。し

かし日本のペンシルロケットは、将来そういうところに使われるから輸出しては

まかりならない、これは少し偏狭じゃないかと思います。」とも答弁しており、

民生品として輸出されたものの武器転用については当事国の問題であるとしてい

る。 

これは、自動車や航空機など実際には非常の多くの種類の民生品が軍用に転用

することが可能である実態を踏まえると良識ある判断であったといえる。 

（注）佐藤総理は質問に対して、まず、「・・・どこの国でも平和に徹すると言ったからといって、

その国の自衛力、これを否定するとういものではないことは御了承いただきたいと思います。

私どもが自衛隊を持ち、自衛力を確保する、そうして安全が確保できて初めて日本は平和であ

るのであります。・・・国産をいたしまする以上、防衛的な武器等については、これは外国が

輸出してくれといえば、それを断るようなことはないのだろうと思います。・・・（紛争当事

国あるいは特殊な国に対しては輸出してはならない）等々の制約は受けますけれども、私は、

一切武器を送ってはならぬ、こうきめてしまうのは、産業そのものから申しましても、やや当

を得ないのじゃないか。ことに防衛のために必要な、安全確保のために必要な自衛力を整備す

る、こういう観点に立つと、一がいに何もかも輸出しちゃいかぬ、こういうふうにはいかぬと

私は思います。」「・・・防衛のために、また自国の自衛力整備のために使われるものならば

差しつかえないのではないか・・・」と答弁したうえで、そうはいっても輸出すべきではない

国の類型として３原則を表明している。 

(２) 三木内閣の武器輸出に関する政府統一見解と国会決議  
昭和４８年１０月の石油ショックによる不況と防衛予算の伸び悩みを背景に、

産業界から武器輸出緩和の気運が高まってきた。このような背景の下、昭和５０
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年１２月に日本航空宇宙工業会ではＵＳ－１救難飛行艇、Ｃ－１輸送機、各種ヘ

リの輸出促進の政府要請を決定した。このことと韓国に対する武器輸出の取扱い

に関連して、これらが、武器に該当するか否か、その際にいかなる法令上の武器

の定義を用いるかについて国会で議論となり、武器の定義とともに武器輸出に関す

る政府統一見解が示された。（昭和５１年２月２７日衆議院予算委員会における

三木内閣の政府統一見解） 

ア 

イ 

政府の方針 

「武器の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって

国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処

しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進するこ

とはしない。」 

(ア) ３原則対象地域については、「武器」の輸出を認めない。 

(イ) ３原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及法の精神にのっ

とり、「武器」の輸出を慎むものとする。 

(ウ) 武器製造関連設備の輸出については「武器」に準じて取り扱うものとする。 

武器輸出３原則における「武器」の定義 

「軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいい、具体的

には、輸出貿易管理令別表第１の１の項（１）から（１４）までに掲げるもの（注）

のうちこの定義に相当するものをいう。」      

この中で問題は、３原則対象地域以外であっても武器の輸出を「慎む」ことと

しており、直接的に禁止とは言わないまでも実質的には禁止となる極めて消極的

な表現が付加されることとなった。 

その後、「慎む」をめぐり、当時の河本通産大臣は、「『慎む』という言葉は、

慎重にする、という意味でございます。」 

三木総理は、「『慎むものとする。』ということで政府の消極的な態度を表現

してあるわけでございます。」と述べていた。 

これが田中六助通産大臣答弁（昭和 56 年２月 14 日衆議院予算委員会）によっ

て、禁止の範囲が３原則対象地域以外の全地域もダメとなった。その時の答弁は、

「『慎む』ということは、やはり原則としてだめだということ、それから発展さ

せていく過程で問題を処理するというようなことではないかというふうに思いま

す。」となった。 

その後、「慎む」とは、慎重に対処するという政府の消極的な態度を表明した

ものである（昭和５６年１１月１２日横山利秋議員等への質問主意書）となった。 

こうした一連のことで、政府の武器輸出の禁止に向かう流れが決定付けられた。

これが現在に至るまで、極めて例外的な場合を除き事実上の武器輸出禁止として

運用される政府方針の拠りどころとなっている。その結果、政府の運用方針は佐

藤総理の武器輸出３原則から乖離することとなった。
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（注）輸出貿易管理令別表第１の１の項（これまで改正がなされてきており、現

在のもの） 

 

 

 

 

 

(１) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾（発光又は発煙のために用いる

ものを含む。）若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品  
(２) 爆発物 (銃砲弾を除く。若しくはこれを投下し、若しくは発射する

装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品  
(３) 火薬類 (爆発物を除く。又は軍用燃料  
(４) 火薬又は爆薬の安定剤  
(５) 指向性エネルギー兵器又はその部分品  
(６) 運動エネルギー兵器 (銃砲を除く。若しくはその発射体又はこれら

の部分品  
(７) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部

分品  
(８) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品  
(９) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品  

(１０) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん  
(１１) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品  
(１２) 軍用探照灯又はその制御装置  
(１３) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、

防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品  
(１４) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくは

その製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解

のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでい

るベクター、ウイルス若しくは細胞株  
(１５) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品  
(１６) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの

部分品若しくは附属品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 厳しくなる武器輸出と国会決議  
その後、昭和５１年６月には武器技術の輸出についても３原則に照らして処理

することが確認されることとなった。 

これは、武器技術と日本企業の海外投資にについて、武器の範囲が議論される

こととなり、武器技術については、河本通産大臣が国会で「武器の生産技術、ソ

フトウエアーの輸出に関しては許可が必要ではないか」との質問に、「生産技術

の輸出問題でありますが、これはいまお話しのように、武器の輸出３原則に照ら

して処理すべきものだと思います。」（昭和５１年６月１０日衆議院決算委員会）

と述べている。 

次に、日本企業の海外投資について、昭和５２年１０月１３日衆議院予算委員会

で「経団連防衛生産委員会委員長の昨年の二月の発言であります。『アメリカは

韓国から退きつつある。かわって日本が武器輸出、さらに韓国の自国兵器生産力

を高めることを含めてお手伝いできないかというのが私の考えである。』ことし

の３月、『韓国内での日本の管理する兵器生産を第四次五カ年計画の骨子とし、その兵

４０ 

 



 

器を第三国が買いたいと言うのならば売ればよい。』という意見についての感想

を聞きたい。」との質問があった。 

これについて福田総理は、「経団連がいかように申しましょうとも、武器輸出

３原則に反するような投資は許可いたしません。はっきり申し上げます。」と述

べている。 

このように三木内閣の武器輸出３原則の政府統一見解の以降、武器の範囲につ

いても広がりその分だけ制限が厳しくなった。 

昭和５６年３月には、堀田ハガネ事件（鋼材輸出商社である（株）堀田ハガネ

が輸出貿易管理令に違反して、韓国の大韓重機工業（株）に砲身等を輸出してい

たとの疑義がかけられた）が持ち上がった。 

国会はこれを受けて、昭和５１年三木内閣の政府統一方針に反した事件を生じ

たことを遺憾とし、武器輸出３原則に係る国会決議（昭和５６年３月、衆・本会

議（２０日）、参・本会議（３１日））が行われた。 

「わが国は、日本国憲法の理念である平和国家としての立場をふまえ、武器輸

出３原則並びに昭和 51 年政府統一方針に基づいて、武器輸出について慎重に対処

してきたところである。しかるに、近時右方針に反した事例を生じたことは遺憾

である。 

よって政府は、武器輸出について、厳正かつ慎重な態度をもって対処すると共

に制度上の改善を含め実効ある措置を講ずべきである。 右決議する。」 

当時の国会では、自民党対社会党の 55 年体制で予算審議を円滑にするための国

会対策上の取引として国会決議がなされたとの証言もある。 

３． 武器輸出３原則緩和の動き 

(１) 中曽根内閣の対米武器技術供与  
このような武器輸出禁止強化の流れに対して、昭和５８年には一つの転機が訪

れることとなった。 

政府は、昭和５８年１月に米国政府からの日米間の防衛分野における技術の相

互交流の要請に応じ、米国に武器技術を供与する途を開くこととし、その供与に

当たっては、武器輸出３原則によらないものとすることを内容とする内閣官房長

官談話（注）を発表した。これにより、武器輸出３原則等の運用方針の例外化に

よる対応が始まった。 

その後、対米武器技術供与取極（昭和５８年１１月８日）で、①米国に対する

武器技術の供与に限って武器輸出３原則の例外化、②武器技術供与の条件として

は、国連憲章に矛盾する使用の禁止、平和及び安全保障の目的以外の使用の禁止、

事前の同意のない第三国等への移転の禁止という枠組みができた。 

しかし他方で、同年３月８日の政府統一見解において中曽根内閣としては武器

そのものの輸出については方針変更がないことを確認している。武器技術の供与

は当然相手国における当該技術を活用した武器生産も可能とするが、武器そのも

のの輸出は認められないという独特の考え方が、そのまま現在まで継続されてい

る。 
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同年３月８日の衆議院・予算委員会で後藤田官房長官は、武器輸出に関する政

府の統一見解として、「対米武器技術供与に関する今回の政府の決定は、日米安

全保障条約及び関連取り決めの枠組みのもとで、米国に対してのみ、かつ、武器

技術（その供与を実効あらしめるため必要な物品であって、武器に該当するもの

を含みます。）に限り、供与する道を開いたものであり、武器そのものの対米輸

出については従来どおり、武器輸出３原則等により対処することとしたものであ

る。 

 中曽根内閣としては、これまで再三にわたり武器の共同生産を行う意図のな

いことを国会で答弁していることからも明らかなとおり、武器そのものの輸出に

ついての従来からの方針に何ら修正を加える考えはありません。」と述べている。 

（注）対米武器技術供与についての内閣官房長官談話（昭和５８年１月１４日） 

(２) 弾道ミサイル防衛と武器輸出３原則  
昨年１２月１９日、政府は安全保障会議及び閣議において、弾道ミサイルの脅

威に対抗するための「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」を決定した。

この決定は弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムの導入の考え方を明らかにする

とともに、ＢＭＤシステムの導入・整備することも明らかにした。 

今回、政府として整備することを決定したＢＭＤシステムは、現有イージス艦

及び地対空誘導弾ペトリオットの能力向上等によるものであり、日本から米国へ

の武器輸出は伴わないため、武器輸出３原則等との関係が生ずるものではない。

しかし、現在、日米で実施している共同技術研究が、共同開発・生産段階へと移

行することになると、武器輸出禁止の下では日本が製造した部品等を輸出するこ

とができないため共同開発・生産段階に移行できないという問題が生じることに

なる。 

ＢＭＤシステムについては、これまで日米で共同技術研究を実施してきたが、

ミサイル防衛の日米共同技術研究のなかでは、高度な技術領域に属することから、

日本の企業にしか製造・加工できないような部品が重要部品として研究対象とな

っており、これらの部品の製造については日本側において生産するよう米側から

の期待がある。 

これは、日米間で共同技術研究は良いが、配備・生産段階で部品の輸出が現状

の武器輸出３原則の解釈（先述の昭和５８年３月８日の政府統一見解）から不可

ということである。 

こうしたわが国の防衛に極めて重要なＢＭＤシステムを導入・整備する上で、

武器輸出の禁止が障害となっており、日米安全保障体制の効果的運用を図る観点

からも、武器輸出を原則禁止とする政府方針の見直しが喫緊の課題というわけだ。 

こうしたこともあり、福田内閣官房長官等から武器輸出３原則について検討す

る旨の言及が相次ぐこととなった。 

４． 武器輸出３原則の見直しに関する政府決定 

政府は昨年１２月１０日、安全保障会議（議長・小泉首相）と閣議を開き、新

たな「防衛計画の大綱」と次期中期防衛力整備計画（２００５―２００９年度）

を決めた。これに合わせて、武器輸出３原則の見直しは、官房長官談話で、弾道
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ミサイル防衛（ＢＭＤ）にかかる共同開発・生産は例外扱いとされ、それ以外の

分野の輸出や共同開発・生産については「個別に検討する」こととなり、今後は

事実上輸出ニーズがあるほぼ全ての分野が緩和の対象となる。 

(１) 政府決定の内容  
昨年１２月１０日に政府が決定した「武器輸出３原則」の見直しは、大綱に盛

り込まれずに細田官房長官が談話の中で次の内容で発表した。 

「武器の輸出管理については、武器輸出３原則等のよって立つ平和国家として

の基本理念にかんがみ、今後とも引き続き慎重に対処するとの方針を堅持します。 

ただし、弾道ミサイル防衛システムに関する案件については、日米安全保障体

制の効果的な運用に寄与し、我が国の安全保障に資するとの観点から、共同で開

発・生産を行うこととなった場合には、厳格な管理を行う前提で武器輸出３原則

等によらないこととします。 

なお、米国との共同開発・生産案件やテロ・海賊対策支援等に資する案件につ

いても新「防衛大綱」の策定の過程で種々問題提起がありました。これらの案件

については、今後、国際紛争等の助長を回避するという平和国家としての基本理

念に照らし、個別の案件毎に検討の上、結論を得ることとしております。」 

これは、国際紛争を助長しないという基本原則は堅持しながら、弾道ミサイル

防衛にかかる共同開発・生産に限定して解禁することを表明したものである。 

また今後、個別案件ごとに検討の上結論を得るとなったものとしては、弾道ミ

サイル防衛以外の共同開発・生産、テロ・海賊対策支援等で必要なヘルメット、

防弾チョッキ、防毒マスクなどの防御的な性格の強いものや東南アジアへの中古

船艇の輸出などがある。さらに、ＰＫＯ活動で使用した自衛隊の車両等について

も検討対象になる。 

今回の見直しは、将来の武器輸出や国際共同開発に途を開く意義あるもので、

中曽根内閣の対米武器技術供与から２０年経過してのものだった。 

(２) 政府決定に至るまでの経過  
平成１５年１２月１９日、政府は安全保障会議及び閣議で、弾道ミサイルの脅

威に対抗するための「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」を決定した。 

ＢＭＤシステムは、現有イージス艦及び地対空誘導弾ペトリオットの能力向上

等によるもので、日本から米国への武器輸出は伴わず、武器輸出３原則等との関

係が生じない。 

しかし、現在、日米で実施している共同技術研究が、共同開発・生産段階へと

移行しようにも、武器輸出禁止の下では日本が製造した部品等を輸出することが

できないため共同開発・生産段階に移行できないという問題が生じる。 

ＢＭＤシステムについては、これまで日米で共同技術研究を実施してきたが、

ミサイル防衛の日米共同技術研究のなかでは、高度な技術領域に属することから、

日本の企業にしか製造・加工できないような部品が重要部品として研究対象とな

っており、これらの部品の製造については日本側において生産するよう米側から

の期待がある。 

これは、日米間で共同技術研究は良いが、共同生産に伴う部品の輸出が現状の
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武器輸出３原則の解釈から不可能という問題が背景にある。 

重要なＢＭＤシステムを導入・整備する上で、武器輸出の禁止が障害となって

いたことと、日米安保体制の効果的運用を図る観点からも、武器輸出を原則禁止

とする政府方針の見直しが喫緊の課題となった。当時、福田内閣官房長官等から

武器輸出３原則について検討する旨の言及が相次いだ。 

そうした中で最も影響力を及ぼしたのが平成１６年３月に出された、「提言・

新しい日本の防衛政策」（自民党 政務調査会 国防部会・防衛政策検討小委員

会）であった。この提言は、従来の自民党の提言から大きく武器輸出３原則の見

直しに踏み込んだ内容で、具体的な「新しい武器及び武器関連技術に関する輸出

管理原則」を提案している。 

その後、政府の「安全保障と防衛力に関する懇談会」報告言も武器輸出３原則

の見直しに言及し、３原則見直しの気運が高まった。 

これを受けて、政府は武器輸出３原則の見直し方針を固め、その決定を「新防

衛大綱」策定の際に与党安全保障に関するプロジェクトチーム（座長・額賀福志

郎）に持ち込んだ。これを、自民党と公明党の政治レベルで調整を行なった結果、

平成１６年１２月１０日の見直し案が決定されたわけである。 

第４章 我が国の武器輸出３原則見直しに対する我が国防衛機器産業の考え方 

１． 問題意識 

前章では我が国における武器輸出３原則の歴史的変遷について説明してきたが、

平成１６年１２月１０日の官房長官談話による見直しの結果を我が国防衛機器産

業はどのように受け止め、現実の企業活動にどのようなインパクトを与え得るの

かを予め理解して置く事は、武器輸出管理をする行政府機関と防衛機器産業間の

円滑な意思疎通を図る上で極めて重要なポイントと考える。本章では、防衛機器

産業の実際の考え方を把握する為に、(社)日本防衛装備工業会が会員企業に対し

て実施したアンケート調査の結果に基づいて防衛機器産業の意識分析を行った。 

２． アンケート調査について 

調査方法は、以下に示す７項目の質問を記載したアンケート用紙を平成 16 年１

２月上旬に配布し、平成１７年１月１１日までに回収した分について整理、分析

した｡平成１６年１２月１０日に発表された武器輸出３原則に関する官房長官談

話を踏まえた上での回答と期待される。実際の調査に当たっては会員企業合計

135 社にアンケート用紙を配布し、７０社から回収した(回収率は５１．８５%)。

回収率は過半数を越えていることから、我が国防衛機器産業全般の意識分析をす

る上で十分なサンプリング数と判断できる。 

[アンケート調査項目] 

(１) 武器輸出３原則が解禁となった場合、武器輸出についてどのように対応され

ますか  
(２) 外国から防衛装備品の引き合いが具体的にあったことがありますか。また、

その引き合いに対し、可能であれば応じたいとの希望がありましたか  

(３) 外国から国際共同開発への参画の具体的誘いが過去にありましたか。  また、
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その引き合いに対し、可能であれば応じたいとの希望がありましたか  
(４) 汎用品を輸出しようとしたことがありますか  

(５) 武器輸出が解禁された場合、国際競争力のある防衛装備品、或いは防衛技術

がありますか。  ある場合、その装備品または技術も教えて下さい  

(６) 武器輸出が解禁となった場合、米国のみを輸出相手とすべきか、それとも米

国以外の国も対象とすべきか。 米国以外の輸出相手国を選ぶ場合の判断基準

として重要と思われるポイントを出来れば国名とともに教えて下さい  

(７) 武器輸出が解禁となった場合、許可・不許可の判断基準を検討するうえにお

いて行政当局に対し要望する事項はありますか。 ある場合、具体的な要望を

教えて下さい  

また、今回の調査において質問の(１)～(５)に関しては(社)日本防衛装備工業

会が平成１６年１月に実施したアンケート調査項目と同じにしてあり、当時の結

果と今回の結果を比較する事で官房長官談話を受けた防衛機器産業の意識変化が

読み取れると判断する。尚、前回のアンケート調査は１２９社に配布し、８７社

より回答があり、回収率６７％であった。 

３． アンケート調査集計及び分析結果 

(１) 武器輸出３原則が解禁となった場合、武器輸出についてどのように対応され

ますか  

 

回答内容 平成 16年 1月 5日回収平成 17年 1月 11 日回収

１．解禁になる可能性少ない (27) ６ 

２．現状維持、特に力を入れない (17) 17 

３．輸出を検討する(機会があれば検討する) (28) 11 

４．輸出を大いに検討する(機会の積極開拓に努める) (6) 23 

５．輸出よりは欧米との共同開発・共同生産に関心がある (24) 12 

６．その他 (4) 7 

合       計 １０６／８７社 ７６／７０社

注： 複数回答をした会社があった事から、合計数と回答会社数は必ずしも一

致せず。また、カッコ内は前回の調査結果 

分析結果： 

今回の調査結果、輸出に「関心あり」としたのは３４社(３  ４の合計)あり、

今回回答した企業数が７０社なので、全体の４８．５％に相当する。前回の３９％

に比べて大きく伸びたといえる。また、３原則が「解禁になる可能性が少ない」

と回答した企業も前回は全体の約３１％であったのに対して、今回は８．６％と

大幅に減っており、武器輸出が現実的な選択肢として防衛産業側に浸透している

様子がうかがわれる。この数字の変化は、明らかに、昨年１２月１０日の官房長

官談話を受けた結果と推察される。一方、「輸出よりは欧米との共同開発・共同
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生産に関心がある」と回答した人は昨年に比べ減っており、「共同開発・共同生

産」という漠然とした目標よりは具体的なハードウェアの「輸出」が現実的な選

択肢となってきたことを示しているように思われる。共同開発・共同生産の場合、

政府間での枠組み作りなど、複雑、且つ多大な時間と労力を要する作業が伴うの

に対して、輸出の場合は経済産業省の輸出許可の取得のみで済むことから、この

ような結果に至ったものと思料する。前回の調査においてはハードウェアの輸出

が無理なら、せめて「共同開発・共同生産への参加」と言った心理が働いていた

とも考えられる｡ 

(２) 外国から防衛装備品の引き合いが具体的にあったことがありますか？  また、

その引き合いに対し、可能であれば応じたいとの希望がありましたか？  
 

 平成１６年１月５日回収 平成１７年１月１１日回収 

１． ない (５８) ５１ 

２． ある (２５) １４ 

３．回答なし (４) ５ 

合  計 (８７社) ７０社 

 

引き合いがあった具体的件数： 

合計件数 平成１６年１月以降 ＭＥＴＩと相談 ＭＥＴＩと相談せず 

７４＋（２３） １４ ７０＋ (７) １４ (１６) 

注：カッコ内は前回の調査結果 

分析結果： 

外国から引き合いがあった件数の「ある・なし」で単純に分類した場合、前年

に比べて「ある」と答えた会社数が減っている事が分かる。これは、３原則見直

し機運が高まっていたとは言え、実際にどうなるのか、明確な見通しが立ってい

なかった事もあり、過去 1 年間は逆に様子見状態になった為ではと推測される。

一方、外国から引き合いのあった案件につき、実際に経済産業省と相談した件数

は大幅に増えており、予測された３原則見直しに向けて着々と準備を進めようと

していた一部企業の存在が読み取れる。従って、昨年 12 月の官房長官談話の結果、

今後は外国からの引き合いが加速し、経済産業省との相談件数も拡大し、具体的

案件が登場する日が迫っているものと期待される。 

なお、引き合いのあった具体的案件名は次の通り。 

ＬＣＤ関連部品、国産レーダ、小口径銃弾、ＵＳ－１Ａ /ＵＳ－１Ａ改、赤外線カ

メラ、ロケット、艦艇の改造、建造支援、訓練用標的、タッチスキャンパネル、

プロジェクター、レーダ  スキャン  コンバータ等  
(３) 外国から国際共同開発への参画の具体的誘いが過去にありましたか？  また、

その引き合いに対し、可能であれば応じたいとの希望がありましたか  
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 平成１６年１月５日回収 平成１７年１月１１日回収 

１． ない (７３) ５８ 

２． ある (９) ５ 

３．回答なし (５) ７ 

合  計 (８７社) ７０社 

引き合いがあった具体的件数 

合計件数 平成１６年１月以降 ＭＥＴＩと相談 ＭＥＴＩと相談せず 

５（９） ０ ０(３) ３(６) 

注：カッコ内は前回の調査結果 

分析結果： 

1 年前の結果と比較した場合、「ある」と回答した企業の全体に占める比率は

ほとんど変わっていない事がうかがわれる。これは、輸出案件に比べ、国際共同

開発への参画には政府間の枠組み作り、技術移転の為の折衝、知的所有権の保護

問題など民間側だけでは処理しきれない複雑な課題が内包されている事が要因と

なっていると思われる。また、アプローチをする外国企業側から見た場合、先述

のような複雑な課題を処理する事を考え、アプローチを一部の大手防衛産業に限

ってきた事も、大きく裾野が広がらなかった要因の一つと推定される。 

なお、照会のあった具体的海外案件は次の通り： 

Joint Strike Fighter（JSF）、Future Combat System(FCS)、小型飛行艇、

小型エンジン、無人観測機他 

 

(４) 汎用品を輸出しようとしたことがありますか  
 

 平成 16年 1月 5日回収 平成 17年 1月 11日回収 

１. ない (７０) ５４ 

２．ある (１２) ８ 

３．回答なし (５) ８ 

合計 (８７社) ７０社 

許可がおりるまでに要した期間等 

１ヶ月 １ヶ月 １ヶ月～ １６ヶ月 自主的取下げ 許可不要 

４（１） (１) ０(３) １(1) １(１) １ 

注：カッコ内は前回の調査結果 

分析結果： 

汎用品の輸出の場合、その是非は行政当局の判断に依存している事から、タイ 
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ムリーに許可がおりるかどうか、或いは、適切な判断が下るかどうかによって

申請する企業側の意欲・積極性も変わってくるものと思われる。その意味におい

て、1 年前の結果と比較すると、1 ヶ月以内の短期間に許可がおりたケースが増え

ている事は、企業側からみて好ましい傾向であり、輸出を試みた件数自体は決し

て増えていないが、今後の拡大に明るい材料を提供してくれている。 

(５) 武器輸出が解禁された場合、国際競争力のある防衛装備品、或いは防衛技術

がありますか？  ある場合、その装備品または技術も教えて下さい  
 

 平成 16年 1月 5日回収 平成 17年 1月 11日回収 

１． な い (４６) ２７ 

２． あ る (２７) ２９ 

３．その他 (１４) １４ 

合   計 (８７社) ７０社 

注：カッコ内は前回の調査結果 

国際競争力があると答えた分野： 

火器・弾薬 

地雷原処理器材、戦車砲用演習弾・徹甲弾、成型爆薬の設計技術、PBX 系

爆薬の設計・填薬技術、機能性火工品（セーフ／アーム・イグナイタ、分

離用火工品、切断用火工品、アクチュエータ等）、近接信管 

艦艇 

艦艇建造技術、潜水艦用望遠鏡及びその他光学系、ソナー技術、掃海具、

掃討具用処分爆雷・同切断機、機雷 

車両 

戦闘用車両（装輪）のシステムインテグレーション技術 

航空機 

飛行艇（US-1A 改）、飛行艇開発・製造技術、航空機用液晶ディスプレ

イ 

通信・電子機器 

コンポーネンツ技術（例：マイクロ波半導体技術、アクティブフェーズ

ドアレイ・アンテナ技術、モバイル・ネットワーク技術）、赤外線センサ

技術、ミサイル（ASM、AAM、SSM 等）、シーカ（半導体送信機）、アクテ

ィブモジュール、通信関連機器、RF 技術、レーダ技術、搭載品関連では光

ファイバージャイロ及び関連技術 

その他 

赤外線透過材料（焼結 ZnS)、ハイブリッド IC、レーダスキャンコンバー

タ、タッチパネル、施設機材（架橋、浮橋）、デュアルユース（表示ディ

バイス（プラズマ）、電気駆動(モータ等）、防衛装備品用試験装置、シ

ミュレーター関連の模擬視界発生装置及び関連技術他 

分析結果： 

競争力のある具体的装備品として挙げられた候補は多岐にわたってはいるもの
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の、実行に当たっては具体的品目で検討する必要があると思われる。さらに回答

内容からうかがわれる傾向は、飽くまで、防衛庁契約の下で研究開発された技術・

装備を中心に取り上げており、民生技術の防衛利用、防衛技術の民生利用という

視点で見直す事で更に多くのアイデアが出てくることが期待される。 

昨年 12 月の武器輸出３原則の見直しに関わる官房長官談話では付帯条件付な

がら、 

① 弾道ミサイル防衛システムに関する案件について、共同で開発・生産を行

う場合には武器輸出３原則等によらないこととする、 

② その他の米国との共同開発・生産案件、或いはテロ・海賊対策支援等に資

する案件についても個別案件毎に検討する、 

として今後の武器輸出に関して政府が前向きに考える分野・方向性が示された

事から、防衛機器産業に限定せず、幅広い産業に問いかける事により他の製品が

対象となることも期待される。今後、斯かるニーズとサプライヤーたる産業界と

実効性のある接点を如何に構築していくかが課題である。 

更に、官房長官談話では米国からの第３国への輸出の禁止(第 3 国移転)、日本

から米国以外の国への輸出の禁止に言及していない。すなわち目的、対象国毎に

それぞれの製品について個別に詮議されると推測される｡ 

(６) 武器輸出が解禁となった場合、米国のみを輸出相手とすべきか、それとも米

国以外の国も対象とすべきか？  米国以外の輸出相手国を選ぶ場合の判断基

準として重要と思われるポイントを出来れば国名とともに教えて下さい  

 平成17年 1月 11日回収

１． 米国のみ １７ 

２． 米国以外も対象 ２９ 

３． 無回答 ２４ 

合      計 ７０社 

 [判断基準] 

国際紛争の助長の恐れのない国  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

武器技術の輸出管理体制ができている国かどうか  
日本の防衛上意義のある国、相互安全保障条約を締結した友好国  
平和利用の原則を支持する国  
国内治安に不安のない国  
一人当たり GDP が 1 万ドル以上の国で紛争当事国でない事  
米国と同盟関係にある国  
政治体制の異なる国や日本に対して複雑な感情を抱いていない国  
自由圏の先進国、国際共同開発の参加国  

[具体的国名] 

ＮＡＴＯ加盟国（イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、カ

ナダ他）、スイス、スウェーデン、タイ、インドネシア、オーストラリア 
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分析結果： 

「米国以外も対象」との回答が｢米国のみ｣を上回った点は武器輸出に対する防

衛機器産業の期待感の表れと言える。また、米国以外の輸出相手国を選ぶ場合の

判断基準として、上記の通り、具体的な基準と国名が示され、1967 年に佐藤内閣

が発表した当初の武器輸出 3 原則の基本的精神に回帰すべく、安心して輸出ので

きる、安定した相手国を対象にしたいとの意向が回答結果からうかがわれる｡ 

(７) 武器輸出が解禁となった場合、許可・不許可の判断基準を検討するうえにお

いて行政当局に対し要望する事項はありますか？  ある場合、具体的な要望を

教えて下さい  

 平成１７年１月１１日回収 

１． ある ３０ 

２． 特になし ４０ 

合  計 ７０社 

[要望内容の具体例] 

行政当局の意志を、明確に容易に、メーカー側が分かるようにして欲しい   • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

練度向上のための訓練用機材は戦闘用と違う基準にすべき。 米国には戦

闘用も可とすべき  

当該国との外交、経済関係等を広く視野に入れた「国益」の観点から経済

産業省が総合的に判断すべきである  

何が許可、不許可の対象武器となるのか、具体的且つ明確な基準を明らか

にして欲しい  

6 項で述べたように、我が国の国防・外交政策上、国益にかなうかどうかと

いう点に加え、技術立国たる我が国の科学技術発展に資するかどうか、ま

た、それを通じた経済・社会の発展に役立つかどうかという点も十分考慮

されることを要望  

武器輸出許可・不許可の基準を明文化すべきだ  

迂回輸出（例えば日→仏→某国）の取り締まりをどのように管理するのか

（対象国との取決めが必要）  

武器輸出認可までの期限を限定する  

装甲の有無による判断、武器そのものと武器の利用に供するももとの判断、

特定地形・条件のみに適合するもの  

いわゆる、大量破壊兵器、無差別殺戮兵器と呼ばれる物は対象外とし、ま

た、「米国以外の国は、客観的にみて明らかに国際紛争の火種とならない

国で、かつその国で自衛に限って使用される武器であると保証が得られる

こと」を基準に許可することを要望したい  

ねじ位置が変わっただけでも申請をしなければならない現状を緩和すべき

だ（電子機器メーカー）  

①米国以外の国でも平和利用であれば対象とすべき、②審査時に、改善 /換
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装すれば武器となるという推測的判断は止めてもらいたい、③審査時にお

いて、輸出後の相手国における平和利用の確認を、輸出を困難にする手続

きや、時間のかかる手続き等を求めないで頂きたい（航空機メーカー）  
• 

• 

• 

• 

• 

• 

解禁の内容、定義を明確にしていただくことが優先と考える。「判断基準

が存在するということは、「解禁」に条件があることであり、現状の BMD
限定及びデュアルユース品という枠が変わるとは考えられない  
輸出する際には、防衛庁の事前審査並びに許可を頂きたい  
最初の課題は、技術供与企業の「武器システムの構成品が製造中止となり、

日本企業が「製造能力」を有している場合に当該部品を輸出するケースが

ある（航空用計器メーカー）  
当然ながら、現状禁輸品目との整合が必要 (複数の法令対応は回避）  
官の費用による技術開発も許可可能にして欲しい  
武器の定義の見直し（輸出管理令別表第１の 1 項）、輸出対象国の明確化、

デュアルユース品の取引の明確化。  

分析結果： 

３０社が行政当局に対して「要望がある」と答えた点は、本件に対する問題意

識が如何に高いかの証左といえよう。「特になし」と答えた会社の中にも「経験

がないので判断できない」とか「検討した事がない」など、実際に行政当局側の

判断を求める機会がこれまでになかった会社も含まれており、機会があった会社

に絞り込んだ場合、「要望がある」とする会社の占める割合は相当高いものと推

察される。また、以下に示す具体的な要望内容から読み取れるポイントを要約す

ると、許可基準の明文化、透明化、及び時代に即したタイムリーな見直しを望ん

でいることが読み取れる。これらを実行するには、申請者が抱えている問題や悩

みに対して、たとえ過去の事例がなくとも、正面から検討・議論し、納得の行く

許可・不許可の判断基準を行政当局と申請者の努力で積み上げていく事が何より

も大事である。 

４． アンケート結果から読み取れる防衛機器産業の期待と不安 

今回のアンケート調査から読み取れる日本の防衛機器産業の意識は 1 年前に比

べ、明らかに武器に関わる装備・技術の米国向け輸出に対する関心が高まってい

る事が感じ取られる。但し、防衛機器産業が「競争力あり」とした装備・技術分

野と、今回見直された武器輸出３原則で日本政府が示した新たな方向性との間で

はギャップがあるようにも見受けられ、期待と現実のすれ違いが徐々に明らかに

なっていく可能性がある。一方、競争力のある企業が海外企業との連携を通じて、

海外マーケットを背景に、益々競争力をつけることで、これまで保護されてきた

国内防衛機器産業間の構図が崩れていくのではとの不安の声も一部から聞こえ、

維持すべき国内産業・技術基盤の方針を行政当局として示して行く必要性が高ま

ってきたといえる。 

今回武器の定義が変わったわけではなく、武器であるという理由で門前払いと

いう形の不許可は無くなったと考えられる｡すなわち従来はデュアルユースでな
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ければ受け付けてもらえなかったが、これからは武器そのものが輸出許可の検討

対象となるということである｡ 

また、輸出許可の判断基準を明文化、透明化、更には輸出管理手続きの簡素化

が防衛機器産業の期待に応えていく上で不可欠な要素である事も明らかになった。

すなわち武器輸出が許可される要件の明確化、透明化が必要である｡ 

１９７６年の政府統一見解以来、武器輸出３原則の見直しが２９年ぶりに行わ

れた訳だが、原則を見直す事だけで、その趣旨に沿った活動を防衛機器産業側に

期待することには無理があると言わざるを得ない。永年、抑制的に機能してきた

方針であるだけに、防衛機器産業としても行政当局の対応に対しては、半信半疑

と期待感の狭間で揺れ動きながら見守ろうとしているのが正直な気持ちではと読

み取れる。新しい３原則の下で産業側の意識改革を図るには、経済産業省のみな

らず、防衛庁を含む官側から産業界に対して積極的に提案・申請を奨励していく

ことが望まれる。武器輸出の実践は官民協業が大前提であり、最初の一歩を踏み

出すにも、第一号案件が官民協力の下で速やかに許可される事が重要である。 

第５章 我が国の武器輸出３原則見直しに対する今後の方向性 

１． 我が国の武器輸出管理体制見直しの必要性 

第 3 章で述べたように、三木内閣当時の政府統一見解において実質的に武器輸

出を全面禁止するという外為法の政府運用方針が固められた。しかし、それ以前

について言えば、日本は戦後以来、現憲法の下で武器輸出を行ってきた実績があ

り、佐藤内閣当時に武器輸出３原則を表明した際にも政府の方針は、３原則によ

る輸出禁止対象国以外についての武器輸出は可能というものだった。 

昨年１２月に政府は、ミサイル防衛に限定して日米共同開発・生産を可能とす

る武器輸出３原則政策の緩和を決定したが、そこから更に進めて今一度、我々は

そもそもの武器輸出３原則（佐藤内閣表明）において貫かれていた姿勢、つまり、

全ての武器輸出を禁止するのではなく、禁止すべき輸出対象地域とそうではない

地域を分けて管理していくというそもそもの立場に戻り、本来の武器輸出管理政

策のあり方について再考する必要がある。 

見直しの視点としては、第一に国際環境の変化そのものがあげられる。現行の

武器輸出３原則は、輸出禁止地域の一つを「共産圏」としており、昨今の国際情

勢の変化を踏まえれば、国際的なテロ活動や大量破壊兵器及びその運搬手段たる

弾道ミサイル等の拡散が国際社会の大きな課題・新たな脅威となっている。新た

に禁止対象とすべき類型が発生している。したがって、３原則の中で形骸化して

いる部分を改め、国際環境の変化に対応した新たな武器輸出の原則とすることが

求められている。 

第二は、わが国の防衛力の維持・強化という視点である。この視点のうち、一

つ目は日米関係からのものである。すでに昭和 58 年の対米武器技術供与取極にお

いて武器技術の供与については道が開かれており、実績も重ねているが、近年、

米国より武器そのものの輸出についても緩和の期待が高まっている。重要なこと

は、これは米国のためというよりは、むしろ、わが国の安全保障のために必要だ

ということである。装備面での日米協力が日米同盟を強固なものとし、ひいては、
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東アジアの安定、我が国の安全にも役立つものである。二つ目は国際的な共同研

究・開発・生産の動向である。近年、民間航空機の開発においてもボーイング７

６７やエアバスＡ３８０において国際共同開発・生産の手法がとられているが、

防衛分野においても、各国においては防衛費削減圧力の高まり、装備品の高額化

等を受け、互いの優れた技術を有効活用することに加えて資金負担・リスクを共

有するという観点から、ミサイル防衛を含め高度な装備品については国際共同研

究・開発・生産する傾向が強まっている。実際に、米国は、Ｆ－16 等の後継戦闘

攻撃機を開発するＪＳＦ（Ｊｏｉｎｔ Ｓｔｒｉｋｅ Ｆｉｇｈｔｅｒ）プログラ

ムには米英を中心に既に１０カ国が参加しており、Ｐ―３Ｃの後継となる多用途

海上航空機を開発するＭＭＡ（Multi-Mission Maritime Aircraft）プログラムも

国際共同開発の形で進めようとしている。 

こうした状況下で、武器輸出を原則禁止とする運用方針の制約により、主要先

進国の中でわが国のみが国際的取組に参加できず、高度な装備品の取得や防衛技

術基盤の維持向上に支障が生じている。  

国力の大きな部分に位置する軍事力は、保有する装備とそれを運用する人の

各々の質と量で評価される。それは、同時に、軍事力を支える国民の意思と装備

を支える所謂防衛機器産業の広範な基盤を必要とするものである。ここに言う防

衛機器産業とは、一般に言う自動車産業、航空機産業、機械産業、造船産業とい

った区分とは異なり、これ等の各産業分野を横断的に取り込み技術的にも高く結

合したものである。視点を巡らせば、消費財産業ではなく生産財産業であり、高

加工型、高組立型、技術集約型、知識集約型である。そこで製造・維持されるも

のは、通常、ｼｽﾃﾑ形態を成して、資本集約型、労働集約型である。また、我が国

にあっては、加えて、官需型の第 2 次産業と言い得る。しかし、我が国の防衛機

器は、生産数量の縮小化、質の相対的陳腐化が進みつつある。また、防衛機器産

業は、見通される安全保障環境から乖離しつつあると共に収縮疲弊の兆候が見て

取れる。この問題は、軍事技術の民生品転用サイクルまで考慮すると、単に防衛

技術基盤の問題に留まらず、さらに深刻なものとなる。このように、ミサイル防

衛をはじめとする様々な分野において研究から開発・生産に至る米国等との装

備・技術面における国際協力の必要性が高まっている。これらへのわが国の参加

を可能とするためには、武器輸出を原則禁止とする政府運用方針についての見直

しが必要となっている。 

(１) 武器輸出は国際社会の平和と安全の増進に貢献  
ア 国際社会の平和と安全のために「武器輸出管理」が果たす役割 

平和及び安全保障に関する論理的秩序概念の下で、各国は「軍備の自由」を有

し、「保有するか、しないか」、「いかなる軍備を持つか、その質や量」等の決定

は、国家の主権に属しており、一義的に他国の介入は許されない。また、自由貿

易体制の下で、武器輸出は当然の商行為である。しかしながら野放図な武器輸出は、

紛争の誘因となり或いはこれを助長し、或いは国内弾圧の手段を提供し、或いは

軍拡競争を促進する等国際社会の安全保障環境の不安定化をもたらす恐れが多い。

また今日、大量破壊兵器の拡散及びテロリズムの国際的な浸透、更には武器と非
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武器との境界が曖昧となり容易にこれらを入手できる等、武器を取り巻く今日の

環境は、性能的にも高度化、高烈度化していると共に、取り締まりの困難さが一

段と増しており、多層的であらゆる手段を尽くした綿密な管理を必要としている。 

このため、国際社会は多種多様な規約・協定等を定めて軍備管理・軍縮を推進

すると共に、各々の国においては各種国際規約等との整合性、自国及び同盟国・

友好国の安全保障・外交上の要求、受入国周辺地域の安定・緊張・紛争の状況、

受入国の人権抑圧の有無・対テロ政策の適否、受入国の移入技術管理能力の有無

及び第３者移転のリスク、といった審査基準を定めて、国際的な協調の下で武器

輸出を管理することが求められている。 

イ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

進化する多様な脅威に対する先進技術の国際共同による対処システムの開発 

冷戦終了後、脅威は多様化かつ顕在化した。即ち、近年の科学技術の進歩と相

俟って生物・化学兵器や核兵器の大量破壊兵器（Weapons of Mass Destruction WMD）

並びにこれ等の運搬手段が拡散して脅威が多様化した。しかも、それを使用する

主体は、無法国家のみならず世界的に組織化されたﾃﾛﾘｽﾄたちが含まれ、かつ、時、

場所、手段、相手、狙い等、その使用の形態も多様である。 

このような脅威には、かつての兵器体系乃至戦略的・戦術的核による抑止のみ

では対応できないことが、現今の紛争の実態が明らかにしている。我が国にあっ

ても、従来型の兵器体系と併行して新しい脅威に対応できる次のような機能、性

能を持つ防衛機器が必要である。即ち、先端で高度な技術による、 

友好国との相互運用性があり統合化され保全された機器  

総合化された指揮統制、通信、情報、捜索、偵察の機器（所謂Ｃ４ＩＳＲ） 
即応性ある高い稼働率の機器  
初期購入価格のみならず維持整備費を含めたﾗｲﾌｻｲｸﾙ･ｺｽﾄの低い機器  
長距離性能、全天候性、ｽﾀﾝﾄﾞｵﾌ性、ECCM 性能を保有する機器  
精密攻撃機器、迅速な機動展開性能の機器  
弾道ﾐｻｲﾙ防衛機器  
生物・化学兵器対処機器  

等である。 

これ等の防衛機器の研究・開発・生産・取得・維持は、防衛費削減の世界的潮

流や機器の高価格化等から資金を分担して負担する、そして互いの優れた技術を

統合し有効活用する等の観点から国際共同の形態が取られるのは必然であろう。

このためにも、米国への技術輸出しか認めてこなかった従来の政策から一歩進め

て、政府は昨年１２月米国とのミサイル防衛に関する共同技術研究を共同開発・

生産まで認めることを決定したが、新たな脅威への対処システムは、弾道ミサイ

ル防衛システムに限られる訳ではなく、先進各国においては、進化するその他の

脅威への対処システムも同様に国際共同による開発・生産が進められており、今

後とも益々この形態が広がり進展していくことは明らかである。したがって、昨

年１２月の武器輸出３原則緩和の政策から更に進めて、ミサイル防衛以外のシス

テムについても、また米国以外の国とも共同開発・生産が実施でき、その成果を
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共有することができるようにする抜本的な政策転換が求められる。 

ウ 後進国の平和国家建設に対する協力支援 

適性を欠く国家に武器が輸出され、ﾃﾛ支援や人権侵害に使用されることになっ

てはならない。しかし、平和国家建設に邁進する後進国にとって、自国防衛のた

めの武器輸入は欠かせない。この観点を我が国は世界各国と共有するが、現行の

我が国の輸出管理政策の下ではこのような武器の輸出は不可能である。 

例えば、自衛隊の旧式機器について、我が国と極めて友好的な関係にある発展

途上国等から平和的利用目的のために供与を求められても、武器輸出を原則禁止

とする運用方針等から、これに応ずることは出来ない。その結果、自衛隊は、費

用をかけて廃棄処分とせざるを得ない状況である。 

また、自衛隊が PKO 等の国際的な任務に従事するに当たって必要な武器を携行

して行くが、その国外持ち出しは武器輸出に該当し、その都度、例外化の事務手

続きをとっている。一方、諸外国は、通常、PKO 等で使用して中古となった機器

を派遣された国に供与して帰国するが、我が国の場合は武器輸出となるので多額

の経費を使い持ち帰っている。場合によっては、日頃訓練で使い慣れた車両でも

武器輸出となるので、出国時、改めて市販車両を購入し任務終了後供与するとい

う手段さえとっている。 

武器が警察や海上警備等の治安維持に、或いは、防弾ﾁｮｯｷ、防護ﾏｽｸが一般市民

の安全確保に利用される場合、紛争の助長ではなくむしろ平和な状態の醸成に大

いに役に立つものである。加えて、武器の輸出は輸出先国との信頼関係を強める

側面もある。我が国の防衛交流が現状の対話と小規模な基礎的共同訓練に留まっ

ているのに対し、欧米の防衛交流においては、軍事技術協力や武器協力とこれ等

に伴う教育訓練協力が重要な施策となっている。これが、相互の信頼関係醸成や

情報協力関係強化の大きな役割を果たしている。 

このように我が国は、適切に管理された武器輸出により、安全と平和を希求す

る後進国の防衛力強化に貢献すると共に、これら諸国との友好関係の一層の進展

を図ることが期待でき、地域の安全保障環境の改善に資することが出来る。 

(２) 適正な武器輸出管理は防衛体制強化の手段  
自衛隊の能力・機能は、脅威に対抗できる装備とそれを運用する人の各々の質

と量で評価される。言うまでもなく、自衛隊は、戦争を想定し、これを対象とし

て建設し、維持管理し、かつ必要に応じて武力戦を遂行する行政組織で、法的概

念での外交、財政、経済、教育或いは文化等と同じ機能と戦争に際してその有す

る武力を行使して与えられた任務を完遂する目的が与えられている。そこには、

自衛隊が精兵強甲な存在であることが求められている。 

精兵は、国民の理解と支援の下、変化する戦いの様相を取り込んだ部隊が行う

精到な訓練で養成・維持できる。一方、進化する多様な脅威に対処するための装

備は、国際共同によって先端技術を結集しなければ有効なシステムの開発は困難

であるし、またその方が得策である。現在我が国が米国との間で進めている弾道

ミサイル防衛に関する共同技術研究・開発・生産が、その代表的な例である。ま
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さに、政策としての適正な武器輸出管理によって国際共同開発・生産への道を開

くことが、効果的な防衛力の効率的、経済的整備、そして結果として新しい脅威

に対応できる自衛隊の精強化をもたらすものである。 

(３) 適正な武器輸出管理は国内防衛生産・技術基盤強化の手段  
ア 我が国の防衛産業の実情 

我が国の防衛機器産業のうち、武器、弾薬等の産業は朝鮮戦争の勃発による特

需という形の武器輸出で再興した。また、戦車、艦艇及び航空機等の主要装備産

業は、昭和３８年末で軍事援助計画（Military Assistance Program  MAP）を始

めとする米国からの無償の諸支援が打ち切られ有償援助（Foreign Military Sales 

FMS）などの経費分担となったことと、「装備の自主的な開発と国産を推進」する

施策の実行で一応の形を 成 し て き た も の で あ る 。  

し か し 、 順 調 に 育 成 充 実 さ れ て き た か に 考 え ら れ る 防 衛 機 器 産 業 は 、 昭

和 ４ ２ 年 に 決 定 さ れ た 「 武 器 輸 出 ３ 原 則 」 の 解 釈 が 一 段 と 厳 格 化 さ れ た 昭

和 ５ １ 年 以 降 、 内 需 （ 官 需 ） の み に よ り 支 え ら れ て き た の で あ る 。  

こ の 状 態 は 、 昭 和 ５ ８ 年 中 曽 根 内 閣 時 代 、 官 房 長 官 談 話 と し て 「 米 国 に

対 し て の み 、 か つ 、 武 器 技 術 に 限 り 、 供 与 す る 」 と 、 再 度 、 輸 出 へ の 途 が

開 か れ た も の の 、 「 日 米 政 府 が 合 意 し た 技 術 」 、 「 試 験 、 評 価 目 的 で 使 用

さ れ る 製 品 」 及 び 「 米 国 か ら 輸 入 さ れ た 製 品 で 米 国 に 修 理 目 的 で 輸 出 す る

製 品 」 に 限 ら れ て お り 、 厳 格 な 武 器 輸 出 ３ 原 則 の 適 用 は 継 続 し て い る と 考

え ら れ る 。 概 括 的 に 言 っ て 防 衛 産 業 の 育 成 ・ 維 持 は 、 我 が 国 の 防 衛 関 係 費

と 防 衛 機 器 産 業 を 構 成 す る 企 業 の 自 発 的 資 源 投 資 の 多 寡 に 負 っ て い る の で

あ る 。  

と こ ろ が 、近 年 の 我 が 国 の 装 備 品 取 得 等 に 関 わ る 防 衛 関 係 費（ 表 ５ － １ ）

は 、 国 家 全 体 の 財 政 緊 縮 施 策 で 適 切 な 額 に は 至 ら ず 、 防 衛 機 器 産 業 の 技 術

及 び 生 産 の 基 盤 の 育 成 は も と よ り 維 持 す る に 不 足 し て い る 。  

近年の装備品取得関係経費 

    年度 

費目 
平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 

装備品等購入費 9,178 億円 9,206 億円 9,028 億円

研究開発費 1,353 億円 1,277 億円 1,470 億円

施設整備費 1,598 億円 1,570 億円 1,528 億円

合     計 1 兆 2,129 億円 1 兆 2,053 億円 1 兆 2,026 億円

（表５－１）  装備品等購入費は、武器車両購入費、艦船建造費、航空機購入費である。 

確かに、我が国の防衛機器産業に対しての国内調達は、最新統計である平成 14

年度国内調達額約 1 兆 2 千億円が示すように毎年約 1 兆円強の実績を示している。

ところが、その額は、我が国の工業生産額の１％にも満たない額であり、防衛機

器産業の規模は産業全体からすれば極めて小さな需要しかないものと言わざるを

得ないのである。 
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平成 14年度 我が国工業生産における防衛機器生産額の割合（単位：百万円） 

   項目 

品目 
防衛庁向け生産額（A） 工業生産総額（B） 比率(％)（A/B）

船      舶 177,303 2,434,703 7.28

航  空  機 572,107 966,138 59.22

車      両 31,745 44,207,723 0.07

武 器 弾 薬 393,246 438,213 89.74

電気通信機器 301,786 45,661,507 0.66

石 油 製 品 68,049 9,414,291 0.72

繊 維 製 品 20,335 5,107,709 0.40

医  薬  品 7,740 6,831,424 0.11

糧      食 34,856 33,632,777 0.10

そ  の  他 232,870 119,521,511 0.19

合   計 1840,037 268,205,996 0.69

（表５－２） 

それは、防衛庁契約本部への登録業者の数の少なさからも言い得る。しかも、契約

額の大きい防衛機器製造・維持に関わる企業数を概観すると約 20 社に特定され、そ

の金額は年間契約額の概ね 70％に達するという状況である。（表 5－3 参照） 

表 5－3       平成 14 年度 防衛庁契約相手方概要（単位：億円） 

会 社 名 主 な 調 達 品 金額 比率(%)

三菱重工業 戦車、艦艇、航空機、誘導武器等 3,481 27.2

川崎重工業 同上 1,102 8.6

三菱電機 電気通信、ｿﾌﾄｳｪｱ、誘導武器等 735 5.7

石川島播磨重工業 艦艇、航空機等 527 4.1

東芝 電気通信、ｿﾌﾄｳｪｱ、誘導武器 498 3.9

日本電気 同上 485 3.8

小松製作所 弾火薬、車両等 357 2.8

新明和工業 航空機等 229 1.8

富士通 電気通信、ｿﾌﾄｳｪｱ等 223 1.7

富士重工業 航空機等 216 1.7

日本電子計算機 電子計算機等 187 1.5

ﾀﾞｲｷﾝ工業 弾火薬等 179 1.4

IHI ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽ ｴﾝｼﾞﾝ等 159 1.2

日本製鋼所 武器等 143 1.1

日立製作所 電気通信、ｿﾌﾄｳｪｱ、機械等 142 1.1

いすゞ自動車 車両等 94 0.7

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ造船 艦艇等 82 0.6

合               計 8,839 68.9

     比率は、防衛庁の年間契約額に対する割合   
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これは、防衛庁契約本部に登録される防衛機器製造会社数約 1,500 社という数

字と我が国特有の多数の下請会社の存在を考慮しても、防衛機器産業界は非常に

閉鎖的かつ寡占的な構造であることを示している。 

また、前述した我が国全工業生産額から分析すれば、航空機、弾火薬を除く数

多くの製造品は、製造する会社の全売上の些細な部分としか考えられない。まさ

に、日本の防衛機器産業は、母体企業に寄生する兼業産業的構造であるのが実態

で、低調と言わざるを得ない。 

イ 

• 

• 

• 

国内防衛生産・技術基盤の強化 

国家として防衛生産・技術基盤を維持することは防衛政策上、極めて重要なこ

とである。いかに軍事産業の国際化が進もうが、いかに国家の財政が逼迫しよう

とも、独立国として国を防衛する限り、国家の防衛生産・技術基盤の維持は、軍

隊（日本では自衛隊）とともに必要不可欠なものである。 

米国では、国防態勢の新たなる三本柱の一つとして国防基盤（国防産業の維持）

を明記しており、毎年３月１日までに国防長官は上院軍事委員会及び下院国家安

全保障委員会に対して「米国の産業能力年次報告書」を報告している。また、国

の高度な技術力が国際競争力の原動力であるとして育成、保護している。米国で

は、技術格差の解消のため技術力を海外に移転し、軍事産業の国際化を推進しよ

うとしているが、最重要な軍事技術については秘匿し、ある程度、普遍化・一般

化した技術のみ移転する方針である。 

これらのことは、米国のみならず、英国、フランス、ドイツ、ロシアなどの先

進国においては当 然のこととされている。 

我が国においては、防衛機器は多くの場合、運用要求に基づく特別仕様の特注

品である。しかも、年間生産量少なく自動組立ﾗｲﾝもないが、専用試験設備器材を

必要とする。そこで、防衛庁が行う契約額固定、納期固定で原価計算方式の契約

では、防衛機器の仕様の細部を決定する技術審査や技術試験等の過程で当初見積

（機能、性能、経費及び納期等）との違いが出ても、これを是正する行為が難し

く、また、企業努力に対するｲﾝｾﾝﾃｨｳﾞも薄いため高い利益率は期待できない。 

産業としての売上高、利益率の双方ともに期待が持てなければ、産業側が大胆

に研究開発や設備投資、要員専従など企業資源をつぎ込む意欲さえも生まない。

設計技術者を如何に養成・維持するか、生産熟練工を如何に養成・維持するか、

専用生産試験設備を如何に建設・維持するか、多岐にわたる専門技術を如何に結

集するか等、難しい問題を抱えている。更に、昨年 12 月に定められた新防衛大綱

において、陸海空主要装備品の定数削減が決定されており、益々防衛機器産業は

低調なものとならざるを得ない状況である。 

翻って欧米においては、冷戦終結以降、防衛機器産業は大規模な吸収合併等に

より再編・合理化が進められ、安全保障環境、技術環境の変化への適応化が図ら

れてきた。これにより、 

企業規模の拡大化  

特定部門の強化  

友好国との共同開発・生産  
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軍事・防衛部門の切捨てによる民需への転換  • 

• 

• 

その一方では、新たな軍事、防衛部門の買収による多様化  
軍事技術の民生部門への転用及び民生技術の軍事部門への転用  

等が実現されてきており、このようなドラスティックな再編・合理化が進めら

れなかった日本との差は歴然としている。 

我が国の防衛機器産業が先端技術を駆使した防衛力の基盤としての意欲を持ち

続けさせ活性化するには、政策として利益を生みだす武器輸出管理体制の見直し

が必要である。まさに、日進月歩の軍事革命（Military Revolution in Affair  

RMA ）時代にあって、我が国の防衛機器産業が現状のままであっては、これらの

要求を満たすことは出来ず、防衛機器産業の全体的構造及び質的な面における根

本的変化が求められている。  

(４) 武器輸出３原則における武器の再定義  
近年の科学技術、特に、IT 技術の発展に伴い RMA が進み、装備品の近代化・ｼｽ

ﾃﾑ化が急速に進んだ情勢では、定義される武器と非武器の境界が曖昧になってい

る。IT 技術が中心となり、高度化、ｼｽﾃﾑ化した装備品には民生用部品が多用され、

従来の武器の概念で捉えきれない装備品が誕生している。例えば、完成品として

の武器そのものではなく、その構成品、子部品、或いは製造及び試験装置、加え

て、ｿﾌﾄ･ｳｪｱを含めた技術情報、場合によっては材料等も該当すると考えられる事

柄もある。 

ところが、武器輸出３原則における「武器」の定義は、従来、「軍隊が使用す

るものであって直接戦闘の用に供されるもの」とされている。更に、製品が、防

護ﾏｽｸや防弾ﾁｮｯｷのように防護を目的とするものであっても、一部を除き、禁輸の

対象となっており、曖昧な表現の規制となっている。 

この曖昧な表現であれば、政府見解に従って、製造企業や商社は必要以上に自

粛することとなる。それは、あえて輸出すれば、その企業等は自身の微細な部分

によってﾏｽｺﾐや左翼政党から「死の商人」と名指しされて企業ｲﾒｰｼﾞを損ない、企

業全体の売上に影響が出ることを極端に恐れるからである。 

過去、救難飛行艇でもあった引き合いと同じように、最近、練習機を開発製造

している企業に対し、複数の国から引き合いがあった。しかし、前回同様、防衛

庁に関連して開発した装備品は総て武器と認定され、また、相手国の使用者が軍

隊であることから武器輸出３原則に抵触するとの判断で商談を断念している。仮

に、纏まっておれば、輸入国の平和建設・維持や人命救難に大いに役に立ってい

るはずである。また、国内にあっては、生産量の拡大、生産基盤の維持に繋がり、

防衛庁の調達価格低減にも役立っているはずである。 

武器の定義を巡っては、このような問題が存在するが、そもそも、旧来の考え

方が無批判に踏襲されている背景には、武器輸出を原則禁止とする政府の運用方

針がわが国の安全保障や国際評価、あるいは国際的な平和及び安全の維持にどの

ように貢献しているのか、何故このような規制が有るのか、何ら検証されないま

ま今日に至っているという問題があるからである。 

武器の定義に関しては、各国とも「武器リスト」を定めていて、これに該当す
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る品目を武器輸出管理の対象とし、夫々の法律に従って処理している。これには、

いわゆる軍民両用技術及びその製品は含まれておらず、所掌官庁も同一の国もあ

るが別々の国が多いし、また適用される法律も異なる。武器リストに記載されて

いる品目及びその分類は、世界の 33 カ国が加入しているワッセナーアレンジメン

トで採用されている武器リストを 2003 年にＥＵも採用（ＥＵ共通武器リスト：添

付資料－資料第５）し、ＥＵ加盟国もこれに従って武器輸出の年次報告を行って

いる実績から考えれば、ワッセナーアレンジメントに加入している我が国もＥＵ

と同じ武器リストを採用することが妥当であろう。一方の国で武器と定義された

物が、他方の国では武器ではない、ということでは甚だ不具合であって、武器リ

ストで定める武器の分類と品目は、概ねグローバル・スタンダードなものである

必要がある。そのことを念頭に置いて、日本の安全保障上如何なる理由で何を輸

出管理する必要があるのか、そしてそれが武器リストの定義にどう関わるのか等

をあらためて整理し明確化し、出来得ればＥＵが採用している武器リストを我が

国も採用することにすれば、武器輸出の透明性の向上にも大いに役立つことにな

ると思われる。 

(５) 武器輸出を総合的な安全保障の重要な政策の一つとして位置付ける必要性 
武器輸出に当たっての考慮要件は、当該武器輸出が国際社会の安全保障の改善、

平和の維持に貢献するか、しないか、ということを核心にして、自国の防衛、政

治、外交、経済、社会、産業等極めて多方面の領域にわたっており、明確な判断

基準を定めて透明性をもって総合的な安全保障の見地から審査する体制が求めら

れる。 

欧州連合（ＥＵ）は、1998 年に定めた「武器輸出に関するＥＵの行動規範」（添

付資料－資料第４）において、加盟国が遵守すべき最小限度の共通基準を示した。

それらは各種国際条約との整合性の問題から、人権抑圧、テロ支援あるいは技術

的・経済的能力等にわたる受入国の資格要件、そして地域安全保障に与える影響

等極めて広範な領域にわたるものである。ＥＵ加盟各国は、この基準より更に厳

しい基準を国内法で定めることは認められるが、この基準以下とすることは認め

られていない。この行動規範から明らかなように、加盟各国においては武器輸出

の審査に当たって、外交、防衛、経済、財政等多方面にわたる判断が求められ、

そのための機構が設けられると共に、最終的な意思決定権者は、輸出の内容によ

って区分されるが、各加盟国の国内法によって大統領あるいは首相としている。 

米国においては、第２章で述べたように、武器輸出管理法によって武器輸出の

意義、責任と権限、輸出申請及び承認に関わる要領等を明示しており、米国並び

に同盟国の安全保障の強化、敵性国家の軍事能力向上阻止、国際社会・地域の安

定性の向上を考慮した判断基準に基づき、具体的には、国際協定・軍備管理規約

との整合性、軍拡競争を惹起させないこと、米国の技術的優位性の確保、テロ及

び同支援国並びに人権抑圧国への輸出禁止、米国防衛産業に対する被害防止等を

考慮して一般的には、ケースバイケースで輸出の可否が決定されている。また、

武器輸出に関する主管官庁は国務省であって最終的な意思決定権者は大統領であ

るが、ある一定以上の価額にわたる輸出については、議会報告の義務があり、議
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会において多方面からの審議が行われ判断が下される体制がとられている。その

ほかテロ支援国等に対する制裁措置に関する各種法律が制定されており、二重三

重のチェック機構が機能する体制となっている。 

翻って、最近の諸外国の武器輸出実績をストックホルム国際平和研究所の調べ

によってみて見ると、‘９７～’０１年の５年間で、多い国から米(４４．５%)、露(１７．

２%)、仏(９．７%)、英(６．７%)、となっており、わが国と同じく敗戦国の独(４．８%)が５位、

伊が(１．７%)が８位を占めている（括弧内は全調査対象国中に占めるシェア）（表５－４）。ア

ジア地域では、中国が９位(１．５%)となっている。武器輸出実績を持つ国の中には中立国である

スウェーデンの１１位(１．１%)、スイスの２１位(０．２%)も含まれている。 

１９９７～２００１年：国際的な武器の流通状況  金額単位：百万米ドル 

 輸出国国名 金額 ％ 輸入国国名  ％ 

1位 米 44,821 44.5 台湾 11,397 11.3

2 位 露 17,354 17.2 中国 7,117 7.1

3 位 仏 9,808 9.7 サウジ 6,717 6.7

4 位 英 6,699 6.7 トルコ 5,028 5.0

5 位 独 4,821 4.8 インド 4,710 4.7

6 位 ウクライナ 2,627 2.6 ギリシャ 4,436 4.4

7 位 蘭 1,862 1.8 韓国 3,931 3.9

8 位 伊 1,671 1.7 エジプト 3,250 3.2

9 位 中国 1,555 1.5 日本 3,203 3.2

10 位 ベラルーシ 1,518 1.5 パキスタン 2,931 2.9

11 位 スウェーデン 1,123 1.1 イスラエル 2,835 2.8

12 位 イスラエル 975 1.0 英 2,680 2.7

13 位 スペイン 870 0.9 アラブ首長国連 2,412 2.4

14 位 カナダ 644 0.6 フィンランド 2,273 2.3

15 位 オーストラリア 618 0.6 シンガポール 1,669 1.7

－ その他 3,766 3.7 その他 36,143 35.9

 合  計 100,732 100.0 合計 100,732 100.0

表５－４  【出典】ストックホルム国際平和研究所年鑑2002 より 

注：準軍隊（海上保安庁、国境警備隊等）の武器の輸出入を含む。ストックホルム国際平和

研究所独自の基準に基づいた集計であるため、輸出入額は必ずしも貿易統計等の数値と

合致しない。シェアは全調査国（149 カ国）の中に占める割合である。 

このような武器の流通状況がある中で、近年新たな脅威に対する各国の関心は

高まっており、実際には核不拡散防止条約に始まり、生物兵器禁止条約、ミサイ

ル技術管理レジーム（ＭＴＣＲ）や化学兵器禁止条約等の締結及びその強化によ

り大量破壊兵器の拡散防止体制が整備される等してきている。通常兵器及び関連

汎用品の輸出管理においても、ココムを 1994 年に終了させる一方でロシアも参加
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する形で通常兵器の過度の移転と蓄積を防止することを目的としたワッセナー・

アレンジメントが 1996 年に発足されるなど、国際的に武器の輸出を管理する枠組

みが整備されている。（下記資料参照） 

[資料] 国際的協定・レジームの強化の流れ 

1970 年  ＮＰＴ（Nuclear non-Proliferation Treaty：核不拡散防止条約） 

→  核兵器国の核兵器の委譲等、非核兵器国の核兵器の受領等を禁止 

1975 年  ＢＷＣ（Biological Weapons Convention：生物兵器禁止条約） 

→  生物兵器等の開発、製造、委譲、保有等を禁止 

1977 年  ＮＳＧ（Nuclear Suppliers Group：原子力供給国グループ） 

→ 原子力資機材等の移転に関するガイドライン 

1985 年   ＡＧ（オーストラリアグループ 

→  化学兵器関連物資の移転に関するガイドライン 

1987 年    ＭＴＣＲ(Missile Technology Control Regime) 

→  核兵器搭載ミサイル及び関連汎用品･技術移転に関するガイドライン  

1990 年   ＡＧ強化 

→  生物兵器関連汎用品・技術も対象に 

1977 年   ＮＳＧ（パート２）  

→  原子力関連汎用品・技術も対象に 

1992 年  ＭＴＣＲ強化 

→ 核兵器以外の大量破壊兵器搭載ミサイル・関連汎用品・技術も対象 

1996 年  ＷＡ(Wassenaar Arrangement) 

→ 通常兵器及び関連汎用品・技術に関する通報・政策協調 

1997 年  ＣＷＣ（Chemical Weapons Convention：化学兵器禁止条約） 

→ 化学兵器の開発、製造、委譲、保有等を禁止 

1990 年代  後半にキャッチオール規制を各国が導入（我が国は1996 年） 

→   大量破壊兵器に使用される懸念のある汎用品・技術を規制 

2001 年   国連小型武器会議（閣僚レベル、64カ国参加）において、「小型武器及び軽兵器の非合

法取引の防止、除去及び撲滅のための行動計画」を採択 

これらに見られるように、武器輸出について、主要国はこのような国際的な武器管理の枠組みに加

入して各種規約を実行すると共に、ハイレベルでの多方面からの判断を必要とする重要な案件であ

ると位置付け、そのために必要な国内の法体制、審査機構等の管理体制を整えている。我が国にお

いても、武器輸出をこのような総合的な安全保障の観点から審査し管理する体制を整備する必要が

ある。 

２． 我が国の武器輸出管理に関する基本的な理念 

我が国が究極の目標とするところは、 

人権抑圧のない民主的で自由な世界  • 

• 

• 

戦争やテロの恐怖におびえることのない世界  

変動する国際社会における軋轢は平和的手段で解決される世界  
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であって、軍事力は、理想世界実現までの間、自衛のために必要な最小限度の

ものとし、これの行使は法の定めるところに従って行われる世界の実現である。 

しかしながら冷戦終焉後の我々が直面している現実の世界は、冷戦時代に蓄積

された核戦力や通常戦力は依然として残ると共に、冷戦下で抑えられていた領土、

民族、宗教に起因する紛争の頻発、湾岸戦争、イラク戦争、或いは 9.11 米国同時

多発テロを契機としたテロの世界への拡散、或いは生物・化学兵器等の大量破壊

兵器及びその運搬手段の拡散等、軍事力あるいは非軍事的手段、あるいは国家の

正規軍から民族や集団が擁する非正規軍との戦い等、極めて複雑で多様な脅威で

満たされており、世界の安全保障環境は、極めて不安定、不透明かつ流動的で予

測し難い状況にある。 

このような安全保障環境を改善するため、国際社会は、国連を中心として核兵

器並びに通常兵器に関する数多くの軍備管理、軍縮条約・協定あるいはアレンジ

メントを定め、その締結の助長と合意実行の徹底に努めている。 

一方、近年における IT を中心とする急速な技術革新は、兵器体系のあり方及び

その開発・生産の手法を根本から変えると共に、軍事組織、戦略・戦術・戦法を

変えさせ、防衛産業基盤のあり方を変えさせる等、軍事関連全般にわたる変革が、

欧米先進国において現在進行中である。 

我が国は、究極の目標実現に向けた立場を堅持しつつ、国連憲章が認める自衛

権行使に必要な防衛力を整備し維持すると共に、軍備管理・軍縮に関する各種条

約・協定等を積極的に締結して誠実に履行し、国際社会における軍拡競争の排除、

軍縮の促進に努め、安全保障環境の改善に寄与する。 

一方で、不安定、不透明かつ流動的で予測不能な脅威に対処するため、国際社

会と共同して効果的な防衛力の整備に努めると共に、友好諸国に対する防衛協力

を推進し、国際社会の平和と安全の増進に貢献する。併せて、健全で競争力を有

する国内防衛機器産業の維持育成を図る。 

我が国は、以上の基本的な理念の下に、普遍性、正当性並びに透明性を十分に

確保できる管理体制を整備し、武器等の輸出入を実施する。 

３． 我が国の望ましい武器輸出入管理体制 

我が国における現行の武器輸出に関する法制としては、「外国為替及び外国貿

易法」の第 48 条（輸出の許可等）において、「国際的な平和及び安全の維持を妨

げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする

特定の種類の貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、経済産

業大臣の許可を受けなければならない。・・・・・・」と定め、これをうけて制

定された「輸出貿易管理令」で、対象とする貨物、仕向地並びに輸出許可を得る

ための手続きが定められている。 

ここに見られるのは、仕向地に対する考慮はあるものの、武器を貨物の対外移

転とそれに伴う金銭の授受という単なる商行為の一つとして取り扱っている我が

国の姿勢である。そして更に、これまで見てきたように、政府は武器輸出３原則

を決定したため、国（経済産業省）は、政令で定める「特定の貨物」、即ち「武
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器」に該当するかしないかという判断のみを行い（多くの場合輸出しようとする

者の側が自ら行ってきた）、それ以上の考慮を払うことをしてこなかったという

事実である。 

これらのことから明らかなように我が国は、少なくとも制度的には、国として、

武器の持つ意味とその移転が我が国や世界の安全保障に及ぼす影響を総合的に、

かつ掘り下げて考察することはしてこなかった。しかしながら、近年における複

雑で予測し難い国際社会の安全保障環境とこれに対する国際社会の取り組み、並

びに急速な技術革新による武器体系の高性能化・システム化等の著しい進化等を

考えるとき、武器輸出を単なる商行為の一つとして扱うレベルから格上げして、

総合的な安全保障の見地から判断し対処する体制を整備する必要に迫られている。

これらに加えて、欧米先進国と同等の管理体制をとらなければ、それら先進国か

らの重要な軍事技術情報を含む武器等の輸入並びに国際共同開発・生産等は望め

ないということが言えよう。 

(１) 法制  
国の内外に我が国の武器輸出に関する姿勢を明らかにするため、 

武器等の輸出入を実施する基本的な考え方 

輸出入を管理する原則的な規範  • 

• 

• 

• 

ア 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

武器リスト  
申請要領  
審査機構  

等を内容とする独立した法、「武器等輸出入管理法（仮称）」を制定する。 

これと関連して、この「法」により欧米先進国、特に米国とのハイテク・ウエ

ポンシステム（ミサイル防衛システムについては昨年１２月に認められている）

の共同開発・生産が可能となるが、そのためには米国との間で「軍事情報の一般

保全協定」（Generaｌ Security Of Military Information Agreement: GSOMIA）

を締結する必要があり、それに伴って関連する我が国の国内法の整備も必要とな

ろう。 

(２) 武器及び同関連技術の輸出入を管理する規範  
武器リストに定める品目の輸出入に当たっては、次の規範に則って輸出入の可

否を決定する。 

次に該当する国への武器等の輸出は認められない 

テロ国家及びテロ支援国  
国連によって人権侵害が指摘された国又は人権抑圧国で、国内弾圧のため

に使用される恐れのある国  
国連決議により武器等の輸出を禁止されている国又は地域の国  
他国侵略のために使用される恐れのある国  
国際紛争が発生している又は発生の恐れのある地域向けであり、武器等の

輸出の結果その地域の紛争を誘発し、延長させ、或いは助長することとな

る国  
輸出入貿易管理体制が十分に整備されていない国  
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• 

イ 

ウ 

エ 

軍備管理・軍縮等の国際規約・条約等の署名、批准、履行状況で問題のあ

る国  
軍備管理・軍縮等の国際規約・条約等に基づく義務と矛盾する場合、当該武器

等の輸出入は認められない 

我が国及び同盟国である米国の安全保障にとって影響がある場合、或いは敵性

国家へ当該武器等が渡る恐れのある場合、当該武器等の輸出は認められない 

防衛庁長官が別に定める「防衛重要技術」に該当する品目の輸出は原則として

認められない 

(３) 武器リスト  

輸出入にあたり武器等として管理する対象とするものを「武器リスト」として

定める。 

「武器リスト」に示す武器とは、 

火気、弾薬、誘導弾、艦（舟）艇、車両、航空機、訓練装置、電子機器、管制又は誘導装

置、生物・化学・核兵器、宇宙システム、情報・暗号装置 

等々、国際社会で一般的に行われている分類に従った戦争の用に供される器

具・装置とし、管理する対象にはこれら器具・装置の他、これらを構成する構成

品、部品、小部品、その製造装置、試験装置、材料、技術情報等を含める。 

具体的には、ＥＵが定めた武器リスト（添付資料－資料第５）を採用するのが

望ましい。 

(４) 主管官庁及び審査機構  

米国においては、大統領が最終決定権者であり、主管官庁は国務省である。国

務省は、受理した輸出申請書に基づき当該案件が国務省だけで審査できるか否か

判断し、出来ない案件は関連する省庁との協議に回し、また一定額以上の高額な

案件については議会に提出して議会の審議に委ねる措置がとられている。 

また、フランスにおいては、武器輸出に関する主管官庁は国防省であり、最終

決定権者は首相である。首相府国防総局（局長）が首相を直接補佐すると共に、

定例的に開かれる関係省庁代表からなる「軍需品検討・評価委員会（CIEEMG）」

（首相府国防総局局長が議長を勤める）が輸出入申請の審査を行い、首相の裁可

を仰ぐ体制となっている。 

その他の先進各国においても概ね同様の体制がとられている。 

以上の例に見られるように、欧米先進国においては武器等の輸出入に関わる案

件の最終決定権者は大統領もしくは首相であり、主管官庁は一般物件の輸出入を

扱う商務省とか経済省等ではなく外務省（米国にあっては国務省）あるいは国防

省となっている。そして、審査機構として関連省庁との協議の場（常設または非

常設の委員会等）が設けられている。また、米国のように、重要な案件或いは一

定額以上の高額な案件については、議会に報告して審議することが義務付けられ

ている国もある。 

我が国においては、現状では武器輸出は一般の商行為と同列に扱った経済産業

省の専管事項であり、申請を審査するための各省庁代表を交えた協議機関等も設
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けられてはいない。総合的な安全保障の観点から武器等の輸出入の可否を判断す

るためには、主管官庁が現行の経済産業省で良いのかどうか検討を要するところ

である。更に、審査機構として外務省、経済産業省、財務省、防衛庁の代表者か

らなる協議機関を設ける必要がある。 

その他関連する細部事項は別に定める。 

４． 望ましい体制への移行 

前３項で述べた「望ましい武器輸出管理体制」を創り上げるには、法体制、審

査体制、企業側の体制等の整備が必要であり、そのためには数年を要すると思わ

れ、その間を準備期間として限定的な武器輸出、国際共同開発・生産の実績を積

み重ねつつ逐次、体制を整備していくことが必要である。 

(１) 過渡的な経過措置  
昨年１２月に政府が決定し官房長官談話として発表された「武器輸出３原則緩

和政策」により、ミサイル防衛に関する日米共同研究の開発・生産段階への移行

は可能となったため当面の喫緊の課題は解決を見た。 

更に官房長官談話は、ミサイル防衛以外の日米共同開発・生産やテロ・海賊対

策支援のための武器等の輸出については、個別の案件毎に検討の上結論を得る、

としているため、これらに該当する輸出案件はケースバイケースではあるが実行

可能である。これらの実行を通じて望ましい体制整備のための資を得ることがで

きる。 

防衛機器産業側にとっては、この期間を欧米の先進企業と競争或いは共同・提

携等の関係を構築できる体質、例えば、吸収合併等による規模の拡大化、インテ

グレーターレベルを目指すのかまたはサプライヤーレベルなのか、競争力のある

技術領域の確保、経営の更なる強化・健全化、等の整備を図っていく期間とする

必要があろう。 

(２) 完全移行  
「武器等輸出入管理法（仮称）」及び関連する政令等の制定、主管官庁の決定

と関連する組織の改編、審査機構の設置、が達成された時点で望ましい体制は概

成されたと言うことができよう。これにより米国企業はもとより欧州等の先進企

業との共同開発・生産が名実ともに可能となるとともに、明確に法令等に則った

武器等の輸出も可能となる。防衛機器産業側には、それまでの過渡的経過措置期

間における限定的な実績をもとに、新しい「法」制定の精神に則り、安全保障環

境改善のための武器等の輸出或いは国際共同開発・生産への参加等を積極的に実

施していくことが望まれる。 

更に、米国との間で「軍事情報の一般保全協定」が締結され、関連する国内法

体制の整備が完成すれば、ハイテク軍事技術を駆使した高性能なシステムの米国

企業との共同開発・生産が可能となる。またこれにより秘匿性の高い戦略・戦術

情報の共有が可能となる。それまでの間に防衛機器産業は、欧米先進企業と伍し

ていけるだけの企業体力、体質を整えていなければならない。 
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第６章 武器輸出３原則の見直しが我が国の防衛機器産業に及ぼす影響 

１． 防衛機器産業に及ぼす影響 

(１) 影響を及ぼす要因  

新政策への転換により何が出来るようになるのか 

ア 国際共同開発・生産 

(ア) 冷戦後における欧米防衛産業の動向  

１９９１年のソ連崩壊に伴う冷戦の終結後、欧米各国の防衛予算は大幅に縮小

されていった。米国において、防衛調達予算は１９８５年をピークに減り始め１

９８０年には、１９８５年を１００％とすると、約８０％前後で推移し、１９９

１年から更なる減少が続き１９９６年には１９８５年の防衛調達予算の約４０％

にまで落ち込んだ。これを鍋底にして、その後の国際情勢等を反映して緩やかに

増加していき 2003 年でやっとピーク時（１９８５年）の約７０％にまで回復して

きた。このような長期、大幅な防衛調達予算の削減が、過剰な防衛生産能力の整

理・縮小を余儀なくさせると共に、時を同じくして起こったＩＴを中心とする急

速な技術革新による兵器体系の質の転換と相俟って、防衛産業のドラスティック

な統合・再編と企業体質の転換が行われていった。このことは例えば、１９８０

年にあった７０社が吸収合併されて 2003 年には大手５社（ロッキードマーチン、

ノースロップグラマン、ボーイング、レイセオン、ゼネラルダイナミックス各社）

になった事実、或いは「表６－１」に示す分野別の主たる契約社数の推移に如実

に表されている。 

分野別の主たる契約社数の推移比較（１９９０年時→１９９８年時） 

 分  野 契約社数 分  野 契約社数 

戦術ミサイル 13 → 3 戦術装輪車両 6 → 4 

固定翼航空機 8 → 2 装軌戦闘車両 3 → 2 

ロケット 6 → 2 戦略ミサイル 3 → 2 

衛星 8 → 5 魚雷 3 → 2 

洋上艦 8 → 5 回転翼機 4 → 3 

表６－１  （出典：米国GAOによる米上院軍事委員会証言 １９９８年３月） 

このように米国の防衛産業は、１９９０年代から２０００年代初期にかけての

時期における大規模な M&A を通じて、企業規模の拡大化と新しい兵器体系を形成

するハイテクウエポンシステムを生産できる企業体質へと転換していった。 

一方、欧州の防衛産業は、米国と同様防衛予算の削減に伴う受注減の影響を受

けると共に、米国防衛産業のドラスティックな M&A による大規模化、健全・強力

化、知識集約型化等を目の当たりにして、米国企業に呑み込まれないために、逐

次国営から民営化へ移すと共に欧州域内の企業同士による合併、再編が進み規模
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の拡大化が図られていった。この結果１９９９年から２０００年にかけて、航空

機部門では EADS 社が、宇宙部門では ASTRIUM 社が、ミサイル部門では MBDA 社が、

そしてコングロマリットとして THALES 社並びに BAE システムズ社がそれぞれ誕生

するに至り、現在では米国大手企業と概ね対等に競争できるレベルに達している。 

我が国の防衛機器産業が、ハイテクウエポンシステムを国際共同研究・開発・

生産する場合の相手先企業は、上記のような経過を経てきている企業である。 

(イ) 国際共同研究・開発・生産への指向  

近年における武器を取り巻く環境は、国際共同研究・開発・生産へと向かわせ

るに十分な条件が整っている。即ち、国によって状況は異なるものの防衛予算の

増加は依然として困難な状況にあり、一方ウエポンシステムの高性能化、大シス

テム化に伴い価格の高騰は避けられず、一国のみで研究・開発・生産するには技

術的にもまた経費的にも不可能に近いと言えよう。現在の武器システムは、セン

サー、攻撃兵器、指揮統制システム（Ｃ３Ｉ）がお互いにリンクして一つの完結

された性能を発揮するものとなっており、武器システム間のインターオペラビリ

ティの確保が必須であると共に、同盟国軍とのインターオペラビリティもまた確

保されなければならない。現在のこのような個々の高性能システムで構成される

大きなシステムとしての武器システムは、国際共同あるいは多数企業の共同によ

る開発・生産でなければ出来なくなってきている。また、欧米の多くの企業は防

衛産業も含めてグローバルな生産拠点を既に有している。これらのことから欧米

の防衛産業にとって、国際共同は極めて自然な馴染み深い開発・生産形態である

と言えよう。しかし一方で技術移転に伴う技術情報保全並びに技術優位性確保の

問題は残されており、これへの対策も並行して進められている。 

国際共同プロジェクトへの参加国にとっては、技術的、財政的問題と国防基盤

を自国内に維持すること、これらを満足させる最善とは言えないが次善の策が国

際共同研究・開発・生産であり、これにより先端技術による装備品を装備するこ

とができ、企業は仕事を獲得し、先端技術を獲得し、国内に防衛支援基盤を維持

できる。 

(ウ) 代表的なプロジェクト  

① 弾道ミサイル防衛システム  

我が国は、イージス艦に搭載される弾道ミサイル迎撃用の SM-3 ミサイルの日米

共同技術研究を１９９９年から実施してきたが、２００５年から開発、試験、評

価段階に入る。昨年１２月、政府は、本研究該当品目に対する武器輸出３原則の

適用除外を認め、共同開発・生産への移行が可能となった。更に、我が国のミサ

イル防衛システム全般にわたる研究、開発、生産、配備、運用等に関する情報交

換を内容とする包括的な MOU も締結された。これにより今後、SM-3 ミサイル以外

の分野における日米共同研究、開発等の計画が具体化していくものと思われる。 

米国と欧州諸国との間においては、ミサイル防衛に関するフィージビリティス

タディ、米国、ドイツ、イタリー三国による戦術弾道ミサイル迎撃能力を有する

MEADS の共同開発、米国の技術・経済支援によるイスラエルの戦術弾道ミサイル
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迎撃性能を持つアローシステムの開発・生産・配備、またフランスがイタリーと

共同で開発を進める SAMP-T 計画等がある。 

② ジョイントストライクファイター（ＪＳＦ）  
ＪＳＦは米空軍と米海兵隊の統合戦闘航空機として計画されたもので、最後の

有人戦闘機と言われる。当初Ｆ－１６のように欧州におけるライセンス生産及び

その他の国へ多数販売することを意図していたが、欧州諸国企業は最早ライセン

ス生産とか完成品の販売では魅力が感じられず、開発及び生産段階から計画に参

入することを求めたため、米国防省は初めて主要装備品の外国との共同開発・共

同生産に踏み切った。 

現在、１０カ国が米国の計画に参加し、共同開発・共同生産をする体制をとっ

ているが、米国は四つのカテゴリーに分けて各国に参加要請をしてきた。即ち、

米国企業と同等のレベルの Full Collaborative Partner として英国が 1997 年か

ら始まった Concept Development Phase から参加している。第 2 のカテゴリーに

は、Ｆ－１６のライセンス生産を行ったデンマーク、オランダ、ノルウエーが英

国に次ぐ密接な関係とワークシェアを期待できる Associate Partner として参加

し、次いで第３のカテゴリーにはカナダ、オーストラリア、イタリーが入り

Informed Partner と呼ばれ、要求性能に対する要求ができることと購入を前提で

ワークシェアがある。第４のカテゴリーは、FMS 購入を予定するトルコ、シンガ

ポール、イスラエルで FMS Partner と呼ばれる。 

Concept Development Phase（１９９７年～２００１年）では、ロッキードマー

チンチームとボーイングチームの競争となり、競争の結果ロッキードマーチンチ

ームが勝利し、米空軍は２００１年１０月、ロッキードマーチンチーム社と約２

２兆円（総生産機数２，５００機を見込む）に上る調達契約を結んだ。 

我が国がこの計画に参入することは可能と思われるが、生産・組み立て等の分

担は既に決まっているものと思われ、第４のカテゴリーでの参加若しくは、第３

のカテゴリーの下請けとしての参入止まりであろう。それでも我が国の防衛及び

産業基盤にとっての利益はあると思われる。 

③ 生物・化学兵器攻撃対処システム  
米国防省は、生物兵器及び化学兵器による攻撃に対しこれを探知・識別・除染

等するシステムの共同研究・開発を英国及びドイツ等と進めている。これらの技

術データは秘匿度の高い情報であるが、保全措置をとって情報を共有し共同研

究・開発を進めている。我が国が適切に対処できる高性能システムを開発するた

めには、欧米の機関、企業等と情報を共有し、共同で開発・生産できる体制を整

える必要がある。 

④ その他  
米国防省が現在進めている「Future Combat System (FCS)」の共同研究開発、

日米間で既に進められている共同研究の開発・生産への移行等 

イ 外国への武器等の輸出 

(ア) まずは、従来海外から引き合いがありながら武器輸出３原則のために輸出で
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きなかった品目で、新たに定める武器等輸出入管理規範に則っているものの

輸出から始めるのが妥当であろう。例えば、 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ア 

イ 

ウ 

米国からのライセンス生産品目で米国の製造元が製造中止となった品目の

米国への輸出  
PKO で使用する車両等で使用済み後現地国へ供与するもの  
戦闘の用には供さない純然たる訓練装置  
防衛庁仕様で開発された航空機用エンジン  

(イ) テロ対策支援・海賊対策支援のための装備品及び救難用装備品で武器等輸出

入管理規範に則っているもの 

海上パトロール用艦艇  
海上・陸上監視用航空機及び救難用航空機（回転翼、固定翼）  
防毒マスク等の個人防護用装具  

(ウ) 国際競争力のある武器等で武器等輸出入管理規範に則っているもの 

主として在来兵器で国際競争力のある装備品を武器等輸出入管理規範に則

った国への輸出。 

(エ) 航空機・艦艇等の改修、修理のための部品等の輸出 

(２) 影響  
先端技術の獲得 

先端技術を駆使した装備品の国際共同開発・生産プロジェクトに参加すること

により先端技術が獲得できる。この場合、開発段階から参加すべきである。 

販路拡大による売り上げ増 

従来国内市場、即ち防衛庁自衛隊のみが顧客のため販売数量が限定されていた

が、外国への輸出が可能となるため販売数量増が期待できる。 

企業の体力、技術力の差による企業の選別・階層化 

武器輸出や国際共同開発・生産が可能となることによって、我が国の防衛機器

産業の階層化と技術力の有無による淘汰・選別が進むと思われる。即ち、第一層

として、国際共同プロジェクトに参加できる先端的技術力と企業規模を有する企

業群、次いで第二層に国際競争力のある得意技術を持った企業群、第三層に在来

兵器ではあるが国際競争力のある装備品を有する企業群、そして第四層に上記に

入らない企業群というふうに選別され階層化されていくものと思われる。言うな

らばこれまで我が国の防衛機器産業は、輸出はしない、技術はライセンス料を払

って出来上がったものを取得する、その代わりコスト的には高くても顧客である

防衛庁に納入できる、という甘えの構造の中にあったと思われるが、グローバル

なマーケットの中で共同開発・生産を勝ち取っていくためには、このような体質

から脱皮しなければならない。そのため、防衛機器産業は、次のような企業努力

を求められ、その過程で、あるいはその結果、先に述べたような階層化が進むも

のと思われる。即ち、①企業規模の拡大化・適正化、②国際競争に伍していける

特異技術の確立、③大量消耗型兵器の生産から知識集約型兵器生産への企業体質

の転換、④国際競争力を持った在来兵器の生産、である。これに応えられない企
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業は、防衛機器産業分野から撤退する等淘汰が進んでいくであろう。 

２． 改善を要する事項 

(１) 政府に求められるもの  

ア 

イ 

ウ 

エ 

オ 

関係法令、規則等の整備 

現行の法、規則等を見直して、今日における武器輸出に当たっての基本的な考

え方、責任と権限、罰則、武器等輸出入管理規範、武器リスト、申請・審査・承

認要領等を新たに明確化すること 

主管官庁の組織改編及び関係省庁代表から成る審査機構の設置 

条約・協定等の批准、締結の促進 

(ア) 軍備管理、軍縮に関する条約・協定等の批准、締結、履行  

(イ) 防衛技術情報保全のための日米協定の締結促進  

米国はかなり以前から我が国に対して「軍事情報に関する一般保全協定」

（General Security of Military Information Agreement : GSOMIA）の締結を求

めてきたと思われる。特に近年にあっては、兵器システムのライセンス生産に伴

う軍事技術移転に当たって対処してきた、従来の個々のシステムの政府間覚書

（MOU）で軍事技術情報の保全について取り決めるというのは、最早限界に達して

いる。現在の兵器システムは他の色々なシステムとの関わりの中で機能している

ため、特定の一つのシステムの技術情報保全だけで片付けられる問題ではない。

今後、日米間の共同開発・生産を様々な先進兵器の領域にまで広げていくために

は、GSOMIA の締結が是非とも必要である。また、日米安全保障関係を更に深化さ

せるためには、兵器システムの技術情報のみならず、戦略、戦術情報も含めたも

っと幅広く、深い情報の共有が必要である。このような理由からも GSOMIA の早急

な締結が求められる。この際これに対応して我が国の国内法の整備も必要である。 

(ウ) 知的所有権保護に関する取り決めの締結促進  

防衛機器産業の再投資・転換に対する支援 

かつて米国では、１９９０年代から２０００年代初頭にかけての大規模Ｍ＆Ａ

が進行していた時期、米国防衛産業が、合併・買収により会社或いは特定事業部

門の統合、縮小、廃止、生産拠点の移動、人員の整理、配置転換等を行った場合、

国防省は、これらの経費の応分の負担を国防省と契約するプロジェクトの中で支

払うこととしていた。これは統合・再編による合理化、効率化が進んだ結果によ

る節減経費の方が、国防省が支払う再投資・転換支援費よりも大きいということ

が見積もられたケースに対して適用された。これにより防衛産業は、積極的に企

業統合・再編を進めるインセンティブを得たし、国防省は予算の節約をすること

が出来た。 

我が国において米国と同じような制度が実行可能かどうか疑問であるが、防衛

機器産業に統合・再編の機運を起こさせ鼓舞し、かつ防衛庁は防衛予算の節約が

出来る、というような施策の実行が望まれる。 

重要防衛技術の指定と保護・育成 
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防衛庁の所掌として、我が国が国内に保持すべき重要な防衛技術を選定し、当

該技術の保護、育成を図るための措置を講じる必要がある。例えば、当該技術の

対外移転は、技術優位性が確保できる時点・場合でなければ許可しないこととす

ること、及び関連する技術研究・開発を防衛庁が主導し、そのための予算措置を

講じる等があろう。 

(２) 防衛機器産業に求められるもの  
ア 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

イ 

ウ 

• 

• 

• 

ビジョンの確立と追求 

武器輸出或いは国際共同研究・開発・生産が可能となった時代における防衛機

器産業としての明確なビジョンの確立と追求が求められる。具体的には次のよう

なことが挙げられよう。 

(ア) コアコンピタンス・得意技術  
各企業は、何をコアコンピタンス・得意技術にし、防衛機器産業グループのど

こにどのように位置付けるか（技術領域、及びインテグレーター、プライム、サ

プライヤーのレベル等）を明確にすること 

(イ) コアコンピタンス・得意技術に競争力を持たせるための次のような努力  
研究開発投資の拡大  
先進技術を有する企業との提携等（ JV、M&A、共同研究・開発等）  
軍用に転用可能な民生技術の発掘  
既存技術（軍、民を問わず）の統・融合  
企業体様の適正化  

(ウ) ビジョンに合わせた企業のあるべき姿へ向けた次のような努力  
企業規模の適正化及び得意技術追求のための吸収合併及び整理  
垂直統合か、水平統合か、或いは、得意技術深化のためか、得意技術の補

完のためか、或いは同種技術の整理統合か  
不得意技術分野からの撤退、同部門の切り離し  

知識集約型企業構造・体質への転換 

過去約３０年の呪縛からの開放 

これまでに引き合いのあった装備品等の輸出の申請 

これまでに引き合いのあった共同開発・生産案件の申請 

新規輸出並びに共同開発・生産の積極的推進 

グローバルなセンス涵養のための企業努力 

国際共同プロジェクトに参入していくため、或いは平和国家建設のための防衛

力整備支援のためには、兵器システムの趨勢、軍用・民用先端技術の趨勢、国際

社会の安全保障環境の趨勢、グローバルな企業動向等を長期的な視野でかつ正し

く展望できる洞察力がなければならない。そのための企業努力が求められる。 

(ア) 国際社会の安全保障環境に関する洞察  
(イ) グローバルなビジネス戦略に関するもの  

企業提携、M&A 等をどの企業（国内、外国）と行うか、或いはしないか  
マーケッティング（どこの国に、何のために、何を輸出するのか）  
ウエポンシステムの将来動向についての洞察  
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結  言 

武器等輸出入管理の根本理念は、「安全保障環境の改善に寄与する武器等の輸

出入は承認し、これに反する武器等の輸出入を取り締まる」ということである。

ここには、平和や安全を維持するのに武器を装備した武力集団である軍隊の存在

が欠かせないとする基本認識がある。我が国は、永らくこの基本認識を国際社会

と共有することを拒み続けてきた。また、世界には平和国家建設を指向する我が

国と同じような国家が存在するが、我が国は彼らの防衛努力に対する支援の要請

をも拒み続けてきた。 

その意味において、昨年１２月１０日の武器輸出３原則の見直しに関する政府

決定は、国際社会の安全保障環境の改善に、積極的に関わっていくとの姿勢を示

したものであり、極めて重要な意味を持つものである。政策見直しの直接の引き

金となったものは、目前に迫っていたミサイル防衛に関する日米共同研究の開

発・生産段階への移行を可能とするための政策転換であったが、同時に米国との

その他の共同開発・生産プロジェクトへの参加も、そしてまたテロ・海賊対策支

援等のための国際共同についてもケースバイケースで検討するとしたことは、今

後の本格的な政策転換へ向けた貴重な第一歩である。その意味で、この第一歩を

いかに適切に歩み出すかは極めて重要である。 

日本は、この度の武器輸出３原則政策の見直しによって武器を野放図に輸出し

ようとするのではない。国の定めるところに従って、普遍性、正当性並びに透明

性を実現して武器等の輸出入を実施しようとするものであり、そのような体制の

整備が必要である。即ち、輸出の承認基準たる「武器等の輸出入に関する規範」

並びに「武器リスト」は、卑しくも日本独自のユニークな「規範」や「リスト」

によって判断・承認されることがないよう普遍性のあるものを定め、「規範」に

照らしてあらゆる方面から十分に審議を尽くして武器等の輸出入の正当性を見極

め、「規範」、「リスト」並びに審査要領を明らかにすると共に、輸出実績を定

期的に公表する等武器輸出の透明性に努める必要がある。 

武器輸出管理は、国家や国際社会の安全保障に直接関わる重要事項であるため、

欧米先進各国は、法によって明確に責任と権限と罰則を定め、個々のケースにつ

いては、関係省庁、或いは国によっては議会を関与させて、審議を尽くし、最終

的には首相や大統領が決定を下す仕組みが取られている。また、判断の基準とし

ては各種国連決議等を通じて得られた原則を最低限の基準とし、各国の国情に応

じてこれに追加した規範を定めている。我が国においても、早急にこのような体

制の整備が望まれるところである。 

昨年１２月１０日の政府決定を第一歩として、このような転換が成功裏に進展

していけば、我が国防衛力の強化及びこれを支える防衛機器産業基盤の強化を期
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することが出来るとともに、今後兵器システムの研究・開発・生産・装備におけ

るグローバル化とこれを支える防衛機器産業のグローバル化も進んで行くであろ

う。これにより友好国軍隊とのインターオペラビリティの確保・向上も期するこ

とができると共に、平和指向国家に対する防衛力整備支援を通じてこれら諸国と

の相互信頼関係、協力関係の強化を図ることができ、我が国安全保障の向上はも

とより、国際社会の安全保障環境の改善に資することができる。 

武器輸出に関する政府の政策転換が我が国の防衛機器産業に与える影響は、極

めて大きいと言わざるを得ない。一言で言えば、かって民生産業のグローバル化

とリストラが進んでいった時代に、民生産業が経験した試練を、防衛機器産業が

受けることになるということであろう。即ち、国際競争力のある技術或いは製品

を有する企業が生き残っていき、そうでない企業は転進或いは吸収合併されてい

くということである。政府による本格的な政策転換を迎えるまでの間に、防衛機

器産業は、在来兵器産業グループの一員として生きていくのか、或いはハイテク

兵器産業の一員として生きていくのか、自らビジョンを定めその実現に向けた、

まさに生き残りを賭けた企業努力が求められていると言えよう。 
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添 付 資 料  

資 料 第 １   米国の武器輸出管理政策（仮約） 

従来の防衛政策の検討に関連する日本の最近のニュースは、将来、日本の武器

輸出管理政策が修正されることを強く示唆している。この文章は、米国の武器輸

出及び輸出管理政策の選択方向に焦点を当てており、日本の武器輸出及び輸出管

理政策の最近の見直しに関連し、日本戦略研究フォーラム(JFSS)から国際技術貿

易協会（ITTA）に宛てられた質問に回答する形で構成されている。 

第１ 総 説 

１． 米国の武器輸出政策  

米国の武器輸出管理に係わる第一義の法的根拠は、1976 年に制定された武器輸出管

理法（Arms Export Control Act：AECA) である。この AECA は、米国の国家安全保

障及び外交政策上の国益と合致する通常兵器輸出政策（Conventional Arms Transfer 

本政策：以降、本政策と呼称する)の決定、維持及び管理上の必要条件を含んでいる。

この政策は、米国の国家安全保障会議の代表を務めるホワイトハウス及び国務省、

国防総省、財務省、商務省、CIA 及び他の政府機関を包含する関連組織によって決

定される 。 

本政策の内容は、秘区分を有している。しかし、本政策の詳細は、クリントン政権

時、ホワイトハウスによって公表されたことがある。本政策は、輸出決定がケース・

バイ・ケースで行われることを規定するが、通常兵器及び防衛関連技術を輸出する

際は、既定の多くの政策目標実現に向けての考慮を加えなければならないとされて

いる。これらには、以下の諸事項が含まれる。 

(１) 米軍は、仮想敵国に対し、技術上の優位を維持し続ける。  

(２) 同盟及び友好国への脅威を低減させ、共同作戦が要求される場合には、米軍

とのインタオペラビリティ（相互運用性）を促進し、必要に応じて、共同防

衛を実施する。  

(３) 特にミサイルを重点に、大量破壊兵器及び運搬手段拡散の必要性を減じるこ

とにより、米国の国益に直結する地域の安定に貢献する。  

(４) 米国の防衛上の要請を満足させ、部品、装備計画の低価格化を実現し、長期

的に米軍の科学技術上の優越を維持するために、米国の防衛産業基盤能力を

強化する。  

２． 米国における武器輸出許可（ライセンス）過程  

米防衛貿易管理局長(DDTC)に当該武器輸出許可に関わる申請を提出しなければな

らない。個々の申請は、内容の検討と政府の決心に至るまでの標準的なプロセス

を通過しなければならない。申請に関連している団体の名前は、更に集中的な最

終使用者関する考査の必要性を決定するために、米国政府の点検リストに添って

審査される。米防衛管理局長は、 同様に自分が決裁を行うに際して十分な情報が

あるかどうか、或いは国防総省 ( DOD ) のような他の機関による追加的な審査が
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必要かどうかを決定する。 

国務省は、武器輸出管理法によって、防衛装備品と関連サービスの対価が、5000

万ドル以上、若しくは 1400 万ドル以上の兵器(例えば、船舶、航空機、戦車等)の

輸出申請を承認する以前に議会に通告する義務がある様に定められている。連邦議

会が輸出を禁止する両院合同決議を制定すれば、国務省は許可書を発行することが

できないことになる。 

３． 米国の武器管理法の改正  

米国の武器輸出管理制度の最近の改正は、時代の要請に合わせるため、多くの特定

の努力が指向されたクリントン政権の米国の武器輸出安全保障イニシアティブ

(DTSI)と時を同じくして 2000 年に開始された。最も重要なことであるが、米国の

武器輸出安全保障イニシアティブ(DTSI)は、武器及び軍事技術の輸出の重要な点は、

米国の同盟国 (特に、NATO 加盟国、日本、オーストラリア及びスウェーデン) に対

する輸出を活発化するように設計されている。これらの改正は、同じく、米国及び

ヨーロッパの防衛関連企業間で協力を強化しようと試みている。 

武器輸出安全保障イニシアティブ(DTSI)の改正努力は、全体の武器システムが、 

NATO 加盟国に向け申請書の検討を推進するために、新しい輸出許可を与えることか

ら変化してきた。 

最も大きな改正があったのは、彼らの輸出申請システムとひきかえの武器輸出ライ

センスの要求から輸出免許制に緩和し、友好的同盟国(例えば、英国 、日本、オー

ストラリア及び他の一定の友好国、同盟国)を免除したことである。現在、そのよ

うな免除を取り決めた同盟国は、英国、オーストラリアである。 

事実上、米政府は、自分の防衛産業によって製造された、或いは米、又は他国から

取得した武器の売却及び輸出に関して、厳格な管理を確立し、維持する見返りに、

ライセンスが不要な米国の武器輸出を提供することにより、輸出管理の強化を他の

国々に奨励している。 

４． ブッシュ政権下の改正   

２００２年１１月、リチャード・アーミテージ国務副長官は、ブッシュ政権は、米

国の武器貿易政策の完全な再検討を実施していると発表した。防衛貿易輸出 と国

家の安全保障に関する再検討として知られている本検討は、一般にＮＳＰＤ－１９

と呼称されている。 

未だ完成されていないが、ＮＳＰＤ－１９は、米国の防衛貿易政策の有効性を算定

することに集中しており、それらの政策は、それの実現を保証するために必要な政

策変更を確定することにより、米国の国家安全保障と外交政策目標を支援し続ける

であろう。 

その検討は、友好国、同盟国間で、能力とインターオペラビリティを強化すること

により、潜在敵国に対する米国の科学技術上と戦争における戦闘遂行上の利点を維

持することを目指している。 
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他の検討の目標は、現在及び将来の国家安全保障要求を満たすために必要な生命力

の強い米国の防衛産業基盤を維持するに役立つ様な政策を設定することである。 

ＮＳＰＤ－１９の重要部分は、国家安全保障会議会議によって策定された米国の軍

需品目録の完全な再検討である。ブッシュ政権は、国務省防衛貿易管理室から防衛

管理部門局へ昇格や、ライセンスを必要としない航空機部品売却のドルの価格を

500 ドルから 5000 ドル、最高 12 回/ 年間に引き上げたり、2000 億ドルの統合攻

撃戦闘機計画と関連する製造許可を促進する国際共同開発を初めて行う等、米国の

武器輸出管理面で進行中の NSPD-19 で、既に多くの改正を行っている。  

５． 現状の課題と将来動向  

以下は、将来の改正に含めるべくブッシュ政権が現在検討中の課題である。NATO 軍

のインタオペラビリティを向上させるため、どのようにして、米国及び主要同盟国

の防衛産業を共により接近した状態に至らせるか。相互に管理された防衛装備及び

技術に立脚した状態に至るため、如何に米国と他の NATO 加盟国の外国製品に対する

各々の法令の不一致を克服するか。 

同盟国に米国の防衛技術を輸出し、その見返りに、同盟国政府は、交互競争に立脚

した米国の防衛技術が獲得できるよう門戸を開放する為に、如何に妥当な条件を保

証するか。 

商用通信衛星を同盟国に輸出する際の米会社の能力に関し、如何に米国の技術管理

が最小の負担で済む様に保証するか。例えば、管理下にある装備を再輸出する際の

不正使用や流用から保護する為に、如何に、米国の防衛技術を保証し、最良の状態

を保つために、友好国、同盟国と協働するか。 

第２ 武器輸出に関する米国の展望 

日本戦略研究フォーラム(JFSS)の質問１ 

１． 米国は、危機にある国家に関与する際、何を基準にして、関与するのか、関

与しないのかを定めているのか ? 

言葉を変えれば、我々は、そうした行動に対し、積極的に軍隊を派遣したり、装備

や、後方支援を提供するといった支援行動をとるべきであるのか。 

防衛/軍事面での努力に関する日本の政策の概念規定、決定、採用、維持は、以下の

面で明確にされるべきである。 

(１) 平和維持のための部隊の展開、更に直接的な戦闘  /  安全保障能力を必要とす

る可能な任務  

(２) 武器の売却、補助金、他の国へのあらゆる形式、量の軍装備品の賃貸、貸与  

地域的な、また全地球的なパワーバランスに対する衝撃を念頭に置いて、通常兵器

の輸出を扱う政策は、注意深く、慎重に決定されるべきである。 

例えば、日本が台湾ミにサイル防衛を装備したり、技術を移転すれば、台湾に関わ

る中国のミサイル脅威は、著しく減少するか無効になり、現在の地域バランスは、

基本的に変わるであろう。 
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そのような況下の中国の反応や、それに対する台湾の反応は、明確な対立構図を作

りだすであろう。米国との綿密な調整が必要とされる所以である。しかし、如何な

る場面においても、武器輸出のためのその日本の国策が米国の立場及び防衛要求に

基づいて決定されることを印象づける様な公の声明は、非常に愚かである。 

武器輸出分野における日本の政策は、明確に日本自身のものでなければならない。

武器を他の国に輸出することと、国連/ 多国籍軍からの要求を満たすために、海外

に日本の自衛隊を派遣する問題とは、基本的に全く異なっている。 

海外へ派遣された部隊は、自らの武器、軍装備品の管理、補給、修理部品及び整備

能力を保有し続けるであろう。平和維持に派遣された国に対しては、日本の部隊装

備を残置するという決定が必要である。しかし、武器輸出政策の決定は、平和維持

任務に参加するという決定とは、基本的に異なっている。 

国際技術貿易協会(ITTA)の考えでは、日本政府は、まず最初に、平和の状態が維持

するために紛争に苦しんでいる国に対して、平和維持任務を考慮する際に、危機に

対し、どの様に部隊の展開と補給整備を実施するかを考慮するべきである。 

そのような努力は、紛争終了後、和平へのプロセスを監視し、観察し、以前の戦闘

員が署名した平和協定を実行するのを支援することに焦点を合わせる国連平和維持

任務への参加に際しては、典型的に課されるものである。 

この点に関して、国連憲章は、国際平和と安全を維持するために、集団行動をとる

ために、力と責任を国連安全保障理事会に与えている。この理由のために、国際社

会は、通常、安全保障理事会が平和維持活動(PKO)を決議することを期待する。 

これらの作戦の大部分は、この目的のために国際連合が利用可能な部隊を伴い、国

際連合によって確立され、実行される。PKO を支援する国家の軍部隊は、 通常、国

連軍の作戦指揮の下に入る。 

他のケースで、国連の直接的な関与が適切でない、若しくは実行不可能である場合

は、安全保障理事会は、平和維持のため、若しくは、平和執行機能を実行するため

に、北大西洋条約機構(NATO)、欧州連合(EU)、西アフリカ諸国経済共同体、有志連

合のような地域的な組織を認可する。派兵に関する日本の政策の別の観点としては、

自衛隊の派遣や、物品の供給、補給支援は、国連平和維持任務の文脈外で、国際的

な要求を勘案する必要がある。 

国連の平和維持活動の外では、国際技術貿易協会(ITTA)は、日本がその同盟国、明

確に日本が締結している 1960 年の日米安全保障条約の下の正式の軍事同盟国であ

る米国と協力してのみ、海外展開に従事すること勧める。 

イラクの米国に先導された有志連合への日本の支援は、如何に日本が世界規模の安

全保障と、自身の国家安全保障の両方を強化する為の海外作戦を援助し得るかの好

例である。 

米政府は、米軍の展開を必要とする危機に関して、他の国家からの支援、援助を心

から歓迎し、評価している。 
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これは、イラクの回復及び再建努力を支持する非戦闘行動のために、日本の 800 人

を超える自衛官をイラクに派遣したことでとりわけ真実になった。米国が恐らく日

本に依頼すると推測される支援も、自衛隊の支援形態と同様に、事実関係と周囲の

状況によって異なる。 

例えば、平和維持の目的のための軍隊派遣は、ある特定の種類の軍部隊と能力が必

要とされる。紛争後の安定化の派遣は、また異なる軍部隊の構成を必要とするかも

知れない。 

活動の激しい暴動やゲリラ戦を扱うための展開は、異なった性格の軍部隊を必要と

するかもしれない。 

全面戦争を戦うための軍部隊は、はるかに更に多くの複雑な異なる軍部隊の投入や、

日本の中で遙かに大きな、産業、兵站上の支持基盤を必要とするであろう。概して、

ワシントンでは、日本は今後数年間で益々、アジアにおける安全保障環境に応じて、

防衛意識が高揚するであろうとの幅広い合意が出来つつある。 

この変動する環境は、中国の経済的、軍事的立場の向上、北朝鮮が現示している不

確実性、及び朝鮮半島での全状況及び更なる地域統合、経済成長及び政治の安定を

包含した含む東南アジアの将来を巡る数多くの不確実性が引き起こしている。 

ワシントンでは、日本は、弾道ミサイル防衛網システムを始め、米国との防衛協力

を増強しつつ、恐らくは慎重に選択された防衛装備の移転/売却を注意深く選択され

た諸国に拡大するであろうし、エネルギー安全保障上の観点や、中国の経済拡張の

如きアジアにおける安全保障環境の変化により、日本は、国家安全保障政策を強化

させる方向に向かうであろうと見ている。 

日本における現在の真剣な討議である憲法９条の改訂問題  • 

• 

• 

• 

海外での平和維持活動及び他の努力に対する日本の自衛隊の派遣問題  

変化しつつある日本の武器輸出管理政策  

米国のミサイル防衛努力への日本の増大する参加範囲  

他の問題でも、この傾向は顕著に現れてきている。 

最後に、米国は、適切な場で参加するべく決断する東京の能力と、日米の相互利益

に繋がるグローバルな、又地域的な安全保障努力を通じて、アジアと地球的規模の

安定拡大に寄与しようとする日本の努力と政策を強く支持し、支援する。 

２． 日本戦略研究フォーラム (JFSS)の質問２  

「貴国は、危機、不慮の事態に際して、どの様に支援の程度を定めるのか」 

上述したように、米政府が採用する支援の程度及び形態は、各状況における特定の

事実関係及び状況によって可変するであろう。米政府が外国の政府から武器輸出要

請を受け取り、最初に採る段階は、地域的なパワーバランスを考慮して、関係国及

び友好国による武器輸出要請の必要性を完全に分析、評価し、米国及びその同盟国

の最も良い利益と両立することが可能な様に、必要に応じ、その要請を修正するこ

とである。 
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日本の政策を展望して、国際技術貿易協会(ITTA)は、日本が支えようと考える作戦

の最終目標が何かに基づいて、日本が政策としての支援程度を定めるべきであると

考える。 

即ち、 国際技術貿易協会(ITTA)は、日本が提供できる支援の形態と場所に関して、

特定の事前に定めた限界を設定すべきないと考えている。寧ろ、日本政府は、支援

作戦全体を考慮しつつ、作戦の最終目的の支えとなる決定を行うべきである。実質

的に、軍/防衛部隊を派遣したり、武器輸出を必要とする全ての状況では、一国だけ

で関与するのではなく、有志連合を構築すべきである。 

東ティモール PKO 任務の例に依れば、通常、調整は、全体の作戦に参加している国

の重要な代表者と相談することにより、順調に進行し始めた。この方法によって、

医療支援、公衆衛生サービス、水及び下水処置、通信、民衆の安全 ( 警察) 、基盤

資材の修理及び更新、その他の作業提供は、各参加者に割当てられ、目標、被援助

国、地域の要請を満たすため、組織され、総合的で、バランスがとれたアプローチ

がとれるようになった。 

東ティモールのような状況においては、関係部隊/安全保障部隊は、水質浄化装置、

輸送手段(トラック、トレーラ、ボート、飛行場の荷役とり扱い装備等）通信手段、

健康管理資材や同施設のように選択された軍装備品を残すことになるであろう。 

各々の状況が異なることを認識して、援助を受ける国へ移管されたあらゆる装置は、

日本の武器輸出政策と可能な限り、一貫して整合性がとれたものである必要がある。

ラジオや水トレーラ等と対比してみると、武器が残される時は、特別な注意が必要

とされるであろう。 

３． 日本戦略研究フォーラム (JFSS)の質問３  

「貴国が、ある国を援助することを決定したとき、支援を実行するために、どの様

に合法化するのか。」 

議会で制定する様に、ホワイトハウスから、又は関連政府部門から行政命令が発出

される。 

米国では、米大統領が、平和維持、又は戦闘作戦のために米軍部隊を派遣する憲法

上の権限を有している。このように、大統領は、軍隊を派遣することを決定したな

らば、国防長官に対し、統合参謀本部議長及び関係コマンドの指揮官(CINCs)に指示、

助言、調整、支援を実施することにより、大統領命令を実行させるようにする。国

防長官は、自分の上級軍事顧問に、米軍が到着する際の展開と受け入れ準備のため

に、恐らく現存する不測事態対応計画を修正し、進化させるように要請する。 

米軍は、米国の目的に添って、国防長官及び大統領によって承認された特定の計画

を実行する。同時に、そのような作戦に費やされるための予算は、関連支出と同様

に、連邦議会によって承認されなければならない。議会は、特定の軍の作戦におい

て、予算を制限できる権限を有するが、殆ど発動した例は無い。一端、米軍隊が国

際的に派遣されれば、議会は、行政部門が派遣を維持するために要求した予算を認
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証することになる。 

軍隊の出動が必要な時、米軍を指揮する各 CINC (例えば、中央軍、太平洋軍、欧州

軍司令官等 ) にとって半ば慣習下しているが不測事態対応計画を立案し、計画の概

念を維持しておくのは重要なことである。 

出番が必要とされるまで、しばしば合計数百になるこれらの計画は、定期的に最新

情報に基づいた更新が施されつつ、棚の上で、常時保管されている。実用的問題と

して、現実は、計画上の要求と常に異なるものであるから、計画が実行に移される

時には、その実質的に全内容は修正されることになる。 

第３ 米国の軍備管理法 

１． 日本戦略研究フォーラム (JFSS)の質問１  

「紛争状態にある国と取引するにあたって適用される米国の軍備管理輸出管理法

に関し、貴下の意見を伺いたい。」 

(１) 多国間制度  

多国間輸出管理に関する法と取り決めは、通常兵器及び大規模破壊兵器の拡散、運

搬手段、入手希望国への引き渡し手段について規制する上で、喫緊に重要な働きを

行っている。米国では、現在の多国間協定は、この点で役に立ってはいるが、更に

効果的に機能させるため修正は可能であり、また常に改正すべきものと考えられて

いる。 

全ての政策、計画及び国際的な/多国的な軍備管理のための協力と取り決めは、最新

情報で更新され、常時注意深く維持・補修される必要性が有る。例えば、米政府は、

以下の点から、ワッセナーアグリーメント(Wassenaar Agreement)は、更に詳細な、

特定の情報交換を可能とし、ライセンスの発行、報告、実施標準の面で、より綿密

な調整が実施可能とするためにも拡大すべきであると考えている。更に、米国の多

数は、現行の取り決めは、厳密な管理と最も機微な技術に関して、最終利用者の懸

念に答えていないことから、ワッセナーアグリーメントと他の多国間輸出管理規定

に対し、補足的な枠組を付加するべきであると考えている。 

国際技術貿易協会(ITTA)は、同盟国間の防衛協調強化に資するために、現在合意さ

れている輸出管理も、同様に、改正される必要があると考えている。一つのアプロ

ーチは、国内法を縛ることによって実行されている一般輸出管理上の取り決めを、

一時的に有志連合国に対しても適用することである。その目的は、枠組内の国に技

術への特別な接近を許容する反面、枠組外の団体に対しては、最重要な技術の輸出

に関して、更に特別に効果的な管理を行うことである。 

(２) 米国の輸出管理  

冷戦間、米国の武器輸出管理政策は、ソ連及び東側諸国に対し、主として武器及び

防衛関連の技術移転の拒否に焦点を合わせていた。しかし、1991 年のソ連の崩壊以

来、米政府の様々な部門は２１世紀における軍備管理と関連手続きについて、議論

を重ねていたことから、米国の武器輸出管理制度は、過渡期にあった。冷戦後の世
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界において、米政府は、その武器輸出管理制度が適切に新しく、発展している国際

的な安全保障環境に対し、国家安全保障面や、外交政策上の利益の支えとなる状態

を維持することを目指して活動中である。 

武器輸出管理制度に関する米政府機構の改革努力の大きな焦点は、米国の利益にと

っての潜在的な脅威を生起する武器輸出を否定すると同時に、米国の友好国及び同

盟国に米国の防衛装備品に対して、適切な関わりが可能となることを保証すること

にある。 

事実上、米国は、日本のような信頼できる同盟国、友好国との取引を減速させずに、

特定の国益に基づき、問題がある武器輸出に焦点を合わせて、更に効果的な機能す

る武器輸出管理システムを確立しようとしている。米国の軍備管理に関して、こう

した発展を実現させる上で重要な要素は、輸出管理法、規則に関し、政府間の調整

を更に増大させ、詳細にわたって、実行することである。 

別の重要な米国の軍備管理政策上の改正点は、多国間 F-35 統合攻撃戦闘機計画のよ

うなプロジェクト毎に、米政府と関係する米国の民間防衛産業との間で、更に強い

調整を実施することである。米国の武器輸出管理改正面での最終的に重要な点は、

従前の官僚的なライセンス制度を、武器輸出取引実行上、効果的、効率的な時機を

得た制度に転換させることであった。 

米国の武器輸出管理面での第一義の法的根拠は、1976 年の武器輸出管理法(Arms 

Export Control Act: AECA)であり、内容としては大統領に防衛装備品及び防衛支

援サービスの輸出、輸入を管理する権限を与えるものである。フォード大統領は、

防衛装備品の輸出に関する権限を国務長官に委譲する目的で、1977 年 1 月に署名し

た大統領令 11958 において、大統領の法定権利を委託した。この権限委譲に基づい

て、国務省は米国国際兵器交易規則(US International Traffic Arms Regulations :

国際兵器交易規則(ITAR))を履行する。 

国務長官は、これらの規則(国際兵器交易規則(ITAR)) の具体的な履行の為、彼の権

限を防衛貿易統制(DAS‐防衛貿易管理)担当副次官補に、また政治的な側面は、国務

省の政治軍事局内の防衛貿易管理(MD‐防衛貿易管理)業務室長に委託した。防衛貿

易管理(MD‐防衛貿易管理)業務室長は、米国の武器輸出管理のライセンス発行権限

を有しており、防衛貿易管理室長(Defense Trade Controls:米防衛貿易管理局長

(DDTC))に対し、監督責任を有している。 

米防衛貿易管理局長(DDTC) は、米国の軍需品目録(Munitions List:USML) に記載さ

れた全ての武器の輸出を管理している。輸出管理は、国際兵器交易規則(ITAR)の対

象となる材料生産への産業技術、手順、ノウハウを含み、関連する防衛装備品と関

連技術の双方に適用される。 

武器輸出管理法(AECA)は、軍需品目録(USML)の「防衛装備品」及び「防衛サービス」

に該当すると思われる装備品を認定する広い権限を有する行政部門である。防衛装

備品は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、あらゆるフォームにおけ
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る技術的なデータを含んでいる。 

「技術的データ」は、防衛装備品の設計、開発、生産品、製品、部品、作戦、修理、

試験、整備、又は改修に必要な情報と定義される。これは、青写真、図、写真、計

画、命令及び文書の形式での情報を含んでいる。 

防衛サービスとは、外国人に対して、その所在が、米国内であろうと国外であろう

と、設計、開発、設計、製造、生産、部品、試験、補修、整備、改修、運用、非軍

事化、破壊、使用の為に、防衛装備品の利用に関し、支援、訓練することである。 

米国は、武器個々に対してと同様、技術的データ(技術)を管理している。ライセン

スは、その輸出がエクスポートが国際武器取り扱い規則(国際兵器交易規則(ITAR))

によって明確に免除されない限り、技術的データの輸出に際しては必要である。技

術的データについては、物質的形状を有するデータ、無形のデータの双方の輸出を

管理している。 

免除に該当しない限り、技術的データが送られる方法に関係なくライセンスが必要

とされる。即ち、輸出の手段、方法は、ライセンスの要不要に直接的に影響を及ぼ

さない。例えば、ライセンスが、電話、口頭の会話、手紙、電子方法及び他の交換

手段による技術的データの輸出のために必要とされる。 

外国人との技術的なデータ交換に関しては、外国人の所在が、米国内、国外に関わ

らず、輸出が発生したものと認識される。米国は、軍需品目録(USML)に基づき、全

ての装備品の一時的、若しくは恒久的な輸出管理を実施する。 

更に、そのような装備品は、米国の外の他の装備品に組み込まれるとしても、米国

の管理の下に残存し、米国は、これらの装備品に関して再輸出への管理機能(例えば、

第３国への売却)を保持する。同時に、選択された NATO 諸国、オーストラリア、日

本には免除された。 

同じく米国は、ライセンス生産契約（Manufacturing License Agreements）技術援

助協定(Technical Assistance Agreements)のような協定で、米国の軍事技術の以前

の輸出に基づく外国製品の輸出を管理する。 

(３) 他の国の輸出管理制度を強化する米国の努力  

米国政府は、国際的な軍備管理努力の成功は、各国が効果的な国家輸出管理を維持

することが鍵であると認めている。現在、米国は、特に WMD 計画に関係する技術及

び材料の管理に焦点を合わせている。米国は、全ての国に、各国の法的権限で、そ

のような材料や関連する技術を管理することを強く求めている。 

この点に関して、将来に向かっての重要なステップは、全ての国家で WMD 売買を犯

罪と見なすための輸出管理を強化し、WMD 拡散行為に強く対抗するため協力すると

した 2004 年 4 月の国連安保理(UNSC)決議 1540 であった。ブッシュ政権は、新しい

国際的な拡散防止措置を発展させる上で、UNSC1540 の採用は、努力の証であると考

えている。 

UNSC1540 は、テロリストが、特に機微な技術、材料、搬入済みか、領域を一時通過
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する装置を獲得することを防ぐために、国家に監視と管理の手を働かせる義務を負

わせる。米国の観点に立てば、本規定の最重要点は、それが国家的レベルの法律と

して拡散防止手段の確立のための国際的な規範を作成することに繋がると見ている

からである。ブッシュ政権は、UNSC1540 の履行を保証するために、効果的な国家の

管理及び強制措置を確立するのであれば、当該諸国を支援する用意があることを表

明している。 

米国は、当該諸国が、決議第 4 項に従い、国連 1540 委員会に対し、真剣な履行努力

と活動実態に関する総合的な報告書を提出することを重視している。2004 年 10 月 2

日時点で、僅か 54 カ国が当該報告書を提出しているのみである。(国別報告書の現

時点での提出数は約 70 である。) 

米国は、この国別報告書数が国際社会が効果的な核拡散防止輸出管理及び強制措置

を有効に機能させるために残されている仕事量を理解する為の重要手段であると考

えている。この点に関して、米国は、国務省の輸出管理・関連国境安全保障援助計

画(EXBS) で、輸出管理システムを国際標準に到達させるため、当該諸国に直接的な

援助をしてきた。輸出管理は、機微な技術を密輸出しようとする試みを発見・阻止

する為に極めて重要である。 

２． 日本戦略研究フォーラム (JFSS)の質問２  

「台湾海峡緊張が激化した際の米国の台湾関係行動に関し、貴見を賜りたい。」 

中国に向けての米政策は、次の如く要約される。ブッシュ政権は、中国に関し、重

大な米国の経済、政治、安全保障上の国益を認めている。中米間の貿易は、著しく

成長しつつある。中国は、アジア地域で米国の影響力を低下させる可能性を持つ政

治的な力を示し始めている。中国の軍事力増強が、周辺地域に不均衡状態を呼び起

こすことを懸念しており、ある点では、アジア地域における米国の友好国及び同盟

国を脅かす可能性が有ると見ている。 

長期、総合的に見て、ブッシュ政権の目標は、中国がアジア地域の平和と安定のた

めの力となる民主国家に発展することを奨励することである。ブッシュ政権は、依

然として、中国に対するツー・トラック・アプローチを継続するであろう。米政府

は、一つのトラック上では、民主主義・市場経済を標榜する中国の出現を求めるで

あろう。 

これらの目的を達成するために、米政府は、世界貿易機構(WTO)への加盟、平和目的

(例えば、適切な状況下での発電)での米国の核技術への接近、先進 8 カ国首脳会議

への潜在的な参加といった誘因を使い続けるであろう。米政府は、もう一方のトラ

ック上で、中国の増大する軍事力やアジア地域を不安定化させる拡大主義的な力を

憂慮する状態を継続するであろう。 

中国は、近代化兵器への軍事支出、開発を増加している。台湾に関する米政府の政

策は、両側に対し、平和的に対立を解決することを奨励することである。ワシント

ンから台湾に対して、台湾が行動をとれば、現状が大きく変ってしまうこと、必ず
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しも台湾を保護する立場にあるとは限らないこと、中国を思い留まらせるのに十分

な地域戦力を有していないことを内容とする中国への挑発を抑制する助言がそれと

なく発せられている。 

米国は中国に対し、中国解放軍(PRC)による台湾への攻撃に対しては、台湾側に強力

にコミットし続けること、中国がミサイルを強化し、台湾近傍で他の戦力の誇示に

対しては、これを終結する様に力説している。概して、米政府は、現時点の米－中

関係は、ブッシュ政権の当初の第 1 期に比し、内容的に著しく向上しており、全体

で落ち着いた安定状態にあると考えている。しかし、全体の政策としては、米国は、

正当性が認めらない中国の攻撃に対して、台湾防衛を委託される状態を維持してい

る。 

1979 年の台湾関係法により、台湾への米国の立場は、台湾に対して強制力を用いる

あらゆる試みは米国の国際的関心事となっているということであり、このことは、

米国は台湾への軍事力行使を中国の内政問題とは見なさないことを意味している。 

３． 日本戦略研究フォーラム (JFSS)の質問３  

「新たに発生する偶発事態に際し、流血を回避し、世界平和政策を維持するため、

米国はどの様に対応する積りか。」 

ブッシュ政権は、特に２００１年９月１１日の事件の後、世界は新しい時代に入り、

テロリズムを包んだ大規模な防衛上の脅威、就中、テロリストが介在した大量破壊

兵器の使用への可能性が増加していると言明している。従って、新しい政策及び行

動が必要とされ、適切であるとされている。 

長期的な世界平和を成し遂げるため、米政府の重視事項は、テロリズムに対する断

固たる措置が含まれる。米政府は、単に攻撃に応答するのではなく、テロリスト達

が米国や同盟国を攻撃する前に、そうした事実を探知し、そうした脅威に打撃を与

え、破壊しようとする先制攻撃の政策を確立している。そのような行動は、高い信

頼性を有する重要で、実効性に富み、正確で、時機を捉えた情報活動に依拠する。

脅威が明瞭で重大となったイラク同様、米政府は必要に応じ、脅威に対抗するため

に軍事力を行使する権利を留保している。 

米政府のアプローチの第二の重要な点は、特にイスラム教、アラブの国家において、

民主主義の広がりを奨励することである。米政府は、民主国家はテロリズムを奨励

せず、これを使わず、テロリストを国内に潜伏させないと考えている。率直に言え

ば、これは、米国内の権力構造においても、全世界の米国の友好国、同盟国の間で

も、非常に物議を醸す政策である。それは、実行に際し、高いレベルで危険を伴う

政策である。しかし、米政府は、それを信頼しており、可能であれば多国間での行

動を採用するであろう。 

例えば、米政府は、イラクに対する攻撃の前に国連に赴き、多国間安全保障拡散構

想(PSI)を展開した。同時に、米政府は、重大な防衛上の脅威に対抗するために必要

と思われる時、特定の有志連合と協力して、若しくは単独で、行動するであろう。 
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第４ 法的正当性 

１． 日本戦略研究フォーラム (JFSS)の質問１  

「相互に紛争状態にあり、流血事態の発生が明瞭な国に対して、武器を輸出するた

めの法的妥当性を問いたい。」 

米国の見解では、武器輸出の合法性は、国家安全保障上の利益による規定及び米国

の国家安全保障に対する影響度に基づいている。武器輸出は、国家安全保障及び外

交政策利益を基礎にした米国の通常兵器移転政策に従い決定される。本政策は、輸

出決定がケース・バイ・ケースで行われることを規定している。しかし、武器及び

防衛関連の技術を移転する際、勘案しなければならない幾らかの最終目標を構成す

る。 

これらには、以下の点が含まれている。 

米軍が、仮想敵国に対する科学技術上の利点を維持できることを保証する。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

同盟国、友好国の作戦を援助し、彼らを防衛するため、協同作戦が必要な

場合に備え、米軍との相互運用性を促進しておく。  

米国の国益に直結する重要な地域での安定を促進するため、大量破壊兵器

及びミサイル運搬手段の拡散を阻止する。  

米国の防衛要求を満たすために、米国の防衛産業基盤の能力を拡大し、低

いコストで長期にわたり米軍の科学技術上の優越を維持できるようにする。 

米国が、国内或いは国際的に紛争、又は潜在的な紛争状態を懸念する国に

対し、米国の行政部門は、米国の国家安全保障に有害であるか、地域的、

地球的な安全保障を動揺させると信じられる時は、武器輸出に制限を加え

る権限を持っている。  

現在、米政府は、ベラルーシ、キューバ、イラン、リビア、北朝鮮、シリア、ベト

ナム、ビルマ、中国、ハイチ、リベリア、ルワンダ、ソマリア、スーダン、コンゴ

民主共和国(以前はザイール)に武器禁輸を強要している。米政府は、また国連安保

理が武器禁輸を定めたあらゆる国に対しても武器輸出を実施する。こうした地域に

おける最近の米政策には、下記の如き変更が見受けられる。 

アフガニスタン  

米防衛貿易管理局長(DDTC) は、現在のアフガニスタン政府(アフガニスタン暫定政

権) と国際安全保障援助軍向けを除いて、アフガニスタンに対する出荷のための武

器輸出ライセンスを停止している。 

インド及びパキスタン  

１９９８年５月、米政府は、インドとパキスタンが行った核実験の後、双方に対し

て武器輸出を停止する政策を決定した。 

２００３年６月、米国は、武器輸出への要請がケース・バイ・ケースで検討される

ように、本政策を調整した。 

アンゴラ  

８６ 

 



 

２００３年１１月、 米防衛貿易管理局長(DDTC) は、入出港を禁止された諸国のリ

ストからアンゴラを取り除くために、国際兵器交易規則(ITAR)を改正した。 

イラク   • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

２００３年 11 月、イラクに関する拒絶政策は同様に修正された。拒絶に関わる政策

全般の内、武器輸出に関しては、以前通りである。しかし、この全面的な拒絶政策

は、有志地方政府によって要請されるイラク軍、警官隊のために供給される非致命

的、致命的軍装備品には適用されないと修正された。米国は、同じくあらゆる個人

が直接、間接的に米国からの武器輸出に参入するのを禁止するであろう。そのよう

な禁止措置は、除外事項と呼ばれる。 

２． 日本戦略研究フォーラム (JFSS)の質問２  

「我々の国民に、致命的武器については、その構成品や部品でさえも、輸出の必要

性を理解させるように説得することは、非常に難しい。それらが真に必要とされる

時、国民に武器輸出の重要性を理解させる手段にはどの様なものがあるか。」 

上述したように、米政府は、通常兵器移転政策に基づき、武器輸出の決定を行って

いる。 

この政策は、武器を輸出することに関する決定を合法化するための基礎を米政府に

提供する。 

通常兵器輸出政策は、ホワイトハウス及び国家安全保障会議によって策定され、大

統領指令の形式と採っている。政策は、秘に分類されている。しかし、政策の詳細

は、クリントン政権間、ホワイトハウスから公表された。本政策は、輸出決定がケ

ース・バイ・ケースで行われることを規定している。しかし、その政策は、考察さ

れなければならない幾らかの最終目標及び一般的基準を持っている。 

(１) 米の国家安全保障目標  

米軍が、仮想敵国に対し、科学技術上の利点を維持できるように保証する。  

同盟国及び友好国が、自ら侵略を抑止、阻止するために必要な共同作戦を

実施するに際し、米軍とのインタ－オペラビリティを推進する。  

死活的に重要な地域の安定促進のため、大量破壊武器及びミサイル運搬手

段の拡散を防ぐ。  

平和的な紛争解決、軍備管理、人権、民主化等の米国の他外交政策目標を

推進する。  

長期的な軍事科学技術上の優越を低価格で達成するため、米国防産業基盤

能力を強化する。  

(２) 一般的な基準  

国際協定と軍備管理イニシアティブとの整合性   

米国と受け入れ国の安全保障要求に合致した合法的な兵器移転  

米国の地域的安定要求と、戦力投射能力や、軍備競争の再燃、これを助長

する可能性を有するシステムの移転に際しては、特に整合性を保持  
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

兵器の移転により、増大する接近度と影響、同盟国の責任分担、相互運用

性を通じた米国の戦略と外交政策上の利益の程度  

特に、秘匿度の高いソフトウェアとハードウェアの設計、開発、製造、知

識の統合性を保護する際の米国の能力と技術的優越の影響、システムの脆

弱性を顕在化し、妥協する際に米国の運用能力を不利にするリスク  

兵器売却か否かに係わらず、米国産業界と防衛産業界に対する衝撃度  

不十分な防護は、機微な技術及び不正使用への国内での転換と同様に、認

定されていない第三国への輸出の可能性を与えることになる。  

システムの脆弱性が露呈するリスク、逆に、妥協しすぎて米国の作戦能力

に障碍を与えるリスク  

受領国に生じる否定方向の経済、政治、社会的な衝撃と、他方で安全保障

上の必要性を満たす方策としての位置づけとの兼ね合い  

受け入れ国に、人権、テロ、拡散上の問題が生じたり、輸入兵器が悪用さ

れる可能性  

外国の供給者から同等システムを入手する可能性  

効果的に受領し、支援し、その意図されている最終用途に従い適切に要求

されるシステムを使用する受領国の能力  

(３) ブッシュ政権間の進展  

２００２年１１月、国務副長官リチャード・アーミテージは、米国の武器貿易政策

の完全な再検討を実施するブッシュ政権の計画を発表した。一般に NSPD-19 と称さ

れるこの検討は、「防衛貿易輸出政策と国家安全保障」の検討として知られている。

ブッシュ政権の検討は、米国の防衛貿易政策の有効性を評価し、それらの政策が米

国の国家安全保障及び外交政策目標を支援し続けることを保証するために必要な変

更の確認に重点を置いている。 

更に明確に述べると、本検討の目的は、以下の如く、防衛貿易、防衛貿易技術安全

保障、関連の獲得政策を確証することである。 

米国の安全保障を支援する。  

地域的安全保障を含む平和及び安定性に貢献する。  

米国の拡散防止、テロリズム対抗措置政策、戦略、国際公約を支援する。  

軍事的に重要な技術を管理する。  

そのような技術の転用を防止する。  

ブッシュ政権によれば、本検討は、能力及びインタオペラビリティを増加すること

により、友好国及び同盟国の努力を奨励し、仮想敵国に対する米国の科学技術上、

戦争・戦闘の有利性を持続させることを目指している。就中、本検討の目的は、以

下の通りである 

現在、そして将来の国家安全保障要求を満たすために必要な生存可能な米

国の防衛産業基盤を維持する。  
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基本的研究及び民生品の急速で最善な活用を容易にする。  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

• 

• 

現在の変貌しつつある安全保障環境を反映するため、同盟国と防衛、産業

界の結びつきを再興し、再編成する。  

同盟及び有志連合軍の有効性を向上させる。  

米国と並んで効果的に戦うことができる同盟国及び友好国の数を増加させ

る。  

同盟国の国防支出及び責任分担を増加させる。  

防衛協力分野を拡大する。  

本検討の目的は、以下の通りである。  

逆もまた同様であるが、同盟国による米国の技術に対する産業界の参画の

増大、急激な接近により、米・有志連合軍の有効性を向上させる為に、大

きく貢献し得る米国の武器取得計画を発案し、立案する。  

米国の国家安全保障、外交政策上の利益に関する潜在的リスクを評価し、

現在の米国の防衛貿易ライセンス政策に対し、修正によって停滞した政策

及び実践を活性化させるための特別修正を発案し、立案する。  

軍事的に重要な技術目録 

軍事部門の技術解放政策 

国家的な公開政策過程 

外国の防衛装備品及び技術の国防総省調達 

武器輸出管理上の大統領の権限を国務長官に委託した大統領令 11958 号 

武器輸出管理法令 

国際兵器交易規則(ITAR)に基づく国際間輸送 

米国-同盟国間の防衛産業協力を妨げる海外市場アクセス障壁の発見米国‐同盟国

間の防衛貿易を効果的に強化する全ての防衛技術安全保障イニシアティブの有効性

を評価し、追加イニシアティブの適切性を考察し、イニシアティブの継続、変化、

中止するための勧告を相互に交換、発展させる。他の国家の安全保障上の権利を考

慮しつつ、民間力の参画と国際協力による米軍能力向上に繋がる技術移転政策の変

更を発案する。 

基本研究に専念する米国の学際制度、米政府の研究機構、民間産業及び他の組織の

最先端の基本研究制度を相互に連接する技術輸出政策の変更を発案する。ブッシュ

政権は、米国の武器輸出管理システム向上の究極目的が NATO 軍のインタオペラビリ

ティを向上させるため、米国及び主要同盟国の防衛産業を相互に更に接近した状態

するとの非常に明瞭な声明を発出した。 

(４) ブッシュ政府が検討中の政策課題  

外国人による管理された防衛装備品及び技術への参画に関する、米国と他

NATO 加盟国政府間の処理上の不一致に、如何に対処するか。  

米国の防衛技術の同盟国への輸出に際して、同盟国政府は、交互の競争基
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盤で米国の防衛技術が調達できるが、いかに妥当で適切な条件による制約

を置くべきか。  

• 

• 

米国の会社が商用通信衛星を同盟国に輸出するに際して、いかに米国の技

術管理が会社の能力に最小の負担をかけるのみであることを証明するか。   

米国の防衛技術を保証するために、如何に友好国及び味方と共に協調し、

不正使用、転用から、効果的に保護するか。  

第５ 国際技術貿易協会(ITTA) の見解 

米政府は、冷戦後の世界で、米国の武器輸出管理制度が新しい国際的な安全保障環

境に対する米国の国家安全保障、外交政策上の利益の適切な支えとなる状態を維持

するために活動している。米国の武器輸出管理制度に関する米政府機構の改革努力

の重要な焦点は、米国の友好国を守ることであり、同盟国は、同時に米国の利益に

とっての潜在的な脅威となる武器輸出を拒否することで、米国の防衛装備品の適切

な購入への参入が許可される。 

この概念は、日本の武器輸出政策の指針として役立つであろう。現在のワシントン

の動きは、 友好国及び同盟国との協力を容易にするため、かろうじて関係諸国に対

して、軍事技術を停止することに焦点を合わせ、目標を絞った武器輸出管理システ

ムの構築を目指す現行の改正を継続する方向に傾いている。 

この傾向に鑑み、重要な問題は、将来の多国間輸出管理制度に関する米国の政策動

向であろう。ワシントンの多くの指導者は、現在、多くの多国間輸出管理制度に感

知される非能率さに消耗を強いられていると感じている。従って、米国が大きな多

国間輸出管理制度に関する関心から離れ、同盟国の更に小さな集団や日本のような

友好国との協力に益々関心を抱く状態に至る可能性は存在している。 

国際技術貿易協会(ITTA)は、米国の輸出管理の変化を監視し続けている。貴下が、

抱かれるあらゆる意見、質問を国際技術貿易協会(ITTA)宛に寄せて頂ければ、幸甚

の限りである。 
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Recent news concerning Japan’s continuing defense policy review suggests the 

probable amendment of Japan’s arms export ban policy in the near future. This paper 

focuses on select aspects of US arms transfer and export control policies. It is 

designed to assist the Japan Forum for Strategic Studies (JFSS) with its current 

review of Japan’s arms transfer and export control policies in response to specific 

questions posed by JFSS to ITTA.   

 
Executive Summary 

 

This Executive Summary highlights key points of US arms export control policy that 

might be helpful to JFSS in considering possible policies developments in Japan.   

 

US Arms Export Policy: The primary legal basis for US arms export controls is the 

Arms Export Control Act (AECA) of 1976. The AECA includes a requirement for the 

development, maintenance and administration of a Conventional Arms Transfer 

Policy (the “Policy”) consistent with US national security and foreign policy interests. 

This Policy is developed by the White House and the organizations represented on the 

US National Security Council, including the Departments of State, Defense, Treasury 

and Commerce, the CIA, and other government agencies. The Policy is classified. 

However, details of the Policy were made public through the White House during the 

Clinton Administration. The Policy stipulates that transfer decisions be made on a 

case-by-case basis, but also establishes several key goals that must be considered when 

transferring conventional arms and defense-related technologies. These include: 

To ensure that US military forces continue to maintain technological advantages over 
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potential adversaries; 

To help allies and friends deter threats and, when necessary, defend themselves, while 

promoting interoperability with US forces when combined operations are required; 

To promote regional stability in areas critical to US interests, while reducing the 

perceived need for the proliferation of weapons of mass destruction and their delivery 

systems, especially missiles; and 

To enhance the ability of the US defense industrial base to meet US defense 

requirements and maintain long-term military technological superiority at lower unit 

and program costs. 

 

US Arms Export Licensing Process: US arms exporters must file license applications 

for arms transfers with the Directorate of Defense Trade Controls at the Department 

of State (DDTC). Each application goes through a standard process for review and 

decision-making. The names of the parties involved in an application are screened 

against US government watch lists to determine if more intensive end-user reviews are 

necessary. The DDTC will also decides if there is enough information to make a final 

decision within DDTC or if additional review by other agencies is needed, such as the 

Defense Department (DOD). The State Department is also required by the AECA to 

notify Congress before approving applications that involve exports of defense articles 

and services valued over $50 million, or export shipments of major items of defense 

equipment (e.g., ships, aircraft, tanks, etc.) valued at $14 million or more. If the US 

Congress enacts a joint resolution prohibiting the export, the State Department 

cannot issue the license. 

 

US Arms Control Reform: Modern reform of the US arms export control regime began 

in 2000 with the Clinton Administration’s Defense Trade Security Initiative (DTSI), 

which identified a number of specific efforts to “update” US arms export controls.  

Most importantly, the DTSI was designed to facilitate the transfer of arms and arms 

technology to key US allies (specifically NATO members, Japan, Australia and 

Sweden).  These reforms also sought to increase cooperation between US and 

European defense companies.  The DTSI reform efforts ranged from creating new 

export licenses for entire weapons systems to expediting license reviews for NATO 

members. The most far reaching reform would be to exempt favored allies (e.g., the 

UK, Japan, Australia, and other select friends and allies) from arms export license 

requirements in exchange for modifications to their export licensing systems. Allies 
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currently negotiating such exemptions include the United Kingdom and Australia. In 

effect, the US government is encouraging other states to tighten their export controls 

by offering them license-free US arms exports as an incentive for establishing and 

maintaining tight controls on the sale and transfer of arms manufactured by their 

defense industries or received from the US or other suppliers. 

 

Reforms under the Bush Administration: In November 2002, Deputy Secretary of 

State Richard Armitage announced that the Bush Administration’s is conducting a 

thorough review of US arms trade policies. This review is known as the “Defense 

Trade Export Policy and National Security” review, commonly referred to as 

NSPD-19.1 (NSPD-19 is not yet completed.) NSPD-19 is focused on measuring the 

effectiveness of US defense trade policies and to identify changes necessary to ensure 

that those policies continue to support US national security and foreign policy goals. 

The review aims to maintain US technological and war fighting advantages over its 

potential adversaries, while facilitating friends’ and allies’ efforts to increase 

capability and interoperability. Another goal of the review is to institute policies that 

will help maintain a viable US defense industrial base necessary to meet current and 

future national security needs. A key component of NSPD-19 is a complete review of 

the US Munitions List Review, led by the National Security Council staff. The Bush 

Administration has already made a number of reforms based on the ongoing NSPD-19 

in US arms export controls to include the restructuring of the State Department’s 

Office of Defense Trade Controls into the Directorate of Defense Trade Controls, an 

increase in the dollar value of aircraft components sales that do not require licenses 

(from $500 to $5000, up to 12 times/year), and the first-ever use of the Global Project 

Authority, which was to expedite the licensing associated with the $200 billion Joint 

Strike Fighter program.2 

                         

1 NSPD-19 is the national Security Presidential Directive Number 19. This 

review is continuing, with periodic changes to US policies and procedures based 

on the results of the continuing review. One major aim of NDSP-19 is to simplify 

and make more transparent the US arms transfer process without losing essential 

control of the US arms trade. This continuing process may, as a practical matter, 

never be “completed.”   
2 A Global Project License create a single comprehensive license to cover all 

exports occurring under a government-to-government international agreement 
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Ongoing Issues and Future Trends: Issues currently under discussion within the Bush 

Administration that will direct future reform include: how to bring the defense 

industries of the US and key allies closer together to improve the interoperability of 

NATO forces; how to deal with incompatibilities in US and other NATO governments’ 

respective treatment of foreign nationals having access to controlled defense goods 

and technology; how to ensure that only reasonable conditionality is placed on exports 

of US defense technology to US allies, and that allied governments, in turn, are open 

to procuring US defense technology on a competitive basis; how to ensure that US 

technology controls place minimal burdens on the ability of US companies to export 

commercial communications satellites to allies; and how best to work with friends and 

allies to ensure US defense technology is satisfactorily protected against unauthorized 

use or diversion (e.g., reexport control issues.) 

  

A. US Perspective on Arms Transfers 

 

JFSS Question: “How do you perceive the state of concerning countries that are in 

crises or contingent to be involved in or not to be involved in? In another word, 

should we assist with some action, such as deploy the troop, supply weapon or just 

logistic support.” 

 

 In concept, the development, introduction and administration of Japanese 

policies guiding defense/military efforts should make a clear distinction between 1) 

the deployment of military units for peacekeeping missions, or possible missions 

requiring a more direct combat/security capability, and 2) the sale, grant, lease or 

loan of military equipment of any type or volume to other countries.  

 

Policies that address the transfer of conventional arms should be carefully drawn, 

keeping in mind the impact on the regional and global balance of power. For example, 

should Japan transfer to Taiwan missile defense equipment and/or technologies that would 

significantly reduce or nullify, Chinese missiles now within range of Taiwan, the current 

regional balance would change fundamentally. China’s reaction and Taiwan’s 

counter-reaction under such conditions could lead to open conflict. Close coordination 

with the US is advised. However, public statements indicating in any manner that Japan’s 

                                                                            

for a cooperative project. 
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national policies for arms transfers will be determined by the US based on US perceptions 

and US defense requirements would be extremely unwise. Japan’s policies in the arms 

transfer arena must be distinctly Japan’s own. 

 

Transferring arms to another country by any means is quite different from the deployment 

abroad of Japan’s military/self-defense forces to meet UN/multinational force requirement. 

Units dispatched abroad will maintain possession of and control of their weapons, military 

equipment and unit stocks of supplies, repair parts and maintenance capabilities. There 

could be a decision to leave the equipment of Japan’s units with a country that has been 

the focus of a peacekeeping mission. However, this would be an arms transfer policy 

decision distinct and separate from the decision to participate in the peacekeeping mission 

itself.        

 

In ITTA’s assessment, the Japanese government should primarily consider the deployment 

of troops and the supply of logistics/material to “crises” in the context of peacekeeping 

missions with a focus on helping countries suffering from conflict create conditions for 

sustainable peace. Such efforts would typically entail participation in UN peacekeeping 

missions that focus on monitoring and observing peace processes that emerge in 

post-conflict situations and assisting ex-combatants to implement the peace agreements 

they have signed. 

 

In this regard, the Charter of the United Nations gives the UN Security Council the power 

and responsibility to take collective action to maintain international peace and security. 

For this reason, the international community usually looks to the Security Council to 

authorize peacekeeping operations (PKO).  

 

Most of these operations are established and implemented by the United Nations itself 

with appropriate military units made available to UN control for this purpose. 

National military units serving in support of PKO are normally serving under UN 

operational command. In other cases, where direct UN involvement is not considered 

appropriate or feasible, the Council authorizes regional organizations such as the 

North Atlantic Treaty Organization, the European Union, the Economic Community 

of West African States, or coalitions of willing countries to implement certain 

peacekeeping or peace enforcement functions. 

 

９５ 

 



 

Another aspect of Japanese policy regarding the deployment of troops or supply of 

material or logistics support internationally needs to address situations outside the 

context of UN peacekeeping missions. Outside of UN peacekeeping operations, ITTA 

would recommend that Japan engage in overseas deployments only in cooperation 

with its allies, specifically the United States given that Japan and the United States 

are formal military allies under the Treaty of Mutual Cooperation and Security of 

1960 .  

 

Japanese support to the US-led coalition in Iraq is an example of how Japan can assist 

in foreign operations designed to strengthen both global security and its own national 

security. The US government welcomes and very much appreciates the support and 

assistance of other nations with respect to crises that have required the deployment of 

US military forces. This is especially true for Japan’s deployment of more than 800 

soldiers to Iraq for non-combat duty in support of Iraqi recovery and reconstruction 

efforts. 

 

The type of assistance that the US would likely request of Japan will be different in 

each situation depending upon the facts and circumstances as well as the military 

resources involved. For example, a military deployment for peacekeeping purposes 

will require certain kinds of forces and capabilities. Deployments for post-conflict 

stabilization may require a different configuration of forces; deployment of forces to 

address an active, intense insurgency or guerilla warfare may require yet a different 

set of forces; and a force to fight a full-scale war would require yet a different set of 

forces with far more complexity and a much larger industrial and logistical support 

structure within Japan. 

 

In general, there is a broad consensus in Washington that Japan will be increasingly 

“defense-conscious” in the coming years due to the changing security environment in Asia. 

This changing environment is due to the rising economic and military power of China, the 

uncertainties presented by North Korea and the overall situation on the Korean Peninsula, 

and the numerous uncertainties regarding the future of Southeast Asia including further 

regional integration, economic growth and political stability. From Washington’s 

perspective, the security environment in Asia (among other factors, such as energy 

security and economic expansion in China) will cause Japan to strengthen its national 

security policies, including increasing its defense cooperation with the US and possibly 
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expanding its transfers/sales of selected defense equipment to carefully selected countries, 

beginning with ballistic missile defense systems.  

 

This trend is underscored by the current serious discussions in Japan regarding revisions to 

Article IX of the Constitution; the dispatch of Japanese Self Defense Forces to 

peacekeeping operations and other efforts abroad; changing Japanese arms export control 

policies; Japan’s increasing participation in US missile defense efforts; and other issues. 

Overall, the US is highly supportive of Japanese policies that will enhance Tokyo’s ability 

to support and, where appropriate, participate in, global and regional security efforts of 

mutual interest to Japan and the US, thereby strengthening Asian and global stability. 

 

JFSS Question: “How do you categorize the degree of assistance according to the state 

of crises or contingent?” 

 

As stated above, the degree and type of assistance that the US government would view 

as helpful depends upon the specific facts and circumstances in each situation. When 

the US government receives from a foreign government a request for arms, the first 

step taken is a thorough assessment of the country or countries concerned to 

determine and verify the stated need and to modify the request as necessary to insure 

compatibility with the best interests of the US and its allies and friends, to include 

consideration of regional power balances. 

 

From the perspective of Japanese policy, ITTA would suggest that Japanese policy 

regarding the degree of assistance to be provide should be based upon the ultimate 

goal of the operation that Japan is considering to support.  

 

In other words, ITTA recommends that Japan not enact policies that place specific 

pre-determined limits on the type of assistance that it can provide. Rather, the 

Japanese government should be able to consider the full scope of assistance to an 

operation and make decisions that are supportive of the ultimate goal of the mission.   

 

Virtually every situation requiring the deployment of military/defense forces, or 

which may call for the transfer of arms, involves a coalition not a single one country. 

Normally, as for example with the East Timor PKO mission, coordination was 

accelerated be meeting with the key representatives of those sates participating in the 

９７ 

 



 

overall operation. In this manner the provision of medical support, public health 

services, water and sewer treatment, communications public safety (police), 

infrastructure repair and upgrade and other tasks can be allocated to each 

participant so that an organized, comprehensive and balanced approach to meeting 

the needs of the target or recipient country or area can be achieved .   

 

In situations such as East Timor, military/security units involved may leave behind 

selected items of military equipment such as water purification capabilities, 

transportation means (trucks, trailers, boats, airfield cargo handling equipment) 

communications means, aid stations and health care items, etc. Any equipment 

transferred to the country receiving assistance should be as consistent as reasonably 

possible with Japan’s arms transfer policies, recognizing that each situation is 

different. Special care is needed when weapons (as contrasted with radios or water 

trailers) are to be left behind.  

 

JFSS Question: “When you decided to assist some country, how do you legalize to 

implement the assistance? Such as enacting at Capital, issuing of executive order from 

white house or concerning department.”  

 

From the US context, the US President has the Constitutional authority to deploy US 

military forces for peacekeeping or combat operations. Thus, the President will decide 

to deploy military forces, and then instructs his Secretary of Defense to carry out this 

order with the advise, coordination and assistance of the Chairman and members of 

the Joint Chiefs of Staff and the Commanders in Chief (CINCs) of the commands 

involved.  

 

The Secretary of Defense asks his senior military advisors to develop, and perhaps to 

modify existing contingency plans, for the deployment and employment upon arrival 

of US military forces. The US military implement specific plans as approved by the 

Secretary of Defense and the President for the US objectives. 

 

At the same time, the money to be spent on such operations, as well as related 

expenditures, has to be approved by the US Congress. The Congress can withhold 

authority for spending money on specific military oprations, but rarely does so. Once 

US troops are deployed internationally, the Congress generally appropriates and 
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authorizes the money requested by the executive branch to sustain such deployments. 

 

It is important to note that each CINC (e.g., Central Command, Pacific Command, 

European Command, etc.) routinely prepares and maintains contingency plans, or 

concept plans, to guide the employment of forces when needed. These plans, often 

numbering in the hundreds, may be kept “on the shelf,” with periodic updates, until 

needed. As a practical matter, virtually all plans require modification when 

implemented because the actual situation will always differ from the planned 

requirement. 

   

B. US Arms Control Laws  

 

JFSS Question: “Give us your comments on existing arms control export control laws 

to deal with conflicting nations.” 

 

Multilateral Regimes 

 

Multilateral export control agreements and regimes are an essential mechanism for 

preventing the proliferation of weapons and mass destruction and their means of delivery 

and the delivery of conventional arms to countries of concern. From the US perspective, 

current multilateral agreements have been helpful in this regard, but improvements to 

make them more effective can and should be made. All policies, plans, and cooperative 

agreements for international/multilateral arms control require constant update and careful 

maintenance.   

 

For example, from the perspective of the US government, the Wassenaar Agreement should 

be enhanced: 

 

to require more detailed and specific information exchanges and 

to ensure greater coordination of licensing, reporting and enforcement standards.  

 

In addition, many in the United States feel that there should be a supplemental framework 

to the Wassenar Agreement and other multilateral export control agreements that places 
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stricter controls on the most sensitive technologies to end-users of concern not covered by 

the agreements. 

From the perspective of ITTA, export controls within the current agreements can also be 

reformed to facilitate defense cooperation among allied nations. One approach would 

involve an ad hoc coalition of nations that agree to common export control commitments 

implemented through binding domestic laws. The objective would be to provide more 

effective controls over transfer of the most critical technologies to parties outside the ad 

hoc framework, along with more open access to some technologies within the ad hoc 

framework. 

 

US Export Controls 

 

During the Cold War, US arms export control policy focused primarily on the denial of 

weapons and defense-related technologies to the Soviet Union and Eastern Bloc countries. 

However, since the dissolution of the Soviet Union in 1991, US arms export controls have 

been in a transitional period as the various elements of the US government debate the 

proper focus for such controls and related procedures in the 21st century. In the post-Cold 

War world, the US government is now working to ensure that the US arms export control 

regime remains appropriately supportive of US national security and foreign policy 

interests in the new and evolving international security environment.  

 

A major focus of US government reform efforts regarding the US arms export control 

regime is to ensure that US friends and allies receive appropriate access to US defense 

items while at the same time denying arms transfers that represent potential threats to US 

interests. In effect, the United States is moving to that focuses sharply on “exports of a 

more “targeted” arms export control system concern” based on specified interests without 

slowing trade with established and dependable allies and friends, such as Japan.  

 

A key element of this evolution in US arms control is increased and more detailed 

government-to-government coordination on export control laws and regulations. Another 

key element of US arms control reform is stronger coordination between the US 

government and the US defense industrial base companies on a program and project level, 
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such as the multilateral F-35 Joint Strike Fighter program. A final key element to US arms 

export control reform has been to improve the regulatory and bureaucratic licensing 

processes to effective, efficient and timely review of arms export transactions.  

 

The primary legal basis for US arms export controls is the Arms Export Control Act 

(AECA) of 1976, which authorizes the President to control the export and import of 

defense articles and defense services. President Ford, in Executive Order 11958 (signed in 

January 1977), delegated the statutory authority of the President to promulgate regulations 

with respect to exports of defense items to the Secretary of State. Based on this delegation 

of authority, the State Department implements the US International Traffic in Arms 

Regulations (ITAR).  

 

The Secretary of State has delegated his authority for the day-to-day implementation of 

these regulations (the ITAR) to the Deputy Assistant Secretary for Defense Trade Controls 

(DAS–Defense Trade Controls) and the Managing Director of Defense Trade Controls 

(MD–Defense Trade Controls) within the State Department’s Bureau of Political-Military 

Affairs.   The MD–Defense Trade Controls has direct management responsibility for the 

Directorate of Defense Trade Controls (DDTC), which is the licensing authority for US 

arms export controls. The DDTC is charged with controlling the transfer of all items 

covered by the United States Munitions List (USML). Controls are applicable to both 

defense items and to the related and controlled technologies, including industrial 

techniques, procedures and know-how for the production of ITAR controlled material. 

 

The AECA provides the executive branch with wide authority to designate the items 

deemed to be “defense articles” and “defense services” on the USML.  

 

A “defense article” can be hardware, firmware, software, or technical data in any form. 

“Technical data” is defined as information that is required for the design, development, 

production, manufacture, assembly, operation, repair, testing, maintenance or modification 

of defense articles. This includes information in the form of blueprints, drawings, 

photographs, plans, instructions and documentation. 

A “defense service” is the furnishing of assistance/training to foreign persons (whether in 
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the United States or abroad) in the design, development, engineering, manufacture, 

production, assembly, testing, repair, maintenance, modification, operation, 

demilitarization, destruction, processing or use of defense articles. 

 

The US controls technical data (technology) as it does hardware. A license is required for 

the export of technical data unless the export is specifically exempted by the ITAR. 

Controls on technical data cover both physical and intangible exports. A license is 

required regardless of the manner in which the technical data is transmitted unless an 

exemption is available. In other words, the manner of export does not affect whether a 

license is required. For example, a license is required for the transfer of controlled 

technical data by telephone, oral conversation, correspondence, electronic means, and any 

other medium of exchange. In terms of technical data exchanges with foreign nationals, an 

export is deemed to have occurred regardless of whether the foreign national is within or 

outside of the United States. 

 

The US controls the temporary and permanent export of all items on the USML. 

Furthermore, such items remain under US control even if they are incorporated into other 

items outside of the United States, and the US maintains reexport controls (e.g., third 

party sales) on these items - although exemptions for selected NATO countries, Australia 

and Japan have been implemented.  

 

The US also controls the export of foreign-made goods based on previous exports of US 

arms technology through such instruments as Manufacturing License Agreements and 

Technical Assistance Agreements.  

 

US policy toward China can be summarized as follows: 

  

The Bush Administration sees major US economic, political and security interests related 

to China: 

 

US trade with China is growing significantly, 

China is emerging as a political force in the Asian region that has a potential to reduce US 
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influence, and   

China’s growing military capabilities could result in an imbalance that is of concern to, 

and could at some point threaten, US friends and allies in the Asian region.  

 

Overall longer-term Bush Administration objective towards China is to encourage its 

evolution into a democratic nation that is a force for peace and stability in the Asian 

region. Bush Administration has pursued, and likely will continue to follow, a two-track 

approach to China. 

 

On one track, the Administration seeks the emergence of a China that is a market-oriented 

and democratic. The Administration has used and will continue to use incentives, such as 

membership in the World Trade Organization (WTO), access to US nuclear technology for 

peaceful purposes (e.g., electric power generation under appropriate conditions), and 

potential participation in G-8 meetings, to accomplish these objectives. 

 

On the other track, the Administration remains concerned about China’s growing military 

capabilities, and its potential as a destabilizing and expansionist power in the Asian region. 

China is increasing its military spending and development of sophisticated weapons. 

 

With respect to Taiwan, the Administration policy is to encourage both sides to resolve 

their differences peacefully.  

 

Taiwan has been advised by the US not to “provoke” China, and the message has been 

implicitly conveyed by Washington to Taiwan that if Taiwan takes actions that change the 

status quo significantly, the US may not necessarily be in a position to protect Taiwan or 

to have in the area military capability sufficient to deter China. 

 

China has been advised by the US that the US remains firmly committed to the defense of 

Taiwan against a PRC attack, and also urged to end its build-up of missiles and other 

military capabilities close to Taiwan. 

 

In general, the Administration believes that US-China relations have improved 

１０３ 

 



 

significantly since the early days of the Bush’s first term, and are currently at an overall 

steady and stable state. However, in terms of its overall policy, the US remains committed 

to the defense of Taiwan against an unprovoked Chinese attack. Under the 1979 Taiwan 

Relation Act, the US position regarding Taiwan is that any attempt to use coercive force 

against Taiwan would be a matter of international and US concern, which means that as far 

as the US is concerned, using force against Taiwan cannot be regarded as a domestic 

concern of the People's Republic of China. 

 

JFSS Question: “Give us your comments how to deal with newly or will be risen 

contingent for the purpose of sticking to World peace policy to avoid blood shedding.” 

 

The Bush Administration believes that, especially after the events of September 11, 2001, 

the world has entered a new era and must address a major security threat involving 

terrorism and, especially, the increasing possibility of the use of weapons of mass 

destruction by terrorist entities.  New policies and approaches are, therefore, required and 

appropriate. 

 

The key elements of the Administration’s approach to achieving long-term global peace 

include a pro-active approach to dealing with terrorism. Rather then simply responding to 

attacks, the Administration has established a policy of preemption that seeks to identify 

and defeat or destroy threats before they can attack the US or its allies. Such an approach 

relies on critical, effective, accurate and timely intelligence with a high level of credibility. 

On occasion, as with Iraq, where the treat appears clear and serious, the Administration 

reserves the right to use military force to deal with the threat. 

 

A second key element of the Administration’s approach is to encourage the spread of 

democracy, especially in the Moslem and Arab nations. The Administration believes that 

democratic nations are not likely to encourage or use terrorism, or allow terrorists to be 

located inside their borders. Frankly, this is a very controversial policy both within the US 

power structure domestically and among US friends and allies globally. It is a policy with 

a high level of risk associated with implementation. 
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The Administration believes in, and employs, multilateral approaches when possible. For 

example, the Administration went to the UN prior to the attack on Iraq, and also has 

developed the multilateral Proliferation Security Initiative (PSI). At the same time, the 

Administration will also act in concert with ad hoc coalitions or unilaterally when deemed 

necessary to address a direct and serious security threat. 

 

C. Legitimacy 

 

JFSS Question: “Give us the legitimacy to export the weapons to the nation who are in 

conflict to fight each other and possible blood shedding is eminent.” 

 

From the US perspective, the legitimacy of arms exports is based on the determination of a 

country’s national security interests and the impact on US national security.  US 

decisions about exporting arms are based on the US Conventional Arms Transfer Policy, 

which is developed based on US national security and foreign policy interests. The Policy 

stipulates that transfer decisions be made on a case-by-case basis, but also establishes 

several key goals that must be considered when transferring arms and defense-related 

technology. These include: 

 

To ensure that US military forces continue to maintain technological advantages over 

potential adversaries. 

To help allies and friends deter or defend themselves, while promoting interoperability 

with US forces when combined operations are required. 

To promote regional stability in areas critical to US interests, while preventing the 

proliferation of weapons of mass destruction and their missile delivery systems. 

To enhance the ability of the US defense industrial base to meet US defense requirements 

and maintain long-term military technological superiority at lower costs. 

 

For countries where the US is concerned about conflict or the potential for conflict (either 

domestic or international), the US executive branch has the authority to place an embargo 

on arms exports to any country that it believes would be detrimental to US national 

security or destabilizing to regional or global security. Currently, the US government 
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enforces an arms embargo on Belarus, Cuba, Iran, Libya, North Korea, Syria, Vietnam, 

Burma, China, Haiti, Liberia, Rwanda, Somalia, Sudan, Democratic Republic of the Congo 

(formerly Zaire). The US government also denies arms exports to any country that the 

United Nations Security Council places under an arms embargo. Recent changes regarding 

US policy in this area include the following: 

  

Afghanistan. DDTC currently denies arms export licenses for shipments to Afghanistan 

except those intended for the Government of Afghanistan (currently the Afghan Interim 

Authority) and the International Security Assistance Force.  

India and Pakistan: In May 1998, the US government instituted a policy of denying arms 

exports to both India and Pakistan, following the nuclear weapons tests conducted by those 

countries at that time. In June 2003, the US adjusted this policy so that applications for 

arms exports are now considered on a case-by-case basis. 

Angola: In November 2003, DDTC amended the ITAR to remove Angola from the list of 

embargoed countries.  

Iraq: In November 2003, the denial policy regarding Iraq was also modified. A general 

policy of denial remains in place for any arms exports. However, this general denial policy 

does not apply to any nonlethal military equipment or lethal military equipment for use in 

support of a reconstituted (or interim) Iraqi military or police force required by the 

Coalition Provisional Authority.  

 

The US may also prohibit any person from participating directly or indirectly in the arms 

exports from the United States. Such prohibitions are referred to as a debarment. 

 

JFSS Question: “It is very hard to persuade our citizen to let them understand to export 

lethal weapon to other nation even components or parts too. Tell us any suggestion to let 

them understand the importance of arms export when they need them.” 

 

As indicated above, the US government bases its decision to export arms on its 

Conventional Arms Transfer Policy. This policy provides the basis for the US government 

to “legitimize” its decisions on exporting arms. The Conventional Arms Transfer Policy is 

developed by the White House and the National Security Council, and is in the form of a 
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Presidential Decision Directive. The Policy is classified. However, details of the policy 

were made publicly available through the White House during the Clinton Administration. 

The Policy stipulates that transfer decisions be made on a case-by-case basis.3 However, 

the policy has several key goals and general criteria that must be considered: 

 

US National Security Goals: 

 

To ensure that US military forces can continue to enjoy technological advantages over 

potential adversaries. 

To help allies and friends deter or defend themselves against aggression, while promoting 

interoperability with US forces when combined operations are required. 

To promote regional stability in areas critical to US interests, while preventing the 

proliferation of weapons of mass destruction and their missile delivery systems. 

To promote peaceful conflict resolution and arms control, human rights, democratization, 

and other US foreign policy objectives. 

To enhance the ability of the US defense industrial base to meet US defense requirements 

and maintain long-term military technological superiority at lower costs. 

 

General Criteria: 

 

Consistency with international agreements and arms control initiatives. 

Appropriateness of the transfer in responding to legitimate US and recipient security 

needs. 

Consistency with US regional stability interests, especially when considering transfers 

involving power projection capability or introduction of a system which may foster 

                         

.  3  The Conventional Arms Transfer Policy generally covers all arms 
transfers. In cases of classif ied items, the National Disclosure Policy specifically 
governs the releasability of classif ied military information, including classif ied weapons 
and military technologies.  NDP was established by National Security Decision 
Memorandum 119, Disclosure of Classified Military Information to Foreign 
Governments and International Organizations, July 20, 1971. NDP establishes a 
framework for policy decisions on proposed transfers to foreign recipients and is key in 
governing the release of an advanced weapon or technology.  
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increased tension or contribute to an arms race. 

The degree to which the transfer supports US strategic and foreign policy interests through 

increased access and influence, allied burdensharing, and interoperability. 

The impact of the proposed transfer on US capabilities and technological advantage, 

particularly in protecting sensitive software and hardware design, development, 

manufacturing, and integration knowledge. 

The impact on US industry and the defense industrial base whether the sale is approved or 

not. 

The degree of protection afforded sensitive technology and potential for unauthorized 

third-party transfer, as well as in-country diversion to unauthorized uses. 

The risk of revealing system vulnerabilities and adversely impacting US operational 

capabilities in the event of compromise.  

The risk of adverse economic, political or social impact within the recipient nation and the 

degree to which security needs can be addressed by other means. 

The human rights, terrorism and proliferation record of the recipient and the potential for 

misuse of the export in question. 

The availability of comparable systems from foreign suppliers. 

The ability of the recipient effectively to field, support, and appropriately employ the 

requested system in accordance with its intended end-use. 

 
Developments during the Bush Administration  

 

In November 2002, Deputy Secretary of State Richard Armitage announced the Bush 

Administration’s plans to conduct a thorough review of US arms trade policies. This 

review is known as the “Defense Trade Export Policy and National Security” review, 

commonly referred to as NSPD-19. The Bush Administration’s review is focused on 

measuring the effectiveness of US defense trade policies and on identifying changes 

necessary to ensure that those policies continue to support US national security and 

foreign policy goals. More specifically, the objectives of the review are to ensure that 

defense trade, defense trade technology security, and related acquisitions policies:  

 

Support the security of the United States;  

Contribute to peace and stability, including regional security;  
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Support US nonproliferation and counterterrorism policies, strategies and international 

commitments;  

Control militarily critical technologies; and  

Protect such technologies from diversion.  

 

According to the Bush Administration, the review also aims to maintain US technological 

and war fighting advantages over its potential adversaries, while facilitating the efforts of 

friends and allies to increase capability and interoperability. Specifically, the review aims 

to:  

 

Maintain a viable US defense industrial base necessary to meet current and future national 

security needs;  

Facilitate fundamental research, and rapid, optimal defense exploitation of commercial 

developments;  

Retool and realign defense and industrial links with allies to reflect the current and 

evolving security environment;  

Improve the military effectiveness of alliances and coalitions;  

Increase the pool of allies and friends who can effectively fight alongside the US;  

Increase allied defense spending and burden-sharing; and  

Increase areas of defense cooperation.  

 

Objectives of the review include:  

 

Identification of the top US weapons acquisition programs for which increased industrial 

participation or greater access to US technology by allies, and vice versa, would improve 

military effectiveness of US coalitions.  

Identification of possible specific modifications, and assess the potential risks to US 

national security and foreign policy interests posed by such modifications, to current US 

defense trade licensing policies and practices, including:  

the Militarily Critical Technologies List;  

the Military department technology release policy;  

the National Disclosure Policy process;  

DOD procurement of foreign defense articles and technologies;  

Executive Order 11958, which delegates the President’s authority to control arms exports 

to the Secretary of State;  
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the Arms Export Control Act; and  

the International Traffic in Arms Regulations (ITAR)  

Identification of foreign market access barriers that impede US-Allied defense industrial 

cooperation.  

Determining the effectiveness of all Defense Technology Security Initiative actions in 

facilitating US-Allied defense trade, and develop recommendations for either continuing, 

changing, or discontinuing the initiative, as well as considering additional initiatives as 

appropriate.  

Identification of technology transfer policy changes that will facilitate the ability of the 

US military to benefit from commercial developments and international cooperation, while 

taking into account other national security equities.  

Identification of technology transfer policy changes that will facilitate cutting edge 

fundamental research in US academic institutions, US Government laboratories, private 

industry and other organizations that that engage in fundamental research.  

 

The Bush Administration has made very clear statements that its ultimate objectives for 

improving the US arms export controls system include bringing the defense industries of 

the US and key allies closer together to improve the interoperability of NATO forces. 

Policy issues that the Bush Administration is now considering include: 

  

How to deal with incompatibilities in US and other NATO governments’ respective 

treatment of foreign nationals having access to controlled defense goods and technology;  

How to ensure that only reasonable and appropriate conditionality is placed on exports of 

US defense technology to US allies, and that allied governments, in turn, are open to 

procuring US defense technology on a competitive basis;  

How to ensure that US technology controls place minimal burdens on the ability of US 

companies to export commercial communications satellites to allies; and  

How best to work with friends and allies to ensure US defense technology is satisfactorily 

protected against unauthorized use or diversion.  

 

D. ITTA Comments 

 

In the post-Cold War world, the US government is now working to ensure that the US arms 

export controls regime remains appropriately supportive of US national security and 

foreign policy interests in the new international security environment. A major focus of 
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US government reform efforts regarding the US arms export control regime is to ensure 

the US friends and allies receive appropriate access to US defense items while at the same 

time denying arms transfer that represent potential threats to US interests. This concept 

would also serve Japan well as a guide for its own arms transfer policies. 

 

Currently, the momentum in Washington is tilting toward a continuation of current reforms 

that seem to be creating a more “targeted” arms export control system narrowly focused on 

denying arms technology to countries of concern while facilitating cooperation with 

friends and allies. Given this trend, a major question for the future will be the United 

States’ policy toward multilateral export control regimes. Many leaders in Washington are 

currently frustrated with perceived inefficiencies in many parts of the multilateral export 

control regime. As such, it is possible that the United States will move away from a focus 

on large multilateral export control regime and become increasingly focused on 

cooperation with a smaller circle of designated allies and friends such as Japan. 

 

ITTA will continue to monitor changes in US export controls. Please contact ITTA with 

any comments or questions you might have.  
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資 料 第 ３   ロシアの武器輸出 
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別 表 第 ４  

ロ シ ア の 軍 産 複 合 体  
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資 料 第 ４   武器輸出に関する EU の行動規範 

（１９９８年５月２５日現在。一般委員会にて政治的に取り決められたとおり。正

式の合意は、次回の一般委員会において完成翻訳及び新たな取り組みの後、一つの

終止符として予定されている。） 

ＥＵの理事会は、1991 年及び 1992 年にルクセンブルグ及びリスボンで行われた欧

州理事会で合意された共通評価基準に基づき、武器輸出国の特別な責任を認識し、

すべてのＥＵ加盟国による通常兵器移転を管理し抑制するための最小限度とみなさ

れるべき高度な共通基準を設定することを決意し、また更なる透明性を達成すると

いう観点で関連する情報の交換を強化することを決意し、国内の弾圧や国際的な侵

略に使用され、あるいは地域の不安定に寄与する装備品の輸出を防止することを決

意し、ＣＦＳＰ（共通外交・安全保障政策）の枠組みの中で、通常兵器輸出の分野

で、協力関係を強化し、意見の一致を促進することを祈り、「通常兵器の不法取引

を防止し、それと戦うＥＵプログラム」の形で、不法な移転に対してＥＵが取った

補完的な措置に注目し、防衛産業を各国の防衛努力は勿論のこと、各国の産業基盤

の一部として維持するというＥＵ加盟国の要請を認識し、国連憲章で認められた自

衛権と整合の取れた自衛手段を移転する権利を各国が所有することを認識する。 

基準第１ 

ＥＵ加盟国の国際的な責務を尊重する。特に国連安全保障理事会が命じた制裁、Ｅ

Ｕが命じた制裁、非拡散及びその他のテーマに関する協定、並びにその他の国際的

な義務を尊重する。 

承認がなかんずく以下の事項と矛盾する場合、輸出許可は拒否されるべきである。 

加盟国の国際義務、及び国連、OSCE（全欧安保協力機構）、ＥＵの武器輸出入禁止

を強化する加盟国の責務。  

「核拡散禁止条約」、「生物・毒素兵器禁止条約」、及び「化学兵器禁止条約」の

下での加盟国の国際的な義務。 

「オーストラリア・グループ」、「ミサイル技術管理体制」、「原子力供給国グル

ープ」、及び「ワッセナー・アレンジメント」の枠内での加盟国の責務。 

如何なる形態の対人地雷も輸出しないという加盟国の責務。 

基準第２ 
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最終出向国における人権の尊重。 

国際的な人権機関が設定した関連原則に向けた受入国の姿勢の査定を受け、加盟国

は以下を実施する。 

提議された輸出が国内の弾圧に使用される明白な危険がある場合、輸出許可を発行

しない。 

国連、欧州理事会、ないしＥＵの法的能力を有する機関によって人権に関する重大

な侵害が立証された国に対し、ケースバイケースで装備品の性質を考慮した上で許

可を発行する時、特別に警戒・用心する。 

この目的のため、国内の弾圧に使用される可能性のある装備品に含まれるものは、

特に提議された最終使用者による国内弾圧のための当該ないし類似装備品の使用の

証拠がある場所、あるいは装備品が提示された最終使用ないし最終使用者から転用

され、国内弾圧に使用されると信じられる理由がある場所における装備品である。

本基準第二の第１項を踏まえ、装備品の性質は慎重に検討される。特に、装備品が

国内の治安目的を意図している場合は慎重に検討される。国内の弾圧に含まれるも

のは、特に拷問その他の残酷で非人間的かつ侮辱的な扱いないし処罰、即決ないし

独断的な処刑、失踪、独断的な拘留、ならびにその他の人権や基本的自由の重大な

侵害であり、「世界人権宣言」および「公民権及び国政参与権に関する國際誓約」

など、関連する國際文献に述べられているものである。 

基準第３ 

最終出向国の国内情勢。緊張関係ないし武力紛争の存在の相関的要素として。 

加盟国は最終出向国において武力紛争を誘発し、あるいは延長させ、また現行の緊

張関係や紛争に拍車をかける輸出を許可しない。 

基準第４ 

地域の平和、安全保障、および安定の維持。 

加盟国は、対象となる受入国が、提議されている輸出を他国に対する侵略に使用し、

あるいは領土権を戦力で主張するために使用する、明らかなリスクがある場合、輸

出許可を発行しない。 

これらのリスクを検討する際、ＥＵ加盟国は特に以下の事項を考慮に入れる。 

受入国と別の国の間における武力紛争の存在ないしその可能性。 
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受入国が過去において武力の手段に訴えようとしたか、あるいはその脅威をあたえ

たことのある、隣国の領土に対する要求。 

装備品が受入国の合法的な国家安全保障・防衛以外に使用される可能性があるかど

うか。 

深刻な方法で地域の安定に反する影響を与えるかどうか。 

基準第５ 

加盟国の国家安全保障、および対外関係がある加盟国の責任である領域の国家安全

保障、ならびに友好国・同盟国の安全保障。 

加盟国は以下を考慮に入れる。 

加盟国の防衛・安全保障の利益、および友好国・同盟国・その他の加盟国の防衛・

安全保障の利益に関する提議された輸出の潜在的影響。この要因が人権および地域

の平和・安全保障・安定に関連する基準の考慮に影響することが無いことを認識し

た上で、これを考慮する。 

加盟国ないし同盟国やその他の加盟国の部隊に対抗する財の使用のリスク。 

分解工学や、意図せぬ技術移転のリスク。 

基準第６ 

国際社会における購買国の行動。特に、テロに対する姿勢、同盟国の性質、および

国際法の尊重という観点から。 

加盟国は特に以下に関連する購買国の経歴を考慮する。 

 

テロや國際組織犯罪への支援ないし奨励。 

國際責務への順応。特に、国際紛争や非国際紛争に適用可能な國際人道法の下での

戦力非使用に関して。 

非拡散および軍備管理・軍縮のその他の分野への責務。特に、基準第一 b)項で参照

されている関連する軍備管理・軍縮条約への署名・批准・履行について。 

基準第７ 

装備品が購買国で転用され、あるいは好ましくない状態で再輸出されるリスクの存

在。 

提議されている輸出が輸入国に与える影響を査定し、また輸出財が好ましくない最
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終使用者にまわされるリスクを査定する上で、以下が考慮される。 

受入国の合法的な防衛・国内治安の利益。国連ないしその他の平和維持活動への関

与を含む。 

装備品を使用する受入国の技術的能力。 

受入国が有効な輸出管理を行う能力。 

テロ組織に再輸出ないし転回される武器のリスク（対テロ用装備品はこの意味にお

いて慎重に考慮される必要がある）。 

基準第８ 

武器輸出と受入国の技術的・経済的な能力との両立性。その際、国家は最小限の人

的・経済的資源装備で、合法的な安全保障・防衛ニーズを達成することが望ましい

ということを考慮に入れる。 

加盟国は、国連開発計画（ＵＮＤＰ）、世界銀行、国際通貨基金（ＩＭＦ）、およ

び経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の報告など、関連する機関が出す情報に照らし、

提議されている輸出が受入国の持続可能な開発を深刻に阻害するかどうかを考慮に

入れる。加盟国はこうした背景から、ＥＵの援助ないし二国間援助をも考慮した上

で、受入国の軍事支出と社会的支出の相対的な水準を検討する。 

運用規定 

ＥＵ加盟各国は、自国に提出された本行動規範の規定に反する軍事装備品の輸出許

可申請をケースバイケースで査定する。 

本行動規範は、加盟国がより制限的な国家政策を遂行する権利を侵すものではない。 

ＥＵ加盟国へは、本行動規範に基づいて拒否された軍事装備品の輸出許可申請の詳

細を、その申請が拒否された理由の説明とともに、外交ルートを通じて配布する。

通知の詳細は付属文書Ａの形式原稿の形で述べられる。加盟国は、過去３年間にお

いて明らかに識別できる、他の一国あるいは複数の加盟国が承認しなかった輸出申

請を許可する場合、その前に、承認しなかった加盟国とまず協議を行う。協議の結

果、当該加盟国がそれでも許可を与えると決定する場合、当該加盟国は承認しなか

った加盟国に通知し、理由の詳細説明を伝える。 

軍事装備アイテムの移転を承認する決定ないし承認しない決定は、加盟各国の国家

裁量権に留まる。輸出許可の拒絶は、加盟国が関連する軍事装備アイテムの実際の
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販売ないし物理的輸出の許可を拒否したときに発生するものと理解される。この場

合、もし加盟国が拒否しなければ、その販売ないし関連する契約締結は発生してい

たものである。この目的のための通知すべき拒絶に含まれるものは、国ごとの手続

きに基づいた、交渉開始に対する許可の拒絶、あるいは特定オーダーに関する最初

の正式問合せに対する否定回答である。 

ＥＵ加盟国は、そうした拒絶および協議を秘密にし、商用の利益に使用されないよ

うにする。 

ＥＵ加盟国は、本行動規範が対象とする軍事装備品の共通リストを、類似の国家リ

ストおよび國際リストに基づいて早期に採用するよう努める。それまでの間、本行

動規範は必要に応じて、関連する國際リストの要素を一体化した国別の統制リスト

に基づいて運用する。 

本行動規範の基準、および運用規定第 2 条で規定された協議手続きは、『閣僚理事

会決定９４/９４２CSFP』付属文書１修正で特定されている軍民両用財にも適用され

る。そうした財の最終使用者は、受入国の軍部隊ないし国内治安部隊あるいは類似

の機関であると信ずる根拠があるからである。 

本行動規範の有効性を最大化するため、ＥＵ加盟国は、通常兵器輸出の分野で協力

を強化し収束を進めるために、ＣＦＳＰ（共通外交・安全保障政策）の枠内で活動

する。 

ＥＵ加盟各国は、各国の防衛輸出および本行動規範の履行に関する年次報告を、そ

の他のＥＵパートナーに秘密裏に配布する。これらの報告はＣＦＳＰの枠内で行わ

れる年次会議の場で議論される。本会議ではまた、加盟国の貢献に基づいて、本行

動規範の運用を見直し、必要な改善を洗い出し、閣僚理事会に統合報告を提出する。 

加盟国は必要に応じ、本行動規範の原則及び基準に照らし、ＣＦＳＰの枠組みを通

じて、ＥＵ加盟国からの武器輸出の潜在的あるいは実際の受入国の状態を合同で査

定する。 

加盟国は必要に応じ、提議されている輸出が各国の経済・社会・民間・産業の利益

に及ぼす影響を考慮に入れるが、それらの要因は上記の基準の適用に影響するもの

ではないことは認識されている。 

ＥＵ加盟国は、その他の武器輸出国が本行動規範の原則に同意することを奨励する
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最大限の努力をする。 

本行動規範および運用規定は、１９９１年と１９９２年の「共通基準」におけるす

べての詳細を置き換える。 

付属文書 A 

（加盟国名）は、パートナーに敬意を表し、ＥＵ行動規範の下で、以下の拒絶につ

いて報告する。 

出向国： 

装備品の概略（数量及び必要に応じ技術仕様を含む）： 

提議された荷受人： 

提議された最終使用者（異なる場合）： 

拒否の理由： 

拒絶の期日： 
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資 料 第 ５   ＥＵ共通武器リスト 
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         この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。  
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禁無断転載 
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