
１８先端―４ 
調査・研究報告書の要約

書     名 
平成１８年度 デュアルユーステクノロジーと防衛機器産業への影響調

査報告書 

発 行 機 関 名 社団法人 日本機械工業連合会・日本戦略研究フォーラム 

発 行 年 月 平成１９年３月 頁 数  １８２ 頁 版 型 Ａ４ 

 

[目次] 

序  言 
１  デュアルユーステクノロジーの意義 

    １-１ 両用技術の定義をめぐる論争 
１-２ 両用技術の意義と重要性 
１-３ 両用技術の分類 

  ２ 新しい戦略環境と防衛態勢 
    ２-１ 新しい脅威 
    ２-２ わが国の防衛力のあり方 

２-３ 米軍のトランスフォーメーションと日米安保態勢 
３  求められる自衛隊の態勢整備 

  ３-１ 基本的な要求 
  ３-２ 自衛隊の態勢整備のために必要とされる装備品 
  ３-３ 装備品の取得に関る環境 
４ デュアルユーステクノロジーの適用状況 

  ４-１ 米国 
  ４-２ 英国 
    ４-３ 日本 
 ５ デュアルユーステクノロジーと防衛装備品についての考察 
  ５-１ 防衛装備品の具備すべき要件 
  ５-２ デュアルユーステクノロジーの利点、不利点、受忍限度 
  ５-３ 両用技術・装備品が防衛機器産業に与える影響 
 結言 
 
[要 約] 

   新たな安全保障環境に応じた防衛力の整備が求められているが、厳しい財政状況の下で

これまでの様な方法では、防衛力の整備は困難である。民生分野の技術と既存の防衛技術

を適切に組合せることや、デュアルユース技術を活用していくことで質の高い装備品を生
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み出せると思う。一方このことがわが国の防衛機器産業に及ぼす影響を十分に分析考察し、

適切な対策を取っていく必要がある。そこで今回先ず新しい戦略環境と米軍のトランスフ

ォーメーションを詳しく分析して、求められる自衛隊の態勢整備を防衛白書等公文書を基

に整理掌握した。次いでデュアルユーステクノロジーの先進国である米国、英国の状況を

調査研究し、これらを参考に防衛装備品の具備すべき要件、デュアルユーステクノロジー

の利点・不利点を考察して、最後にこれがわが国の防衛機器産業に及ぼす影響について調

査研究した。本報告書はこれら調査研究の成果を纏めたものである。 
 
序言 

 本報告書では、デュアルユーステクノロジーを幅広くとらえ、民生用製品のために開発

され使用されている技術を防衛用装備品に転用するもの即ちスピンオン技術、及びその逆

であるスピンオフ技術、並びに民生及び防衛の両用を目的として開発する製品に使用され

る技術、これらを含む概念とするとともに、これら技術によって製造される装備品も考察

の対象に含めた。論述に当たっては、まずデュアルユーステクノロジーの意義について述

べ、次いで新しい脅威や日米安保体制の変容等新しい安全保障戦略環境を踏まえて、我が

国の防衛力のあり方を考察し、この考察に基づいて自衛隊の態勢はどのように整備される

のが望ましいかを明らかにした。最後に、我が国の今後の防衛力整備に当たってデュアル

ユーステクノロジーの意義、また活用拡大を図るための策、使用可能な技術ついて、スピ

ンオン、スピンオフ及び両用技術開発の各ケース毎に列挙し、それらが防衛機器産業にど

のような影響を与えるのか、という順序で論述した。 
1  デュアルユーステクノロジーの意義 

１-１ 両用技術の定義と論争 

  民生と軍事の両方に使用される技術が、両用技術（dual-use technology）である。簡

単に表現される、この「両用技術」の概念や定義について、冷戦時代から様々な議論が行

われてきた。 

明白な歴史的事実と目されてきた、軍事技術から民生技術へのスピンオフ、そして逆 

の技術移転であるスピンオン（あるいはスピンイン）についての疑問や議論が冷戦末期ご

ろから盛んになり、両用技術自体の概念も議論の対象となったため、「両用技術など存在

しない」という極端な見解さえも登場するに到った。 

  このように技術の定義が一様ではなく、研究者によって異なっている。技術者による定 

義は厳密で幅が狭いが、社会科学者の定義する技術はとてつもなく幅広い。 

本稿では、広義の技術概念に従いながらも、Molas・Gallat が記した「両用技術とは、現

実に、または潜在的に軍事と民生の両方に応用される技術である」の定義に従うことにす

る。 

１-２ 両用技術の意義と重要性 

   両用技術の意義が、再び強調されるようになったのは、冷戦が終結した 1993 年、米国

防省が、軍事と民生に共通する技術の同時開発を狙う TRP(Technological Reinvestment 

 2



Project, 技術再投資計画)を始めた際であった。日本を始めとする西側同盟国を相手と

する産業競争力強化のためクリントン大統領は,就任後の 2 月 17 日に発表した「米国変

革のビジョン」の中で,科学技術に対する長期の投資計画を明らかにするとともに,その

直後の 2月 22 日に,「米国の経済成長のための技術:経済力強化のための新たな方向」と

題する技術イニシアティブを公表した。 

１-３ 両用技術の分類 

    技術再投資計画（TRP）の審査で使用された焦点分野、即ち両用技術の搭乗が期待され

る技術領域を分類して表にした。 

２ 新しい戦略環境と防衛態勢 

２-１ 新しい脅威 

冷戦構造の崩壊により大規模な世界戦争の生起の恐れはなくなったが、民族の対立、

領土的対立、宗教的対立等が表面化し、局地紛争や政変、暴動等が発生するようになっ

た。 

 9.11 事件は大きなインパクトを与えた。このような世界的規模の脅威の出現により、自

衛隊の行動範囲も大きく拡大し、イラク特措法、テロ特措法の制定によりイラク及びイ

ンド洋にまで兵力を展開することになった。また、これらのテロ活動に関連して大量破

壊兵器の拡散という問題も生起した。 

２-２ わが国の防衛力のあり方 

  平成 16 年 12 月の「新しい防衛計画の大綱」において、わが国を取り巻く安全保障環境 

について、新たな認識のもと、わが国の安全保障の目標は、「わが国の防衛」と「国際的 

安全保障環境の改善」であり、これの達成手法として、「わが国自身の努力」、「同盟国と 

の協力」及び「国際社会との協力」をあげた。防衛力の役割は① 新たな脅威や多様な事 

態への実効的な対応 ② 本格的な侵略事態への備え ③ 国際的な安全保障環境の改善の 

ための主体的・積極的な取り組みとした。 

２-３ 米軍のトランスフォーメーションと日米安保態勢 

ブッシュ政権は、新たな脅威の出現などの国際情勢の変化及び精密誘導兵器や情報通

信技術等の軍事技術の進歩を背景とした軍事能力の向上を追及しており、これをトラン

スフォーメーション（変革）と称している。ラムズフェルド国防長官は就任直後から研

究を開始し、2001 年 QDR(「4 年毎の国防計画見直し」)において政策目標として発表した。 

 米軍の軍事態勢の見直しに係わる日米協議は、2005 年 2 月の「日米安全保障協議委員

会(SCC「2＋2」)に始まる。これは、「新防衛大綱」において示された「米国と戦略目標、

日米の役割分担、軍事態勢等安全保障全般についての戦略的な対話に取り組む」という

基本方針と、2003 年 11 月の米国ブッシュ大統領演説にある「同盟国、友好国、協力国と

海外にある米軍の態勢に関する見直しの協議を強化する」という方針が背景となり、在

日米軍の兵力構成見直しを含む防衛・安全保障戦略についての協議を実施することにな

った。「新たな安全保障環境を踏まえた日米同盟における戦略についての日米協議」は３

段階から成っており、第 1 段階は「共通戦略目標」（2005 年 2 月）、第 2 段階は「役割・
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任務・能力」（2005 年 10 月）、第 3段階は「在日米軍の兵力構成見直し」（2005 年 10 月）

である。これを受け「再編実施のための日米のロードマップ」（2006 年 5 月）が合意した。  

    在日米軍の態勢の再編については 2005 年 10 月に協議され、再編について個別的かつ

相互に関連する具体案を提示し、具体的な実施目標を含めた計画を 2006 年 3 月までに作

成することとした。「日米同盟：未来のための変革と再編」（2005 年 10 月 29 日）におい

て、閣僚はそれぞれの事務当局に対し「個別的かつ相互に関連する具体案を最終的に取

りまとめ、具体的な実施日程を含めた計画を 2006 年 3 月までに作成する」よう指示した。 

３ 求められる自衛隊の態勢整備 

３-１ 基本的な要求 

    デュアルユーステクノロジーには、軍用品の民生品への適用（スピンオフ）、民生品の 

軍用品への適用（スピンオン）がある。軍用品としての基本的な要求は、構成、機能・ 

性能、信頼性、整備性、耐環境性、安全性、取得性から考察する必要がある。 

    民生品は一般には技術の進歩が速く、軍用装備品の機能・性能を凌駕している事例が 

たくさんある。COTS 製品は市場の要求により仕様が決定されると考えられ、その対応を 

予め決めておく必要がある。 

３-２ 自衛隊の態勢整備のために必要とされる装備品 

    新しい戦略環境と防衛体制の中で、どういった要素・役割がその装備品に期待されて 

いるか、例えば「新たな脅威・多様な事態への対応」としての BMD、対ゲリラ、島嶼防衛、 

周辺海空域対処、災害対応について、航空宇宙装備品、海上装備品、陸上装備品、C4I ご 

とに、対応が期待される装備品を列挙し、その装備品の使用技術につき、デュアルユー 

ステクノロジーの程度を検討した。航空宇宙装備品では、ミサイルなどの誘導機器にお 

いて一般民生分野での進んだ通信･電子関連技術が、航空機では大型民間機設計・製造技 

術がデュアルユーステクノロジー活用の大きな分野である。海上装備品では、艦艇の統 

合電気推進のための大出力発電技術、管制技術や電気推進技術で民生技術がほぼそのま 

ま活用可能である。C4I は進んだ民生用の通信・電子技術の応用が多方面で活用できる分 

野である。 

３-３ 装備品の取得に関る環境 

     防衛予算の内訳及び推移について考察し、経年変化を含め全般状況を把握した。それ 

から防衛機器産業基盤について、防衛産業・技術基盤の維持がなぜ必要かについて整理 

した。防衛産業の構造面から分析すると、スケールの大きなわが国の工業生産額に占め 

る防衛生産額は 1％にも満たないものであり、将来とも変化はないだろう。防衛産業の特 

徴として① 企業内に占める防衛事業の比率が低いこと、②供給先は防衛庁のみであるこ 

との 2点である。国際的な連携について、欧米を中心に開発･生産、運用の両面において、 

多国間連携が進展している。一方わが国は防衛生産分野において他国と連携することが 

制約されている。 

    今後多様な脅威に対し柔軟な対応を図るためには、何よりも技術基盤の高度化とフレ 

キシビリティが重要である。高度な技術基盤の維持は、脅威に対する抑止力となると同 
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時に、海外からの技術、製品の導入に際してのバーゲニングパワーともなる。 

４ デュアルユーステクノロジーの適用状況 

４-１ 米国 

４-１-１ 防衛生産・技術政策の変遷概観 

   米国の研究開発投資に占める軍需科学技術投資額対民需を中心とする民生産業による

科学技術投資額の比率は、1980 年を境に民需側が 50%を超えていたが、1990 年ごろか

ら急激にその差が拡大していった。即ち技術革新の中心は民生産業へと完全に移転した。 
 米国防省は「ボトムアップレビュー（Bottom Up Review）」の中で防衛産業基盤の再構

築に言及して、「防衛産業と民生産業の統合を促進し、民生産業の商慣行を防衛装備品の

調達にも取り入れることによりビジネスの効率化を図ることが出来る」とするとともに、

「圧縮された防衛予算で民生部門から全く隔絶された防衛産業基盤を維持していくこと

はできず、防衛産業の複合化、多様化を図ることにより経営体質の強化を図る必要があ

る」と述べて防衛産業の強化、体質改善を促している。 
  米国同時多発テロ直後の 2001 年 9 月 30 日に発表された「4 年毎の国防見直し 2001」
において、「ジョイントビジョン」に基づき進めている「米軍の変革」を進めるために必

要とする能力を開発・造成できる科学技術力を確保する活動を行うとしている。 
４-１-2 クリントン政権の「安全保障科学技術戦略」 

1995 年 9 月にクリントン大統領が発表した「安全保障科学技術戦略」は、国家安全保

障のための科学技術の優先順位について大統領が発表した総合的なステートメントとし

ては初めてのものであり、冷戦後における米国の科学技術戦略の方向付けを行っている。 
安全を保障する三つの柱として 

 ①科学技術を通して維持する軍事優位とその戦略 
②各国と共同して行う紛争防止活動及び対処（軍備管理、大量破壊兵器拡散防止、グロ

ーバルな脅威への対処）における科学技術の役割とその戦略 
③ 経済的安全の強化における科学技術の役割及びその戦略 

４-１-３ 対外技術移転管理 

  近年におけるテロリズムのグローバルな拡散、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散、

企業のグローバル化、両用技術・装備品のグローバルなマーケットでの取得等の状況は、

厳格な輸出管理の必要性が増大していることを示している。このため技術・装備品の対

外移転（輸出）に関する国際的な条約や各種レジームが制定され、多くの国がこれら条

約を批准し或いはレジームに加入している。 
  米国国内における輸出管理体制としては、「武器輸出管理法（Arms Export Control 

Act）」に基づき定められた「武器国際貿易規則（ International Traffic in Arms 
Regulations）」において「武器リスト（The United States Munitions List）」が定めら

れており、このリストに記載された物品等の輸出に当たっては、国務省に対して輸出承

認を申請をしなければならない。武器リストに該当する品目かどうかが分からない品目

については、国務省に対して物品裁定（Commodity Jurisdiction）の要求を文書で申請
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し、裁定に従い事後の処置を取ることとなる。両用技術・装備品及び役務の輸出に関し

ては、「輸出管理法（Export Administration Act）」に基づき定められた「通商管理リス

ト（Commerce Control List）」に記載されている品目に関しては、商務省に対して申請

をしなければならない。 
４-２ 英国 

４-２-１ 英国における防衛産業の位置づけ及び重要性 

  英国防衛産業は英国製造業の中核をなしており、英国 GDP の 20％を生産し、400 万

人の雇用を創出している。また技術的には世界の先端クラスのハイテク装備品を製造す

るとともに、グローバルな兵器市場に十分に競争力のある装備品を提供している。世界

武器輸出国の中で米国の 137.2＄B/年に次いで第 2 位である。英国防衛産業は、英国の安

全を保証するために英軍が必要とする装備品を、小さな個人用装具から大規模なシステ

ムに至るまであらゆる高性能な装備品を提供する能力を備えるとともに、英国経済の健

全化に大きく貢献している。 
４-２-２ 防衛産業政策及び防衛産業の変革 

  過去において防衛産業は国家主権の重要な一つのエレメントであり、国家の軍事力を

左右する重要なエレメントであるが故に国有企業が主体であった。冷戦終結前後から世

界の政治・安全保障環境は激変しそのような中で防衛産業の国有化は徐々に解消される

とともに、企業の統廃合、グローバル化が進展し、新しい防衛のニーズに応えられる企

業体質の変革が進展していった。 
４-２-３ 防衛生産・技術基盤に関するポリシー 

  軍事技術における研究開発の推進は技術力の広範な発展、技術基盤の強化を促す。英

国政府は、英国にとって研究開発及び技術に対する投資こそが、英国防衛産業の将来の

発展のための決定的な要素であると考え、国家全体の科学、技術基盤の強化発展施策と

も相俟って、このための各種施策を推進している。 防衛生産・技術基盤に関して英国

政府は次のようなポリシーを実行している。防衛技術に関する協議等のための機関・機

構として National Defence and Aerospace Systems Panel や Towers of Excellence 及び

Defence Technology Center それから Defence Diversification Agency を設立した。 

国際的な研究開発の促進として、英国は米国との間に”Declaration of Principle”を署名締

結し、共同技術研究開発の促進を図っている。また、欧州域内で欧州防衛産業の再構築、

活性化を促進するための施策の一つとして“Letter of Intent Framework Agreement”
を英、仏、独、伊、スウェーデンで締結している。 
英国政府は、「英国が英国の主権として英国の軍隊を必要とする時に必要とする方法で

運用して国の安全を確保するため、英国内に確保すべき技術は何かを明確にする必要が

ある」との認識から、企業能力を選別するための基準を定めた。 
４-３ 日本 

    防衛生産・技術基盤についての総合的で体系的なポリシーを示したものに、平成 13 年 
  6 月の「研究開発の実施に関るガイドライン（副題：防衛技術基盤の充実強化のために）」 
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  がある。わが国の装備品等の開発及び生産は、主として民間企業の生産能力・技術力を

活用して行っており、適切な国産化等を通じて、防衛生産・技術基盤を持つことが重要

であると思われる。防衛生産・技術基盤強化のために、今後の取組みに当たっては、基

本的な考え方を確立することが重要である。また防衛技術・民生技術の相互移転が国境

を越えて進展していることから、内外の技術交流を幅広く進めることが望まれる。 
５ デュアルユーステクノロジーと防衛装備品についての考察 

５-１ 防衛装備品の具備すべき要件 

   防衛装備品の具備すべき要件について性能面、時間的要素、有事所要への適用、情報

保全の各面から考察する。 
５-２ デュアルユーステクノロジーの利点、不利点、受忍限度 

   国及び自衛隊並びに防衛機器産業という視点から利点、不利点を論じる。また、防衛

装備品が具備すべき要件に照らし合わせて利点及び不利点を考察することによって受忍

限度について論じる。国或いは自衛隊にとっての利点としては ① 高性能先端技術によ

る装備品の取得 ② 経済的効果 ③ 有事緊急大量需要への対処及び即応性の確保 など

が、防衛機器産業にとっての利点は ① 技術革新ネットワークの拡大 ② 資源の効率的、 
③ 有事大量需要対処が可能 ④ 販路拡大などが考えられる。 
国或いは自衛隊にとっての不利点は ① 製品のサイクルタイムが短いため自衛隊によ 

る後方支援の困難性 ② ライフサイクルコストの高騰 ③ 開発・生産の判断は企業に委ね

られる ④ 技術の戦略的な方向性を把握するのが困難などが、防衛機器産業にとっての

不利点は ① 情報保全に厳しさを求められる結果情報共有に制約を受ける ② 市場動向

に基づいた自由な製品開発や技術革新が制約を受けるなどが考えられる。 
  受忍限度とは不利点を許容しつつ利点を最大化できる、即ち「許容できる不利点の限

界」ということになる。受忍限度には性能及びコスト面での受忍限度、後方支援基盤の

維持期間に係る受忍限度、防衛情報の開放に関する受忍限度等が考えられる。 
  利点、不利点或いは費用対効果というような視点から受忍限度を導き出すのではなく、

そのような受忍限度を超越したインセンティブというものを考えさせる事象とその技術

（両用技術を含む防衛関連技術全般）があると思われる。 
５-３ 両用技術・装備品が防衛機器産業に与える影響 

５-３-１ 防衛力の造成・維持にとっての両用技術・装備品活用拡大の今日的意義 

   防衛産業基盤を取り巻く環境を ① 自衛隊に求められる役割の拡大に伴う防衛力の強 
  化  ② 厳しい防衛予算の下での防衛力強化・向上 ③ 装備品並びに維持経費の上昇 ④ 

我が国の防衛産業基盤の特徴等から考察した。自衛隊による防衛力発揮の源泉としての

防衛産業基盤には、次のような普遍的な役割と能力が求められる。① 信頼性（Reliability）
② 十分な技術力（Sufficiency）③ 費用対効果（Cost Effectiveness）である。 

 両用技術・装備品の活用拡大の今日的意義は 保有すべき防衛力のために必要な予算と実

際の防衛予算とのギャップをいかにして埋めるかということにおいては、1990 年代から

2000 年代初頭にかけて欧米先進国が置かれていた状況に非常に良く似ている。 
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  現在の我が国における状況は、必要とされる防衛力を造成・維持していくために必要

とする予算と現実の予算との間に大きなギャップがあり、このギャップをいかにして埋

め、必要な防衛力を確保していくかという点において欧米先進国が経験してきた状況と

類似している。彼らの取った施策は、我が国にとっても参考とすべきものであろう。 
５-３-２ 両用技術・装備品活用拡大のための環境の整備 

両用技術・装備品の活用拡大は極めて重要な意義を持っていると言わざるを得ない。

このような両用技術・装備品の活用拡大を図るためには、官民双方による次のような環

境の整備が是非とも必要である。 
官側に求められるものは武器輸出３原則政策の一層の緩和、官・民協議機関の常設、安

全保障にとって緊要な技術の指定と育成、日本版 DMSMS 並びに官民情報共有データー

バンクの設立、防衛省による取得改革の一層の推進等である。企業努力に関わるものは

企業の経営体質の健全化、国際協業による先端技術の獲得、M&A による生産能力の適正

化並びに強化、官が主導する各種機構等への積極参加及び武器輸出への挑戦などである。 
５-３-３ 両用技術・装備品の活用拡大が防衛機器産業に与える影響 

５-３-３-１ 影響の程度を左右する要因 
（１）環境整備状況が影響の程度を左右する 

両用技術・装備品の活用拡大がどこまで進むかは、環境がどの程度整備されているか 
によって著しく左右される。中でも活用拡大が期待される技術を膨大な技術データ群の

中から見つけ出すためには、日本版 GIDEP が是非とも必要である。 
（２）業種及び技術適用形態によって影響の度合いが異なる 
   我が国工業生産に占める防衛生産の比率は、業種によって著しく異なる。また、両用 

技術・装備品の適用形態としては、民生品を防衛装備品に使用するスピンオン、スピン 
オンの逆のケースであるスピンオフ、及び民生用、防衛用の両用目的で技術開発するケ 
－スが考えられる。 

５-３-３-２ 防衛機器産業に与える影響 
５-３-３-２-１スピンオンのケース 
（１） 防衛機器産業に与える影響 
 ア．競争の激化と淘汰 

防衛予算の増加が余り期待できない状況の中で、防衛産業基盤における競争の激化と

企業の淘汰が起きるであろう。 
 イ．民生ビジネス手法の導入 

民生企業は先進民生技術のみならず民のビジネス手法をも導入することとなるため、

多方面にわたる E-ビジネス、Enterprise Resource Planning（ERP）、Supply Chain 
Management（SCM）等民生産業のビジネス手法の採用・導入促進に繋がるであろう。 

 ウ．防衛と民生との境界の曖昧化 
民生企業が両用技術を開発し或いは両用製品を製造することによって、防衛力の造

成・維持のための重要な構成要員と看做されるようになる結果、そのような両用技術・
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製品に関わる民生企業の増加は、防衛機器産業基盤と民生産業との境界の曖昧化をもた

らす。 
 エ．欧米の防衛マーケットへの参入可能性 

欧米先端技術へのアクセスと技術の相互交流をもたらし、ひいては日本経済の向上更

には防衛機器産業界の活性化にも寄与するであろう。 
 オ．ライフタイムサポートビジネスの勃興 

両用製防衛装備品は長期間にわたって維持運用されるため、これの性能維持・能力向

上改修は極めて重要なテーマとしてクローズアップされてこよう。我が国においては、

多くの両用製品や COTS 品に関わる装備品のライフタイムサポートを実施するビジネ

スを民に依存することになり、新たなビジネスチャンスを生むことになろう。 
５-３-３-２-２ スピンオフのケース 

近年においてはインターネットや GPS はその代表的な例であろうが、冷戦終結後に

おいてはそれ以前に比べてスピンオフは減少しているが、依然として多くの事例がある。 
５-３-３-２-３ 両用技術開発のケース 
（１）民生及び防衛用に適用可能な技術 
 ア．我が国において開発が期待される両用技術 
    無人機関連技術、ナノテクノロジー等である。 
イ．米国における両用技術開発の事例 

米国防省が 1997 年から開始した「Dual Use Science & Technology Program」にお

いて成功した事例をいくつか取り上げ、参考として紹介する。 
（２）防衛機器産業に与える影響 
 ア．新しい技術革新ネットワークの形成 

民需マーケットリサーチ及び技術ネットワークを形成して、必要なデータの収集、

分析、製品化構想の確立等をしなければならない。これにより防衛機器産業は、従来

経験してこなかった新しい民需関連の研究機関や企業との協業を必要とし、このこと

は新しい技術革新ネットワークの形成を意味し、防衛機器産業の技術基盤・生産基盤

の拡大へ繋がる。 
 イ．収益性の向上 

顧客は自衛隊のみではなく、巨大な民生市場における一般の大衆がこれに含まれる

ため、収益性の向上、経営の多様化、経営の強靭、健全化に大いに貢献する。 
 ウ．開発資源の効率的活用 
    開発のためには多大なコスト、研究・開発施設、技術者等多くの資源を必要とする

が、防衛省をはじめ民生関連政府機関、民生産業、大学研究機関等多様な開発のため

の資源を活用することが出来る。 
結言 

 我が国の防衛省・自衛隊は、防衛予算の厳しい制約が続く中で、新しい安全保障環境

において拡大された自衛隊の役割を果たすために必要とされる防衛力を造成し維持して
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いかなければならない。このような我が国がおかれている環境は、欧米先進国が直面し

対策を推進してきた状況と類似しているが、我が国におけるこの命題を解決するための

キーとなる対策は、我が国の国情に合わせるものの、欧米先進国と同じように、生産力

の合理化・適正化並びに M&A 等による強化、利用資源の拡大・多様化並びに国際協業の

推進による生産基盤・技術基盤の強化、そして防衛ビジネスの改革であろう。デュアル

ユーステクノロジーの利用拡大は、直接的には利用資源の拡大・多様化の中の施策の一

つとして総合的な対策の中に位置付けられるものである。 
 
 
 
 
 

 
 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http:/keirin.jp/ 
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