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[要 約] 

序 章 
第 2 次大戦後の世界を特徴付けた、東西ブロックの対立、その対立下で核抑止戦略、

相互確証破壊戦略が曲がりなりにも戦争を回避した時代は、ソ連の崩壊をもって大き

く変容し、その後は湾岸戦争、コソボ紛争、アフガニスタン戦争、米国同時多発テロ

（9.11）、イラク戦争等民族・宗教の違いによる紛争が頻発している。またグローバル

な広がりを見せるテロ、そして大量破壊兵器の拡散等、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、

防衛組織、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、所謂ミリタリー・トランスフォーメーションとして現在進行してい

る。これら時代の変化を咀嚼し我が国の武器輸出政策について改めて考察する必要が

あると考える。 

本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

えるのか等について、研究討議したものである。 

 2



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 
国際社会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」である。これらを共通的理念として纏めると次の 3 点である。 

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。 

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。 

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。 

２． 安全保障環境の変化と武器輸出管理 
冷戦時代における武器輸出は、共産主義封じ込めが狙いであり、各々の陣営の軍事

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。現在に比べそのシステムは比較的単純であった。ただこの頃か

ら装備の高度化に伴い、各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。 

冷戦後安全保障環境は著しく不安定、不透明且流動化していった。領土、民族、宗

教等に係る紛争及び不特定国、国民等を対象としたテロが頻発するようになり、また

大量破壊兵器や弾道ミサイル等の拡散等が民主国家の主たる脅威として意識されるよ

うになった。 

このような環境の下で、武器輸出管理の対象も、敵性国家から、このような複雑で

新しい脅威をもたらす国家、グループ等に代わっていった。また国際的な連帯による

様々な国際協定、レジームが整備されていった。 

３． 技術の進展等と武器輸出管理 
国際情勢の変化、科学技術の進展等から武器の研究開発・生産の態様が変わってき

た。すなわちより正確・精密な武器が要求され、そのため最新の科学技術の粋を結集

したものが求められるようになった。一方軍事予算の縮小は、少数生産となり、これ

らのことから兵器の価格を著しく高価なものにしてきた。最早米国といえども一国だ

けで開発生産することは困難となってきた。各国はやむを得ず多数国による共同研究
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開発、生産に移行していく事となった。 

 

第２章 欧米諸国における武器輸出管理の現状 
武器輸出管理については、国際的には国連が規制し、核不拡散防止条約、生物兵器

禁止条約等を締結しまたワッセナールアレインジメント等で規制されている。欧州に

おいては「武器輸出に関するＥＵの行動規範」がＥＵ参加国を規制している。各国は

これら国際的な輸出管理レジームの制約を受けながら各国国内法でそれぞれ規制して

いる。 

１． 米国 
（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。 

（２） 武器輸出管理政策の理念と考え方 

 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障と米国の外交政

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衛要件を満たす武器輸

出を積極的に支援するとしている。 

（３） 国務省の所掌事項 

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。 

アメリカも通常兵器及び関連汎用品・技術に関する輸出管理体制である「ワッセナ

ー・アレンジメント」を支持し、協定参加を継続している。 

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、国連決議の有無等に関わらず単独で必要な措置を取るとしている。 

①ならず者国家が移転に関与する場合②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③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等 

（４） 武器輸出に係る意思決定基準 
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原則的にはケースバイケースで実施される。 

（５） 武器輸出に対する議会と大統領の権限 

大統領は、政府を代表して、全ての武器輸出に係る最終責任を有している。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。 

議会が大統領による武器輸出を阻止、修正しようと思えば、大統領の拒否権を阻止

できる議員数を確保する必要がある。 

議会は、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。 

２． ＥＵ 
ＥＵは１９９８年、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」を制定した。 

武器輸出管理はあくまで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。 

武器輸出管理のため、加盟国共通の武器リストを２００３年より採用した。（ワッセ

ナーアレンジメントと同じ）また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。 

本運用規定に従って、加盟各国は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。 

３． フランス  
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。 

法的には１９３９年制定の法で「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。違反者に対する罰則

は事例に応じ厳しく定められている。 

輸出承認手順は、まず交渉開始申請書を国防省に提出、省庁間検討・審査委員会

（ＣＩＥＥＭＧ）による審査を得て首相が決裁している。さらに販売にあたっては改

めて許可申請書を国防省に提出、（国防省は外務省、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を得たら、その後契約、輸出許可申請

書を国防省に提出、税関で決裁を得て、輸出している。 

この重要な機能を果たすＣＩＥＥＭＧは首相府国防総局のスタッフ、外務省、税関、

科学研究省、経済省、国防省の各代表から構成されている。 
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４． ロシア 
（１） ロシアの武器輸出の経緯 

ソ連時代武器輸出は世界第 1 位であったが、ソ連崩壊と共に減少し、一時は数パー

セントにまで落ち込んだが、プーチン大統領の武器輸出拡大に基づき、武器輸出機構

の大改革を行い、米国を抜いて再び世界第 1 位に踊り出た。 

法制的には「ロシア連邦と外国との軍事技術協力法」と「武器及び軍事機器の製造、 

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」があ

る。  

（２） ロシアのポリシー 

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。

ただし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。 

① 地域紛争に参加している国 

② 不安定な国 

③ テロを支援している国 

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は「対外軍事技術協力委員 

会」で委員長は大統領、副委員長は首相が勤める。 

2004 年 2 月、ロシア連邦産業管理局が新たに組織され、武器輸出に参加する企業の

決定、対外ライセンスの付与、対外契約の管理等を司っている。 

（３） 軍事技術協力・武器輸出の現状 

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「戦略的な相手国及び旧ソ連の相手国」で、インド、中国等である。第 2 のルー

トは「旧ソ連共和国（現独立国）」である。 

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 
日本は昭和 25 年武器生産が再開されてから、朝鮮戦争をへて昭和 40 年代半ば頃ま

で火薬、小火器、小銃・拳銃弾等をアメリカ、東南アジア諸国等に輸出していた。佐

藤内閣の武器輸出３原則は①共産国向け②国連決議により武器等の輸出が禁止されて

いる国③国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの輸出は認めないとする極め

て正当なものであったが、三木内閣の武器輸出に関する政府統一見解で①②③対象地

域については武器の輸出は認めない。３原則対象地域以外の地域については武器の輸

出は慎む。 
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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とするもので実質的に全

面禁止としてしまった。 

２． 武器輸出３原則緩和の動き 
昭和 58 年中曽根内閣は米国と対米武器技術供与取極を締結、米国に対する武器技術

の供与に限って武器輸出３原則の例外化を認めた。平成 15 年 12 月政府は安全保障会

議及び閣議で、「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」決定した。この段階で

は日本から米国への武器輸出は伴わず、武器輸出３原則等との関係は生じなかった。

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・生産段階へ移行した場合、

日本が製造した部品等を輸出することが出来ないため共同開発・生産段階に移行でき

ないという問題が生じた。そこで平成 1６年 12 月小泉内閣は武器輸出３原則の見直し

に関する政府決定を行い、弾道ミサイル防衛に関わる共同開発・生産は例外扱いとし、

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した。これ

は武器の輸出に関して緩和されたととれるものである。 

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． アンケート調査 
防衛機器産業の考え方を把握するため、（社）日本防衛装備工業会の協力を得て会員

企業 135 社にアンケート調査を実施、70 社から回答を得た。（回収率５２％） 

質問は 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、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、

ある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上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。 

２．  アンケート調査集計及び分析結果 
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特徴がみられた点について紹介すると①について輸出を検討すると答えた企業は 34

社であった。⑤について国際競争力がある防衛装備品があると答えた企業は 29 社で国

際競争力があると答えた分野は火器・弾薬類に集中している傾向が伺われた。⑦ の質

問に対し行政当局に対し要望する事項があると答えた企業は、30 社あり、本件に対す

る問題意識が高いことを示していると思われる。   

アンケート結果を全体的に見ると、防衛機器産業の意識は、1 年前に比べ明らかに武

器に係る装備・技術の米国向け輸出に対する関心が高まっていることが感じ取られる。

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。 

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． 武器輸出管理体制の見直しの必要性 
政府は平成 16 年 12 月武器輸出３原則の緩和を決定した。 

テロ、大量破壊兵器の拡散等新しい脅威の出現といった国際安全保障環境の変化、

科学技術の進展に伴う防衛装備品の高性能化・システム化及び高価格化といった装備

環境下で、我が国防衛力の維持・強化を図る視点から状況・環境の変化を正しく注視

し、新しい時代における武器輸出管理のあり方を検討する必要がある。 

この際武器輸出を感情的に忌み嫌うのでなく、国際社会の平和と安全の増進に貢献

するということを理解することが重要である。然しながら野放図な武器輸出は、紛争

の誘引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ので、多層的

な綿密な管理が求められることは当然である。また防衛費削減の世界的潮流や装備品

の高価格化等から資金を分担して負担すること、互いの優れた夫々の技術を統合し有

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る。従って平成 16 年

12 月の武器輸出 3 原則緩和の政策を更に進めて、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、その成果を共有することが

出来るようにする抜本的な政策転換が求められる。効率的な防衛基盤の維持・育成の

観点からも、国際共同開発・生産への道を開くことが求められる。    

２． 我が国の武器輸出管理に関する基本的な理念 
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、我が国は国際社会と

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ことを国家理念とし、普遍性、正当性並びに
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透明性を十分に確保できる管理体制を整備し、武器等の輸出を行う。 

３． 我が国の望ましい武器輸出入管理体制   
武器輸出を単なる商行為として扱うレベルから、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。法的には①武器等の輸出入を実施す

る基本的な考え方②原則的な規範③武器リスト④申請要領⑤審査機構等を内容とする

武器等輸出入管理法（仮称）を制定することになろう。 

特に主管官庁及び審査機構については、米国、仏国等先進諸国に見られるごとく、

誰が最終決定者なのか、その補佐機関は、と言ったことを明確に定める必要がある。

そして望ましい武器輸出管理体制を創り上げるには、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。 

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 
現在の武器輸出３原則を更に緩和した新政策への転換により、我が国企業は国際共

同開発・生産に参加できることになる。現在既に米空軍等の次期戦闘機ジョイントス

トライクファイター（ＪＳＦ）の共同開発に 10 カ国が参加しているが、今からでもま

だ間に合うと思われる。他に生物・化学兵器攻撃対処システムを米・英・独等が共同

して開発を進めているが、我が国企業も欧米の機関、企業と情報を共有し、共同で開

発･生産出来ることになろう。 

共同開発･生産に参加することにより、先端技術が修得され、生産量の確保等が期待

され防衛機器産業の基盤も強化されることが期待できる。 

結 言  
我が国は「安全保障環境の改善に寄与する武器等の輸出は承認し、これに反する武

器等の輸出入は取り締まる」政策に見直す。そして明確に責任と権限と罰則を定めた

法体系を整備し、審査要領を定め、輸出実績は定期的に公表する等、普遍性、正当性、

透明性ある輸出管理体制を確立していく必要がある。 

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を罰則を定め、個々のケースについては、

関係省庁、或いは国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
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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。 

 

 

         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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