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序 

 

 我が国の機械工業を取り巻く事業環境は、グローバル経済の進展の中で、資

源・エネルギー問題、環境問題、等も含め、世界規模で取り組まなければなら

ない数多くの深刻な問題を抱えております。  

また、BRICs をはじめとした新興工業国は、生産技術力を著しく向上させて

おり、先進国間の差別化・高付加価値化等の技術競争も厳しさを増し、技術競

争力で優位にあるとされた我が国機械産業の相対的な地盤低下が懸念される

ようになってきております。  

さらに情報通信・輸送手段の発達がそうした競争を一層激化させ、世界中で

生き残りをかけた企業競争が展開される状況下にあります。  

世界 市 場 での 競 争 力強 化 に 有効 な 対 策や 、 将 来性 の あ る新 興 国 市場

への進出 に向けた 対応等も 求められ る一方 、そうした技術競争の中にも、

国際的な社会責任を果たすために守らなければならない安 全 保 障 管 理 制 度

や貿 易 制 度調 和 が あり 、 今 後よ り 緊 密に 各 国 間の 協 調 をは か る 必要が

でてきて おります 。  

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の事業環境に係わる調査のテーマの

一つとして日本戦略研究フォーラムに「安全保障環境の変化が我が国の防衛機

器産業に及ぼす影響に関する調査研究」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す。 

 

 

 

平成２０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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序  
 

今日、世界には伝統的な国家間の対立がなお存在するとともに、大量破壊兵

器の拡散、テロなどさまざまな脅威が存在しております。わが国も、北朝鮮の

核保有、中国の十数年にわたる二桁の軍備増強等安全保障上困難な状況に直面

しており、これらに適切に対処することが強く求められております。しかしバ

ブル後の経済は、未だ十分に回復せず所望の予算を防衛に割くことは難しい状

況であります。更に科学技術の進歩のもと、防衛装備品は、高品質、高価格と

なり、益々防衛力の整備を困難にしております。このような状況は、米国、EU

の主要国にも共通の現象であります。わが国の防衛機器産業が健全に発展する

ために、安全保障環境、経済環境等を詳しく分析するとともに、米国等主要国

の防衛力整備の状況、防衛産業の対処等を具に調査研究することが求められて

いると思います。 

今回日本機械工業連合会から委託を受け、昨今の安全保障環境の変化が防衛

機器産業に及ぼす影響について調査研究をいたしました。本研究にあたり、本

問題に造詣の深い陸･海・空自衛隊 OB、防衛企業の関係社員等 8 名を研究委員

として選任し、調査研究にあたりました。公刊資料をはじめ、関連研究資料等

を丹念に調査研究するとともに、米国国防省及び米国の主要防衛企業であるレ

イセオン社、ノースロップグラマン社、そしてわが国の防衛機器産業等を調査

訪問した成果等を基に研究討議し、その成果を報告書に纏めたものでありま

す。 

本報告書が関係各位のご参考に寄与すれば、私共の深く喜びとするところで

あります。 

 

平成 20 年 3 月 

 

 

日本戦略研究フォーラム 

会  長   中條 高德 
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序 章 報告書の作成に当たって 

 

 人類にとって生存は 重要課題であり、有史以来個人や集団の生存を脅かす脅威に対し

て如何にしてこれを守るかはそのリーダーや為政者の 重要責務であった。中でも人為的

な脅威としての国家を含む集団間の抗争である戦争に対して、これを防止し或いはこれに

勝利することに為政者は多大の努力を費やしてきた。このため古今東西を問わず兵法理論、

戦争論、戦略論や安全保障理論等、その時代時代の状況を反映した安全を確保するための

数多くの理論が提示され、それらの多くのものが実践されてきた。 

 近代において安全保障とは、一般的に国家の対外的な安全を確保することということが

できるが、第１次世界大戦に至るまでの、国家間の勢力均衡を基礎とする個別的安全保障、

そして第１次世界大戦後に設立された国際連盟及び第２次世界大戦後に設立された国際連

合において、戦争そのものを阻止する体制が必要であるとの認識の高まりに基づき確立さ

れた集団安全保障体制等、歴史の教訓を踏まえつつその時代の安全保障環境を反映して安

全を確保するための各種施策・体制が取られてきた。 

 安全保障環境は、国際社会の「平和と安定」及び国家の「生存と繁栄」を脅かす要因と

しての脅威や危機、そしてこれらから防衛するための対策としての国際安全保障秩序維持

の手立てと国家の安全保障戦略から成ると言える。従って、安全保障環境の変化とは国際

社会や国家にとっての脅威の変化と、これに対して国際社会や国家がとってきた対策の変

化と捉えることが出来る。ここにおける脅威には軍事的な脅威もあれば非軍事的な脅威も

ある。また、対策としての国際安全保障秩序維持の手段や国家戦略においても、多様な安

全保障概念に基づくその時代を反映した様々な安全保障政策・防衛戦略が存在する。 

 論述に当たっては、以上の認識に基づき、「安全保障概念」については、安全保障概

念は時代によって変化し、今日多様な概念が存在するが、本調査研究のテーマが“安全保

障環境の変化が防衛機器産業に与える影響”であるということに鑑み、安全を脅かす脅威

に対して主として軍事的手段で対処するとする伝統的な安全保障概念を中心において考察

する。 

「対象とする時期」については、第２次世界大戦終了後 40 有余年続いた冷戦時代にあっ

ては安全保障環境の基本的な枠組みの変化は見られないことから、安全保障環境の変化が

防衛政策・防衛戦略の変革をもたらし、防衛力整備に反映されてそれが防衛機器産業に与

える影響ということを考えるならば、冷戦の終結という安全保障環境の革命的な変化とそ
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の後の変化を重点的に考察するのが妥当であろうと判断し、調査研究の対象時期を冷戦終

末期以降とする。 

 「報告書の構成」については、まず第１章において、安全保障環境の変化について、グ

ローバルな安全保障環境の変化と我が国を取り巻くアジアの安全保障環境の特徴について

考察する。グローバルな安全保障環境の変化については、米国の冷戦後並びに 9/11 後の安

全保障環境の捉え方及びその対策としての防衛計画の特徴、そしてトランスフォーメーシ

ョンの推進並びにテロとの戦いに見る防衛力整備の基本的な考え方等について考察する。

次に、アジアにおける中国をはじめとする各国の軍事力増強や北朝鮮の動向、更には海洋

で交差する米中の軍事戦略等、我が国を取り巻く安全保障環境の特徴について考察する。 

 第２章においては、まず安全保障環境の変化と防衛装備の関係を“技術”という視点で

捉え、特に戦闘機分野に焦点を当てて欧米各国の状況について考察する。次いで第１章で

考察した安全保障環境の変化が、防衛力整備と防衛機器産業へどのように関わっていった

のかということについて、米国並びに欧州における防衛産業政策の変化とこれによる防衛

産業の変容について考察し、更に新たな脅威への対処のための装備品の開発・生産・維持

支援等、防衛機器産業に求められている能力・対応について考察する。 

 次に第３章において、第１章で考察したグローバル及び日本に関わるリージョナルな安

全保障環境の変化が、我が国の安全保障政策及び防衛力整備にどのような影響を与えたの

かということについて、新防衛計画大綱、中期防衛力整備計画並びに新たな日米防衛協力

体制等から検証するとともに、わが国の財政事情と圧縮された防衛予算が防衛力整備並び

に防衛機器産業に及ぼす影響について考察する。 

 第４章の我が国防衛機器産業の現状と課題については、まず政府レベル及び防衛省レベ

ルの防衛機器産業政策の現状と課題について考察し、次いで我が国の特殊な防衛機器産業

界の現状を明らかにして、新しい環境に適応するための課題を浮き彫りにする。 

 これまでの考察を踏まえて、第 5 章において、新しい安全保障環境が我が国の防衛機器

産業に与える影響について、政府レベル及び防衛省レベルの政策への影響と対応、次いで

防衛機器産業への影響と対応について考察する。そして 後にこれまでの考察から導き出

された対策を取り纏めて、防衛機器産業基盤の維持強化のための課題として記述する。 
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第１章 安全保障環境の変化と主要国の国防計画の動向 

 

１．グローバルな安全保障環境の変化 

戦後の米ソ冷戦体制を特徴とするグローバルな安全保障環境は、２つの要因、即ち１つ

は 1989 年 12 月の米ソ首脳による冷戦終結宣言と 1991 年１～３月にかけての湾岸戦争、２

つは 2001 年９月 11 日の米国同時多発テロ（以下、9.11）によって、大きく様変わりした。

冷戦体制の終結は、米ソ両国を中心とする２極対峙の軍事構造を崩壊させた。その結果、

大規模な武力紛争生起の蓋然性は大幅に低下したが、一方で冷戦終結後 初の大規模地域

紛争となった湾岸戦争に象徴されるように、民族や宗教を原因とする紛争あるいは領土紛

争などが多発する時代となり、ポスト冷戦の 1990 年代は安定した平和の時代とは言えなか

った。 

そして 21 世紀初頭の世界は、9.11 によって、安全保障環境が大きく変わった。米国防省

が 2006 年２月３日に公表した、「４年毎の国防計画の見直し報告書」（Quadrennial Defense 

Review Report 2006、以下 QDR 2006）は、9.11 後の世界における脅威を４つに類別している。

１つは伝統型（Traditional）の脅威で、国家の軍事力による通常戦争などの脅威である。２

つは非正規型（Irregular）の脅威で、非国家行為体によるテロなどの非正規手段による脅威

をいう。３つは破滅型（Catastrophic）の脅威で、大量破壊兵器（WMD）などによるテロや

「ならず者国家」による脅威である。そして４つは混乱型（Disruptive）ともいうべき脅威

で、これは米国の軍事的優位を無にするような手段などによる潜在的競争相手からの脅威

を指している。２と３は非伝統的脅威とされるもので、４は１の発展型ともいうべきもの

である。 

こうした脅威の類別は米国の視点によるものであるが、濃淡の差があっても、今日、国

際社会が直面している共通の脅威と言える。特に、非正規型と破滅型の脅威、いわゆる非

伝統的脅威対処に当たっては、国際社会は既存の同盟の枠組みを超えた協同の対応を求め

られている。 

この２つの要因によるグローバルな安全保障環境の変化を も鋭敏に反映しているの

が、米国の通常戦力計画である。国防計画の変化は、装備の研究開発及び調達を通じて、

防衛産業に直接的影響を及ぼすが故に、まず米国の 1990 年代以降の国防計画の変化の特徴

を見ておきたい。次にプーチン政権下で、復興著しいロシアの動向を取り上げる。復興の

ドライバーは潤沢な石油収入である。米国の評論家、ローレンス・フリードマンは、世界
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は「冷戦後」の世界から石油が幅をきかす「ポスト冷戦後」の世界に入りつつあるとして、

以下のように述べている。①冷戦世界は核バランスに支えられた２極世界であった。冷戦

後世界は、米国がハイパーパワーの時代であった。②「ポスト冷戦後」世界は多極化世界

で、米国はあらゆる方面から牽制されつつある。中国が大国として台頭している。また石

油価格急騰の恩恵だけで台頭している国もあり、これらの国は冷戦後世界では停滞してい

た。これらの国には、ロシアがあり、多くの面で米国に対抗しつつある。 （The New York 

Times, May 10, 2006） 

そして 9.11 後の世界における も困難な課題とも言うべき、テロとの長期にわたる戦い

とそこにおける同盟の枠組みを超えた国際協同に言及する。ここでは、国際的な協同対処

のために、既存の国際安全保障体制の枠組みがどのように変化したか、そしてどのような

新たな枠組みが生まれてきているかについても取り上げる。 

 

１-１ 米国の国防計画の動向 

１-１-１ 1990 年代における国防計画の特徴 

冷戦期における米国の安全保障上の脅威はソ連であり、冷戦期における米国の国防政策

はソ連の脅威に如何に対処するかを主眼とするものであった。冷戦の終焉は、こうしたソ

連の脅威を前提とした米国の国防計画の在り方に抜本的な見直しを迫ることになった。旧

ソ連の戦略核戦力以外に米国の生存そのものを脅かす直接的脅威がなくなった、1990 年代

における課題は、ソ連の脅威に代わって何を基準に、どの程度の戦力を整備するかであっ

た。 

米国では冷戦終焉後の 1990 年代において、先代ブッシュ政権とクリントン政権によって

国防計画と軍事戦略の見直しが行われた。1989 年 12 月のマルタ会談で冷戦を集結させたブ

ッシュ大統領は、翌 1990 年８月２日、コロラド州アスペンで演説し、冷戦の終焉を世界に

宣言し、米国の戦略の基軸を従来の「対ソ連封じ込め」から「地域紛争」に転換すること

を発表した。奇しくもこの日は、後の湾岸戦争に至るプロセスの始まりとなる、イラクの

クウェート侵攻と同じ日であった。この演説に基づいて、国防省は国防戦略を見直し、1991

年９月に「基盤戦力」（The Base Force）構想を発表した。これは、1995 年までに米軍を 25

％、国防費を 10％削減するというものであった。この構想は、ソ連軍という強大な軍事力

に対抗するための国防力はもはや必要なくなったとの認識に基づく軍縮計画とも言えるも

のであった。これは、従来米軍の兵力はソ連の脅威を対象として算定してきたが、このよ
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うな定量的な兵力算定から、明確な敵の無いなかで超大国としての地位と安全を維持する

に足る兵力を導き出すという定性的なアプローチとなった。この構想においては、戦略要

素として「戦略抑止と戦略防衛」、「前方プレゼンス」、「危機対処」、「国防態勢の再

構築」を挙げ、「超大国の地位維持のための能力保持」が必要とするものの、軍事力を 25

％削減可能と結論づけたものである。軍事力 25％削減の理論的根拠については、定性的ア

プローチであるが故に合理的な説明ができず、平和の配当の要求を強く掲げる国民・議会

を納得させることはできなかった。 

しかしながら、冷戦後の初の大規模地域紛争となった、1990 年８月から 91 年３月に至る

湾岸戦争のプロセスは、地域的脅威対処に国防計画の重点を置くことの妥当性を裏付ける

とともに、次のクリントン政権の冷戦後における本格的な米国の通常戦力所要の査定に決

定的な影響を及ぼすことになった。 

 1993 年１月に発足したクリントン政権は、冷戦終焉後、初めての本格的な国防計画の見

直しに着手した。クリントン政権の初代国防長官、レス・アスピンは長官就任後、新政権

の国防計画を立案するために、国防省内で半年余にわたって、「国防の所要と計画に関す

る積み上げ方式による検討」（Bottom-Up Review of Defense Needs and Program）を行い、そ

の結果の概要を 1993 年９月に、 終報告を 10 月に公表した 1。この報告に基づくクリント

ン政権の国防計画が、「ボトムアップ・レビュー」（以下、BUR）国防計画といわれるも

ので、これが冷戦後２度目の国防計画の見直しであり、冷戦後初の本格的な国防計画のス

タートでもあった。 

 BUR は、軍事力が必要される事態として、①大規模地域紛争（Major Regional Conflicts: 

MRC）、②国連による平和強制作戦などが必要とされる小規模紛争や危機、③米国にとっ

て重要な地域における軍事プレゼンス、④大量破壊兵器による攻撃の抑止を挙げ、特に MRC

を今後の国防計画の焦点としている。BUR は「米国の国防計画の焦点は、（冷戦期のソ連

の脅威から）米国の国益にとり重要な地域に戦力を投入し、北朝鮮やイラクのような潜在

的に敵対的な地域大国を打ち負かす必要性におかれている」と述べている。BUR では、こ

うした脅威認識に基づいて、ほぼ同時に生起する２つの MRC に対処し、勝利できる戦力規

模の整備を目指した。また、BUR では、海外における軍事プレゼンスと国連による平和強

制作戦などへの介入のための所要戦力も、全体の戦力所要を決める上で不可欠の要素とさ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 Les Aspin, Secretary of Defense, Report On The Bottom-Up Review （Washington, DC: USGPO, October 1993）. 
（以下、BUR に関する記述はこの報告書から引用） 
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れた。BUR 国防計画は、平時における国防計画から旧ソ連の脅威を取り払ったことに特徴

があった。 

 BUR 国防計画は 1995 年度から本格的にスタートし、クリントン政権期を通じて維持され

た。BUR 国防計画も、冷戦期と同様に脅威対処の国防計画であったが、冷戦後における「い

くらあれば十分か」という課題に対して万人を納得させる解答を提示したわけではない。

問題は、冷戦期のソ連と異なり、冷戦後の脅威あるいはリスクの特性が多様で、また生起

する場所、時期あるいはその態様について予測不能であり、しかも米国の生存そのものを

直接的に脅かすものではなく、従って基準とすべき脅威認識そのものについてコンセンサ

スが得難いことにあった。しかも国防計画の実態は、機甲戦力を中心とした、冷戦期の戦

力構造と米軍の世界的配備を基本的に継続したものであった。そのため、BUR 国防計画は、

基準とすべき脅威認識を巡って多くの論議を惹起し、所要戦力が全体として多すぎるとの

批判を招いた。 

１-１-２ 9.11 後の米国防計画の特徴 

9.11 は、湾岸戦争が 1990 年代の国防政策に多大の影響を及ぼしたように、21 世紀初頭の

国防政策に抜本的な見直しを迫った。9.11 が 21 世紀初頭の米国の軍事態勢に抜本的な見直

しを迫った背景には、安全保障環境に対する認識の変化がある。まず 9.11 が米国を取り巻

く安全保障環境に与えた も大きな影響は、米国本土が安全でなくなったことである。  

ユーラシア大陸の両端から太平洋と大西洋の両洋に隔てられた地政学的には「大陸規模

の島国」（an insular power of continental size）ともいえる米本土は、冷戦期におけるソ連の

戦略核戦力の脅威を除いて、外敵からは比較的安全であったが、ソ連型の脅威とは異質の

敵対的なアクターによる奇襲的な攻撃に対して脆弱になった。このことは米本土防衛が米

軍の 優先課題であることを改めて確認させることになった。 

ブッシュ政権は 9.11 以降、米本土をも攻撃する意思と能力を持つ「異質の敵」に対処す

るために、国家の総力を挙げて、また国際社会の協力の下に国内外でテロとの戦いを続け

てきた。一方で、ブッシュ政権は、新たな安全保障環境に対処するために、米国の軍事態

勢の抜本的な見直しにも着手した。この見直しは、通常戦力整備の考え方を、冷戦後の 1990

年代においても維持されてきた「脅威対処」から「能力ベース」に変更した上で、トラン

スフォーメーションと総称される米軍全体の変革を目指すと共に、グローバルな米軍配備

の見直し（GPR: Global Posture Review）、即ち米軍の世界的配備を新たな安全保障環境に即

して再編しようとするものである。そしてこれら２つの目指すところは、戦力構成と世界
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的配備の両面において、冷戦型の通常戦力態勢から脱却し、新たな安全保障環境に相応し

い 21 世紀の軍事態勢を構築することであった。 

１-１-３ トランスフォーメーション 

 トランスフォーメーションはブッシュ政権によって始められたものではない。クリント

ン前政権はすでに、トランスフォーメーション戦略の名の下に、情報技術、精密誘導技術、

ステルス技術などの飛躍的発展をドライバーとするRMAの成果を取り込み、それを新たな

運用構想と融合させることで米軍を変革させていく計画に着手していた。ブッシュ政権下

で国防省は 2001 年 10 月に、各軍のトランスフォーメーションを統括する部局として、「戦

力変革局」（Office of Force Transformation）を新設した。同局は 2003 年４月、トランスフ

ォーメーションに関する包括的指針を示した、「トランスフォーメーション計画指針」

（Transformation Planning Guidance）と題する報告書を公表し 2、その後、「軍事トランスフ

ォーメーション：戦略的アプローチ」（Military Transformation: A Strategic Approach）3、「国

防におけるトランスフォーメーションの諸要素」（Elements of Defense Transformation）4な

どの報告書を公表している。 

これらの報告書によれば、ブッシュ政権で推進されているトランスフォーメーションは、

基本的にはクリントン前政権の計画を受け継ぐもので、国防の全ての分野を対象とする包

括的な概念とされ、単なる技術革新や兵器の近代化に止まらず、新たな戦争のコンセプト、

能力、人そして組織のコンビネーションによって国防態勢全体を変革していく、長期にわ

たって継続されるプロセスであると定義され、特定の達成目標年度が示されているわけで

はない。このプロセスを通じて、アメリカ本土、国民、国益を防衛すると共に、前方抑止

態勢から 小限の増援で敵を迅速に撃破できる、機敏なネットワーク・セントリック戦力

（agile network-centric forces）の開発を目指している。 

そこでは、以下の８つの作戦能力が重視されている。 

①強化された情報能力：早期警戒、正確な情報の配信及び情報組織の水平的統合が優先

課題とされている。 

②重要な作戦基地の防護：アメリカ自体が 重要の作戦基地であり、重要な作戦基地の

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2 この報告書は以下による。 
http://www.oft.osd.mil/library/library_files/document_129_Transformation_Planning_Guidance_April_2003_1.pdf 
3 この報告書は以下による。 
http://www.oft.osd.mil/library/library_files/document_297_MT_StrategyDoc1.pdf 
4 この報告書は以下による。 
http://www.oft.osd.mil/library/library_files/document_383_ElementsOfTransformation_LR.pdf 
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防護によって、政治的、軍事的な行動の自由が得られ、米国と同盟国を守り、部隊を適切

に世界の各所に展開させることができる。 

③グローバル・コモンズからの作戦能力：宇宙、国際海域・空域、サイバースペースと

いったグローバル・コモンズからの作戦能力が、米軍の行動の自由を確保するために重視

されている。宇宙空間においては、宇宙へのアクセスの確保と敵対勢力による宇宙の敵対

的利用を拒否することが目標とされている。また新たな作戦空間であるサイバースペース

については、軍事作戦の成否が情報インフラとデータの防衛能力にかかっているとして、

情報能力の強化には情報の収集・処理プロセス、情報政策、情報文化における根本的な改

革が必要であることが強調されている。 

④遠隔地とアクセス拒否地域への戦力投入と継戦能力：世界における米軍の役割の成否

は、敵対勢力が米軍のアクセスを拒否しようとする遠隔地域における米軍の戦力投入と継

戦能力にかかっているとして、戦力投入能力の強化のために、国内外の防衛態勢と展開に

おける柔軟性、作戦基地の安全、戦略的コモンズへのアクセスが重視されている。 

⑤敵の聖域の拒否：この分野における主たる目標として、遠距離から部隊を迅速に到達

させる能力の開発が重視されている。このためには、持続的な監視能力と精密誘導攻撃能

力、支援能力を欠く地域における持続的な統合作戦能力、破綻国家の再建を支援するため

の安定化作戦能力などの多くの能力が必要とされている。 

⑥ネットワーク・セントリック作戦能力：統合され、ネットワーク化された部隊は個々

の部隊の単なる寄せ集めよりはるかに強力であるとの認識から、C4ISR の統合と互換性の強

化の必要性が重視されている。 

⑦不正規戦（irregular conflict）対処能力：不正規戦は見通し得る将来における主たる挑戦

とされ、テロリストとその支援国家や非国家アクターからの挑戦が米軍部隊に複雑な安全

保障問題への対処を迫り、「一般目的部隊」（general-purpose forces）という過去の戦力概

念の再検討を強いているとして、国家のあらゆる要素を活用する必要が強調されている。 

⑧国内外におけるパートナーの能力の強化：この分野の主たる計画が安全保障協力計画

であり、共通する利害の確認、米軍との連合作戦能力と意思の強化、共通する戦略アセッ

トの開発や統連合訓練・教育・開発・実験のための共通コンセプトの開発、などによる主

要同盟国の軍事的トランスフォーメーションを奨励することなどを通じて推進される。5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5 これらは主として、ラムズフェルド国防長官の 2004 年２月４日の議会証言： 
http://www.defenselink.mil/speeches/2004/sp20040204-secdef0842.html  
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これらの作戦能力は、①統合作戦コンセプトの開発による統合作戦能力の強化、②情報

技術における優位の活用、③ウォーゲーム、シミュレーション、実働演習などを通じたコ

ンセプトの開発と実験という段階を経て、変革された能力が実戦配備されていくことにな

る。こうしたトランスフォーメーションのプロセスを通じて、米軍は、敵の侵略に時間を

かけて戦力を増強して対応する、従って兵力数の優劣が重要な戦力要素であった冷戦期型

の戦力構成から、柔軟性な統合作戦能力の強化によって、卓越したスピード、遠距離到達

能力、精密誘導攻撃能力、戦場空間識別能力そして致死性の高い戦闘能力を活用して、軍

事作戦の全てのスペクトラムを網羅する戦闘効果を重視した、敵を圧倒する 適戦力を

適の場所に迅速に投入することを目指している。 

こうしたトランスフォーメーションのプロセスは、装備体系にも大きな変化を迫りつつ

ある。例えば、陸軍が冷戦型の固定的な戦力構成から統合運用が可能な柔軟な部隊編成へ

の改編を目指して、21 世紀型の「モジュール陸軍」（modular army）に移行しつつあり、そ

の中核をなすのが旅団戦闘チーム（brigade combat team: BCT）である。この旅団は短時間で

迅速に移動可能な軽部隊だが、十分な防護能力と火力を持ち、自ら持続的作戦が可能な兵

站アセットを持つ。この部隊は師団固有の隷下部隊ではなく、どの師団長も利用可能であ

り、こうしたアプローチによって諸兵科間の迅速な統合編成が推進されることになる。BCT

の主戦力がストライカー装輪装甲車である。通信情報能力の分野では、全天候下で敵部隊

の背後や地域使用が拒否される遠隔地の固定目標と移動目標をともに追跡可能な宇宙配備

のレーダーの開発などによって改善されつつある。また特殊作戦軍については、その能力

と任務が拡充され、地域戦闘軍司令官の指令任務のみならず、対テロ戦争において独自の

任務も遂行できるように変革されてきている。空軍は、人道的支援任務から全面的な戦闘

任務まで、地域戦闘軍司令官がグローバルに適切な能力を迅速に投入できるように、10 個

航空・宇宙遠征部隊に再編された。更には、アクセスや地域使用が拒否される遠隔地での

作戦遂行のために、４隻のトライデント SSBN が、特殊作戦部隊を輸送すると共に、通常

型の巡航ミサイルも搭載する SSGN に改装されている。 

１-１-４ 国防調達制度の改革 

                                                                                                                                                                   
 
同、2004 年９月 23 日の議会証言： 
http://www.defenselink.mil/speeches/2004/sp20040923-secdef0783.html 
及び FY2005、FY2006 国防予算に関するブリーフィング資料などによる。 
FY2005: http://www.defenselink.mil/releases/2004/nr20040202-0301.html  
FY2006: http://www.defenselink.mil/news/Feb2005/d20050207budget.pdf 
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こうしたトランスフォーメーションに伴って、ブッシュ政権は、国防調達制度の改革に

も着手している。QDR 2006 は、費用、調達日程及び進捗状態について、重要調達プログラ

ムの実態を正確に判定できないことから、国防省内では調達プロセスに対する信頼感が欠

如しているとして、国防調達制度を抜本的に改革することで、国防省の重要調達プログラ

ムの予測可能性を改善するために、今後の国防調達制度の改革について、以下のような指

針が示された。 

①より効果的な国防調達制度および一連の関連プロセスを創設することにより、統合軍

に必要な能力をより迅速に提供する。 

②現在の費用ベースのアプローチに代わる、リスク・ベースの予算選択プロセスの導入

を検討する。予算選択にあたっては、コストを唯一の選択基準とせず、むしろ技術及び管

理の両面のリスクを基準とする。 

③国防省内の統合能力の特定、予算配分、及び取得プロセスのより緊密な統合が必要で

あり、それらの責任もそれぞれ明確に定義する。 

④必要な戦力を現場へより迅速に配備するために、取得開発及び調達プログラムは、時

間特定アプローチ（time-certain approach）へ移行する。 

⑤プログラム開発の初期の段階で、実績、時間、利用可能な予算資源のバランスをとる

ために必要な折り合いをつけ、技術の成熟度に基づいて、その後の過程でアップグレード

や改良を加える。 

QDR2006 は、こうした時間特定アプローチ及びリスク・ベースの予算選択を組み合わせ

ることにより、国防調達制度の安定性を大幅に改善できるとしている。 

また、供給チェーン兵站システムの改善については、次のような処置を実施するとして

いる。 

①必要品目の配送コスト削減、スピード向上のため、民間の供給チェーン測定基準を採

用し、また、プロセス全体を担当する機関を１つ指定する、供給チェーン単独責任体制を

更に改善する。 

②供給チェーンにおける資産の可視性及び管理の自動化による知的兵站支援を実施する

ため、無線周波数識別（Radio Frequency Identification: RFID）技術を利用する。RFID は、戦

略レベルから戦術レベルに至るデータの共有、統合、同期を可能にし、供給チェーン・ネ

ットワークの全主要箇所に情報を伝達できるように設計されている。 

QDR2006 は、こうした RFID による認識と、リーン（Lean）、シックスシグマ（Six Sigma）、
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業績ベース・ロジスティックスなどを組み合わせることにより、国防省の供給チェーン全

体の生産性を 大限に高めることができるとしている。 

１-１-５ 国防予算の推移 

 以下は、1990 年代から 2006 年度までの米国の国防費予算権限額と支出額（国防省費に加

え、原子力関連経費を含む広義の国防費）の推移である。これによれば、1990 年度の冷戦

終結年を境に 1990 年代の国防費は一旦減少するが、2000 年度からは明確に増額傾向を示し

ている。この予算の推移は、冷戦後に米国で高まった、「平和の配当」への期待がほとん

ど満たされなかったことを示している。 

Source: U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States 2007 

http://www.census.gov/prod/2006pubs/07statab/defense.pdf 

 米国の国防予算は、9.11 以降の対テロ戦争の長期化という状況の中で、更に増額傾向を

示している。2008 年２月４日に公表された、2009 年度予算要求は 5,154 億ドルで、対前年

度 359 億ドル増、名目 7.5％、実質 5.4％増となっている 6。それによれば、2009 年度予算要

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6 U.S. Department of Defense FY 2009 Budget Request, February 4, 2008 
http://www.defenselink.mil/comptroller/budget.html  

http://www.census.gov/prod/2006pubs/07statab/defense.pdf
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求は、下図に示すように、ブッシュ政権の優先施策を反映して、グローバル対テロ戦争

（GWOT）の遂行、地上戦闘能力の強化、部隊の即応能力の強化、将来の脅威に対応する

ために必要な戦闘能力の開発、及び将兵とその家族の生活水準の向上が重視され、増額分

が優先的に配分されている。 
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Source: U.S. Department of Defense FY 2009 Budget Request, Budget Slide, February 4, 2008 によ

る。 

http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2009/Summary_Docs/FY2009_Budget_Slides.

pdf  

１-１-６ グローバルな米軍配備の見直し（GPR: Global Posture Review） 

ブッシュ米大統領は 2003 年 11 月 25 日、冷戦期とは異なる新たな安全保障環境に対処す

るために、 適の場所に 適の能力を配備することを目指して、在外米軍の再配備に関し

て同盟国、友好国との協議を開始するとの声明を発表した。そしてブッシュ大統領は 2004

年８月 16 日の演説で、GPR について、「米国は十分な在外米軍を引き続き維持するが、現

在の計画では、今後 10 年間で、在外兵力の内、約６万人から７万人を本国に呼び戻すと共

に、それに伴って約 10 万人の文官職員と家族も本国に帰還させる」と述べ、現在、イラク

とアフガニスタンを除いて、ヨーロッパとアジアに駐留している約 20 万人余の在外米軍の

一部撤退計画を明らかにした。更に大統領は、現在のヨーロッパとアジアの米軍戦力態勢

を、もはや存在しないソ連の侵略を想定したものであるとして、①今後 10 年間で、21 世紀

の軍事技術を活用して、これまで以上に能力が高く、柔軟性を持った部隊を配備する、②

http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2009/Summary_Docs/FY2009_Budget_Slides.pdf
http://www.defenselink.mil/comptroller/defbudget/fy2009/Summary_Docs/FY2009_Budget_Slides.pdf
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その多くは米本土に所在するが、予期せぬ脅威に迅速に対応できるよう、部隊の一部を新

たな場所に移転させることになる、との方針を示した。 

在外米軍の再配備に当たっての基本的な考え方は以下の４点に集約される。第１に、米

本土と海外における戦力展開の柔軟性を確保することである。第２に、迅速な兵力投入能

力を開発することである。在外米軍の再配備は、冷戦期のように当該駐留地域で戦闘する

よりも、遠隔地における紛争事態に迅速に対応できる能力を強化することを狙いとしてい

る。第３に、再配備に当たっては、兵力数より能力を重視していることである。 

ここでは、スピード、遠距離到達能力、精密誘導攻撃能力、戦場識別能力、致死性の高

い戦闘能力が今日の軍事作戦の本質的な概念とされ、当該地域における前方展開兵力の数

はもはや米国が投入し得る効果的な軍事能力の正確な指標ではないことが強調されてい

る。兵力数と能力が比例すると見なされた時代は終わり、 適の場所に 適のタイミング

で 適の能力を投入することが重要になったわけである。そして第４に、再配備によって、

米国の軍事プレゼンスをバランスのとれたものにし、同盟国との防衛関係を拡大し、新た

なパートナーシップを構築することである。7 

 GPR に伴って、当然ながら在外米軍基地も統廃合されることになる。これまでアメリカ

が維持してきた基地は、３つに類別される。１つは「主要作戦基地」（Main Operating Base）

で、米軍の常駐戦闘部隊、演習場へのアクセス、指揮通信機構、さらには家族支援施設を

有する、同盟国内に建設された恒久的な戦略アセットである。また以下の２つの施設に対

する支援機能も有する。この種の基地は全世界で 230 カ所あり、その内 202 カ所はアメリ

カ国内にある。２つは「前方展開拠点」（Forward Operating Site）で、拡張可能な受入国の

施設で、米軍の限定的な支援要員が駐留し、事前備蓄装備も置かれ、ローテーション部隊

の受入が可能であり、受入国や当該地域の各国との訓練拠点ともなる。３つは「安全保障

協力施設」（Cooperative Security Location）で、米軍の常駐戦力がほとんどいない受入国の

施設である。紛争時のアクセスと安全保障協力活動の拠点になり、事前備蓄装備が置かれ

ることもある。また前方展開拠点への迅速な拡張も可能な施設である。GPR では、ドイツ、

イタリア、英国、日本、韓国にある主要作戦基地については統廃合した上で維持されるこ

とになっているが、冷戦期とは異なり当該駐留地域で戦闘するよりも、遠隔地における紛

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
7 2004 年８月 16 日のホワイトハウスと国防省のブリーフィングによる。  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/08/20040815-5.html 
http://www.defenselink.mil/transcripts/2004/tr20040816-1153.html 
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争事態に迅速に対応できる能力の強化が重視されていることから、前方展開拠点や安全保

障協力施設により一層依存する方向性が示されている。戦闘のために部隊を所要の地域に

迅速に移動させるためには、十分な戦略機動能力が不可欠であり、そのためには、陸上・

海上・航空輸送能力、輸送ルート沿いの事前備蓄装備、展開作戦のための指揮通信機構の

強化やアクセスの確保が不可欠となるからである。GPR では、司令部機構を含めた米軍部

隊全体の迅速な遠征能力が重視されており、ラムズフェルド国防長官は 2004 年９月 23 日

の議会証言で、①迅速な移動能力を確保するために、良く開発された輸送ネットワークを

必要としており、また輸送ルートに沿って装備や補給物資の事前備蓄を必要としている、

②米軍部隊の駐留国で部隊の移動に法的あるいは政治的制約が課されることになれば移動

が困難になることから、同盟国との間でより柔軟な取り決めを求めている、③各地域の統

合軍は固有の部隊を持たず、国家が所管し、１つの地域から他の地域に部隊を移動させる

ことに躊躇しない、と述べている。 

 

１-２ ロシアの復興と強まる米ロの角逐 

前出 QDR 2006 は、「大国そして台頭する国家が取る選択は、米国、同盟国及びパートナ

ーの将来の戦略的地位や行動の自由に影響を及ぼしかねない」との認識から、これらの国

家が国際社会の建設的な「利害関係者」（stakeholder）になるよう慫慂していくと共に、こ

れらの国家が敵対的方向を選択した場合に備えて、同盟国及びパートナーと協同して保険

（hedging strategy）を維持していく必要性を強調している。こうした国家として、ロシア、

中国、インドが挙げられている。 

ロシアについて、QDR2006 は、「変革の途上にある国」（a country in transition）と評し

ている。ロシアについては、冷戦期のソ連と同じような軍事的脅威にはなりそうにはなく、

また WMD の拡散対処、テロとの戦いなどの利害の共有する分野においてロシアと協力し

ていくとしている。一方では、ロシアに対する懸念も捨てていない。国際関係においては、

建設的パートナーとしてロシアを歓迎しながらも、破壊的な武器技術の対外輸出、更には

他国の政治的、経済的独立を危うくする行動に対しては懸念を高めている。また、中ロ関

係に進展も米国にとって懸念材料となっている。 

QDR2006 で示されたロシアに対する懸念はここ数年、現実のものになりつつある。2006

年５月 10 日、プーチン・ロシア大統領は年次教書演説で、今後ロシアは軍事力を強化して

いくとして、以下の諸点を指摘した。 
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①戦略核戦力の３本柱戦力は、今後５年間で大幅に強化する。今後５年間で、 新の航

空機、潜水艦、戦略ミサイルの調達を大幅に増やさなければならない。 

②ロシアは、2011 年までに約 600 個の常時即応戦闘部隊を構成する契約要員によって軍

の３分の２を充足することで、プロフェッショナルな軍への漸進的な変革を継続していく。

軍は、グローバルな戦闘、地域的な戦闘、そして必要なら幾つかの局地的紛争に、同時に

対処できる能力を保持しなければならない。 

③ロシアの国防費は他の核大国のそれに比肩するものでなければならないが、経済、社

会分野を犠牲にして軍事力を増強すべきではない。ロシアは、政治的にも、また国防戦略

においても、冷戦時代のソ連の過ちを繰り返してはならない。 

こうしたロシアの軍事力強化の方針は、次第に米ロ間の角逐を強めつつある。例えば、

東欧への MD システム配備を巡って米ロ間の溝が深まりつつある。米国が欧州に MD シス

テムの配備を急ぐ理由は、イランが北朝鮮からの技術導入で、2015 年頃までに欧州全域を

射程とする長距離弾道ミサイル（ICBM）を実戦配備すると見られるからである。欧州には

英国とグリーンランドにレーダー設備があるだけで、ミサイル迎撃システムは存在せず、

イランが ICBM を配備した場合の脆弱性が指摘されていた。欧州への MD システムの配備

計画は、高高度 ICBM を対象とする MD システムと、中距離弾道弾（IRBM）以下を対象と

する MD システムで構成される。高高度 ICBM を対象とする MD システムは、イランのミ

サイルが実戦配備されるまでに MD システムを運用可能にするために、2008 年後半には各

施設の建設に着手し、2012 年頃までの完成を目指している。ポーランド、チェコは米国の

MD システムの配備に協力する姿勢を示している。 

ブッシュ大統領は、東欧への MD システム配備を、完全に防御手段でありロシアを狙う

ものではないし、またロシアとの軍事対決を想定しているわけではない、と再三強調して

きた。しかし、ロシアは、「真の狙いはロシアにある」との疑念を隠していない。ロシア

は、イランの現有ミサイルを効果的に迎撃するには、日本などが配備している迎撃高度の

低い PAC-3 や海上配備型のスタンダード･ミサイル３（SM-3）で十分である、と見ている。

従ってロシアの認識からすれば、欧州全体に到達可能な ICBM を保有している国は唯一ロ

シアだけであり、米国が今後配備されると予測されるイランの ICBM を対象とする MD シ

ステムを今から東欧に配備しようとするのは、ロシアの ICBM 対処を主眼とした、ロシア

の核ミサイル戦力の封じ込めが隠された「真の狙い」である、ということになる。また、

プーチン大統領にしてみれば、旧ソ連勢力圏だった東欧へ、ロシアに事前相談もなく MD
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システム配備計画を進めることには我慢できないとの思いがあろう。その上、東欧への MD

システムの配備は、日米間で進められている北東アジアでの MD システムの配備と相まっ

て、ユーラシア大陸の東西両端に米国主導の MD システム網が整備されていくことを意味

する。こうした MD システム網は、イランや北朝鮮対処を配備の論拠としているとはいえ、

ロシアから見て、歓迎すべきものではないであろう。ロシアは、北極圏を挟んだ北米防空

システムに加えて、三方から西側の MD システムに囲まれることになるからである。プー

チン大統領は既に、2007 年２月のミュンヘン安保政策会議で、東欧への MD 配備は新たな

ベルリンの９壁を作るもので、軍拡につながると強く非難していた。 

ロシアは、冷戦終結後の 1990 年代における経済低迷の中で、ICBM を中核とする戦略核

戦力に国家の安全保障を依存してきた。ロシアは、プーチン大統領の一般教書演説でも表

明されているように、東欧への MD システムの配備に対抗する軍事的手段としても、戦略

核戦力の整備に力を入れている。例えば、ロシアは 2007 年５月 29 日、米国の MD 網を突

破できる初めての新型 ICBM・RS24（射程約 5,500 キロ）の発射実験を行い、成功させた。

RS24 は RS18（SS19）や RS20（SS19）に替わる次世代の多弾頭 ICBM で、米国への直接攻

撃が可能である。一方、ロシア海軍も 2007 年６月 28 日、多弾頭の核兵器を搭載し米国の

MD 網に対抗できる新型の潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）ブラバＭ（射程約１万キロ）

の水中発射実験に成功と発表し、2008 年まで実験を重ねて新型原潜に配備することになっ

ている。更に、プーチン大統領は 2007 年７月、通常兵器の上限や兵力移動の通告義務を定

めた欧州通常戦力（CFE）条約の履行を停止する強硬措置をとり、東欧への MD 配備に抵抗

する姿勢を鮮明にした。ロシアは 12 月になって、CFE 条約から脱退した。 

また、ロシアは、軍事力の運用態勢でも冷戦時代のスタイルを復活させつつある。例え

ば、プーチン大統領は 2007 年８月 17 日、ロシアがソ連崩壊後の 1992 年以来中止してきた

戦略爆撃機による長距離哨戒飛行を恒常的に再開したことを明らかにした。プーチン大統

領はウラル南部での上海協力機構（SCO）諸国による演習 終日の演説で、「私は、ロシア

の戦略爆撃機の飛行を恒常的に再開する決定をした。我々は 1992 年にこの種の飛行を中止

したが、不幸にもどの国もこれに追随しなかった。他国の戦略飛行の継続は、ロシアの安

全保障の確保に問題をもたらしている。我々は、我々のパートナーが飛行再開を理解して

対処してくれるとの前提の下に行動する。我が軍のパイロットは長く地上に居過ぎた。戦

略爆撃機はあったが、飛行はなかった」と語った。ロシアが 15 年前に戦略飛行の中止を決

めた理由の１つが燃料問題であったが、今日、ロシアの国庫にはオイル・マネーが潤沢で
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ある。また、海軍も世界的なプレゼンスを再開しつつある。セルジュコフ国防相は 2007 年

12 月５日、クレムリンの会議で、ロシア海軍は世界の幾つかの海域で常続的なプレゼンス

を再開したと大統領に報告した、と報じられた。国防相は、「現在から 2008 年２月３日ま

で、北東大西洋と地中海に艦艇を派遣する計画がある。この派遣は、海軍力のプレゼンス

を確立すると共に、ロシア艦艇の航行の安全を確保するための環境を整えることを狙いと

している」と語ったと報じられた。 

米ロ両国は、大量破壊兵器の拡散阻止や対テロ戦争などで協力関係を維持している。両

国とも、冷戦の再来や MD システムの配備を巡っての軍拡競争は望んではいないであろう。

しかしながら、東欧への MD システム配備を巡って強まる米ロの角逐は、北東アジアでの

今後の MD システムの配備計画や中国の対応に影響を及ぼしていくことは間違いないであ

ろう。また、戦略爆撃機による長距離哨戒飛行の再開は 2008 年２月に日本の領空侵犯とな

って、既に日本の防衛態勢にも再び直接的影響を及ぼす兆しを見せ始めたことは、後述す

る中国の軍事力の動向と相まって、東アジアにおける伝統的脅威の復活として注視してい

かなければならない。 

  

１-３ 非伝統的脅威とその多様化 

１-３-１ テロリスト・ネットワークとの戦い 

9.11 以降、テロリスト・ネットワークとの長期にわたる戦いが続いている。ブッシュ米

大統領は 2001 年９月 20 日、テロとの闘いを始めるに当たって、これを「21 世紀 初の戦

争」と位置づけ、テロに対するそれまでの見方を一変させた。米国のテロとの闘いは、司

法省や連邦捜査局（FBI）による単なる犯罪捜査の域を超えて、軍事力の直接的行使を含む

国家の総力を挙げて取り組むべき戦争となった。以後、ブッシュ大統領は、「戦時下の大

統領」としてグローバルな対テロ戦争（Global War on Terror：GWOT）を強力に推し進めて

きた。 

ブッシュ政権が進めるGWOTの目標は４つのＤに集約される。National Strategy For 

Combating Terrorismと題する報告書によれば、４つのＤとは、①テロリストとその組織の壊

滅（Defeat）、②テロリストに対する支援や聖域の拒否（Deny）、③テロリストが利用でき

るような環境条件の解消（Diminish）、④内外における米国の市民と国益の防衛（Defend）
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である 8。アフガニスタンとイラクにおける軍事行動とその後の国家再建に対する支援は、

こうした戦略に沿ったものである。特に、国家再建支援に当たっては、テロリストの温床

となる環境条件の解消が重視されている。ブッシュ大統領は、イスラム過激派の凶暴なイ

デオロギーを今世紀における 大の挑戦と見なし、これとの戦いが、全体主義的な目的、

自由の否定など、多くの点で前世紀の共産主義との戦いに似ているとし、①テロリスト・

ネットワークによる攻撃の事前阻止、②WMDの使用をためらわない無法な政権やテロリス

ト同調者へのWMDの移転拒否、③過激派集団に避難所や聖域を提供する無法な政権を文明

の敵として拒否、④テロリストの温床になりかねない過激派集団による政権を拒否、⑤テ

ロリストの再生を拒否する中東全域への民主主義の拡大といった要素を含む、包括的な戦

略でこの闘いに臨んでいると強調している 9。 

そして 9.11 以降の新しい安全保障環境下で、迅速な対応能力の整備が 優先されている

地域は、中東から北東アジアにかけて広がるユーラシア大陸南縁地域である。同時多発テ

ロ事件を検証した、米独立調査委員会の 終報告は、テロリストの聖域となり得る可能性

のある地域として、西部パキスタンとパキスタン・アフガニスタン国境地域、南部あるい

は西部アフガニスタン、アフリカの角を含むアラビア半島地域、東南アジア、西アフリカ、

中東欧のムスリム共同体のある都市などを挙げ、「20 世紀の戦略家は、世界の主要工業地

帯を重視してきた。21 世紀の重点は反対方向、すなわち遠隔地域や破綻国家にある。米国

は、こうした地域にアクセスし、その影響を押さえ込む方途を見出さなければならない」

と指摘している 10。GPRがこの地域への迅速な対応能力を重視する所以である。 

国防省は 2007 年２月に、アフリカ大陸全体を管轄する新たな統合軍（U.S. Africa 

Command: USAFRICOM）の創設を発表した。国防省によれば、アフリカ軍は、アフリカ諸

国との安全保障協力を強化し、これら諸国の軍の能力を強化する新たな機会をもたらすと

共に、アフリカの人々に平和と安全保障をもたらし、アフリカにおける開発、健康、教育、

民主主義、経済成長という共通目標を促進する。現在、アフリカにおける作戦行動は３つ

のコマンド、即ち、欧州軍（European Command）は「アフリカの角」を除くアフリカ大陸

の大部分を、中央軍（Central Command）はエジプト、スーダン、エリトリア、エチオピア、

ジブチ、ソマリア及びケニアを、太平洋軍（Pacific Command）はマダカスカル、セイシェ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8 2003 年２月に公表された、National Strategy For Combating Terrorism による。 
http://www.whitehouse.gov/news/release/2003/02/counter_terrorism/counter_terrorism_strategy.pdf  
9 2005 年 10 月 6 日の演説。 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/10/20051006-3.html 
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ル及びインド洋を、それぞれ担当している。AFRICOM は、軍人と国防省文官に加えて、国

務省、国際開発局、商務省及び財務省からの要員も加わることになっている。 

 一方で、長引く GWOT は、米軍における人的資源の逼迫と共に、財政的にも負担が増え

ている。前出の 2009 年度予算要求によれば、5,154 億ドルの内、700 億ドルが GWOT に割

り当てられている。前年度の 2008 年度には、大統領が要求した、1,893 億ドルの内、議会

では 868 億ドル、46％しか承認されなかった。2008 年は大統領選挙の年でもあり、イラク

とアフガニスタンにおける対テロ戦争、テロ対策と自由な市民生活との兼ね合いなど、

GWOT は大統領選挙の重大な争点となってきている。 

１-３-２ 同盟の枠組みを超えた協同 

テロリスト・ネットワークとの長期にわたる戦いは、アフガニスタンとイラクにおける

直接的戦闘のみならず、テロリスト・ネットワークの打倒、敵対国家や非国家アクターに

よる WMD の取得あるいは使用の阻止が重要となっている。米国、同盟国及びパートナー

諸国は、既存の同盟の枠組みを超えた、Coalition Force として、アフガンにおける「不朽の

自由」作戦、イラクにおける「イラクの自由」作戦において、直接的な兵力派遣や、補給

支援、人道的支援など、様々な形で協同対処している。 

また、WMD の拡散阻止に当たっては、ブッシュ米大統領によって 2003 年５月に発表さ

れた、「拡散に対する安全保障構想」（Proliferation Security Initiative: PSI）が重要な役割を

果たしている。PSI とは、国際社会の平和と安定に対する脅威である WMD とその運搬手段

であるミサイル及びそれらの関連物資の拡散阻止を狙いとして、それらの移転及び輸送阻

止のために、参加国が国際法と各国国内法に準拠して共同で取り得る措置を検討し、実行

しようとする取組である。これまで、陸上・海上・航空等、様々な形態の阻止訓練が世界

各地域において実施されてきた。日本は、これまで PSI に積極的に取り組んできており、 

2004 年 10 月と 2007 年 10 月の２回、PSI 海上阻止訓練を主催している。 

2007 年 10 月 17 日に公表された、米国の新しい海洋戦略、「21 世紀のシーパワー構築に

向けた協力戦略」（”A Cooperative Strategy for 21st Century Sea power”）（以下、「新戦略」）

は、特に海洋における既存の同盟体制を越えた、協力、協調の必要性を強調している 11。「新

戦略」は、米国の海軍、海兵隊及び沿岸警備隊の３つの海洋部隊によって共同で策定され

                                                                                                                                                                   
10 The 9/11 Commission Report, pp.366-367. http://www.9-11commission.gov/ 
11 以下の引用は A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower による。 

http:// www.navy.mil/maritime/MaritimeStrategy.pdf 
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た初めての統合海洋戦略（a unified maritime strategy）であり、1986 年に公表された「海洋

戦略」におよそ 20 年ぶりに米国の海洋戦略の大転換をもたらたす可能性がある。 

「新戦略」は、以下の諸点を協調している。①世界貿易の９割が海洋圏域で行われてお

り、海上交通路と陸上の支援インフラは世界経済の生命線となっている。②一方で、新た

な脅威も出現している。海洋資源をめぐる紛争を皮切りに、グローバル化による多様な主

体の出現、大量破壊兵器の拡散、大規模自然災害、犯罪等である。③従って、もはやどの

国家も単独では海洋圏域における安全を確保することはできなくなった。国家、非政府組

織、国際機関、民間が共同でこれらの脅威に対処していかなくてはならない。ここでは、

特に、「ソフトパワー」が重視されている。「新戦略」は海上戦という「ハードパワー」

と人道支援や経済活動の保護・促進という「ソフトパワー」を同等に位置づけている。ハ

リケーン「カトリーナ」やインド洋大津波を目の当たりして、気候変動による異常気象と

も相俟って、大規模自然災害が引き起こす社会的・経済的混乱も深刻な脅威として認識さ

れるようになった。「新戦略」では、災害救援に加えて、人道支援としてアフリカや南ア

ジアへの病院船の派遣も想定されている。 

１-３-３ 脅威の多様化 

非伝統的脅威は、テロリスト・ネットワークとの戦いや拡散阻止だけに止まらない。軍

事力によって直接排除すべきものと脅威とすれば、脅威という類別は必ずしも適切ではな

いが、今日では、国際社会が協同で対処すべき課題が多様化している。例えば、海賊、武

器密輸、不法な人や麻薬の移動といった、特に海洋を舞台とする越境犯罪の増大、2004 年

12 月のアジアの大規模な津波などの自然災害、地球温暖化対処などである。 

アジアでは、日本が主導した、アジアにおける海賊対策のための初めての政府間協定、

海賊対策地域協力協定（the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed 

Robbery against Ships in Asia: ReCAAP）が 2006 年９月に発効した。ReCAAP の発効は、アジ

アの海洋における安全確保において重要な意味を持つ。ReCAAP は、シンガポールに設置

された情報共有センター（the ReCAAP Information Sharing Centre: ISC）を中心に、ISC との

連絡の責任を負う各締約国の部署（focal point）を指定し（日本は海上保安庁）、ISC と各

締約国間のこうした連絡網を通じて、海賊行為や船舶に対する武装強盗事案対処に当たっ

ている。また、大規模自然災害対処でも、大規模津波やインドネシアの地震対処では、日

米を始めとする各国が海軍艦艇などを派遣し、国際協同対処が見られた。 

地球温暖化も国際社会が協同で取り組むべき課題であると同時に、新たな紛争要因とも
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なりかねない課題である。南太平洋の一部の島嶼国家にとっては、地球温暖化による海面

の上昇は国土消滅の危機をもたらしている。地球温暖化はまた、夏期における北極圏の氷

海の縮小をもたらしており、この海域の資源獲得競争、引いては北極圏の海域に対する主

権を巡る関係各国の角逐が将来的に激化していくと見られている。 

更には、国連海洋法条約（UNCLOS 前文）が目指す海洋秩序の確立に向けて、今後 10 数

年間、関係各国の政治的、経済的思惑が絡んだ、「地球 後の領土管轄権の確定作業」と

もいわれる、排他的経済水域（EEZ）の 終的な確定作業を巡って、厳しいせめぎ合いが予

想される。海洋における資源探査技術と深海掘削技術の進展などを踏まえた埋蔵資源への

期待などから、関係各国が排他的な主権的権利を行使できる海域（EEZ）と、「人類の共同

の財産」（UNCLOS 前文）としての海洋とを切り分ける、こうした作業は難航を極めそう

である。関係各国は、国家の総力を挙げた対応が求められるであろう。 

 

１-４ 世界における武器移転の状況（米議会予算局報告書から） 

 米議会調査局は 2007 年９月 26 日、「発展途上国への通常兵器移転、1999-2006 年」８

（Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1999-2006）と題する報告書を公表した。

報告書の主な内容は以下の通りである。 

（１）発展途上国は、通常兵器の供給国にとって 大の得意先である。1999-2006 年の間、

発展途上国向けの通常兵器移転協定は、世界全体のそれの 66.4％を占めている。2003-2006

年の間では 65.7％になり、2006 年では 71.1％に増大している。一方、金額で見れば、2006

年における世界全体の総額は 288 億ドル近く（2006 年価格ドル、以下同じ）になるが、2005

年の 318 億ドルからは減少している。2006 年の発展途上国向けのそれは 199 億ドルで、

1999-2006 年の間では金額としては 低額であった。 

（２）2003-2006 年の間、米国とロシアは発展途上国の兵器市場を支配した。この間、米国

は、発展途上国との間で総額 341 億ドルの通常兵器移転協定を結んだが、これは世界全体

の 32.4％に相当する。米国に次いで、ロシアは 258 億ドル、全体の 24.5％であった。英国

が３番目で 105 億ドル、10％であった。 

（３）兵器供給国の動向は以下の通り。 

①米国は 2006 年に、パキスタン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、シンガポール及

び韓国と多額の移転協定を締結した。その特徴は、兵器そのものの移転に加えて、以前に

提供したシステムの更新も含まれていることである。 
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②ロシアは、主たる供給先である中国とインドに加えて、東南アジアにも供給先を拡大

している。既に、マレーシア、ベトナム及びインドネシアへの売り込みに成功している。

更に 近では、ベネズエラとアルジェリアとの間で移転協定を締結した。ロシアの軍事装

備は、基本的な火器から高性能兵器まで揃っており、しかも他の供給国より値段が安いこ

ともあって、発展途上国では競争力がある。航空機とミサイルがロシアの輸出兵器の目玉

である。 

③中国は 2003-2006 年の間、年平均約 13 億ドルに達する兵器を発展途上国に供与してき

た。これらはアジア、アフリカ及び中近東諸国に対する小火器の供与で、2006 年は８億ド

ルである。また、中国は、発展途上国に対するミサイルの供給国でもある。 

④フランス、英国、ドイツ及びイタリアの西欧４カ国は各種兵器を供給できる国であり、

特にフランスは、自国軍のための兵器システムの開発・調達を財政的に補う重要な手段と

して、兵器の対外売却を重視している。これら４カ国で、2006 年の世界全体の兵器移転の

19.1％を占めている。他に、スウェーデン、スペインなども供給国であり、スペインは海軍

艦艇などの供給国となっている。 

（４）一方、購入国について見れば、インドは 1999-2006 年の間、 大の兵器購入国で、総

額 224 億ドル（時価ドル、以下同じ）に達する。1999-2002 年の間は中国の兵器購入が も

多く、110 億ドルであった。2003-2006 年のそれはインドの 149 億ドルが も多く、1999-2002

年の 75 億ドルを大きく上回った。この額は、この間の世界全体のそれの 14.4％を占める。

これは、1990 年代から継続しているインドの軍事力の近代化を反映したもので、ロシアか

らの多額の兵器購入協定によるものである。2003-2006 年の中国の購入協定額は 124 億ドル

で、世界全体の 12.4％を占めた。2006 年の購入協定額はパキスタンが 大で 51 億ドル、２

番目がインドで 35 億ドル、３番目がサウジアラビアで 32 億ドルであった。12 

 下表は、主要な供給国から発展途上国に供給された通常兵器のカテゴリー別数量である。

これを見れば、各種兵器が供給されていることが分かる。冷戦後においても、通常兵器が

国際商品として、活発に流通している証左である。 

（備考：ここでいう発展途上国には、米国、ロシア、欧州諸国、カナダ、日本、オースト

ラリア、ニュージーランドは含まれていない。また、全てのデータは各暦年の総計である。

供給国中の「主要西欧諸国」とはフランス、英国、ドイツ、イタリアを指し、数量はその

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
12 報告書は以下から入手可能：http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL34187.pdf  
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総計を示す。地対地ミサイルと対艦ミサイルについては推計値で、また２つのカテゴリー

の定義も必ずしも明確ではない。数値は米政府の統計による。） 

 

 

供給国から発展途上国に供給された各種通常兵器と供給国別数量 
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２．アジアにおける安全保障環境の特徴 

アジアではヨーロッパとは異なり、冷戦後においても、朝鮮半島や台湾海峡で大規模な

紛争が生起する可能性を排除できない。南シナ海での領有権争いも蓋然性の高い紛争要因

である。朝鮮半島では今日でも、DMZ を挟んだ南北の戦力対峙構造が続いている。アジア

における安全保障の特徴の第１は、前出の脅威類別に従えば、１と４の複合型ともいうべ

きものが出現しつつあることである。ここでは、特に中国の軍事力近代化を巡る動向が重

要である。 

 

２-１ 中 国 

２-１-1 中国の軍事力近代化 

中国について、前出の QD2006R は、「中国は、軍事的に米国と競争する も大きな可能

性を秘めた国であり、米国が戦略的対応を怠れば、次第に米国の伝統的な優位を相殺する

ことになる破壊的な軍事技術を配備することになろう」との認識を示し、その軍事力の動

向に警戒を高めている。 

米国防省が 2007 年５月に公表した、「中国の軍事力に関する 2007 年版の年次報告書」

は、「中国の拡大する軍事力能力は東アジアの軍事バランスを変化させつつある主たる要

因となっている」、「中国の弛まないアクセス拒否戦略（area denial and anti-access strategies）

の追求は、伝統的な陸、海、空の戦場空間を超えて宇宙空間とサイバー空間にまで拡大さ

れつつある」、「中国の実際の国防支出は公式発表額を遙かに上回っている」などと指摘

した上で、「中国の軍事における透明性の欠如は、未知のものに対して備えるという国際

的対応を引き起こすのは当然の成り行きであろう」と述べて、依然として透明性を欠く中

国の軍事力の動向に対して、引き続き警戒感を示す内容となっている 13。  

報告書によれば、中国の軍事力増強の重点は短期的には、米国の介入の可能性を視野に

入れた、台湾海峡における紛争対処能力の整備にある。この結果、台湾海峡両岸の軍事バ

ランスは、「中国側の有利に傾きつつある」と見ているが、中国は、中国の台湾に対する

軍事行動が幾つかの要因から多重に抑制されているとして、特に米国の介入を想定した場

合、確信を以て台湾に対する政治的目標を達成できるほどの軍事力を未だ保有するに至っ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
13以下の引用は、ANNUAL REPORT TO CONGRESS Military Power of the People’s Republic of China 2007 に

よる。 
http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/070523-China-Military-Power-final.pdf 
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ていない、と評価している。 

 中国の海空軍力の強化は長期的には、台湾を超えて拡大する趨勢にある。報告書によれ

ば、中国は、西太平洋に展開する空母やその他の攻撃戦力をより遠隔の海域で阻止できる

能力の開発に、持続的な努力を傾注していると見られる。しかも、こうした中国の「アク

セス拒否戦略」のための戦力は、海洋と空に加えて宇宙空間に至る益々多層的なシステム

で構成されようとしている。この戦略における中国の当面の狙いは、沿岸から 1,000 カイリ

の「第２列島線」に至る多層的な防衛システムを通じて、この海域における水上艦艇に脅

威を与える能力を確保することである。報告書は、大気圏センサーと OTH（超水平線）レ

ーダーを含む中国の C4ISR 能力（Command, Control, Communication, Computing, Information, 

Surveillance, Reconnaissance）が向上すれば、中国は長期的に見て、西太平洋のかなたまで諸

外国の軍事活動を探知し、追跡し、照準できるようになるであろう、と指摘している。 

 こうした中国海軍の戦力増強の過程で、中国がいつ空母を保有するかについて、関心が

高まっているが、報告書は、現在、大連港で係留されている、旧ソ連の空母、ワリヤーグ

（Varyag）については、中国海軍仕様に塗装され、ロシアの Su-33 艦載機に関心を示してい

るとしながらも、中国海軍の 終的な狙いは不明としている。その上で、報告書は 2006 年

版と同様に、①実戦配備空母への改修、②訓練用あるいは過渡的なプラットフォーム、③

浮かぶテーマ・パーク、といった選択肢を挙げているが、Varyag に関する北京の 終目的

が何であれ、中国海軍の技術者は空母の構造設計を包括的に学ぶことができ、自前の空母

計画を進める上で役立つ、と指摘している。そして、2006 年版と同様に、米国の一部の専

門家は中国が第 12 期５カ年計画（2011～2015 年）の終わりまでに稼働空母を保有すると見

ているが、他の専門家は中国が稼働空母を保有するのは早くても 2020 年あるいはそれ以降

と見ている、と述べている。 
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大連港のワリヤーグ 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Varyagworld.com 

http://www.varyagworld.com/images/varyag052907.jpg  

 中国が目指す長期的な海軍力について、米シンクタンクのヒックス・アンド・アソシエ

ーツ東アジア部長のコルテス・クーパーは 2006 年 3 月 16 日、米議会の米中経済安全保障

検討委員会で以下の諸点を指摘している。 

①中国は、台頭する海洋貿易大国として、民需と軍需の造船能力、そして主要海域にお

ける港湾施設へのアクセスを含む、包括的な努力の一環として、海軍力の近代化を進めて

いる。そのため、中国は、カンボジア、ミャンマー、バングラディシュ、パキスタンにお

ける港湾施設へのアクセスを確保することで、南シナ海、マラッカ海峡、インド洋、アラ

ビア海における重要な海洋拠点沿いに海軍力のプレゼンスを維持しようとしている。これ

らは、急速に増大するエネルギー所要を賄うと共に、輸出主導の経済を維持していくため

の政策と一体化している。 

②中国が目指す海軍力は、「海洋拒否」戦力である。中国は、重要なシーレーンあるい

は作戦海域において一定期間、敵の行動を抑止し、阻止するために、 新の駆逐艦、潜水

艦、巡航ミサイル、海洋攻撃機の整備を重視している。 

③中国は 2008 年までに、沿岸から約 400 カイリまでの海域において短期間の海洋拒否作

戦遂行能力を持つと見られる。2010 年までには、こうした作戦を数週間、持続できるよう

になると見られる。こうした能力はマラッカ海峡やインド洋にまでは及ばないが、中国は

2015 年以降には、こうした海域に威嚇あるいは防衛目的で「ショー・ザ・フラッグ」能力

を持つようになると見られる。14  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
14 Hearing on Chinese Military Modernization and Export Control Regimes, the US-China Economic and Security 
Review Commission, March 16, 2006 
http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/written_testimonies/06_03_16_17wrts/06_03_16_17_cooper.pdf 

http://www.varyagworld.com/images/varyag052907.jpg
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２-１-２ 中国の国防支出の実態と長期的趨勢 

中国の国防支出については、中国の公式数字と米側の見積もりには大きな相違があるが、

2006 年版国防白書は、国防支出について、以下の諸点を指摘している 15。 

 ①中国の国防支出は主として、人件費、訓練・維持費及び装備費から構成される。装備

費には、主として兵器・装備の研究・開発・調達、維持、輸送及び備蓄が含まれる。 

 ②1990 年代初め以来、中国は、経済発展を基盤に、国防支出を徐々に増額してきた。1990

年から 2005 年までの国防支出の年平均名目伸び率は 15.36％で、実質の平均伸び率は 9.64

％であった。国防支出は、2004 年が 2,200 億元、2005 年が 2,474 億 9,600 万元で、対前年比

名目伸び率はそれぞれ 15.31％、12.50％で、GDP に占める割合は 1.38％、1.35％であった。

2006 年の国防支出は 2,838 億 2,900 万元である。 

 他方、2006 年版の中国の軍事力に関する米国防省年次報告書によれば、国防情報局（DIA）

の見積もりとして、実際の国防支出は 2006 年度で中国の公表国防支出の２～３倍になると

見ている。これは、公表支出項目の中に、外国からの武器購入費や人民武装警察部隊への

支出、核兵器の備蓄や第２砲兵部隊の維持費、更には軍需産業への補助金や国防関連の研

究開発費などが含まれていないからである。報告書は、国防支出の長期的見積もりは困難

としながらも、GDP に占める国防負担の比率が一定であれば、国防支出は 2025 年までに３

倍かそれ以上の増え続ける、と見ている。 

 米ランド研究所は 2005 年５月 19 日、「中国の軍事力の近代化―機会と制約」（Modernizing 

China’s Military: Opportunities and Constraints）と題する、中国の長期的な経済動向が軍の近

代化に及ぼす影響を分析した長文の報告書を公表している 16。報告書によれば、中国の国防

費については、中国政府が公表する国防費は人件費、運用維持費、装備調達費の大部分が

含まれているが、①外国からの武器の購入費、②準軍隊（人民武装警察）の経費、③核兵

器、戦略ロケット計画費、④国防産業に対する国家の助成金、⑤一部の国防関連研究開発

費、⑥軍に入る予算外収入、が含まれていない。こうした経費を含めた、ランドの推計で

は、2003 年度の公表国防予算、1,853 億元、約 224 億ドルに対して、実際の国防費は、武器

購入費 36 億ドル、国防に対する省の支援費１億 1,800 万ドル、準軍隊経費 30 億ドルを加え、

更に国防産業に対する助成金と研究開発費がそれぞれ 31 億ドル、43 億ドルを超えないと見

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
15 2006 年版国防白書は以下の英語版による； 
http://www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/wp2006.html#0#0 
16 報告書は以下から入手可能： 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG260-1.pdf 
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積もり、これらを総計すれば、2003 年度の中国の国防支出総額が 310 億ドルから 380 億ド

ルの間と見積もられ、国防費の実態が公式発表の 1.4 倍から 1.7 倍になる、と見ている。 

ランド研究所報告書による 2025 年までの中国の国防支出の長期見積は下表の通りであ

る。単位は、市場交換比率と PPP 交換比率の併用による 2001 年価格ドルで、表示単位は

億ドルである。 

 2003 2010 2015 2020 2025 

中間値見積 

 人件費 

 運用維持費 

 研究開発・調達費 

686

489

86

111

912

578

153

181

1,137

650

230

256

1,439 

731 

346 

362 

1,852

822

519

511

大値見積 

 人件費 

 運用維持費 

 研究開発・調達費 

756

489

83

185

1,450

847

223

380

2,074

1,115

396

562

2,873 

1,410 

671 

793 

4,034

1,789

1,130

1,114

大値と中間値の比率 1.10 1.59 1.82 2.00 2.18

注：中間値見積は 2003 年国防支出の対 GDP 比 2.3％が 2025 年まで一定して続くことを前提としている。

大値は、中国が特別な安全保障上の脅威に直面しない限り、対 GDP 比５％を超える国防支出を計上する

ことはないとの想定の下に、2003 年対 GDP 比 2.83％、2010 年対 GDP 比 4.0％、2015 年対 GDP 比 4.3％、

2020 年対 GDP 比 4.63％、2025 年対 GDP 比 5.0％を前提としている。 

Source: RAND Report, p.228, 233 より作成 

 

２-２ 海洋で交差する米中の軍事戦略 

アジアの安全保障環境における第２の特徴は、こうした中国の「アクセス拒否戦略」の

射程の延伸が、米国のアジアにおける戦略と、特に海洋において交差しつつあることであ

る。前述のように、地政学的に見れば、中国は、ユーラシア大陸の大きな部分を占める大

陸国家である。一方米国は、太平洋と大西洋に挟まれた「大陸規模の島国」である。従っ

て米国にとって、ユーラシア大陸の両端の海洋は安全保障戦略における 前線ということ

になる。米中関係は地政学的に見れば、太平洋を間に挟む海洋国家と大陸国家との関係と

いうことになる。この地域の地勢は、ユーラシア大陸の前面が北東アジアの日本列島から

東南アジアのマレーシアまでの連続的な島嶼国家の繋がりによって縁取られており、台湾



 

30 
 

は、連続的な島嶼国家の繋がりの中で、米中双方にとって戦略的に極めて重要な位置を占

めている。そして日本は英国と同様に、ユーラシア大陸の東西両端に面した島国であり、

前線における米国の同盟国ということになる。 

米中の地政学的関係は、それぞれが海洋を境界とする相互の影響圏を尊重する限りにお

いて、基本的に安定した構造であるとされてきた。しかしながら、中国の「アクセス拒否

戦略」の射程が西太平洋の遠くまで延伸されつつあることは、米国の海洋における優位へ

の挑戦となっており、米中の地政学的関係が本来持っている安定を脅かす大きな要因とな

ってきている。 

一方で、米国は、世界的な軍事力の再編過程で、アジア太平洋地域における軍事力を増

強しつつある。前出 QDR 2006 は、「貿易、輸送面におけるグローバルな変化を反映して、

太平洋における海軍のプレゼンスが強化される。海軍は、太平洋における関与、プレゼン

スそして抑止力を強化するために、戦力態勢と基地体系を調整し、少なくとも６隻の稼働

空母と潜水艦戦力の 60％を配備する計画である」ことを明らかにしている。こうした戦略

増強の過程で、グアムの戦略的位置づけが大きく高まってきている。海軍は全体として、

展開能力を強化していく方針で、６個空母戦闘群の即時展開が可能で、90 日以内に更に２

個展開できるとされている。アジア太平洋地域におけるこうした戦力強化計画は当然なが

ら、中国の動向を意識した保険戦略の一環と見られる。 

中国の「アクセス拒否戦略」の射程の延伸は、米軍の戦略増強と相まって、空母を主体

とする米海軍力と中国の海軍戦力との対峙構造を明確化しつつある。例えば、2001 年４月

には、米海軍の E-P3 偵察機が海南島近辺で中国戦闘機と接触し、中国機が墜落し、パイロ

ットが死亡した出来事があった。2004 年 11 月には、中国の漢級原潜が石垣島周辺の日本領

海を侵犯し、日中間の外交問題になった。さらに、中国の宋級通常型攻撃潜水艦が 2006 年

10 月に沖縄の太平洋側の外洋で米空母、「キティーホーク」の近くに浮上した出来事も生

起した。前出の中国の軍事力に関する 2007 年の報告書は、この事件に言及し、この事案は

米国が長年進めてきている相互に近接して行動する米中の海空軍戦力の安全確保努力の重

要性を改めて実証した、と指摘している。同時にこの事案は、中国がアクセス拒否戦略を

推進することによって、西太平洋における空母を主体とする米海軍力と中国の海軍戦力と

の対峙構図が次第に激化しつつあることを浮き彫りにしたものであったと言えよう。 

こうした、米中間の対峙構造は、日本の防衛に直接的な影響を及ぼす。 
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中国の「第１、第２列島線」 

 

http://bp1.blogger.com/_cys2T5FgJdo/RrKhMsPD8PI/AAAAAAAAAUM/U0JddEd03mI/s1600-h/

china1stisland.gif  

 

２-３ アジア各国の海軍力の増強 

３つ目の特徴がアジアにおける海軍力増強である。前述の中国に加えて、アジア各国は

海軍力の増強に力を入れている。その筆頭がインドである。QDR2006 は、インドについて

は、「大国として、そして米国の中核的な戦略的パートナーとして台頭しつつある」と評

価している。インドについては既に、南アジアにおいて、その存在感を高めつつある。ま

た、インドは近年、大々的な海軍力の増強に乗り出しており、007 年３月から５月かけての

インド艦隊の東アジア巡航にも見られたように、その行動範囲も、次第に拡大されつつあ

る。インドはインド洋を東西に分かつ重要な戦略的位置にあり、その動向は、日本のシー

レーンの安全保障にとって極めて重要である。近年、インドは、海軍力の増強に力を入れ

ている。インドのプラカシュ海軍司令官は 2006 年８月、インドは海洋大国になるとして、

「インドは今後 10 年以内に、完全にバランスのとれた、かつ技術的に戦闘に適した海軍を

目指す。どの国も、インドが海洋国家になることを阻止できない」と述べている。 

http://bp1.blogger.com/_cys2T5FgJdo/RrKhMsPD8PI/AAAAAAAAAUM/U0JddEd03mI/s1600-h/china1stisland.gif
http://bp1.blogger.com/_cys2T5FgJdo/RrKhMsPD8PI/AAAAAAAAAUM/U0JddEd03mI/s1600-h/china1stisland.gif
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 アジアで見られる海軍力増強の大きな特徴は、両用揚陸艦の建造である。2007 年５月 15

日付のシンガポール紙、Channel News Asia は、アジア諸国の海軍関係費が今後 10 年で 1,080

億米ドル超になるとして、以下のように報じている。①シンガポールで開催されている第

６回海軍防衛展示会・会議（the 6th International Maritime Defense Exhibition and Conference: 

IMDEX Asia 2007）の関係者によれば、アジア諸国は、海軍力増強のために今後 10 年間で、

1,080 億米ドル超の経費を投入すると見られる。これは、米国と英国を上回る額である。②

しかし関係者によれば、こうした投資は、軍備競争を誘発するというよりは、域内全体の

海洋安全保障を強化することにつながろうという。③アジアでは世界のどの地域よりも２

倍程度の両用艦艇が建造されると見ており、軍事専門家は「津波災害以降、災害救助、医

療支援などを提供する、両用任務遂行能力の欠如が明らかになってきた」と指摘している。 

インドは、2007 年１月 17 日に、米海軍から購入した揚陸艦、USS Trenton の引き渡しを受

け、インド海軍の INS Jalashwa として６月に就役した。同艦は１万 6,900 トンで、インド海

軍の現有艦では空母に次いで２番目の大艦である。同艦の就役で、インド海軍は揚陸艦

（LPD）を運用する海軍となり、海洋権益を促進する上で遠距離への部隊と装備の輸送能力

を大幅に強化することになった。 

韓国も海軍力の増強に力を入れている。韓国海軍の１万 4,000 トン級揚陸艦の１番艦、

「独島」（日本領竹島の韓国名）が 2007 年７月３日、１年間の公試を経て、鎮海海軍基地

で就役した。「独島」は約５億 3,000 万米ドルの経費で 2002 年から韓進重工によって建造

されていた。運用開始は 2008 年前半に予定されている。海軍によれば、「独島」は、ヘリ

搭載揚陸輸送艦（LPH）で、2010 年に創設される韓国の機動艦隊の中核となる。同艦の就

役によって韓国の両用作戦能力は大幅に強化されることになるが、同艦は、海兵隊の揚陸

作戦だけでなく、国際的な人道的支援活動にも投入されることになっている。海軍は、2011

年までに３隻の LPH を保有する計画である。韓国は、アジア 大の揚陸艦の建造に加えて、

7,600 トン級の「イージス艦」、1,800 トン級の新型潜水艦そして新型高速艇の建造、更に

は 3,000 トン級潜水艦の国産計画、済州島における新海軍基地の建設など、精力的な海軍力

の増強を進めている。しかも、韓国は、こうした艦艇の国産を可能にする世界的な造船能

力を有している。 

2007 年 12 月６日付けの韓国紙、The Korea Herald の報道によれば、「独島」は、マレー

シアで開催された、国際防衛展示会（LIMA 2007）で注目を集めた。マレーシア軍のアジズ

司令官は、同艦を自国艦隊に導入することに大きな関心を持っていることを表明した。マ
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レーシア政府は、防衛能力と国際的人道支援能力を強化するために、９か年計画の中で、

「独島」級の揚陸輸送艦を購入することを検討しているといわれる。 

一方、海上自衛隊も 2007 年８月 27 日、DDH、「ひゅうが」（１万 3,500 トン）を進水さ

せた。同艦は海上自衛隊 大の艦で、全通甲板を持ち、４機のヘリを同時に運用できる。

正式配備は 2009 年３月に予定されている。以下は、「ひゅうが」の進水についての海外の

報道ぶりは、その艦名と艦型に着目して、「ひゅうが」を空母保有への一里塚と見ており、

注目された。 

両用揚陸艦に加えて、アジアでは、多くの国で潜水艦戦力の増強を図っている。日本、

中国、インドに加えて、インドネシア、マレーシアも潜水艦戦力の整備を計画している。

更に、2007 年 12 月 26 日付けの豪紙、The Australian の報道によれば、オーストラリアのフ

ィッツギボン国防相は、現有の Collins 級潜水艦に替わる次世代潜水艦についての計画立案

を命じた。この作業は、2011 年に内閣国家安全保障委員会において設計段階での 初の承

認を得ることを狙いとしている。この計画は 17 年計画で、250 億豪ドル程度の費用が見込

まれている。同紙によれば、アジアでは、インドネシア、中国、インドといった国が潜水

艦戦力の大幅な拡充を目指しており、域内の海軍バランスを変えかねない状況にある。国

防相は、「潜水艦はオーストラリアにとって不可欠の軍事力であるということについては、

国内に幅広い合意がある。次世代潜水艦計画は長期的計画だが、迅速な進展を必要として

いる」と語った。潜水艦計画の狙いは、オーストラリアが域内で急速に拡充される他国の

海軍力に対して戦略的優位を維持できるように、世界で も強力な通常型潜水艦を建造す

ることである。国防省は攻撃型原潜を取得する選択肢を排除しているわけではないが、こ

れは、戦略的、政治的さらには現実的理由からほとんどあり得ないと見られる。国防省に

よれば、次世代潜水艦には、無人の小型潜水艇を搭載することが検討されている。また、

潜水艦の推進システムは次世代の非大気依存推進システムとなろう。更に、この潜水艦に

は、短射程の対地攻撃戦術ミサイルと共に、長射程の巡航ミサイルなど、各種の足の長い

兵器システムも搭載されることになろう。 

 韓国でも、新型潜水艦の整備が進んでいる。2007 年 12 月 29 日には、Type-214 級潜水艦

（1,800 トン）の１番艦、「孫元一」が鎮海海軍基地に配備された。この潜水艦は、2018 年

までに６隻の次世代潜水艦を建造する、KSS-Ⅱ計画の 初の艦である。同艦は、 大速力

20 ノット、定員 40 人で、非大気依存（AIP）推進システムを備え、連続で２週間の水中作

戦を遂行できる。 
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２-４ 核保有国北朝鮮の出現 

４つ目の特徴が、核保有国北朝鮮の出現である。 近の米国の対北朝鮮政策の特徴は、

北朝鮮の核の完全廃棄よりは、拡散防止に力点があるように見られることである。北朝鮮

を巡る６者会合は長期化し、朝鮮半島の非核化に対する米国の態度には曖昧さが見られる。

こうした状況は北朝鮮にとって有利に働いており、北朝鮮の一定の核保有が既成事実化し

ようとしている。日本の周辺に、先行き不透明な異質の核保有国が出現することになる。

ミサイル防衛能力、策源地攻撃能力や、被害局限能力の整備など、北朝鮮の核に対する対

応の在り方は、日本の防衛力整備における新たな課題である。 
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付表：冷戦後の米国の国防政策・戦略の見直し 

年（平成） 世界の主要事象（米国関連） 大統領 国防長官 主要安全保障政策・戦略 

1998（元） 冷戦終結（12 月） 

1990（2） イラクのクウェート侵攻（8
月） 

1991（3） 湾岸戦争（3 月） 
STARTⅠ署名（7 月） 

1992（4） ボスニア・ヘルツェゴビナ

紛争（4 月） 

先代ブ

ッシュ 
チェイニ

ー 
National Security Strategy
（1）（国家安全保障戦

略）（1987） 
New Defense Strategy（2）
（新防衛戦略）（1990.8）
The Base Force（3）（基盤

戦力）（1991.9） 
National Military Strategy
（4）（国家軍事戦略）

（1992） 
Regional Defense Strategy
（5）（地域防衛戦略）

（1992.2） 

1993（5） 米、キューバとの交易等禁

止 
ソマリア内戦（モガディシ

ュでの戦闘；10 月） 

アスピン 

1994（6） ハイチ危機（8 月） 
米軍ソマリア撤退（3 月） 

1995（7） NATO、ボスニア（セルビア

軍）空爆（8 月） 

1996（8） 台湾海峡ミサイル危機（3
月） 

ペリー 

1997（9）  

1998（10） 北朝鮮テポドン発射（8 月）

砂漠の狐作戦（12 月） 

1999（11） NATO、ユーゴ爆撃（コソボ

紛争）（3 月） 

2000（12） 米駆逐艦「コール」に対す

る自爆テロ攻撃（10 月） 

クリン

トン 

コーエン 

The Bottom-Up Review（6）
（積み上げ方式による検

討） 
（1993.9） 
 
 
 
 
 
National Security Strategy 
of Engagement  and 
Enlargement（7）（関与と

拡大の国家安全保障戦

略）（1996.2） 
JOINT VISION 2010（8）
（ 2010 年 統 合 構 想 ）

（1996.7） 
QDR1997（9） （４年毎

の国防計画見直し）

（1997.5） 
JOINT VISION 2020（10）
（2020 年統合構想）

（2000.5） 
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2001（13） ブッシュ大統領国防演説

（BMD、トランスフォーメ

ーション）（5 月） 
９．１１米同時多発テロ事

件（9 月） 
アフガニスタン進攻（OEF）
（10 月） 

2002（14） ブッシュ大統領一般教書演

説（悪の枢軸）（1 月） 
米ミサイル防衛庁発足（1
月） 
米国 ABM 条約脱退（6 月）

米国ミサイル防衛配備を発

表（12 月） 

2003（15） 北朝鮮 NPT 脱退（1 月） 
対 イ ラ ク 軍 事 行 動 開 始

（OIF）（3 月） 
イラクにおける主要戦闘終

結宣言（5 月） 
国連イラク復興支援可決（5
月） 
PSI（大量破壊兵器拡散阻止

構想）の提唱（5 月） 
STARTⅡ批准（6 月） 

2004（16） イラク暫定政府発足（6 月）

ブッシュ大統領軍事態勢の

見直し演説（8 月） 
 
スマトラ島沖大地震・イン

ド洋津波災害発生（12 月）

ブッシ

ュ 
ラムズフ

ェルド 
QDR2001（11） （４年毎

の 国 防 計 画 見 直 し ）

（2001.9） 
 
 
 
 
Nuclear Posture Review
（12）（核態勢の見直し）

（2002.1） 
National Security Strategy
（13）（国家安全保障戦

略）（2002.9） 
 
National Strategy for 
Combating Terrorism（14）
（テロと戦うための国家

戦略）（2003.2） 
Joint Operation Concepts
（15）（統合作戦構想）

（2003） 
Global Defense Posture 
 Review（16）（世界的な

米 軍 配 備 の 見 直 し ）

（2003.11） 
 
National Military Strategy
（17）（国家軍事戦略）

（2004） 
 

2005（17） 米・印グローバルパートナ

ーシップ宣言（7 月） 
中露合同軍事演習（中国山

東半島）（8 月） 
米ハリケーン・カトリーナ

による大規模自然災害（8 
月） 

  National Defense Strategy
（18）（国家防衛戦略）

（2005.3） 
Strategy for Homeland 
Defense and Civil Support
（19）（本土防衛及び民

事支援のための戦略） 
（2005） 
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  Capstone Concept for Joint 
Operations（統合作戦の

終構想）（2005） 

ラムズフ

ェルド 
2006（18） 米印原子力協定調印（3 月）

米中首脳会談（4 月） 
リビアのテロ支援国家指定

解除（5 月） 
北朝鮮、弾道ミサイル連続

発射（7 月） 
 
北朝鮮、地下核実験（10 月）

 
 
 

2007（19） ブッシュ大統領、イラク新

戦略発表（1 月） 
中国、ASAT 実験（1 月） 
ロシア、北極点の海底に国

旗を打ち込む（8 月） 
ロシア、戦略爆撃機の長距

離哨戒飛行再開（8 月）・ロ

シア海軍、幾つかの海域で

恒常的プレゼンス再開（12
月） 
 
中国、米空母香港寄港拒否

・米空母、台湾海峡通峡（11
月） 
ロシア、CFE 条約脱退（12
月） 

2008（20）  

ブッシ

ュ 

ゲーツ 

National Military Strategic 
Plan for the War On
Terrorism 
（20）（対テロ国家軍事

戦略）（2006.2） 
QDR2006 
（21）（４年毎の国防計

画見直し）（2006.2） 
National Security Strategy
（22）（国家安全保障戦

略）（2006.3） 
 
 
 
 
 
A Cooperative Security for 
21st Century Seapower（23）
（新海軍戦略）（2007.10）
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（１）大統領が発布する 高位の安全保障戦略。秘文書ではなく公開されている。この本

戦略は、冷戦時代における国家安全保障戦略である。 

（２）冷戦終結に伴う新しい国家防衛戦略。国防計画の重点がソ連の脅威から地域的脅威

からの防衛に移行した。 

（３）冷戦終結に伴う兵力削減構想。冷戦期と比較して 25％の兵力削減と 10％の国防予算

削減を目標とし、大量破壊兵器の拡散に対応する戦略、効果的戦略抑止、前方展開、危機

対応能力、戦力再構築能力を重視する。 

（４）統合参謀本部議長が発布する統合軍の戦略。統合軍の戦略構想、戦略目標、運用構

想、兵力整備の考え方等を規定する。 

（５）ブッシュ政権の通常戦略に関する報告書。その序言で「封じ込め戦略」から「地域

防衛戦略」への移行を明記。 

（６） 従来のトップダウンではなく積み上げ方式により冷戦後の所要兵力を算定したも

の。ほぼ同時に起こる２つの大規模地域紛争（MRC：Major Regional Conflict）に対処でき

る戦力を積み上げ方式で算定した。欧州に駐留する米軍 40 万人を 10 万人に削減、アジア

に駐留する 10 万人はそのままにすることとした。米軍の兵力削減はベースフォース構想を

上回るものとなった。 

（７）クリントン政権の国家安全保障戦略。 

（８）統合参謀本部議長が公表した将来の米軍の概念の枠組み。情報技術の顕著な進歩と

RMA の成果を米軍に取り込むための統合運用の基本的な枠組みを提示したもの。 

（９）議会の要請に基づいて国防長官が４年毎に発布することになった、第１回の国防計

画の見直し構想。この QDR では、２つの MＴＷ（Major Theater War; ボトムアップレビュ

ーの MRC を用語変更）対処能力の維持、MTW（大規模戦域戦争）から SSC（Smaller-Scale 

Contingencies；小規模緊急事態）に至る多様な任務遂行能力を要求しつつ、あらゆる分野で

特例なく節約・効率化を推進。欧州・アジアに各 10 万人の兵力を維持する。 

（10）統合参謀本部議長が公表した今後 10 年間を見通した統合軍の運用概念。 「全面優

位戦略」といわれる。 

（11）ラムズフェルド国防長官によって出された２回目の QDR。9.11 の生起に伴い、従来

の「脅威ベース」の国防計画アプローチを「能力ベース」に変更した。兵力規模としては

「１－４－２－１戦略」すなわち、本土防衛第１、４つの地域紛争に対処、２つの通常戦

争に同時対処、１つの戦争において 終的勝利を収める戦略を構築。 
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（12）ラムズフェルド国防長官によって行われた核戦力の見直し。次の５～10 年を見越し

て核弾頭を削減し、新たな抑止力を構築する。NEW TRIAD と称される新たな打撃力は、①

核及び非核からなる攻勢的打撃システム②攻勢的及び守勢的防御力③脅威に迅速に対応す

る新たなインフラ能力からなる。C2（Command Control） と Intelligence の力により非核打

撃能力を向上させ、結果的に核弾頭を減らすことができる。2012 年までに所要核弾頭を 1700

～2200 個に抑え、ピースキーパーICBM を核戦力から除籍し、４隻のトライデント SSBＮ

を通常任務用に改装する。またＢＭＤ能力の構築を図る。 

（13）ブッシュ大統領によって出された 初の国家安全保障戦略。ブッシュ大統領が各所

で行った国防演説を集積したもの。 

（14） ブッシュ大統領の国際的なテロとの戦いに勝利するための国家の取り組みを明示し

た報告書。それまでに発表した「国家安全保障戦略」等の諸戦略を補完する。対テロ戦略

は４つの D からなる。即ち①テロリストとその組織の壊滅（Defeat）、②テロリストに対す

る支援や聖域の拒否（Deny）、③テロリストが利用できるような環境条件の解消（Diminish）、

④内外における米国の市民と国益の防衛（Defend）である。 

（15）統参本部議長が制定する統合軍の作戦運用構想。 

（16）ブッシュ大統領による冷戦期の米軍の世界的配備の見直し。 適の場所に 適の能

力配備を目指す。 

（17）マイヤーズ統参議長によって出された統合軍の軍事戦略。本戦略においては、兵力

算定根拠として、依然として前記「１－４－２－１戦略」が生きている。また、MCO（Major 

Combat Operation;主要戦闘作戦）と安定化作戦を重視している。対テロ戦争に関する記述は

殆どない。 

（18）大統領が発出する国家安全保障戦略に基づき国防長官が発布する国家防衛構想。本

戦略はラムズフェルド国防長官が、2002 年に出された国家安全保障戦略を実施するための

戦略として制定したもの。国家戦略目標として①米国を大量破壊兵器等による直接攻撃か

ら護る②米国の安全と繁栄と行動の自由を確保する③同盟国及び友好国との関係強化④米

国にとって良好な安全保障環境を確立することを挙げている。また米国の挑戦として①伝

統的戦争②非正規な戦争③大量破壊兵器等による壊滅的戦争④混乱型の戦争に対する挑戦

を挙げている。 

（19）ラムズフェルド国防長官が出した本土防衛戦略であり、今後 10 年間を見通したもの

である。米軍が地球規模で、宇宙及びサイバースペースにおいて、必要であれば米本土に
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おいても攻勢的な作戦を実施することを明確にしている。それによれば、テロリストは、

今や米本土を主要な戦闘区域と考えている。従って、米本土の遠くから多くの障壁を築く

必要がある。このためには、情報通信の 新技術、新世代のセンサー、非破壊兵器等の組

み合わせが必要である。 も重要なことは、攻勢的な縦深防御態勢の確立である。また、

伝統的な軍事脅威への対処も忘れてはならないとしている。重点事項として、①脅威の

大認識②米国からの安全距離で脅威を打破③防御手段の機能発揮のための防護④ＣＢＲ及

び電磁攻撃への対処として他省庁の支援などを挙げている。 

（20）この戦略は、国家軍事戦略の対テロ戦争部分を補完するもので、ペース統参議長が

発布した。米軍が過去３年間にわたって戦った対テロ戦争のノウハウを盛り込んだ戦略で、

対テロ戦争の戦略目的、戦略環境、国家方針、戦略的見積り、考慮事項、任務、戦略的ア

プローチなどについて述べられている。 

（21）３回目の QDR である。本来は、QDR2001 の次として 2005 年に出されるべきもので

あったが、予算編成に合わせこの時期に出された。QDR2006 は、①戦時の QDR であること、

②今後 20 年を見通したものであることが特徴。過去４年間の対テロ作戦経験を踏まえ、今

後米軍が保持すべき能力として４つの課題、即ち伝統型（従来からの国家間戦争）、非正

規型（イラク・アフガニスタン戦争型）、破滅型（大量破壊兵器による 9.11 型）、混乱型

（将来起こるであろう潜在的競争相手からの脅威）のいずれにも対応できるバランスのと

れた戦力態勢とする必要があるとしている。また、今後の具体的な取り組みとして、従来

の伝統的な抑止から、①テロネットワークの打破、②本土防衛、③戦略的岐路にある国家

への関与強化、④大量破壊兵器の拡散阻止に焦点を移すべきとしている。更に、これらの

取り組みにおいては、パートナーとの協力が必要であるとし、具体的には、太平洋におけ

る海軍のプレゼンスの強化、特殊部隊の能力向上などが必要としている。「能力ベース」

アプローチ及び「１－４－２－１戦略」を継続している。 

（22）ブッシュ大統領の２回目の国家安全保障戦略。この戦略の特徴は、戦時における国

家安全保障戦略であり、アルカイーダ・ネットワークを始めとするテロ集団との戦い、大

量破壊兵器の拡散への対処、イラクを統一され安定した民主主義国にするための戦いなど

に焦点を当てていることである。国家安全保障戦略の２本柱として、①自由と正義と尊厳

―暴政を終わらせ、民主主義を発展させ、自由な貿易と健全な政治により繁栄を施す、②

民主主義国の連携を伸ばすことにより、境界を越えたテロ、大量破壊兵器の拡散、人身売

買、自然災害、流行病などの脅威へ立ち向かうことを挙げている。  
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（23）米国の新たな海洋戦略。新戦略は、9.11 とその後の対テロ戦争を踏まえて、戦争に

勝利することと同程度に、紛争の予防を重視しており、どの国も単独ではテロとその他の

脅威に対して世界の海洋を護ることはできないとの認識を示している。その上で、新戦略

は、海洋における戦闘という狭い視点から、テロに対処すると共に、人道的支援を提供す

るために、「ソフトパワー」を活用する方向に転換すべきことを重視している。このアプ

ローチは、1980 年代に米海軍によって構想され、ソ連に対する攻勢的作戦に重きを置いた

現在の海洋戦略から、明快な決別を画するものである。 
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第２章 欧米における防衛力整備と防衛機器産業へのインプリケーション 

１．安全保障環境の変化と防衛技術 

１-１ 防衛技術を取り巻く環境 

 防衛機器の特徴として、機器の有効性を維持する為には対抗する脅威が変化するのに対

応して、機能と性能の常続的な向上が必須である。また、脅威シナリオが急激に変化した

場合には、防衛シナリオの抜本的革新が必須である。要するに、運用と技術の密接連携が

防衛機器開発には重要である。 

 

 特に冷戦が終結してから、また、9.11 の事件の後には、脅威環境が複雑な様相を呈して

いる。この様な急激な脅威の変化に迅速に対応するには、幅広い基礎技術と応用技術での

安全保障環境 

脅威シナリオの想定 

防衛戦略の設計 

防衛シナリオの設計 

基礎技術の開発 

応用技術開発

在来機器の有効性評価

新機器の開発 

予算環境 

在来機器機能・性能の向上

生産基盤の開発・改善

量産規模・期間設定 

機器開発と生産基盤開発 

図 2-1 防衛機器の開発プロセスの概念 



 

43 
 

革新と進歩が革新的な“防衛シナリオ”の設計には重要となる。この基礎技術を含めて、

防衛機器産業の技術力を国内に保有することによって、脅威の変化に迅速に柔軟に対応す

る政策を開発して、其れを確実に実行できることになる。 

 近年では、特に脅威の内容が格段に多様化して、また、巧妙化すると共に、防衛機器の

機能・性能を高度化せざるを得なくなっている。この為に、有効な防衛機器の開発に要す

る技術範囲も金額も拡大する傾向にある。 

 一方では防衛機器を開発し、量産するという安全保障の為の予算額獲得が、各国の国民

生活の充実に伴って、難しくなる政治環境となっている。従って、比較的長期間に亘って

有効である機器のプラットフォームを開発し、其の上で改修を加えて有効性を維持する防

衛機器の低価格開発が期待されている。 

 技術進化の主導権を握りながら量産数と開発費の低減を行うには、国内に対応技術を保

有しながらも、開発費を負担しあう共同開発を行うという複数国での共同プロジェクト等

の手法採用の工夫が試みられている。 

 また、出来るだけの低価格開発を行う為には、機器開発にも生産基盤の開発にも適用さ

れる応用範囲の広い基礎技術（デュアルユース・テクノロジー等）の開発を行うことが必

須であり、この努力も各国で散見される。 

 防衛機器の革新は常続的に行われなければ成らないが、前述の様に重要な技術革新は、

防衛機器に対する運用要求が不連続に変化した場合に多く見られる。 

 例えば、弾道ミサイルの脅威が湾岸地域で、また、極東地域でも生じた結果、MD 機能（ミ

サイル・ディフェンス機能）の開発が必須となっている。従って、防衛環境の変化には敏

感に、そして、積極的に対応することが防衛機器産業の有効性の為に、非常に大切である。

運用要求から防衛機器の目的機能を考え出すことが一般的活動基盤としている欧米の有力

な国では、此の目的機能設定を組織的に行える様に活動している。 

 冷戦下でも防衛機器に対する運用要求の創造的詳細設計を行った結果（防衛シナリオ）

として、以下の様な防衛機器システムを産み出している。具体的な要求設計が行われない

と此の様な防衛機器システムは開発できない。一般的な民需対応に於いての製品開発と同

様に防衛機器に於いても、ニーズに効果的に対応する創造的発想を行うことが非常に大切

である。 

 ・AWACS 等の航空機搭載の早期警戒システム 

 ・ステルス機、ステルス艦艇 
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 ・MD（Missile Defense）システム 

 ・JTIDS（Joint Tactical Information Distribution System） 

 ・SEAD（Suppression of Enemy Air Defense）等の制圧作戦 

 具体的な機能要求を設計すること（防衛シナリオの設計）が的確な技術進歩には非常に

大切である。そして、より廉価に当該要求に対応する防衛機器を製造することが防衛機器

産業には期待される。機能要求を設計する役割は、戦闘を具体的に知ることを前提として

的確に実行することが可能である。 

 

１-２ 各国の状況 

 防衛機器の典型特性を有する「戦闘機の開発」に関する概要を主体として、各国の防衛

機器の開発状況を概説する。 

１-２-１ 米国 

 米国の防衛機器の開発環境では基礎技術と防衛機器製造技術の両方が意識的に整備され

ている。国防総省の技術開発では、防衛機器の技術の向上に関連して、米国の民需技術の

充実をも考えることが認識されている。 

 従って、基礎技術開発を目的に開発されたものは多いが、防衛機器システムとして開発

されたものが民需機器として世界的に活用されている。 

 例えば、対核攻撃性を高めた情報ネットワークである ARPA-NET がインターネットとし

て活用されており、また、位置情報を正確に与えて呉れるＧＰＳも精密誘導の為に防衛機

器システムとして開発されたモノである。 

 米国の防衛機器システムの調達では、各種の手法を経験的に進化させている。ベトナム

戦争当時には、効果を維持しながら予算額を削減することを意図して、大きな機能を果た

す防衛機器を、機能毎にコストパフォーマンスを比較した結果で取捨選択していた。しか

し、核を用いた兵器機能を比較選定機能項目に含めた為に、核兵器の機能のコストパフォ

ーマンスが良い為に、通常兵器の機能強化が削減されてしまうという甚大な問題を生じた。 

 ベトナム戦争での反省を踏まえて、通常兵器の機能強化を行う様にした結果、現在の優

れた武器システムを産み出している。 

 冷戦の終結を踏まえて、防衛機器調達予算額を削減したが、防衛機器産業を維持する為

に、DARPA 主導で防衛機器産業の民需化政策を行った。 

 1993 年度～1996 年度に補助金を技術再投資計画（TRP：Technology Reinvestment Project）
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として出し、防衛機器産業の民需化を促進した。しかし、他の補助金と重複しているとの

指摘もあったが、この政策は成功しなかった。防衛機器産業の体質に馴染んだ企業を民需

対応の企業にするのは非常に難しいことが、当該失敗の主要要因と考えられる。 

 2002 年以来、国防費の増大が要因となって、現在の国家財政は赤字となり予算的には防

衛機器開発には非常に厳しい環境にある。従って、予算額の効率的活用と量産数の一定数

以上の確保を目的で、共同プロジェクト（Ｆ－３５戦闘機では各ユーザの 70％～90％の共

通化を図る）によって、開発費を複数国で共同負担することを意図している。 

 政治的にも経済的にも、国際的に協力できる国と提携した共同プロジェクトという形態

を活用する必要性を感じていると思われる。 

 政治的には 後の武器提供を確約することで、共同プロジェクトへの参加国との軍事同

盟的な関係を構築することが可能となる。 

（１）活用結果でのフィードバック： 

 米国の防衛機器開発で非常に重要なことは、開発した機器の実用結果を機器開発産業の

各メンバーとユーザが共有していることである。 

 例えば、ある電波系専門家コミュニティーでは、NATO 諸国の防衛機器産業が参画する

特定メンバーのみの会合が定期的に開催されている。此の会合で、ユーザである米軍が防

衛機器産業に対して、使用した防衛機器に関する細かい使用結果（課題項目が主である）

を示している。其処では、関連防衛機器システムに関して、ユーザと産業が評価と実用稼

動での問題に付いて、改善点等を共有できている。 

 従って、徐々にではあるが、改善点等を解決するに連れて、防衛機器の開発努力が的確

な方向で進められているので、効果的な防衛機器が開発される。 

 技術に関して理解程度が高い人物（技官など）が実際の現場に従事するという文化が米

軍には明確に存在する。システム性能と機能が戦闘の結果を左右する現実から、当該文化

の重要性は当然である。 

（２）大学の研究機能との連携： 

 防衛機器の先端的開発に関して、大学の研究室、また、大学の教授が経営している小規

模な企業の貢献が顕著である。大学の研究所で有名なのは国防総省のソフトウエア調達に

関する製造プロセスの基準（CMM：Capability Matured Model）を設計したカーネギーメロ

ン大学の Software Engineering Institute がある。ＣＭＭ基準は国防総省の調達に関してのソフ

トウエア品質を高める為に当該 Institute に委託して開発されたが、一般のソフトウエア開発
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に関しても応用される状況となっている。国防総省の此の様な投資に関しては、米国の技

術力向上に寄与する様にコントロールされている。 

 例えば、一般技術の向上に向けて、国防総省はナノテクノロジーの研究に対して、2006

年度に約 461×100 万ドルの資金を支援している。此の為に、一般の製品の製造機能に関し

ても防衛機器への投資という形で国家基盤を充実させることと成っている。防衛機器技術

の発展を目途としているが、本質的には国力の基盤の向上を狙っている戦略であると思わ

れる政策が多い。 

（３）２社による競合試作： 

 重要な開発アイテムに関しては、試作での競争開発を採用している。競争を公正に実施

することが技術進歩の条件であるとする米国の哲学による考え方である。例えば、戦闘機、

航空機搭載の警報装置、等の開発には競争試作を行って、運用要求に対する適合性に優位

な開発機器を選定している。重要な防衛機器については、文書のみでは比較し得ないこと

を試作し実際の稼動を行った比較の上で、費用対効果を比較基準に、より的確なモノを選

定している。 

 ア． Ｆ－１６の場合： 

 ＹＦ－１６（ジェネラリック・ダイナミック社製）とＹＦ－１７（ノースロップ社製）

での戦闘機の競合での試作開発は有名である。その試作機を技術評価と運用評価した結果

で、量産する機種をＹＦ－１６と決定している。 

 量産する場合には試作競争で負けた会社にも一定の利率での量産を行わせることで、防

衛産業の育成を図っている場合がある。 

 ＹＦ－１７の場合は製造ライセンスを他社に譲ることで、Ｆ－１８の原型として、海軍

向けに当該モデルを一部変更の上活用したことで、試作競争で負けた会社も業績を維持し

ている。 

 イ． Ｆ－２２（ラプター）の場合： 

 ＹＦ－２２（ロッキード社製）とＹＦ－２３（マーティン社製）を候補として試作競合

を行った。５４ヶ月のデモンストレーション飛行等での比較が行われ維持費用が少ないこ

とで、ＹＦ-２２が量産モデルとして選定されているが、当初予定されていた量産機数が約

１／４に抑えられている。この量産機数の減少の為にＦ－２２の製造単価は予定価格より

も大幅に増加している。 

 ウ．JFS（Joint Strike Fighter）の場合： 
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 JFS に付いても、Ｘ－３２（ボーイング社製）とＸ－３５（ロッキード・マーティン社製）

の試作製造を行い、比較選定を行っている。離陸する際の負担が少ないＸ－３５が量産機

として選定された。ユーザに関しては空軍、海軍、海兵隊が共通部分に対して部分変更を

加え派生型を造るが、共通部分の量産機数を増やすという工夫を行っている。後述する様

に、当該戦闘機の開発を他の諸国と共同プロジェクトとすることで、量産数を増加させて

いる。 

（４）GAO の競争公正化活動： 

 公正な競争というビジネス環境が技術革新と技術進化を図る必須条件と考えている。こ

の競争環境の公正性を常続的に維持する為に、立法府である議会に GAO（Government 

Accountability Office）を設け、機能させている。 

 例えば、競争入札時にＡ社の提案書をＢ社に秘密裏に教えることで、Ｂ社に有利な対応

を行った場合にはＢ社の入札を無効にする等の処置を当該 GAO が積極的に行っている。政

府調達の不公正とか生産性の虚偽に関する摘発に付いても、GAO が実施している。 

（５）ライフ・サイクル・コストの低減： 

 開発コストのみを低減することではなく、長期的な活用費であるライフ・サイクル・コ

ストを低減すべく努力するという開発文化を構築している。 

 例えば、“Ｘ－３５／Ｘ－３２”の試作競合の優劣評価に於いて、ライフ・サイクル・

コストが“Ｘ－３５”の方が“Ｘ－３２”よりも低いことが選定理由の一つであると言わ

れている。 

 海軍の電子戦システムの例で説明すれば、機能設定された SLQ－32 が、技術試験と運用

試験を経て、1983 年に量産することが決定された。 

 当該電子戦システムは DTP（Design To Price）という設定価格に対して、所要の機能を果

たすべく設計することが要求されている。 

 この要求に対応している為に、1997 年に就航した DDG68 にも当該電子戦システムが搭載

されている。１４年経っていても同じ基本構造の電子戦システムが各種の更新が行われた

上で使用されている。更新の例では、1987 年にペルシャ湾で SLQ－32 を搭載していた

STARK（FFG31）が対応していない“フランス製のエグゾセ･ミサイル”での攻撃を受け被

害を出したのに伴い、SLQ－32 に緊急に改善を行って攻撃されたミサイルに対応できる様

に改修が行われている。この様に即座に改善ができる為にライフ・サイクル・コストの低

減が図られている。 
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（６）共同プロジェクトでの量産数確保： 

 共同プロジェクトでの開発が増加している。国内の各軍の要求を共通化することも共同

プロジェクトと言えるが、此処では複数の国での要求を統合して共通的に機器を開発する

ことを共同プロジェクトと言う。 

 この共同プロジェクトの増加の背景には、先端技術を活用する防衛機器の開発には多額

の費用を要することが必然であるという時代背景がある。 

 要求する機能と性能が高度化するに連れて、其の要求を満たす為の開発には時間と費用

が益々掛かる様になっている。 

 冷戦後の防衛予算の縮小に加えて当該開発費用の増大の為に、発注できる量産数は益々

低減することを余儀なくされている。量産数を或る程度確保しなくては、機器製造の価格

を抑えた上で、且つ、新しい有効な防衛機器を開発することは難しくなって来ている。 

 共同プロジェクトの例をＦ－３５の開発プロセスの概要で示す。米国の空軍、海軍、海

兵隊、そして、英国の空軍、海軍と共同で DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency

：DOD の零下）主導で、AV-8B の後継機を開発する目的で当該プロジェクトは開始された。

ASTOVL（Advanced Short Take Off & Vertical Landing）を追求するプロジェクトは米英の５

社の技術立証に付いての提案を受けることから開始された。此の結果、２社が選定された

が、航空機メーカーが統合したことと２社がロッキード・マーチン社のチームに参加する

ことで、試作競争では 初の５社が協力した形態で競合することとなった。 

 この試作競争の結果、“Ｘ－３５”が選定され、Ｆ－３５という戦闘機名称が付与され

た。この戦闘機開発プロジェクトにはイタリア、オランダが運用要求を反映できるパート

ナとして参加している。更に、オーストラリア、トルコ、デンマーク、ノルウェー、カナ

ダが開発に若干の出資を行っている。当該国がＦ－３５を採用する場合には採用の形態に

よっては量産機数が増えることとなる。 

（７）実戦環境に近い検証／訓練施設 

 防衛機器の有効性の検証には実際に近い環境（稼動環境も、そして、電波環境も）で各

種機能と運用性を確認する必要がある。 

 実戦で初期確認を行うには危険が高い為に、想定する稼動を模擬するシミュレーション

機能が防衛機器の開発には非常に重要となる。 

 米国には当該シミュレーション文化が根付いており、防衛機器の評価に加えて、運用者

の訓練でも当該シミュレーションが使われている。 
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 例えば、脅威環境で機能を発揮するパイロットの訓練では、実際の脅威に近い模擬 SAM

システムを用意して、現実のＳＡＭ網の中に飛び込む際の恐怖感を克服する等の訓練を行

っている。 

 模擬の脅威となる SAM システムに関連するレーダーを、例えばエグリン空軍基地（メキ

シコ湾隣接：フロリダ州）に準備しており、電子戦システムの評価に用いている。収集し

た電子戦データに基づいて、模擬システムを構築する為に、具体的な実際の脅威環境で有

効となる機器開発が可能となる。 

 実戦では非常に重要な機能を果たす電子戦システムの評価には、この様な電波模擬シス

テムは必須であり、電子戦システムの先進国である米国には模擬電波システムを製造する

産業が育っている。 

１-２-２ 英国 

 1940 年頃の Battle of Britain に於いて、警戒管制システムと要撃システムを組織的に機能

する様に構築したことは画期的なシステム化であった。ドーバ海峡に面した英国の南側に

警戒レーダー網を構築し、侵攻機を探知して侵攻地を予測し、待機している戦闘機を要撃

指示するという組織を稼動させたことが英国を守った要因の一つである。防衛機器の機能

を総合して組織的に考えるということが画期的な防衛システムを構築した。 

 英国には高級士官が退役後に現役時代に培った“経験知識”（暗黙知）をシステム化（形

式知）する機能を果たすという産業文化が存在しており、具体的な要求設計を行うことが

画期的な防衛機器を開発する要因となっている。 

 少なくとも 1980 年代には発注に際しては、複数社による競合提案を受けて比較検討の上

で契約会社を決定していた。この競合によって切磋琢磨での技術進歩と低価格への努力を

防衛機器産業に求めていた。しかし、冷戦の終了に伴って、軍事予算額が低下傾向にあり、

国内での競合環境維持に困難を来たし、米国の機器を含めた購入を行うことを含めて、連

携開発を行うことに変化している。また、軍事技術と共に通常技術をも開発することで、

国力を高める様に変化している。2001 年７月に DERA（Defense Evaluation and Research 

Agency）を基本的に２分割して通常技術の研究を行う機能を、軍を統括する国防省 MOD

（Ministry Of Defense）の下に置いた。この研究部門を DSTL（Defense Science and Technology 

Laboratory ）と称している。そして、この部門は英国政府が直面する可能性のある挑戦課題

と問題となっている技術に関する研究と開発を行っている。 
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（１）官民協力での粘り強い開発： 

 V/STOL 性の高い航空機（シーハリアー戦闘機）を、米国が多くの失敗を繰り返した中で、

米国に先駆けて開発したことは粘り強い開発資質を示している。官民が積極的に協力して、

戦闘に必要な新しい防衛機器を真摯に開発する姿勢が、多くの分野で見られる。 

 軍事予算額の削減の為に、維持費の掛かる通常空母を保有することを断念した。この為

にシーハリアー戦闘機とヘリコプタを効率的に機能できるスキージャンプ型の空母（イン

ヴィンシブル級空母）を開発している。此の空母の運用の為に、ヘリコプタに警戒レーダ

ーを搭載したユニークな廉価型のＡＥＷシステムを開発している。しかし、新型の搭載す

る航空機に関しては、インヴィンシブル級の後継であるクィーン・エリザベス級航空母艦

では米国との共同プロジェクトで開発される“Ｆ－３５Ｂ”戦闘機を使用する計画である。 

 東西冷戦の終結後、予算額のコストパフォーマンスを高める為に、独自で防衛機器を開

発する対象項目を限定化している。 

（２）共同プロジェクトの先導的実績： 

 秘密の範囲を明確に設定していることで、比較的オープンな技術文化である。この資質

が共同プロジェクトの先頭を走っている所以である。技術開発費用の量産効果を高める為

に、ヨーロッパ諸国との協力で技術開発を行うことを基本としている。例えば、戦闘機“

トルネード”はドイツ（西ドイツ）、イタリアと３国での共同開発を行った。また、新型

のユーロファイター“タイフーン”はイタリア、スペイン、ドイツとの４カ国の共同開発

である。当該戦闘機を輸出するべく、英国政府も努力しているが、冷戦終結で高度な高額

戦闘機よりも低価格であるヘリコプタを必要とする環境である。従って、輸出には苦労し

ている。ただ、当該戦闘機をサウジアラビアに７２機を販売する契約を結んだとのニュー

スも伝えられている。サウジアラビアは英国製の“トルネード”を現在使用中であり、当

該戦闘機の近代化作業も英国の企業が行うとの報道がある。 

（３）防衛機器産業の発展に向け各種の ISO 基準の設定： 

 当初の防衛機器に関する規格が国の防衛機器以外に関しての規格とする様になった。そ

して、国の規格である BS（British Standard）を国際規格（ISO 規格）とするケースが多い。

防衛機器産業での製造を行う際に、品質確保の為等の規格を設けたが、其れを国内製造の

規格としており、その後に国際規格として発展させている。 

 １-２-３ フランス 

 防衛機器は自国の考えを大切にしなくてはならないと考え、独自開発を行っている。ま
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た、開発した防衛機器は輸出することで、ビジネス利益を得ることを目指している。従っ

て、米国の企業の協力を得ることはあっても、防衛機器の開発主導権は自国に存在するこ

とを意識した方針としている。 

 NATO 国の一つであるにも拘わらず、戦闘機も電子機器も自国産業を育成する為に自国

産業に発注することを前提としている。 

 従って、機器システムの機能確認と検証に必要な施設＆設備等を自国内に整備している。

そして、防衛機器産業の維持・発展の為に防衛機器の輸出努力を官民一体となって精力的

に行っている。しかし、オーストラリア等への輸出努力は米国の輸出成功に比して、上手

くは行えていないのが現状である。 

 「防衛機器開発の自国のフィロソフィーを明確にしないで、単に米国の真似をする等と

いう愚かなことはしない」という意見を持っている。 

（１）独自の防衛機器開発： 

 英国がドイツ、イタリア、米国等と共同プロジェクトを行っているが、フランスは防衛

機器の独自開発を行っている。例えば、独自開発を行った“ミラージュ戦闘機”を以前、

中東諸国（1960 年代にはミラージュⅢはイスラエル、1970 年代には自社開発のミラージュ

Ｆ１はイラク等）に輸出していた。“ミラージュ”の後継機としての“ラファール”も自

国防衛機器産業育成の為に、独自開発している。但し、“ラファール”のエンジンは自国

のエンジン製造会社（SNECMA 社）が業績悪化の為に不都合な事態となり、試作機では米

国ＧＥ社製を採用している。量産機では SNECMA 社製を搭載している。 

 冷戦の終了と共に予算額削減の圧力が高く、フランス軍の採用予定機数は減少している。

この為に、以前にも増して当該戦闘機を輸出すべく努力しているが、未だ成功には至って

いない。 

（２）防衛機器産業が所要のデータ保有： 

 独自開発している為に、防衛機器産業が武器システムを開発する為に必要な秘密データ

を保有している。例えば、電子戦システムを開発するには脅威となる各種のデータが必須

である。 

 このデータがない状態では有効な電子戦システムは開発できない。電子戦システムの機

器仕様の重要部分が当該脅威データで規定される。 

 フランスでは防衛機器産業が其の脅威データを秘密契約の下に活用しているので、開発

する電子戦機器が当該脅威データを探知し、分析できることを社内検査で確認できる。防
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衛機器産業として論理的に当然必要であるデータが関連産業に提供されている。 

（３）論理的な議論を行える防衛機器産業文化： 

 記述された表面的なルールのみではなく、本質的な理由を基に議論を行う技術文化があ

る。従って、政治的ではなく根拠を明確にした議論を行うことを大切にしている。この為

に開発内容に従った体制（ある時は航空機メーカーがプライム・コントラクタ、ある時は

電子機器メーカーがプライム・コントラクタ）を構築することに抵抗はない。根拠を明確

に述べれば、其の意を汲んでくれる技術者の文化が存在する。独自開発を行って来た為に、

本質的な議論を行える防衛機器開発文化が存在する。電子的なシステムの開発の場合には

電子機器産業がプライム契約社としての役割を担当することに抵抗はない。一方では航空

機に関する開発に関しては航空機産業がプライム契約社の役割を担当している。 

（４）開発を容易にする各種ツールと設備の整備： 

 自国技術を効果的に活用する為に、開発設計を効率的に遂行する各種ツールを開発して

いる。ダッソー社は従前から民間会社であることもあり、効率的に設計を行うＩＴ技術利

用に付いては先駆的である。 

 例えば、航空機開発に効果を発揮する３次元データをコンピュータ内に記憶して、製造

に直結する製造図面を作成するツール（CATIA プログラム）を、航空機開発を行うダッソ

ー社がＩＴ企業の IBM と協力して開発した。このツールは世界中の製造企業等にて購入さ

れ、３次元構造を設計・製造するのにデファクト標準として利用されている。 

 また、ステルス性検証に必須である戦闘機のレーダー反射面積を各種の周波数で測定す

ることが可能な設備をブルタニュー地方に用意してある。航空機搭載レーダーとか電子戦

システムを設計する基礎データとして必須のデータを測定することを可能としている。 

１-２-４ スウェーデン 

 ＥＵ加盟国であるが、非同盟中立国であり、自主独立の技術を主要な防衛機器に関して

確立することを意識的に実行している。 

 但し、予算額低減の為に各国への防衛機器の輸出を強く推進しており、また、予算額の

削減傾向に対応する為に、各国（米国、英国、オランダが主）からの防衛機器の輸入が増

加する傾向にある。人口が約 900 万人の小国であるが、非同盟中立国のスタンスを大切に

しているので、主要機器は自主開発を主体としている。 

 戦闘機の“ビゲン”開発では米国の技術導入を行ったが、量産機を輸出しようとした際

に、米国の許可が得られなかったことで、輸出が不可能となった。この為に、量産機器の
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輸出が可能なことが技術導入の条件となっている。従って、製品レベルでは自国産業での

製品を使用すること、また、自国の兵站での製造が可能なことを開発条件としている。国

民も少ない国である為に国内需要も小さく、防衛機器を輸出することが防衛機器産業の維

持にとっては必須である。戦闘機と自動車を製造していたサーブ社の自動車部門がＧＭの

100％子会社となった様に、国内需要のみで国内の防衛機器産業を維持することが難しくな

っている。 

（１）防衛戦略方針に則っての機能設定： 

 国が南北に長く、そして、東西の距離は長くないという特性に合わせた第一波攻撃の下

でも防衛力を維持するという防衛哲学を保有している。中立国という性質から国民皆兵と

いう制度を持っている為に、錬度の低い兵隊を効果的に防衛任務に活用するという事情も

防衛機器開発の仕様（操作性が良い等）に組み入れられている。 

 防衛機器の主たるものは自国開発を行っており、輸入する防衛機器に関しては、防衛戦

闘に制限を与えない内容に限定している。 

 潜水艦基地も、第一波攻撃での破壊を避ける為に、洞窟の中に設けられており、航空機

での基地破壊を避ける為の工夫が実施されている。 

 レーダーは移動型が大半を占めており、緊急時にアンテナを支える部分を伸縮させる構

造となっている。深い森林に隠れて、攻撃を避けることが基本機能として設定されている。 

 上述の国情から、戦闘機は STOL 性の高い戦闘機を自国開発している。高速道路での離

着陸と燃料と弾薬の補給が行える様に、自力で始動可能なエンジン搭載の戦闘機の開発を

行っている。飛行場も牧場の体裁を持たせることにより、簡単に無力化されるのを避ける

努力を行っている。当該飛行場では牧舎に戦闘機が格納されている状況であり、管制塔は

サイロ風の模擬がなされている。 

 自国開発の 新多目的戦闘機は“グリペン”であり、独自開発の為にカナード等の飛行

プログラム開発（フライバイワイヤーの制御にて、異常処置プログラムに考慮ミスがあり、

異常な動きを行った事例がある）では苦労して自国の防衛産業を育成しようとしている。

機体には複合材を使用しており、英国産業の支援を受けている。エンジンはＧＥ社製を基

にボルボ社が開発したモノを採用している。尚、当該戦闘機は南アフリカ、ハンガリー、

チェッコ、タイ（サーブ社の AEW 機と共に防衛システムとして導入）に輸出され、また、

輸出される計画である。搭載レーダーについてはプラナーアレー型のものを搭載していた

が、戦闘機をシステムとして輸出するには他国のレーダーに機能的にも負けないことが必
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須であり、機能的な柔軟性を保有するフェーズドアレー型レーダーへの換装計画が進んで

いる。輸出するには国際的な競争力を保有することが必要である。スウェーデンが輸出に

成功している理由は、先進機能の戦闘機（シングルエンジン）を低価格で防衛システムで

提供していること、と思われる。 

（２）徴兵制での暗黙知活用の励行： 

 国民皆兵である為に、防衛機器を開発している技術者は基本的に予備役の士官等である。

此の為に容易にユーザ意識での開発が行える。 

 この為に使用者と開発者が暗黙知を共有しているので、運用を考慮した開発が行い易い

環境にある。従って、実戦的な機器システムが開発される場合が多い。例えば、戦車の機

動跡を赤外線探知機でも見えなくする泡を開発するなどのカモフラージュ用の道具開発も

行っている。 

（３）曲がり角の防衛機器産業： 

 開発できる防衛機器産業が限定されているので、国内的には競争環境はなく国内での発

注先は決まっていると言える。 

 レーダーはエリクソン社が開発と製造を行っていたが、レーダー開発部門のエリクソン

・マイクロウエーブ・システムの防衛機器事業の採算が悪く、サーブ（Svenska Aeroplan Aktie 

Bolaget）社に売却された。戦闘機開発は当該サーブ社が担当しているが、搭載レーダーも

含めて一元的に開発できる体制となった。 

 尚、ミサイル開発もサーブ社の子会社であるサーブ･ボフォース･ダイナミックス社（ノ

ーベル所縁のボフォース社のミサイル部門はサーブ社に買収されている）であり、競争入

札とはなりえない。 

 非同盟中立を維持する為に、政府は自国の防衛機器産業を育成する様に予算獲得に努力

している。しかし、防衛機器の技術程度が急激に高度化するに連れて、防衛機器システム

の単価が上昇している。 

 税金の高いスウェーデンでは、政府は国防費をも減額する政策をとっているが、一方で

は高額となる先進的な防衛機器が有効性を維持するには必要とする環境となっている。 

 非同盟中立を維持する自主独立での防衛機器産業の育成を行うには価格競争の為に非常

に難しい時代となっている。他の中立国との共同プロジェクトを考慮するか、非同盟を条

件に他国と積極的に技術的な面で提携する（スウェーデン企業の技術を他国の防衛機器に

も活用する等）こと等の対応を検討する時期に来ている。         
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２．欧米における防衛装備に関する政策の変化と防衛機器産業の変容 

２-１ 米 国 

２-１-１ 国防省の防衛装備に関する政策の変化及びその背景 

 1980 年代初頭の民生産業におけるＩＴを中心とする急速な技術革新が進む中で、技術革

新の中心が防衛産業から民生産業に移ると共に、民生産業は先進的な企業経営管理を取り

入れて企業の健全化・強化に成功し、米国経済再活性化の牽引車の役割を果たすまでに回

復した。一方、防衛事業分野では国防省の防衛事業に関わるマネージメントは旧態依然た

る状況で、膨大な防衛予算の非効率的な執行を見直すべきであるとの機運が高まりつつあ

った。このような中、「防衛に関するブルーリボン委員会」を皮切りに各種の委員会が設

置されて、国防省のみならず連邦政府全体の事業実施に関わる調査研究が行なわれ、改善

について各種勧告が出されると共に多くのものが立法化されていった。以下、レイセオン

社資料を参考としつつ防衛装備に関する政策の改善内容とその背景について概要を述べ

る。 

（１）防衛に関するブルーリボン委員会（1985 年） 

 1985 年７月、レーガン大統領がヒューレットパッカード社の創設者の一人であるDavid 

Packard氏を委員長とする委員会に対して防衛のマネージメントに関するスタディーを委嘱

したものである。別名「パッカード委員会 1」とも言われる。 

 ア．委嘱内容：防衛管理、予算プロセス、調達システム、法令規則、組織運用に関する

実態調査と改善に関する提言の実施。 

 イ．スタディー結果並びに提言 

 （ア）調達システムは官僚的でありかつ規制が多すぎる。また、責任が細分化され一人

一人の責任が小さすぎる。これらを改善する必要がある。 

 （イ）責任と権限を規定するヒエラルキーが不明瞭であり、改善を要する。 

 （ウ）国防省としての防衛装備品の取得に関する統括的な責任と権限を有する部署が無

い。国防省に取得担当国防次官を設置するべきである。 

 （エ）統合参謀本部に統合参謀本部副議長を長とする「統合要求審査委員会」（Joint 

Requirements Oversight Council: JROC）を設置して、この委員会においてすべての要求

のレビューを実施し、委員長たる統合参謀本部副議長に陸海空軍参謀総長の上位権限

を持たせると共に、各統合軍司令官の代表としての権限も併せ持たせるべきである。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 Packard Commission 
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 ウ．提言の成果 

 この委員会の提言はゴールドウォーター・ニコラス法（1986 年）（Goldwater-Nichols Act, 

1986）として法令化された。 

（２）ゴールドウォーター・ニコラス法（1986 年） 

 パッカード委員会の提言を成文化し、1986 年 10 月レーガン大統領が署名して法律として

成立した。 

 ア．法の主要内容 

（ア）統合参謀本部議長を、大統領、国家安全保障委員会委員及び国防長官に対するプ

リンシプルな軍事アドバイザーに指名。 

（イ）統合参謀本部副議長を設置し、大統領から国防長官へそして統合軍司令官への指

揮命令系統を明確化。 

 （ウ）作戦計画に対する戦闘軍司令官の責任の明確化。 

 イ．成果 

 （ア）国防長官の権限は強化され、国防省各機関及び部隊に対し計画に対する指針を提

供できるようになった。 

 （イ）各軍種参謀総長は各軍種ごとの専門的アドバイザーとして国防長官を補佐する立

場としては統合参謀本部議長と同等であるが、業務実施の権限は統参議長を通じて

集中一元化された。 

（３）防衛マネージメントに関する検討 2の実施（1989 年） 

 パッカード委員会の提言に基づくゴールドウォーター・ニコラス法による取得改革及び

国防省資源の効率的管理について、ブッシュ大統領が国防長官に対して確実な実施を図る

よう指示したことを受けて国防長官が外部機関に検討を委嘱したものである。 

 法令が必ずしも満足に履行されていない状況が指摘され、指摘を受けてゴールドウォー

ター・ニコラス法の誠実な履行が促進された。 

（４）セクション 800 パネル委員会（1993 年）3 

 FY1991 予算権限法第 800 条により授権された委員会で、防衛調達に関わる法令規則並び

にその実施状況を評価検討し提言を行ったものである。 

 ア．提言 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2 Defense Management Review 
3 Section 800 Panel （1993）。Acquisition Law Advisory とも言われる。 
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 （ア）取得担当国防次官を国防省の取得改革担当責任者に指名し改革を推進すること 

（イ）民生産業と類似の柔軟性ある取得要領を採用すること。 

（ウ）防衛産業と民生産業間の統合を進めること。 

（エ）防衛装備品への民生品の採用を促進すること。 

（オ）先進的な民生技術を防衛装備品に採用すること。 

イ．提言を実施したことによる成果（1994 年） 

 （ア）MILSPEC が「性能仕様」または既存の「民生品標準」に置き換えられた。 

 （イ）国防省は伝統的な調達システムから次のような方向へ移行し始めた。 

   －効果及び効率性に重点を置くこと 

   －民生用品、民生役務及び民生要領を優先使用すること 

（５）国家業務処理手法の検討委員会（1993 年）4 

 1993 年にクリントン大統領が、ゴア副大統領を検討委員会の議長に指名し連邦政府全機

関の業務実施の効率性について分析検討を命じ、予算の効率的な使用による国民に対する

サービスの向上を図るための施策を求めたものである。 

 ア．国防省に対する提言 

   国防省は可能な限り民ビジネスの手法並びに先進技術を採用し、健全経営かつ世界

市場の競争で勝利し得る先進技術を保有する防衛産業基盤を確立すること。 

 （ア）国防省の中核的な機能ではないものについてはアウトソーシングすべきである。 

 （イ）民生品の使用を増やし取得手順を簡素化すること、MILSPEC を廃止すること。 

 イ．成果 

 （ア）国防省の中核的な機能でないものについてのアウトソーシングが促進された。 

 （イ）この提言は、連邦取得合理化法（1994 年）及び連邦取得改革法（1996 年）として

立法化された。 

 （ウ）国防長官による「Bottom-Up Review」の実施へと繋がっていった。 

（６）防衛改革構想の策定（1997 年）－Defense Reform Initiative 

 1997 年にコーエン国防長官によって発せられたもので、冷戦に勝利し、更に「砂漠の嵐

作戦」を終えて、国防省を新時代の環境に適応した組織へと変えていくと共に、国防省の

業務改善を図るためのプログラムである。国防省の末端の支援機関に至るまでの全ての組

織を対象として組織改革並びに業務改善をしようとするものである。 
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 ア．内容 

民生産業が活性化し競争力を持つに至ったビジネス手法を国防省も採用することを内

容とし、具体的には次の事項。 

 （ア）近代的ビジネス慣行を採用し、品質の向上及びコスト削減並びに顧客要求に対応

するため市場の競争原理を積極的に活用すること。 

 （イ）シナジー効果を上げると共に重複を排除するため組織を簡素化すること。 

 （ウ）過剰な支援組織・支援構造を排除し軽量化すること。 

 （エ）核心となる分野・領域に焦点を合わせて努力を集中させること。 

 ウ．成果 

  経費節減を達成し、その分を軍の変革に充当し新世代のＩＴベースの兵器システムの

開発・取得に予算を充当することが出来た。 

（７）National Defense Panel による検討（1997） 

 FY1997 防衛予算権限法により設置が定められたもので、長期にわたる防衛力整備並びに

部隊戦力構成についてレビューする外部の独立の組織として設置されスタディーを行なっ

た。 

ア．スタディー結果 

これからの敵は過去の教訓を学んで全く異なる手段で米国に挑戦してくるであろ

う。したがって、米国はそのような敵に対して今後 20 年にわたって安全を保障できる

ように整備された軍隊を保持しなければならない。 

 イ．提言 

   2010 年～2020 年にわたる米軍変革（Transformation）のための戦略を開発すること、

二つの地域紛争に同時に対処するとした防衛態勢を再考すること。具体的には次の事

項。 

  ①即応戦力及び兵員の削減、支援コスト及び支援インフラの合理化 

  ②現計画中の部隊のための新しい作戦コンセプトの開発 

  ③ステルス性、兵站支援の機敏性、機動性、精密攻撃、速度、情報戦の重視 

  ④既要求中の計画の見直し、削減、新たなリスク増大対処のための新規要求 

 ウ．成果 

   1995 年に実施された「任務と役割に関する検討委員会」の提言に基づき義務付けら

                                                                                                                                                                   
4 National Performance Review （1993） 
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れた新大統領政府誕生の都度、国防長官が作成し議会報告をする「４年毎の国防見直

し」（QDR）、QDR を受けて統参議長が作成する長期を見通した防衛態勢整備構想で

ある「Joint Vision」、そしてこのジョイントビジョンを受けて統合参謀本部及び各軍は、

それぞれ「変革計画」を作成することとされたが、これにより「軍の変革」に対する

永続的な検討制度が確立された。 

（８）統合防衛能力スタディーの実施－Joint Defense Capability Study, 2004 

 国防省の戦略計画立案、資源活用、及び執行を改善して統合作戦能力の向上を図る必要

があるとの判断に基づき、2003 年３月に国防長官が元国防次官アルドリッジを長とする委

員会にスタディーを委嘱したものである。 

要求決定プロセス、ソリューション開発プロセス、意思決定、部隊への戦力提供、これ

らについての評価、検討と改善についての提言が求められた。2004 年１月に次の内容の報

告書が提出された。 

 ア．現状における問題点 

 （ア）要求は各軍省主体のものとなっており統合作戦ベースになっていない。 

 （イ）各軍計画は、統合作戦所要を満足させるフルレンジのソリューションを考えてい

ない。 

 （ウ）資源活用については計画立案の初期段階で検討されるべきである。 

 イ．提言 

   能力ベースの思考を全ての段階で実施する必要がある。即ち、①要求を開発し決め

る時点、②代替案を案出し検討する時点、③ソリューションを開発する時点、④部隊

に能力を提供する時点、これらの時点における事象は全て能力ベースで検討され、決

定されなければならない。具体的な提言は次のとおりである。 

 （ア）防衛計画の根底には統合上のニーズがなければならない。その際、戦闘部隊指揮

官を統合ニーズ形成に関わらせる必要がある。 

 （イ）主要な統合能力のための計画は、部隊レベルで策定されるのではなく国防省レベ

ルで策定されるべき。 

 （ウ）指導的な立場のリーダーは、プロセスの初期的段階で指針及び決心事項を提供す

るべきである。 

 ウ．成果 

   提言は、統合要求の開発・確立をはじめ能力ベースの思考の敷衍に顕著な影響力を
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持ち続けている。 

 

２-１-２ 防衛予算の削減と防衛機器産業の変容 

（１） 防衛予算の大幅削減と防衛産業への影響 

図２-１5に示した 1950 年以降の米国防衛予算（総額）の推移を見ると、国際情勢の推移、

安全保障環境の変化に応じて、国防予算は敏感に反応し増加或いは減少している状況がよ

く分かる。世界の警察官を認ずる米国にとって戦争の有無が軍事費の多寡に影響を与える

のは当然であろう。米国防衛産業にとって 大の顧客は米国政府であり、したがって米国

防衛予算の推移は米国防衛産業の盛衰に直接的に影響を及ぼすのもまた事実である。 

図２-１からベトナム戦争以降の米国防予算の推移を見てみると、1973 年１月のベトナム

和平協定締結後の 1975 年の防衛予算が も底で、同じような状況が 1980 年まで続くが、

“強いアメリカの再興“を訴えて登場したレーガン大統領になってから防衛予算は急激に

増え続けた。その状況を防衛産業に直接に関わりのある防衛調達予算の推移を示した図２-

２6で見てみると、1981 年から 1985 年までの５年間における対前年度伸び率は、１年当た

りの平均値約 20％という極めて高い伸び率である。これにより防衛産業は生産設備を拡充

し、多くの技術者や従業員を擁して軍の要求する装備品や役務を提供してきた。その後、

1985 年をピークに下降に転じ 1986 年、1987 年の２年間で 20％落ち込み、ピーク時の約 80

％の予算額で 1990 年まで推移し、1991 年の冷戦の終結を迎える。1991 年から更なる防衛

予算の削減が続き、1994 年まで年率平均－14％という対前年度削減率で下降線をたどって

急激に防衛予算が圧縮されていった。1994 年から 1998 年までの防衛調達予算額は、ピーク

時 1985 年のおよそ 46％にまで落ち込んでいる。このなべ底から上昇に転ずるのは 1999 年

からである。そして伸び率約 11％で防衛調達予算は増え続け 2004 年でピークとなる。 

このような防衛調達予算の推移を見てみると、ベトナム戦末期、そして終戦を経てベト

ナム戦後遺症から立ち直り、レーガン大統領の登場と共に、旧ソ連との軍拡競争に入って

いく 1981 年から急激に拡大した防衛需要に応えてきた防衛産業界は、冷戦の終末期を迎え

て 1985 年をピークにやや緩やかな防衛予算削減期が 1990 年まで続く。この期間、冷戦の

後期に急激に拡大した防衛生産能力が過剰となったため、これを整理縮小して合理化を図

るため防衛企業の M&A が徐々にではあるが進行していった。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5 米国レイセオン社資料 
6 米国防報告 1997 年～1999 年及び同 2005 年に基づき田中伸昌が作成した資料 
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1991 年からの防衛調達予算の削減は、それまでの削減率を上回るものであり、企業にと

っても長期展望が開けぬまま、そして国防省にとってはポスト冷戦の安全保障戦略を描け

ぬまま、急激な予算削減が進行していった。このような長期にわたる防衛調達予算の大幅

な削減は、防衛企業に重大な影響を与えた。そのような時期、1993 年にアスピン国防長官

が国内大手防衛企業 15 社の経営責任者を招いて開いた夕食会、いわゆる「 後の晩餐」が

企業にとっての大きな転機となった。この夕食会においてピーター国防次官は、冷戦後の

防衛調達予算は大幅に削減されること、国防省は防衛産業界の過大な能力を支えることは

できず５年以内に企業の数は半減すると予測されること、そしてこのための対応は企業自

らがやるべきであり国防省は一切関知しない、と発言した。これは企業にとって極めて衝

撃的な内容であり、これを契機に企業の生き残りを賭けた大規模なM&Aが進行していった。

1980 年から 2004 年までの間における防衛企業の吸収合併の状況は、図２-３7のとおりであ

る。 

これらの M&A の結果、1981 年にあった 72 社の防衛企業は吸収合併等により、2004 年に

は大手防衛企業５社、即ちロッキードマーチン社、ボーイング社、ノースロップグラマン

社、レイセオン社及びゼネラルダイナミックス社に集約されていった。 

上位４社（ロッキードマーチン社、ボーイング社、ノースロップグラマン社及びレイセ

オン社）の吸収合併の概要は次のとおりである。概要を図２-４に示す。 

● Boeing 社 

民間航空機のトップメーカーであるボーイング社は、防衛ビジネスを増やすことによ

って民間部門とのバランスの取れた総合航空宇宙関連企業としての地位を築くという目

的を持って、企業の買収合併を進めていった。 

1996 年に Rockwell International 社の防衛・宇宙部門を買収、更に 1997 年には McDonnell 

Douglas 社と合併し、世界 大の航空宇宙メーカーとなり、2000 年には Hughes Electronics

社から人工衛星製造部門を買収した。 

● Northrop Grumman 社 

1994年にNorthrop 社とGrumman社の大型合併によりNorthrop Grumman社は誕生した。

その後、1997年にノースロップグラマン社はロッキードマーチン社との合併を法務省に

申請したが認められず、申請は却下された。2000年代に入ってから再び大型吸収合併を

開始し、Litton社（2001年）、Newport News社（2001年）、TRW社（2002年）をそれぞれ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7 レイセオン社資料 
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買収して航空宇宙、造船、情報通信、電子システム等多分野にわたる防衛企業として生

まれ変わった。 

● Lockheed Martin社 

ロッキードマーチン社は1990年代の早い時期から吸収合併を始めると共に、1990年代

を通じて大型合併を継続し、或いはコアでないと判断した分野の会社は分離売却する等、

防衛産業の再編をリードしてきた。 

1994年にGeneral Dynamics社のF-16生産部門を吸収したLockheed社とミサイルの

Martin Marietta社が1995年に合併してLockheed Martin社が生まれた。その後、2004年に電

子機器やミサイルを生産しているLoral社を吸収した。 

● Raytheon社 

比較的遅く1990年代後半に多くの買収を行なった。代表的なものとしては、1997年に

Hughes社の防衛部門を、またTexas Instrument社を買収したことが挙げられる。 

（２） M&A による防衛産業基盤の再構築 

ア．５大企業に集約 

かつての大中小の企業が入り乱れた過当競争環境とは異なり、技術力、生産力、経

営規模ともに他を圧倒する巨大な５つの企業に集約された結果、近年における高額で

高度な技術力を必要とする大規模なプロジェクトの実行可能性が増大した反面、適正

な競争環境ということに若干の危惧があることは否めない。 

イ．防衛産業基盤を構成する３層構造の変化 

防衛企業を企業規模から分類して、上位５社の大規模な企業グループを第１層、上

位６位から 100 位までの企業グループを第２層、その他の企業グループを第３層とし

た場合、国防省と契約したプライムコントラクターの契約額の総合計を 100 とすれば、

上記３層のグループ別に集計した契約額の比率は、1982 年において第１層が約 20％、

第２層が 50％そして第３層が 30％であった。それが大規模 M&A を経た 2006 年の時点

では、第１層企業グループの比率が逐年増えて 29％となり、第２層が逐年減っていっ

て 32％となり、そして第３層企業の比率は逐年増えて 39％となった。これは M&A に

より第２層の企業がプライムコントラクターの地位から追われて、その分を第１層並

びに第３層の企業がプライムコントラクターとなっていることを示している。即ち、

年とともにビッグ５と第３層企業であるスモールビジネス企業、ベンチャー企業ある

いはすき間企業が契約を増やし、中規模の企業グループが契約を減らしていっている
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（米国 Raytheon 社資料による） 

ということを示している。 

 

図２-１ 米国の国防予算の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図２-２米国防衛調達予算の推移と主要な合併買収の件数 
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図２-４ 米国における企業合併等の動き（大手４大企業の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-１-３ ミサイル防衛に関する政策の進展と防衛機器産業へのインプリケーション 

レーガン大統領が、相互確証破壊戦略の危うさから脱却するために打ち出した「戦略防

衛構想」（Strategic Defense Initiative：以下 SDI と略称）を 1983 年に発表して以来、1991 年

湾岸戦争、並びに同年の冷戦終結、そして 2001 年９月 11 日米国同時多発テロ等を経て今

日に至るが、これら安全保障環境の変化に直面して、米国は安全保障政策・防衛戦略・ド

クトリンを変え、それに適応した兵器・装備品を防衛産業に要求し、それらを開発取得し

防衛力を整備してきた。ミサイル防衛構想並びに同システムは、このような安全保障環境

の変化の中で生み出され発展成長を遂げて今日に至っており、その意味からミサイル防衛
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は本件調査研究の対象として格好の分野であるように思われる。 

ここでは SDI 発表から今日までの期間を、①SDI 発表から冷戦終結まで、②冷戦終結か

ら 9.11 米国同時多発テロまで、③それ以後の期間、に分けてミサイル防衛に関わる事項を

中心に安全保障環境の変化、そしてそれらの変化が及ぼした安全保障政策等の変化、そし

て安全保障政策等の変化による防衛力整備における変化なかんずくミサイル防衛体制の整

備、そしてそのことが防衛機器産業へ与えている影響について考察する。 

２-１-３-１ ミサイル防衛に関する政策の進展 

（１） レーガン大統領による SDI 発表から冷戦終結まで 

ア．SDI 発表 

1983 年３月 23 日レーガン大統領は、テレビ演説において「私は、核兵器を開発した科

学者の英知を今度は核兵器を無力化し旧式化させるための手段の開発に結集させるよう

科学者に呼びかけた」と国民に語りかけ、“戦略防衛構想”いわゆる“SDI”を発表した。

米ソ対立の冷戦時代において、相互確証破壊という核の恐怖の均衡の上に成り立ってい

る世界の安全を、より安全でより確かなものとするために、即ち、核による人類破滅と

いうおどろおどろしい恐怖の故に核の使用を抑制するという安全保障態勢から脱却し

て、飛翔してくる核弾頭を非核弾頭で迎撃し破壊・無力化することによって安全を確保

するという弾道ミサイル防衛について研究を開始することを宣言したのである 8。 

  米国とソ連は、これまでミサイル攻撃に対する脆弱性を保持することが戦略的安定に

繋がるとして ABM 条約を米ソ間で締結（1972 年）し、ABM の配備を相互に抑制してき

た。ABM は核弾頭で迎撃することは可能であったが、非核弾頭で核弾頭を破壊し無力化

することは技術的に不可能と考えられ、米国は核を核で迎撃することの地球・人類に及

ぼす悪影響並びに非核弾頭による迎撃の技術的困難性の理由から ABM 配備を抑制して

きた。しかし 1970 年代後半のソ連による MIRV 化された ICBM の増強によって、米国は

米国の核による報復能力に不安を感じると共に非核弾頭による迎撃技術の発展を背景に

SDI 構想の実現へと踏み出した。 

  レーガン大統領が発表した SDI は、戦略核ミサイルの発射から 終飛翔段階まで全て

の飛翔経路を対象とする大規模な多層防御システムの構築を構想したものであった。こ

のため、SDI は新たな軍拡の道を開くものであるとか、宇宙の軍事利用に繋がるとか、技

術的に見て実現可能性が極めて低い等多くの批判があったが、“恐怖の均衡の上に成り
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立つ核抑止戦略からの脱却”というスローガンは国民に訴えるものがあり、各種の紆余

曲折を経ながら、まずは事業を推進するための組織作りならびに研究開発の進め方につ

いての検討から SDI プログラムは始まった。 

  1983 年４月に二つの外部委託スタディーが始められ 10 月に完了したが、一つは「ミサ

イル防衛が政治及び戦略に与える影響についての評価」（“Future Security Strategy Study

”と言われ Hoffman Report とも言われる）で、もう一つは「ミサイル防衛の技術に関す

る評価」（“Defense Technologies Study”と言われ Fletcher Report とも言われる）である。

Hoffman Report の結論は、①ミサイル防衛は抑止を強化する、②対戦術ミサイル防衛シス

テムは国家防衛のための 初のステップとしては有益である、というものであった。一

方 Fletcher Report では、①宇宙配備するものを含めあらゆるアセットを開発するモデル

と、②アセットを制限したモデルとの二つのモデルが案出され評価結果が示された。 

イ．SDIO 創設 

1984 年１月レーガン大統領は、大統領指示を出して先の Fletcher レポートを一つのガ

イドとして、核抑止の代替手段としてのミサイル防衛の開発についての研究を命じると

共に国防長官を研究の責任者に指名した。これを受けてワインバーガー国防長官は、“

Strategic Defense Initiative Organization”（以下 SDIO）を創設し、初代長官に James A. 

Abrahamson 陸軍中将を指名した。 

ウ．National Test Bed 創設 

1985年に SDIOの組織と人についてのスタディーが行なわれ、この結果に基づいて 1986

年に組織改編が行われると共に“National Test Bed”の新設が決められた。 

エ．レイキャビクにおける米ソ首脳会談 

1986 年 10 月にアイスランドのレイキャビクで米ソ首脳会談が開かれ、ゴルバチョフ大

統領はレーガン大統領に SDI 計画の縮小を要求したが、レーガン大統領はこれを拒否し

た。結果的にソ連は SDI による新たな軍拡競争に引きずり込まれ、経済的な窮地に追い

込まれたことがソ連崩壊の引き金の一つとなったと言えよう。また、米国務省は SDI プ

ログラムと ABM 条約との関係についてスタディーを実施したが、指向エネルギー兵器及

びアセットを宇宙に配備したミサイル防衛システムの試験を行っても ABM 条約に抵触

しない、との結論を出している。 

オ．NATO の TMD アーキテクチャースタディ 

                                                                                                                                                                   
8 このスピーチは 3 月 25 日に「National Security Decision Directive 85」として政策決定された。 



 

68 
 

同年 12 月、米国防省はNATO諸国に対してTMD9システムの欧州におけるアーキテクチ

ャに関するスタディーを米欧企業の共同チームと契約した。このスタディーはフェーズ

Ⅱまで行なわれ 1988 年７月に終了した。 

カ．National Test Facility 創設 

1988 年９月には再度 SDIO の組織改編を行い、概ね現状に近い組織体制が出来上がっ

た。また、同じ時期、コロラドスプリングスにあるファルコン米空軍基地内に National Test 

Facility が完成し、各種の組織的な試験或いは Modeling & Simulation ができる体制が整え

られてきた。 

キ．GPALS 構想発表 

1989 年３月ブッシュ大統領は“National Defense Strategy”の全面見直しを指示した。ま

た、国防省に対してSDIプログラムのレビューを指示。これに対して国防省は、Brilliant 

Pebbles10構想の実行可能性を保障すると共に、限定的なミサイル攻撃に対する地球規模の

防衛システム（Global Protection Against Limited Strikes: GPALS）構想 11について説明を行

なった。 

ク．イラクによるクエート侵攻 

1990 年８月、イラクは突如としてクエートに侵攻し占領を続けた。このような中、米

国議会では戦域・戦術ミサイル防衛システムの開発を促進するよう国防省に対して要求

した。ICBM 対処の迎撃システムよりも戦域・戦術ミサイル対処システムを配備すること

の緊急性が認識されていった結果である。尚、ブッシュ大統領は 1991 年１月の年頭教書

において、SDI プログラムの重点を GPALS 構想の早期実現に移す旨宣言した。 

ケ．湾岸戦争 

1991 年１月 17 日、米国を主体とする多国籍軍はイラク空爆を開始し、２月 24 日に地

上部隊がイラク及びクウェートに進攻し地上戦が開始されたが、２月 28 日をもって戦闘

行動は停止した。この間、１月 18 日にイラク軍が発射したスカッドミサイルに対して、

サウジアラビアに展開していた米陸軍のパトリオット部隊が要撃しこれを撃破した。こ

れが戦闘においてミサイルをミサイルで要撃・撃破した歴史上初のケースであった。 

コ．ワルシャワ軍事機構の解体 

1991 年３月 31 日、ワルシャワ軍事機構は解体した。その後かつての東側諸国は夫々独

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9 Theater Missile Defense 
10 当初の SDI 計画に含まれていたプログラムの一つで衛星搭載の非核弾頭の直撃により目標をキルする。 



 

69 
 

立を果たした。冷戦構造の実質的な崩壊である。 

サ．米国「ミサイル防衛法」成立 

1991 年 12 月５日、ブッシュ大統領は”National Defense Authorization Act for Fiscal Year 

1992 and 1993”に署名し、この予算権限法の中で「ミサイル防衛法 1991」（“The Missile 

Defense Act of 1991”）が成立した。その内容は、次の条件を満たし、かつ技術的に可能

となり次第速やかに、または FY1996 までにミサイル防衛システムを配備し運用開始でき

るようにすることとするものである。①コストエフェクティブなシステム、②ABM 条約

に抵触しないシステム、③限定的弾道ミサイル攻撃から米国を防衛できるシステム、④

宇宙配備インターセプターは認めない。 

シ．ソ連邦解体－冷戦終結 

1991 年 12 月８日、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ３共和国は首脳会談を行い「独立

国家共同体協定」に署名した。これをもってソ連邦は終わりを告げ、冷戦は終結した。 

（２）冷戦終結から 9.11 米国同時多発テロまで 

 この時期は、冷戦の終結により大量の核による報復という恐怖は回避されたが、それと

同時にそれまで世界の安全を保障してきた枠組みが形骸化し、これに代わる新しい枠組み

を見出せぬまま多様な脅威の現出に直面し、これに対処するための新しい安全保障秩序が

模索されてきた時期ということが出来よう。冷戦終結によって核兵器の重要性が低下した

と決めつけることはできない。何故なら、核兵器の持つメリットを評価しこれを 大限に

利用しようとする国は存在するし、これを抑止するために依然として核が必要であると言

うことも事実であるからである。核・生物・化学兵器等の大量破壊兵器とこれらの運搬手

段としての弾道ミサイルの拡散は顕著であり、途上国がこれらの能力、特に核を保有する

ことによって圧倒的な通常戦力の保有国に対して「抑止と強制」を強いることができると

考えても不思議はない。その意味で先進国に対抗できる通常戦力を整備することの経済的

負担を考えれば、核兵器整備のほうがコストエフェクティブであると彼らが考えても何ら

不思議ではない。しかも彼ら途上国は、米ソ冷戦時代のような「合理的判断と抑制」を期

待できるような国であるとは言えない。 

ア．北朝鮮 NPT 脱退 

1993 年３月北朝鮮がNPTからの脱退を宣言 12、更に５月 29 日日本海に向けて弾道ミサ

                                                                                                                                                                   
11 SDIが ICBM攻撃を想定していたのに対してGPALSはより小規模な弾道ミサイル攻撃への対処を想定。 
12 1994 年 6 月に実際に脱退した。 
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イル発射実験を実施する等、核開発疑惑並びに弾道ミサイル開発の進展が明らかとなっ

た。 

イ．SDIO を BMDO へ改編 

1993 年５月 13 日、アスピン国防長官は SDIO を BMDO（Ballistic Missile Defense 

Organization）に名称変更すると共に組織改編を行なった。この変更は、SDIO はソ連の大

量な ICBM 攻撃から米国を防衛するシステムの開発を目指したが、冷戦終結によりソ連

の ICBM 脅威は無くなったため、戦略ミサイル防衛だけのみならず戦域ミサイルを含む

あらゆる弾道ミサイルの脅威から米国及び同盟国を防衛するとすることによる改革であ

る。この改革は、名称変更だけのみならず、①BMDO 長はこれまでの国防長官直属では

なく国防省取得担当国防次官（Under Secretary of Defense for Acquisition）の指揮を受ける、

②第３世界が保有する戦域弾道ミサイルによる攻撃対処を第１優先とする、これらを内

容とするものである。 

ウ．ボトムアップレビュー 

1993 年９月１日、アスピン国防長官はクリントン大統領の米国経済再生主義のもと、

冷戦終了後における防衛力のあり方について、いわゆる“Bottom Up Review”を行い、６

年以内に軍事力を 25％削減するとした”Base Force Concept"を発表した。BMDプログラ

ムについては、開発の重点を長距離弾道ミサイル攻撃から米国を防衛するNMD13から、

より射程の短い弾道ミサイル攻撃から戦域を防衛するTMD計画へとシフトさせた。 

エ．ABM 条約継承国 

1997 年９月 26 日、米国とロシア、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナは会談を行

い、次について合意した。即ち、①ABM 条約に抵触しない TMD システムの範囲・定義、

②ABM 条約継承国はロシア、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナの４カ国とする、

という内容である。 

オ．米陸軍「宇宙ミサイル防衛コマンド」創設 

1997 年 10 月１日、米陸軍は Space and Missile Defense Command を新設した。これは陸

軍の宇宙及びミサイル防衛についての任務を一元的に遂行するために新設された。 

カ．パキスタン核実験実施 

1998 年４月６日、パキスタンが核搭載可能弾道ミサイル「ガウリ」（射程 950 マイル）

発射試験を実施した。なお、このあと５月 28 日と 30 日に地下核実験を実施している。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
13 National Missile Defense 
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キ．「米国に対する弾道ミサイル脅威に関する報告書」議会提出 

1998 年７月 15 日、ラムズフェルド元国防長官を長とする「米国に対する弾道ミサイル

の脅威に関する委員会」が報告書を議会に提出した。要旨は、①生物・核弾頭を搭載で

きる弾道ミサイルを保有する敵性国の存在は米国及び同盟国にとって脅威である、②新

興の北朝鮮、イラン、イラクは決心すれば５年以内に米国に直接の脅威を及ぼす能力を

有する弾道ミサイルを開発できる、③ロシア及び中国はこの分野で充分の能力を持って

おり無視してはならない、というものである。 

ク．イランによるミサイル発射実験 

1998 年７月 21 日、イランはシャハブⅢミサイル（射程 800～900 マイル）の発射実験

を行なった。 

ケ．北朝鮮によるミサイル発射実験 

1998 年８月 31 日、北朝鮮はテポドン１ミサイルの飛行試験を実施、日本海から東北地

方上空を飛翔し三沢沖の太平洋に着弾した。このミサイルは射程 1,000 マイルと考えられ

日本列島をその射程内に収めるものである。 

コ．米国 NMD 配備承認 

1999 年３月 16 日に米国議会上院、同 17 日に下院が NMD の米本土配備を承認した。 

サ．インドによるミサイル発射実験 

1999 年４月 11 日、インドはアグニⅡミサイルの飛行試験を成功裏に実施した。 

シ．パキスタンによるミサイル発射実験 

1999 年４月 14 日、パキスタンはガウリⅡミサイル（射程 1,240 マイル）、続いて同 15

日シャヒーンミサイル（射程 450 マイル）の飛行試験をそれぞれ実施した。 

ス．BMDO 組織改編 

1999 年 12 月６日、米国防省は BMDO を次の４つのグループから成る組織へと改編し

た。即ち、①Director’s Group、②Support Area（General Counsel 及び Special Staff 他）、③

Core Mission Function Tier（運用、契約、技術担当部局他）、④Execution Tier（システム

ごとのプログラムディレクター）、である。 

セ．ブッシュ大統領国防大学演説－ABM 条約離脱構想の発表 

2001 年５月１日、ブッシュ大統領は米国防大学において演説し、冷戦の枠組みから離

脱して新しい戦略へ移行することを呼びかけた。要旨次のとおり。 

  ①相互確証破壊戦略はもはや機能しない。 
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  ②ABM 条約はミサイル防衛システムの開発・配備にとって障害である。 

  ③以上の考え方を説明するため、特使を欧州、カナダ、豪州、アジアに派遣する。 

ソ．NMD 及び TMD から「多層防衛システム」へ 

2001 年６月 27 日、ブッシュ大統領は FY2002 米国防予算権限法修正案を議会に提出し、

この修正案で NMD と TMD の区分に代えて“Boost Defense Segment”、“Midcourse Defense 

Segment”、“Terminal Defense Segment”へ組み換え、弾道ミサイルの全軌道を通じて防

御する、いわゆる“多層防衛システム”であることを強調し、米本土のみならず NATO

をはじめとする同盟国をも防衛することを謳った。 

タ．9.11 米国同時多発テロ 

2001 年９月 11 日、米国同時多発テロ発生。テロリストが４機の民間航空機をハイジャ

ックし２機はニューヨークの世界貿易センタービルの２つのビルに、３機目はペンタゴ

ンにそして４機目はペンシルバニア州に墜落した。死者約 3,000 人に上るこの事件は世界

に大きな衝撃を与え、これ以後米国は国際的な連帯を形成し、テロとの長い戦いを始め

た。 

（３）9.11 米国同時多発テロ以降今日まで 

 冷戦後の新しい世界秩序を模索しながら、確かな安全保障戦略を定めることが出来ず 10

年が経過したところで生起した米国同時多発テロは、冷戦後の確固とした安全保障戦略の

無さがテロリストに付け入る隙を与えたと言えるかもしれない。世界で も強力かつ先端

的な兵器を装備した通常戦力並びに圧倒的な核戦力を有する米国でさえも、従来の伝統的

な抑止概念に基づく防衛のみでは、テロの脅威から国民の生命・財産並びに国土を守るこ

とが出来ないということを世界に知らしめた。 

 米国はこれ以後、QDR2001 発表、国土安全保障局新設、ABM 条約離脱、核態勢見直し等

々、冷戦後における新しい安全保障政策・防衛戦略の策定を矢継ぎ早に進めていくと共に

テロとの長い戦いを始めていった。 

ア．QDR 2001 発表 

2001 年 10 月１日、米国防省は QDR を発表した。これは 9.11 以後発表された米国の防

衛戦略・防衛力整備に関する公的なドキュメントである。この中で、①米国本土防衛を

国防省の第１優先任務に復活させる、②「脅威に基づくモデル」から「能力に基づくモ

デル」へ、を主要点とする戦力整備のパラダイム変換を行なった。 

イ．アフガニスタン戦争 
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2001 年 10 月７日、米国は米英軍によるアフガニスタン攻撃「不屈の自由作戦」を開始

した。 

ウ．米「国土防衛局」創設 

2001 年 10 月８日、ブッシュ大統領は行政命令を出して「国土防衛局」の新設を決めた。

これは多省庁に分散されていた国土の安全保障に関する機能を統合するもので、１年４

ヵ月後の 2003 年１月 23 日「国土安全保障省」として発足した。この「国土安全保障省」

は、9.11 同時多発テロを受け連邦緊急事態管理庁（FEMA）、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 以上の政府機関に分散していた本土の

安全保障に関する機能を一元化してテロ対策を強化することを目的としたものである。 

エ．米国「ミサイル防衛局」を「ミサイル防衛庁」へ改編 

2002 年１月２日、国防長官はミサイル防衛局（Ballistic Missile Defense Organization：

BMDO）を庁に昇格させミサイル防衛庁（Missile Defense Agency：MDA）とした。 

オ．新核戦略発表 

2002 年１月９日、米国防省は「核戦略見直し報告」（Nuclear Posture Review：NPR）を

議会に報告した。これは今後５～10 年間の核戦略の方向性を決めるもので、クリントン

政権時代の 1993 年以来８年ぶりの見直しであり、冷戦終結後の米国の新しい核戦略を示

すものである。その考え方及び内容の概要は次のとおりである。 

 （ア）核戦力の一層の削減 

米国は従来の「脅威を基礎」（Threat-based Approach）とした戦力の策定から「能力を

基礎」（Capability-based Approach）とした戦力策定へと移行した。このアプローチは特

定の脅威に対する核兵器の配備を指向するものではなく、核戦力の使用方法そのものに

重点を置く考え方へのシフトである。前年に実施した核戦力の削減に続き、核弾頭の削

減も謳っており 小限度の核戦力で充分な抑止力を発揮することを目指したものであ

る。 

 （イ）新しい核戦力三本柱 

新しい核戦略では、冷戦後の安全保障環境における抑止力のあり方として、攻撃的核

戦力に依存する戦略は 早適当ではなく、また 9.11 米国同時多発テロで明らかになった

ように、圧倒的な通常戦力や核戦力を保有していても、テロリストや「ならず者国家」

の攻撃を抑止することが出来ないことが明らかとなり、より広範な能力が必要となると

の考え方に基づいている。このため冷戦期における核戦力の三本柱（大陸間弾道弾、潜



 

74 
 

水艦発射弾道弾、戦略爆撃機）に代えて、新しい核戦略態勢の三本柱として次を定めた。

即ち、①核及び通常戦力による攻撃能力、②ミサイル防衛を含む防衛システム、③核兵

器製造インフラを含み先端技術を駆使した兵器を製造できる即応性に優れた防衛イン

フラ、である。ここでミサイル防衛は、新核戦略において、新しい核戦略態勢の 3本柱

の一つとして位置付けられた。 

ア．米国 ABM 条約から離脱 

2002 年６月 13 日、米国は ABM 条約から正式に脱退した。これにより米国はミサイル

防衛システムの開発・配備を制約なく実施出来るようになった。 

イ．北朝鮮核開発 

2002 年 10 月 16 日、北朝鮮が核兵器用ウラン濃縮計画の存在を認めた。このあと北朝

鮮は 2002 年 12 月に核関連施設の再稼動建設再開を発表し、2003 年１月には核拡散防止

条約（NPT）脱退を宣言し、2005 年２月 10 日に北朝鮮外務省は核兵器製造等を内容とす

る声明を発表した。これらのことから核開発に向けた努力を着実に進めてきていること

は明らかである。このあと 2007 年に至り６カ国協議において「核関連施設の廃棄に関す

る初期段階の処置」に合意したが、これに続く次の段階の措置である「全ての核計画の

申告と全ての核施設の無能力化」について合意しどこまで実行できるかを注意深く見守

っていかなければならない。 

  尚、北朝鮮の WMD の運搬手段であるミサイルについては、ソ連製地対空ミサイル SS21

スカラブを北朝鮮で改良国産化した「KN02」（射程 120km）、「スカッド」（300～700km）

及び「ノドン」（射程 1,300km）は既に実戦配備され、「ムスダン」（射程 3,000km）、

「テポドン２号」（射程 6,000km）及び「テポドン三号」（射程 8,000～12,000km）は開発

中である。 

ウ．イラク戦争 

2003 年３月 20 日、米英軍等によるイラク軍事行動開始。同５月 １日、ブッシュ大統

領はイラクにおける主要な軍事行動の終結を宣言した。 

２-１-３-２ ミサイル防衛プロジェクトの防衛機器産業へのインプリケーション 

 ミサイル防衛システムはグローバルで極めて大規模なシステムであること、展開するア

セットは宇宙から海上に至るまで広範囲にわたること、あらゆる分野の 先端の技術を駆

使するシステムであること等から考えられるように、このミサイル防衛プロジェクトは、

冷戦終結後の防衛予算の制約された状況下で防衛機器産業界全体に新風を送り込み、活性
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化させると共に、研究・開発及び契約における様々な先進的手法の導入に先導的役割を果

たしてきた。 

 以下、ミサイル防衛プロジェクトが防衛機器産業界に与えた影響について考察する。 

（１）防衛産業基盤の活性化 

 ミサイル防衛システムは多種多様なシステムから成る膨大なシステムであって、宇宙に

配備されるアセットから空中及び海上配備のアセットにまで及び、警戒監視システムから

要撃システムそして指揮統制システム、グローバルな試験設備、更には大量破壊兵器によ

る被弾を想定した被害結果管理のためのシステム等々極めて広範多岐にわたる。航空機等

の特定のプラットフォームに関わる企業に限定されるのではなく、ほぼあらゆる業種の防

衛産業がこのプロジェクトに関わっている。 

 冷戦終結に伴い防衛調達予算が 1990 年代半ばにかけて大幅に落ち込んでいく中、ミサイ

ル防衛予算は 30 億ドルから 40 億ドルの予算を安定的に獲得して、システムの開発を進め

ていった。 

 この結果、防衛産業基盤を構成する多様な業種に事業への参入機会を与えると共に技術

革新のインセンティブを与える等、防衛産業基盤の活性化に寄与した。 

（２）技術革新の進展 

 BMD システムの開発に当たっては、極めて広範な領域の技術を必要とし、しかもそれら

は開発要素を多分に含んでいる。以下にミサイル防衛システムに特有の技術革新のうち主

要なものを挙げる。 

 ア．目標直撃技術いわゆる Hit-to-Kill 技術 

  音速の数倍から 10 倍以上の超高速で飛翔してくるミサイルあるいは弾頭を破壊するた

めには、指向エネルギーによる破壊は別として、ミサイル或いは弾頭に対してキルビー

クルを直撃させ、これによる運動エネルギーによって破壊・無力化するしか方法はない。

地上配備のミッドコース要撃ミサイル、イージス艦搭載ミッドコース要撃ミサイル、

THAAD ミサイル、PAC-3 ミサイルいずれも直撃により目標を破壊するミサイルである。

いずれも実目標に対する要撃試験で直撃性能を実証している。弾丸を弾丸に当てること

は不可能と言われてきたが、ミサイルに搭載したセンサー性能の向上と直撃点に誘導す

るための誘導技術の向上がこれを可能とした。 

 イ．Discrimination 技術 

  超高速で飛翔してくるミサイルまたはミサイル本体から射出された弾頭を破壊するた
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めには、破壊すべき目標を正確に識別する必要があるし、更に直撃すべき部位を正確に

特定しなければならない。目標飛翔体は、ミサイル本体及び切り離されたブースター或

いはそれらの破片等と共に飛翔してくる。更にはおとりとなるミサイル（Decoy）を射出

している場合もあるし、電気的な妨害電波を出している場合もある。このような環境の

中から目標を正確に識別し、攻撃部位を特定しなければならない。これらの問題を解決

する手段として、小型、高性能レーダー技術並びに画像撮像・処理技術の飛躍的発展が

見られた。 

 ウ．衛星アセットの開発及び性能向上 

  米国は冷戦時代にソ連及び中国のICBM発射を探知するために運用してきたDSP14衛星

よりも高性能の衛星を開発中である。 

  現在 MDA が開発しているのは、“Space Tracking and Surveillance System”（STSS）と

呼ばれるもので、IR センサーを搭載した低軌道周回衛星でミサイルの探知、追尾、識別

ができ、地上配備のミッドコース防衛システムのミサイルに追随データを送り目標要撃

を可能とさせるものである。DSP 衛星では発射地点の特定と飛翔方向の予測しか出来な

かったが、STSS は全弾道軌道を通じて目標を追随し精密なデータを地上に送ることが出

来る。2007 年に二つの衛星を打ち上げて試験を行い、2012 年に本格運用の衛星を打ち上

げてグローバルなミサイル探知追随態勢を完成させる計画である。 

  このほか米空軍が開発中で MDA が支援している Space Based Infrared System（SBIRS）

と呼ばれるシステムがある。これは静止軌道衛星×４、高高度楕円軌道衛星×２、低軌

道衛星とからなる人工衛星群と地上管制ステーションとからなるシステムで赤外線セン

サーによるミサイルの探知、追尾、を行なうものである 

  このほかまだ開発の初期段階にあるものとして、①レーザーをレーダーに応用した“

Advanced Discriminating Lazar Radar Technology”、②一つの機能遂行型衛星で 22～220 ポ

ンドの小型のマイクロ衛星、等のプロジェクトが進められている。 

 エ．Modeling and Simulation 技術の進展 

  システムの開発に当たって M&S はあらゆるレベルで行なわれるが、関連する全てのシ

ステムを統合して実相に近い試験を行なうためには、極めて大規模なテストベッドを構

築しなければならない。このための試験設備として米国は、アラスカ、米本土、太平洋

のマーシャル諸島等に配備したアセットを使い実際の作戦に近いシナリオによる試験が

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
14 Defense Support Program 
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出来る態勢を作り上げた。 

 オ．Ｘバンドレーダーの開発 

  レーダー反射面積が小さく、超高速で飛翔する物体を遠距離で探知・追尾し、弾頭か、

デコイか、あるいは破片か等を正確に識別するため弾道ミサイル防衛システム用Ｘバン

ドレーダーが開発され、海上配備型の Sea-Based X-band Radar（SBX）としてアラスカ沖

に配備され試験運用が開始されている。 

 カ．高出力エネルギー指向兵器の開発 

  ブーストフェーズのミサイルを破壊するには、時間的制約から地上或いは海上配備の

ミサイルで直撃撃破するか、空中配備の兵器で要撃するかいずれかである。MDA は、現

在航空機に高出力レーザー射出装置を搭載した“Air Borne Lazar （ABL）”を開発中で

ある。 

（３）システム統合概念の進展 

 BMD システムは“システムオブシステム”と言われるように、宇宙から海上に至る垂直

的な広がりと全地球に及ぶ水平的な広がりの中に展開する膨大な数のシステムから成り立

っている。超高速で侵入してくるミサイルを要撃ミサイルで直撃・撃破して目的を達成す

るためには、全てのシステムが単一の統合されたエアーピクチャー（Single Integrated Air 

Picture）を共有していなければならない。このためには飛翔するミサイルに関する立体空間

中の場所と時間のデータが、全てのシステムで時間的に同期が取れ、場所が一致していな

ければならない。 

 このように完全に統合されたシステムオブシステムを作り上げるために MDA は、伝統的

なシステムエンジニアリングのあらゆる手法を使うと共に新たな手法も開発して取り入

れ、組織的にこの命題に取り組めるよう責任と権限を明確にした組織、「システムエンジ

ニアリング及び統合部（System Engineering and Integration Directorate）」をミサイル防衛庁

内の一部局として設けた。その中に次の７つの職務を夫々遂行する課を設け、これにより

膨大なシステムの整合性ある統合を達成させようとしている。 

① システム定義 

ポリシー、運用要求、予算制約、技術進化予測、作戦形態及び的能力見積もりから

各システムの技術的目的及び達成目標を定義する。 

② システム能力配分 

①の技術的達成目標を BMD システムの仕様性能に変換する。 
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③ システム分析 

整合性の取れたシステム能力を確立するため、各システムの能力を分析し、システ

ム間のトレードオフスタディーを行なう。 

④ ブロック（２年ごとの計画）統合及び管理 

システム定義、能力配分、システム分析を合成して、整合性が取れかつ実行可能な

ブロック計画を策定する。 

⑤ 実証試験 

システム統合試験によって BMD システムの能力を実証する。 

⑥ Engineering Control 

統合された BMD システムの開発を成功させるためエンジニアリングに関する規律

（システム形態管理計画並びにリスク管理計画）を遵守させ、必要な統制を行なう。 

⑦ Element Design 

各エレメントの技術開発とシステム統合のためのバランスとを整合させるようエ

レメントの設計をする。 

 以上はシステムの統合を達成するためにミサイル防衛庁が取っている措置であるが、こ

れらの業務を遂行するためには、企業との緊密な意思の疎通、企業からの支援、企業に対

する調整・統制が必要であり、企業側もこれに対応した措置を取ることになる。 

 このような業務の実施概念・機構は、ミサイル防衛に限らずこれからの多くのシステム

から成る防衛システム全般に当てはまるものであろう。 

（４）研究開発及び取得方式の進化 

 BMD システムは、多数のシステムからなるシステムであること、各システムの構成品等

は日進月歩で技術的進歩を遂げていること、脅威の進化或いは実戦の教訓の反映等々から

考えて、従来のような初期契約時に定めた仕様性能で固定価格かつ既定の納期というよう

な研究開発や取得方式では、現場の部隊が要求する 適の装備を部隊に届けることは出来

ないという認識の上に立って、新しい研究開発方式、取得方式が開発され適用されるよう

になった。 

 ア．Spiral Development 

  Spiral Development とは、ある一定の計画された単位期間内に達成すべき能力を開発す

るための、「開発→生産→試験→」のプロセスを反復して実施することということがで

きる。このプロセスにおいては、運用者の要求（運用要求及び要求性能）は試験とリス
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クマネージメントを通じて精錬されていく、即ち連続的なフィードバックが行なわれ、

運用者には当該期間内における 良の可能な性能を有する兵器が提供されることとな

る。 

 イ．能力基盤型取得（Capability-based Acquisition） 

  設定された 終的な要求性能に代わって、その時に達成された 良の性能を持つ物を

運用者に提供するとする原理に基づいた取得戦略である。 

 ウ．ブロック開発方式 

  ある一定の期間（ブロック）ごとに達成すべき性能を定めて装備品等を開発する方式

のことで、各ブロックを連続させることにより段階的に能力を達成して行こうとするも

のである。BMD システムの開発では、ブロックを２年ごとに区切っている。例えば、ブ

ロック 2006 といえば FY2006 年と FY2007 年の２年間のことである。 

  その期間内に要求性能を満たしたことを試験で実証できた装備品等は、次のステップ、

即ち限定生産調達、又は量産へ移行、あるいは緊急部隊配備のための取得へと進むこと

が出来る。 

  各ブロックの形態・性能は次の要素から決められる。即ち、①前のブロックの成果、

②BMD システムの構成品、技術、コンセプト、③BMD システムの戦闘指揮統制管理

（BM/C3）仕様、④外部システム構成品或いは技術（例えば DSP、GCCS、MILSTAR 等）、

である。従って、技術の進化あるいは脅威の進展或いはコスト上昇等に対して柔軟に対

応することが出来る。 

（５）官―民共同の進展 

 弾道ミサイル防衛は米国の優先的な国家事業であり、充分に性能の実証された BMD シス

テムをタイムリーに展開配備するという目的を達成するため、産業界、政府及び同研究所

等から 良の人材と英知を結集する必要がある。このような判断から政府、研究所並びに

企業から選抜された人材よりなる「ミサイル防衛ナショナルチーム（Missile Defense National 

Team）」が結成された。 

 BMD システムが、個々のシステムの試験のレベルから、システムとシステムを統合する

レベルの試験、或いはシステムオブシステムレベルの試験となってくるに従い、開発担当

企業レベル或いはシステムのプログラムマネージャーレベルより上位のレベルの試験の計

画立案及び実行、性能確認等を実施する必要が生じてきた。このようなことの必要性から、

上記第（３）で述べた「システムエンジニアリング及び統合部」が MDA 内に設けられたが、
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「ミサイル防衛ナショナルチーム」はこの部のミッション遂行を補佐するものである。即

ち、システム定義レベルのミッションは、政府及び同 R&D センター並びに SETA が遂行し、

企業から選抜されたメンバーはその下位のレベルにあって政府を支援してシステムエンジ

ニアリング・システムインテグレーションのミッションを遂行する。エレメント開発に関

するミッションはプログラムマネージャーレベル及び製造担当企業が遂行する。システム

エンジニアリング・システムインテグレーションレベルまでの政府及び企業の責任分担の

状況は、次のとおりである。 

  ● 政府及び企業の責任分担 

     ステップ ０：[脅威及び到達目標の定義]・・・・・政府主導 

     ステップ １：[既存エレメントの能力評価]・・・・企業主導 

     ステップ ２：[BMD システム進展能力定義]・・・政府企業共同 

     ステップ ３：[実行グロックの定義及び進展]・・・企業主導 

  ● リスク評価はステップ０からステップ３を通じて行われ、企業が主導する。 

  ● ナショナルチームのメンバーは、ボーイング社、ゼネラルダイナミックス社、ロ

ッキードマーチン社、ノースロップグラマン及び TRW 社、レイセオン社から選ばれ

る。また、指名されたメンバーは「メンバーとして知り得た情報は自己の所属企業

のために使用してはならない」とする準則を守らなければならない。 

 官が民の専門的な技術力や知見を活用して共同で作業する具体的な代表例として「ミサ

イル防衛ナショナルチーム」を挙げたが、今日のように、民生産業が技術革新をリードし、

兵器が高度化・精密化していき、多数のシステムが相互に連動して作用する“システムか

らなるシステム”が常態となってくると、システムの開発段階だけのみならず要求事項の

開発段階においても、あるいは製造段階においても官が民と共同してこれらの業務を実施

する体制をとって行くことが求められる。 

（６）企業間提携の促進 

 BMD システムは、 先端の技術を駆使したシステムでしかも極めて多数のシステムから

成りたっているシステムオブシステムであり、多種多様なアセットを宇宙から海上や地上

をはじめグローバルに展開させているシステムであること、そして欧州各国や日本のよう

に自国或いは地域のミサイル防衛態勢を整備しようとしている国があるということ、これ

らの事実から、このプロジェクトは国内国外を問わず極めて多くの企業の提携等による協

力無しには達成できないであろうということは明らかである。その故に、ミサイル防衛プ
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ロジェクトは企業間提携を促進させる起爆剤であると言えるであろう。 

２-２ 欧州 

２-２-１ 欧州連合（EU）の防衛装備政策の変化と防衛産業の対応 

（１）「西欧装備機構（WEAG15）」の設立 

冷戦期間中における西欧諸国の防衛装備品に係る研究開発・生産等の装備協力は、メジ

ャーなものについては殆ど米国企業との２国間で行われ、西欧諸国間同士でこれらの協力

が行なわれることは殆ど無かった。しかしながら 1980 年代以降の民生産業におけるＩＴを

中心とする急速な技術革新、企業のグローバル化、ボーダーレス化の進展、そして冷戦終

結後における防衛予算の削減等の環境下にあって、欧州域内における防衛装備品の研究開

発・生産等の資源の有効活用、装備の標準化と共用化の促進等が喫緊の課題として浮上し

てきた。その一方で、1993 年 11 月１日に発効した欧州連合条約によりＥＵが発足すると共

に、それまでの過程で 1987 年７月１日に「単一欧州議定書」が発効して、人、モノ、金の

単一市場化が進められていったが、防衛装備品に関してはその特殊性から国の主権が優先

され、EC/EU の市場統合からは除外された。 

これらの問題を解決するためには、欧州の防衛装備に関わる事項を超国家的な観点から

検討し、判断し、政策やルールを決定し実行していく組織・機構としての「欧州防衛装備

庁」が必要であった。但しこのような構想は冷戦時代から有り、装備の標準化と共用化の

促進並びに資源の有効活用を目的とする組織である「独立欧州計画グループ（IEPG16）」が、

1976 年に設立されてはいたが実質的な権限が乏しかったことと、何よりも今日のような、

冷戦の終結による安全保障環境の激変、ＥＵの発足、民生産業の発展と急速な技術革新等

々、防衛装備協力を後押しするような周辺の環境状況が整っていなかったため、IEPGは設

立の目的達成にはほど遠く成果を挙げることはできなかった。 

実質的な役割を果たせなかった IEPG ではあったが、冷戦終結直後の 1992 年に IEPG は

WEAG（西欧装備機構）と名称を変更し、グループを３つに分けて、パネルⅠ－装備調達

の調整、パネルⅡ－技術研究の協力促進、パネルⅢ－防衛装備政策の調整、としてそれぞ

れの業務を実施していくことを謳った。しかしながら、パネルⅡ以外は依然として実質的

な進展を見ることなく経過していった。 

（２）欧州防衛産業の競争力低下と衰退 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
15 WEAG: Western Europe Armament Group 
16 IEPG: Independent European Planning Group 
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冷戦の終結によりNATOを取り巻く安全保障環境が激変していく中で、各国の防衛予算の

削減とそれに伴って防衛装備品の国内需要の著しい減少、そして労働人口も著しく減少し

ていった。同時に 大の武器市場である米国に対する武器輸出も落ち込んでいった。一方、

米国においては防衛産業を取り巻く環境の変化にいち早く対応し、1990 年代半ばには、大

規模な吸収合併（M&A17）による新しい防衛産業基盤の骨格は出来上がっていた。このよ

うな状況から、ＥＵは欧州防衛産業の競争力の低下と衰退に対する危機感を募らせ、欧州

委員会は 1996 年 1月、「欧州防衛産業が直面する課題」と題する文書を出して欧州防衛装

備品市場の統一を促した。更に、欧州委員会は翌 1997 年 12 月にも同上趣旨の「防衛産業

に関するEUの戦略と実行」と題する文書を出すが、欧州の軍備小国 18による根強い反対のた

めにこの時点では未だこの構想が日の目を見ることはなかった。 

（３）「共同装備協力機構（OCCAR19）」の設立 

統一された欧州防衛装備品市場の設立がなかなか実現できない中で、市場の実現を切望

する英国、フランス、ドイツ、イタリアの４カ国は、1996 年に「共同装備協力機構（OCCAR）」

を設立した。これは、域内における共同技術研究、共同生産、共同調達並びに防衛経済政

策の調整を目的とする機構で、当初上記４カ国で立ち上げたが、2003 年にベルギー、2005

年にスペインが夫々加入した。なお、オランダ、ルクセンブルグ、トルコは機構に加入は

していないが、OCCAR のプログラムには参加している。現在実行中のプログラムとしては、

①A400M 戦略・戦術空輸機、②フリゲート艦 FREMM、③GTK/MRAV/PWVD 多目的装甲

車、④FSAF 将来地対空ミサイル、⑤HOT/MILAN 対戦車ミサイル、⑥ROLAND 短距離地対

空ミサイル等のプログラムがある。 

（４）「Letter of Intent Framework Agreement」と欧州防衛産業の再編促進 

一方、1990 年代以降米国の防衛産業は大規模な M&A により巨大な企業へと成長していっ

たが、このような大企業を擁する防衛産業基盤へと変容していった米国に刺激を受けると

ともに脅威を感じた欧州のメジャーな防衛産業を有する英国、フランス、ドイツ、イタリ

ア、スペイン、スウェーデンの６カ国は、1998 年７月に「Letter of Intent Framework Agreement」

を取り交わし、欧州における防衛産業の再編を促進していくことを約した。これに基づき

ワーキンググループを設置して検討を重ね、1999 年７月に検討結果をまとめて報告書を提

出し、これに基づき６カ国は 2000 年７月に枠組み協定を締結した。この協定が締結される

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
17 M&A: Merge and Acquisition 
18 欧州各国のうち防衛予算の少ない国々 
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前後に、欧州防衛産業の吸収合併による再編が急速に実施されていった。 

（５）欧州防衛能力向上のための行動計画（ECAP20）の策定 

 1999 年３月から同年６月まで続いたコソボ紛争は、ＥＵに多くの教訓を与えた。NATO

軍は強大な軍事力を持ちながら、作戦の実行は米軍に多くを依存しなければならなかった。

それは指揮通信能力、精密攻撃能力、戦略戦術空輸能力等において、米軍との間に著しい

格差があったからである。この結果、①米国に依存しないＥＵの軍事力を持つ必要がある、

②米軍との能力格差を埋める必要がある、ということが強く認識されるに至った。これが

引き金となって、ＥＵは防衛能力向上のための行動計画（EDP）を策定したが、各国が協力

するためのルールが決まっていなかったことと防衛予算上の制約から、能力向上の実質的

な成果を挙げることはできなかった。 

（６）欧州防衛庁（EDA21）の創設 

前号までのような状況に鑑み、欧州委員会は各国の防衛装備行政を管理する必要性を痛

感し、2003 年３月に、①欧州防衛装備政策の確立、②欧州装備庁の創設、を提言した。こ

れを受けて同年６月のＥＵ首脳会議で、「2004 年内に欧州装備庁を創設すること」が合意

された。その後、2004 年９月の欧州理事会で「欧州防衛庁（EDA）」として設立され、本

格的な業務を開始することとなった。欧州防衛庁の任務、組織等の概要は次のとおりであ

る。 

ア．任務 

①危機管理能力の向上 

  ②欧州防衛装備に関する協力の促進及び強化 

  ③欧州防衛研究技術の効率性向上 

  ④防衛技術・産業基盤の強化と国際競争力のある欧州防衛装備市場（EDEM22）創設 

 イ．参加国 

  ＥＵ加盟国のうち 26 カ国（デンマークは加入せず） 

 ウ．組織 

  EDAの長官には、前NATO事務総長であり現CFSP23（欧州安全保障防衛政策）上級代表

であるJavier SOLANA氏が就き、加盟 26 カ国の国防大臣で構成されるSteering Boardの下

                                                                                                                                                                   
19 OCCAR:Organisation Conjointe de Cooperation en matiere d’ARmement 
20 ECAP: European Capability Action Plan 
21 EDA: European Defense Agency 
22 EDEM: European Defense Equipment Market 
23 CFSP: Common Foreign and Security Policy 
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にスタッフ機構並びに防衛能力局、装備局、研究・技術局、産業・市場局、業務局の５

つの専門の部局から成る。 

  WEAG/WEAO は 2005 年と 2006 年に夫々EDA に吸収され業務を引き渡した。 

 エ．設立後の活動実績 

 （ア）「防衛装備調達に関する行動規範」の採択 

    EDA 参加国は、「国際競争力のある統一された欧州防衛装備市場」を設立するた

めの前提として、「防衛装備調達に関する行動規範」を 2005 年 11 月に採択し 2006

年７月に発効した。これにより欧州統一防衛市場の設立へ大きく一歩を踏み出すこ

とになったが、加入各国は自国の防衛産業保護を優先するか、市場創設を優先する

かで揺れているのが現状である。 

 （イ）能力改善に関する「長期ビジョン」の採択 

    EDA は 2006 年 10 月、今後 20 年間を見通した安全保障環境の変化、これに基づく

ＥＵの軍事作戦行動とそのために保持すべき軍事能力は何かを規定し、そのための

能力改善の指針として「長期ビジョン」を採択した。指針として掲げたのは次の５

項目である。 

   ①ＩＴ活用と部隊のネットワークセントリック化 

   ②インターオペラビリティー性能の向上 

   ③各国が重複して保有する無駄な軍事能力の削減 

   ④無人機の活用による人員の削減 

   ⑤防衛技術・防衛産業基盤の強化 

（７）統一された欧州防衛装備品市場（EDEM）創設の見通し 

 欧州で単一の競争性のある防衛装備品のための市場が存在することのメリットは、計り

知れないものがある。そのために、冷戦時代に遡る昔からこのような市場の創設に向けた

努力が営々と続けられてきた。このような中、EDA の設立によって市場創設のための環境

整備としての第一歩は踏み出されたが、市場のメリットを生かして欧州防衛産業基盤の強

化を期するには、今しばらく時間が掛かると思われる。 

 大の障害は、EC 設立条約第 296 条の規定である。それは、「安全保障上の重要な利害

に関わる装備品の調達に関しては、加盟各国はＥＵの市場規則を適用しなくてもよい」と

する規定である。これは、国の安全を左右する防衛能力の根幹を成す防衛装備品は、自国

の能力で生産し供給するとする根強い考えから来るものであり、これを反映したのが EC 設
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立条約第 296 条の規定である。特に、防衛予算の少ない中小国にあっては、この規定を適

用して自国の調達規則を適用することによって強力な外国の競争企業を排除し、結果とし

て国内防衛産業を保護することができるという論理である。一方、英、仏、独、伊、スウ

ェーデン等防衛予算・防衛装備大国は、統一された欧州の防衛装備品市場で、性能の良い

装備品を効率的かつ経済的に調達したいと考えている。 

 EDA は、上記を含めた EU 加盟各国の様々な事情を勘案して、欧州統一市場創設の第一

歩として、先に述べた「防衛装備調達に関する行動規範」を採択して発効させ、やっと各

国の防衛装備調達制度の統一が実行に移されてきたところである。 

 もう一つの問題は、冷戦時代から西欧の中小防衛予算・装備国が、先進国大企業からの

武器購入において、購入の見返りとして何らかの利益を受けることを慣例化したオフセッ

ト取引の取り扱いについてである。中小国の経済的救済と大企業の販路拡大という両者の

思惑の中でどのような適切な解決策を見出していくのか、これからの課題の一つである。 

 以上のような課題を解決しつつ統一された欧州防衛装備品市場の開設によって、欧州防

衛産業基盤の強化へと向かわなければ、巨大な米国防衛産業と約２倍の規模を持つ米国防

衛市場へ飲み込まれていく恐れ無しとしないであろう。 

（８）コソボ紛争の教訓に基づく NATO の「防衛能力向上計画」 

 1999 年のコソボにおける紛争において、NATO 軍は同年３月 24 日から同６月 10 日の 78

日間にわたってコソボに対し、NATO 軍による航空作戦を実施した。これには米軍のほか、

NATO の英仏独伊等 12 カ国の空軍が参加した。この航空作戦において、米軍と NATO 軍と

の間の装備品の性能格差が明らかとなった。例えば、NATO 軍はユーゴに対し総計 27,250

ソーテイの空爆を実施したが、そのうちの殆どは米空軍によるものであった。NATO 軍は

精密誘導兵器を殆ど装備しておらず、相互運用可能な秘匿装置つきの通信手段はなく、空

輸能力も不十分であり未整備であった。このような状況に鑑みコソボ紛争の教訓を踏まえ

て、コーエン米国防長官及び統合参謀本部議長シェルトン陸軍大将は、米上院軍事委員会

において次のように証言した。即ち、「同盟軍が将来の脅威に対して効果的に任務を遂行

するためには、①1999年春のNATO首脳会議において採択された防衛能力向上計画（Defense 

Capabilities Initiative：DCI）が成功裏に実行される必要があること、②この DCI は同盟軍の

戦力発揮のキーとなる、展開・機動能力、持続性及び後方支援能力、効果的な交戦能力、

部隊及び支援インフラの残存能力、及び C2I システム、これら能力を包含するものである

こと、③DCI の誠実な実行は NATO の 優先実施事項の一つとして位置づけられるべきで
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あること」である。 

 これに対して、欧州、特に英国及びフランスは両国とも能力の不足や欠陥があることに

ついては認めるものの、原因と対策については米国の見解と異にした。英国の見解は、「欧

州の防衛関係の研究開発予算は米国の四分の一に過ぎず、また企業規模も小さい。この研

究開発の差が原因であり、これを解決するため米国との共同研究開発を増やしていかなけ

ればならない。」という英国国防評価研究庁（Defense Evaluation & Research Agency: DERA24）

のJohn Chisholm長官の言に代表されよう。なお、BAEシステムズ社のウエストン会長も同

様趣旨のことを言っている。一方フランスは、国防省兵器調達庁がまとめたコソボ作戦の

教訓に関する報告書において、「問題は米国と欧州の技術格差ではなく、同等の技術を持

ちながらその技術をどのようなシステムの製作に使うか、あるいは保有すべき所要数量の

適否、という予算投資の優先順位の格差にある。従って、問題解決のため、欧州各国の防

衛産業は欧州企業同士による共同、或いは吸収合併等を実施することによって能力不足や

欠落を是正すべきである。」としている。 

 1999 年４月にワシントンで開催された NATO 首脳会議において採択された DCI に関する

声明で、①NATO は 21 世紀における安全保障上の課題対処能力を保有すべきであること、

②NATO による DCI の推進とＥＵの欧州安全保障体制強化のための目標とは矛盾しないこ

と、が表明された。そして具体的な能力向上分野として次が合意された。即ち、①部隊展

開能力及び機動性、②継戦能力及び兵站能力、③効率的な戦闘、④部隊及びインフラの残

存性能、⑤指揮統制及び情報システム、以上の５分野である。これらの事業は、詰まると

ころ各国がどれだけの予算を付けるかということと、これを実行するための NATO 内での

調整をいかにしていくか、と言うことに左右されるが、近年における各国の予算事情から

充分な予算が付けられない状況が続いているため、計画が遅延気味であるのが実体である。 

（９）冷戦後におけるＥＵの武器輸出管理政策 

冷戦の初期 1950 年１月に設立された「対共産圏輸出統制委員会」（Coordinating Committee 

for Export Control：以下略して COCOM）は、冷戦の終結に伴い 1994 年３月に解散しその機

能を停止した。COCOM が解散したのち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、通常兵器及び関連汎用品・技術に関する輸出管理を目的とした「ワッセナー

協約」（Wassenaar Arrangement）が発足した。これは COCOM のように対象地域や国を特

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
24 DERA は 2001 年 7 月 1 日で解体し国防省の防衛科学技術研究所（Defense Science and Technology 
Laboratory: Dstl）と公開有限株式会社である QinetiQ 社とに分けられた。 
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定するものではなく、通常兵器の過度な移転と蓄積を防止しようとするもので、旧共産圏

諸国もこれに加入しており、現在 33 カ国が加入している。 

欧州は多くの武器輸出国を抱え、それらの国にとっては武器輸出がその国の経済の重要

な要素となっていたり、また防衛産業を支え、あるいは技術革新の推進役を果たしていた

り、そして輸出相手国や地域の安全保障に大きく影響を与える等、欧州各国にとって武器

輸出は重要な国家政策の一つとなっている。「ワッセナー協約」へ加入するかしないかは

各国の判断であるが、冷戦終結により多様な脅威が顕在化し予測困難な世界の安全保障環

境下にあって、ＥＵは加盟各国の武器輸出に関する政策を収斂させる必要があるとの判断

から、「武器輸出に関するＥＵの行動規範 25」を 1998 年６月８日に制定した。 

この行動規範制定の趣旨は、「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という目的達成

のため、加盟国が守るべき 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と

もに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。更に防衛産業と

の係わりに関して、「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、並び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、他の一つはこの規範の運用に当たっての規定である。 

２-２-２ 欧州防衛産業の統合・再編 

（１）米国と欧州の防衛産業能力比較 

欧州防衛産業と米国の防衛産業との規模を、米国防衛産業のM&Aが進行中の1990年代半

ばから2000年代前半の時期を対象に、防衛予算、武器輸出、及び航空宇宙工業売上高で比

較してみると、①防衛予算の比較においては、米国の防衛予算額に対する欧州のNATO加

盟国全体の防衛予算合計額との比は、およそ10：６26であり、②世界の武器輸出における

シェアでは、米国のおよそ45％に対して英仏独３カ国合計でおよそ30％である27。航空宇

宙工業売上高のNATO主要４カ国（英仏独伊）合計額と米国の売上高との比較は、下表で

見るとおり、欧州４カ国の売上高合計でも米国のそれの二分の一にも満たない工業力であ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
25 EU Code of Conduct on Arms Export 
26 因みに 2000 年の防衛予算、米国 2,950 億ドル：欧州 NATO 計 1,730 億ドルである。（ミリタリーバランス） 
27 1996 年から 2000 年まで 5 年間の武器輸出、米国のシェア平均 45％：英仏独計のシェア平均 31％である。（ミリタリ

ーバランス 2001･2002） 
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る。 

NATO主要国と米国の航空宇宙工業売上高（1993年～1997年）28   （単位：億ドル） 

 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 年当たり平均 

英仏独伊合計（A） 506 431 553 524 602 523 

米国（B） 1,242 1,113 1,063 1,127 1,337 1,176 

   A/B 0.41 0.39 0.52 0.47 0.44 0.44 

 これらのことからも明らかなように欧州の防衛機器産業能力は、欧州先進国の能力を統

合しても米国のおよそ二分の一と言うレベルである。従って、1990年代後半から2000年代

前半にかけての米国防衛産業の大規模なM&Aによる巨大な防衛企業の出現は、欧州防衛産

業にとって脅威であった。 

（２）欧州防衛産業の統合促進の動き 

 この時期、欧州においては欧州の安全保障及び防衛の主体性を持つべきとする意見が高

まってきており、防衛の主体性は、健全で競争力のある防衛技術基盤と産業基盤が維持さ

れていなければ確保できないと認識されていた。このような状況の中で、欧州委員会は1997

年11月、「欧州防衛関連産業に対する欧州連合戦略の導入」と題する通知文書を発出し、そ

の中で、欧州防衛産業の現状を分析し、ＥＵとしての戦略並びに欧州委員会の活動を明示

すると共に防衛産業の行動計画を示している。即ち、ＥＵの戦略として防衛の主体性を確

保するために欧州産業界による劇的な行動の必要性を強調して、「航空宇宙産業にとって

ＥＵのいかなる国も、一国だけで充分な業績と競争力を維持することはできない。欧州レ

ベルで航空宇宙産業の非軍事活動と軍事活動とを統合することが極めて重要である。同じ

ことはその他の防衛関連産業にも当てはまる。」と述べて、欧州レベルでの防衛産業の統合

と軍事、非軍事部門の融合を強く訴えている。その後1998年７月には、英、仏、独、伊、

スペイン、スウェーデンの6カ国の間で欧州防衛産業の再編成を促進するための協定である

「Letter of Intent」が結ばれ、防衛産業の具体的な統合、再編の動きが進められていった。 

（３）欧州防衛産業の統合等 

企業統合の問題は米国と比較して企業規模が小さい欧州のメーカーにとっては特に深刻

であり、1997年には米国企業に対する競争力強化のためAirbus Industrie社を共同企業体か

ら株式会社化することを決め、これを軸に英British Aerospace社（BAe）、仏Aerospatiale社、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
28 根拠：平成 11 年度版「世界の航空宇宙工業」日本航空工業会 ISSN0910‐1535 
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独Daimler Chrysler Aerospace社（DASA）、スペインCASA社の4社を統合することで英・仏

・独・スペイン４ヵ国の政府が合意し、米国企業の追撃体制を整えていくこととなった。

しかし1999年に入り、BAE社が先に英Marconi Electronic Systems社と合併し、BAE Systems

社が成立したことを受け、４社統合は白紙に戻った。一方Aerospatiale社と仏Matra Hautes 

Technologies社の合併により成立したAerospatiale- Matra社がDASA社、CASA社と合併し、

Boeing社、Lockheed Martin社に次ぐ世界第３位の航空宇宙メーカー 欧州航空防衛宇宙会社

（EADS）が誕生した。 

フランスのタレス社（THALES）による企業統合の動きは、他社と比しややユニークで

ある。フランスの大手情報通信電子企業であった「Thomson-CSF社」は、2000年に英国の

「Racal Electronics社」を買収し欧州を代表する通信電子部門の大企業になったが、それと

同時に社名を「THALES社」に変更した。その後タレス社は、事業部門の拡大と経営規模

の拡大を目的に欧米大手企業とのジョイントベンチャー戦略をとった。即ち、2001年６月

に米国レイセオン社とのジョイントベンチャーである「Thales Raytheon Systems社」を設立

し、レーダー、情報通信部門の事業拡大を図った。また、2002年にはフランスの造船会社

「DCN社」とのジョイントベンチャーである「Armaris社」を設立し、造船部門の事業が実

施できる態勢を整えた。これによりタレス社は、フランス海軍次期空母建造事業に参入す

る見通しである。また、英国に展開した「Thales UK社」は、2003年に英国海軍の将来型空

母建造契約を取り付けた。このようにタレス社は、現在では防衛に関わる多くの部門の事

業を実施できる大企業へ変身したと言える。 

欧州における代表的な企業の合併等の動きを図示すると次のとおりである。 
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（４）統合後の欧州防衛産業の世界における地位 

 合併後の欧州防衛産業の世界における兵器売上高上位 10 社をリストアップすると次のと

おりである。 

 

 

 

 

 

 

BAE Systems

EADS 
・Airbus 

・Military Transport Aircraft 

・Aeronautics 

・Defense and Security Sys. 

・Space 

Aerospatial 
Matra 

CASA 

DASA 

Dassault Aviation 

Saab 

BAE

GEC Marconi 

Alcatel Alenia Space 

出資 １９９９

出資 
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2000 年度及び 2002 年度の兵器売上高上位 10 社 29 （単位：100 万ドル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-２-３ 英国の防衛装備に関する政策の変化 

（１）防衛産業に対する認識 

 「軍が要求する性能を満たすシステムを、軍が必要とする時に適時オンタイムに、適正

な価格で提供すること」が、防衛産業に求められる役割であることはいずれの国であれ変

わりはない。 

 英国防衛産業が健全で競争力のある防衛生産・技術基盤として安定的に持続し続けるこ

とが、英国の安全保障にとって必須の要件であることのほか、英国防衛産業は英国経済の

健全化に大きく貢献しているとして次のように述べている。即ち、「英国防衛産業は、年

150 億ポンドの売上高、高練度の労働者雇用、技術革新そして約 50 億ポンドにのぼる武器

輸出等により英国経済に貢献している。英国防衛産業は、英国製造業の中核をなすととも

に英国GDPの 20％を生産し、400 万人の雇用を創出している。そして英国内において、防

衛産業は直接間接に 345,000 人を雇用しており、英国製造業による製造品の３％を生産して

いる。」30として、英国政府は防衛産業を安全保障上の不可欠な要件として認識するのみな

らず、英国経済に重要な役割を果たしていると高く評価している。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
29 「SIPRI」2002 年度及び 2004 年度版による。売上高は輸出額を含む。 
30 出展：英国防省ポリシーペーパーNo.5 “Defense Industrial Policy” Oct. 2002 

順位 企業名  2000 年度  2002 年度 

１ Boeing 16,900 20,500 

２ Lockheed Martin 18,610 18,870 

３ Northrop Grumman 6,660 17,800 

４ Raytheon 10,100 15,250 

５ BAE Systems 14,400 14,070 

６ General Dynamics 6,520 9,820 

７ Thales 5,160 6,840 

８ EADS 5,340 5,630 

９ United Technologies, UTC 2,880 4,550 

10 Finmeccanica 2,440 3,720 
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（２）防衛産業を取り巻く環境の変化 

 冷戦終結後における防衛産業を取り巻く環境の変化はグローバルなものであって、英国

においても同じような変化が起きている。例えば、防衛予算は 1985 年約 480 億ドル 31であ

ったがそれ以降下がり続け 350 億ドル～380 億ドルで 2001 年まで推移し、2002 年からやっ

と上昇に転じている状況であって、大幅な防衛予算の削減が長期にわたって続いたことは、

規模こそ違え米国と同様である。そのような中で米国防衛産業は、大規模なM&Aにより巨

大な企業へと変容していき、英国企業にとっては看過できない状況の出現となった。また、

冷戦時代における重厚長大な兵器と大量な武器弾薬という要求から、精密高性能な武器弾

薬と先端的通信技術を駆使した精密・小型・軽量な兵器システムとネットワーク化された

兵器システムへという要求へと変わり、そして多くのシステムからなる複雑なシステムへ、

それとともに価格も著しく高騰してきている。従って、一つの企業、一つの国の企業で自

己完結的に兵器システムを開発・生産することは、 早出来ない状況となってきている。

更に、近年における防衛企業は、製造した兵器を納入して終わるのではなく、訓練支援か

ら恒常的な維持支援等まで担当しなければならなくなってきた。 

 以上のような多方面にわたる変化が、重層的に、防衛産業を取り巻く環境に起こってい

るというのが英国防省の認識である。 

（３）防衛装備政策の変化 

 ア．国有企業から民営企業へ 

過去において、防衛産業は国家主権の一つのエレメントであった。従って、防衛事業

に携わる企業は国有企業が主体で国家が各種統制を行ってきた。このことは安定的供給、

経済的利益、安定的雇用、技術の民需へのスピンオフ等から考えて必要なことであった。

しかし冷戦終結後から政治環境は変化し、防衛産業を取り巻く環境も一変していった。

それは、防衛予算の削減、過剰な生産能力の整理縮小・合理化、ＩＴを中心とする民生

技術の急速な革新、民生産業のグローバル化・ボーダーレス化等であり、これらは英国

の防衛産業の国有化を解消する方向へ向かわせる推進力となった。会社の所有権や管理

権の国籍は、もはやこれまでのような他との重要な関連性や戦略的意義を持たないもの

となった。この例として、かつて BAE Systems や Rolls-Royce の私有化が進められたとき、

英国政府は安全保障上の観点から外国企業・投資家による株の保有比率を 49.5％以下に

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
31 出展：英国 IISS ミリタリーバランス 2002･2003 
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制限したが、現在ではそれは会社の成長を妨げるものとなっているし、公正で開かれた

市場及び英国企業の海外市場での活動とは相反するものとなっていると英国政府は判断

したため、2002 年にこの制限を撤廃した。但し、「一つの企業・投資家による株保有率

は 15％以下とする」という制限だけは残した。また、英国政府は、「会社経営陣は英国

国籍者に限る」としていた制限も緩和した。これ等の結果、現在では両社とも国際企業

の名にふさわしい会社となっており、英国政府は今後とも企業の私有化、国際化を推進

していくとしている。 

 イ．英国内に保持すべき技術・生産能力の選別と育成強化 

  英国防省が 2005 年 12 月に議会報告した「防衛産業戦略」の冒頭において、「防衛産

業基盤の安定的な持続を助長すること及び企業の能力、即ち、研究・開発・製造等のた

めのインフラ、技術者、知的蓄積、知的所有権、生産受容能力等を英国内に確保するこ

とは、主権の確保と同盟国との共同に貢献するものであり、国の安全保障を確かなもの

にする」として、この目的を達成するため「戦略的な視点から英国内に保持すべき防衛

産業能力を特定し明らかにする」と述べている。 

  これに基づき、英国内に確保すべき技術・生産能力を選別するための基準を次のよう

に定め、この基準によって兵器システム或いは技術分野ごとに具体的な技術或いは能力

を評価・審査し、英国内に確保すべき技術或いは能力を特定している。 

 ● 基準１： 戦略的保証･･････外国に依存することが許されない企業能力。核抑止技術、

高度秘匿技術、テロ対処能力等。 

 ● 基準２：防衛能力･･････・重要な装備品の継続的な製造、維持、修理能力等。当該

能力は知的所有権として保護され敵性者にわたることはな

い。 

 ● 基準３：戦略的影響力･･･・軍事、外交或いは産業において戦略的な影響力を持つ英

国独特の軍事能力を発揮させるもの。 

 ウ．外国市場へのアクセスと英国市場のオープン化 

  限られた国内需要しかない英国の防衛産業にとって、広い国際市場へ自由にアクセス

できるかできないかは、死活的に重要な問題であると認識する英国政府は、英国の武器

市場を外国の防衛産業に対してオープンにすると共に、米国をはじめとする外国市場へ

も自由に参入できるよう環境の整備を進めてきている。 

  外国市場へのアクセス、即ち武器輸出のスケールの大きさは、その国の防衛産業製品
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の質、コスト、競争力を端的に示すものということができるが、2000 年から 2004 年の５

年間における英国の武器輸出の実績を見てみると、１年あたりの平均輸出額は 48 億３千

万ドル、同じく世界における武器輸出総額に占めるシェアは平均 14％であった。32これは

米国に次ぐ世界第２位の武器輸出額である。また英国は米国に対する武器の主要なサプ

ライヤーであり、米国の英国からの武器輸入は年約 10 億ドルに上り、米国による海外か

らの武器調達額の二分の一に相当する。なお、英国は、米国との間に“Declaration of 

Principles”協約を締結し、両国間の防衛に関するビジネスの拡大発展に取り組んでいる。 

  欧州の統一されたオープンな防衛装備品市場はまだ開設されていないが、英国政府は、

他の欧州諸国と共に欧州市場開設に向けて各種の努力を続けている。その一つは、2000

年７月に仏、独、伊、スペイン、スウェーデンとの間で締結した“Letter of Intent Framework 

Agreement”である。これは、供給の安定、輸出手続の統一、研究開発及び技術に関する

協力、運用要求の調和を図ろうとするものである。またこれとは別に、国家による企業

に対する規制の緩和促進、具体的には国家による株の保有比率の削減を前進させようと

している。その他、フランス、ドイツ、イタリアと共に 1996 年に“OCCAR”を設立し、

欧州内の各種協力の促進及び防衛経済政策の調整を図っている。英国政府としては、こ

れらによって欧州域内における各種プロジェクトの効果的、効率的な実施を積み重ねて

いくことによって、統一された競争力のあるオープンな欧州防衛装備品市場の開設へと

進んでいくものと考えている。 

 エ．調達・取得に関する政策 

 （ア）競争に関するポリシー 

  ● 競争入札制度は 適の調達方式であることに疑いの余地はないが、競争は単にコス

トを比較して も低い入札額を落札するというものではない。 

  ● 良価値に基づく決定とは、コストの他次を含めた総合的な評価によるものであ

る。 

   ①装備品の性能、②引渡しの適時性、③要求性能発揮に関するリスク、④性能持続  

性、⑤維持支援コスト、⑥その他の要素、である。 

  ● 価格は、当該装備品等の単なる当該価格による取得決定という意味を持っているの

ではなく、取得価格及び取得源の決定が与える影響についての長期的な視点、関連

する各種プロジェクトを見渡した横断的な始点、個々のプロジェクトの決定価格並

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
32 英国 IISS ミリタリーバランス 2006 のデータによる。 
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びに取得源が、関連するシステム全体に与える影響についての組織的な視点等戦略

的な思考が必要である。 

   以上のような判断から、英国防省は、競争入札制度に柔軟性を持たせると共にライ

フサイクルコストの評価も取り入れている。 

 （イ）リスク管理 

   技術的なリスクを適切に管理することは、極めて重要なことである。リスク排除技

術は、効果的な軍事力発揮と健全な防衛産業を保証するために極めて重要であり、英

国防省は契約に当たり必要と判断されるリスク対策コストは、予算に組み込んでいる。

例えば、国防省は地上配備防空システムの建設計画において、プロジェクトが実験段

階に入る前までにプログラム総予算の約 15％をリスク削減対策経費に充当した。また、

企業は競争価格提示に当たって、起こり得るリスク対処のためのコストも積み上げて

いる。このようにリスクを適切に予測でき評価できる企業の参加であれば、競争自体

が公正かつ透明性があることの証明にもなると言える。 

 （ウ）競争によらない調達・取得 

   下記のようなケースの場合、英国防省は競争によらないで企業を選定している。 

  ① 競争入札が必ずしも長期ライフタイムの 良価格を決定するものとはいえないケ

ース。 

  ② 英国の防衛産業能力保持の観点から、競争入札が必ずしも 適ではないケース。 

  ③ 高度に複雑な統合システムであるため、開発・製造から計画管理能力がある企業が

限定されるケース。 

  ④ 長期にわたる投資が必要なプロジェクト、或いはキーとなる知的所有権を有する等

のために企業が限定されるケース。 

  ⑤ システム専用の維持用補用部品或いは能力向上改修部品が必要とされるケース。 

  ⑥ 単一企業のため競争無しとなるケース。 

  ⑦ 先端的技術による戦略的装備品で、ライフサイクル全期間を通じた維持支援を必要

とするケース。 

 （エ）外国企業の参入 

  世界のどの国もクリティカルな防衛技術は自国内の産業技術基盤で確保したいと考え

ているであろうが、あらゆる分野の装備品やそのライフタイムの全てを通じて、それら

装備品やシステムに関するすべての技術を自国内に確保できる国は、米国を除いて無い
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であろう。また、今日における複雑多岐なシステムを英国一国の企業のみで開発、生産、

維持の全てを担っていくことはできず、外国企業との何らかの形態による共同は不可避

である。 

このような状況の中で、英国防省は、英国軍が必要とする戦闘能力・システムを提供で

きるクリティカルな技術力・生産力を他国に依存することなく英国国内に維持していく

ための戦略として、外国企業のシステム・装備品の緊要な技術を英国内に移転させ或い

は長期性能発揮を保証するため、次の処置をとっている。 

 ● 長期維持運用を必要とする先端技術による戦略的軍事システムについては、当該シス

テムの契約に当たって、運用全期間にわたる維持及び能力向上改修に関する特約条項

を承諾し履行させる。 

● 英国防省が、当該システム・装備品の開発技術に対する充分なアクセスができること

を保証すること。 

これにより英国軍が定めるドクトリン及び運用環境に適合させることが可能となり、

システムのライフサイクル全期間を通じての維持・能力向上改修が可能となる。 

 （オ）国防省と英国企業間の戦略的パートナーシップ契約 

   長期維持運用を必要とする先進技術による緊要なシステム・装備品については、急

速な技術革新に伴って軍事上の要求も変化・進化していき、これに応えられるよう適

時適切に性能向上改修が行われなければならない。このため、英国防省はこのような

システムに関し、システムの全期間維持の契約をするため英国企業の競争により企業

を選定し、当該企業との間で「長期戦略的パートナーシップ契約」を締結する制度を

導入した。このパートナーシップ契約は、特定の特権を当該企業に与えるものではな

く、また独占企業を作り出すものでもなく、国防省と企業との間の情報の透明性確保

とオープンな対話により、適切な能力向上改修とリスク回避を図ろうとするものであ

る。このような対話により企業は、軍の要求に対する理解を深めると共に長期投資の

ビジョンを描く事ができる。国防省はまた、このような対話により企業の技術者の専

門的な意見や革新的なアイディアを聞き、問題分野の早期発見に役立てるとともに、

問題の早期解決あるいは予測修復期間とかそのためのコストを予見できる等の利点を

享受することができるものであり、これは官民双方にとって有益な施策であるように

思える。 

   この長期戦略的パートナーシップ契約の事例として次がある。 
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 ● 将来ヘリ開発のため及び英軍が現在装備している AgustaWestland ヘリ維持のため、英

国防省は AgustaWestland 社と長期戦略的パートナーシップ契約を締結した。 

 ● タイフーン及び JSF等の固定翼戦闘機の長期維持支援のため、英国防省はBAE Systems

社と長期戦略的パートナーシップ契約を結んだ。 

   今後英国防省が英国企業とのこのような契約を拡大していった場合、外国企業が重

要な戦略的装備品の契約を望むのであれば、長期維持支援や能力向上改修と技術情報

の開示についての英国防省の要求に応じざるを得なくなるであろう。 

（４）研究開発に関する政策の変化 

 ア．基本的認識 

   英国防省は、研究開発に対する基本的認識として、「軍事優位は技術優位に由来す

るところが多い。軍事技術における研究開発は、技術力の広範な発展及び技術基盤の

強化を促す。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。国家全体の科学技術基盤の活用と商業化もま

た国富創造の主たる要因である。技術革新が経済の生産性向上の主たる推進力であり、

それが国家によって強く支援されている所以でもある。」33と述べている。 

   また英国防省は、「今日における防衛及び宇宙産業の成功は、過去における研究開

発及び技術に対する投資がもたらしたものであり、今後長期にわたる英国防衛産業の

健全性の維持と発展は、同様の投資を継続維持していけるかどうかにかかっている」34

との認識の下に、抑制された予算の中で重点を絞った選択的な投資をしていこうとし

ている。防衛装備品の開発に関わるのは、国防省の他、貿易産業省、企業、大学研究

機関等であるが、これら機関による研究開発の重複を排除し、資源の効率的・経済的

活用を図るべきであり、このための官・学・民による各種協議機関を設けている。ま

た、長期的な展望の下に研究開発投資をする必要があるため、国防省と防衛産業とが

協議する場を設けている。例えば、National Defense and Aerospace Systems Panel 

（NDASP）の新設である。 

 イ．防衛評価研究庁（Defense Evaluation & Research Agency：DERA）の解体 

   英国国防省には研究開発の中核であった防衛評価研究庁があったが、新しい安全保

障環境並びに軍事技術環境と兵器体系の急激な革新の状況の中にあって、研究開発体

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
33 The Ministry of Defense, Policy Paper No.5 “Defense Industrial Policy” Oct. 2002。18 ページ。 
34 同上 19 ページ。 
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制を新しい環境に適応させるため、2001 年７月１日付けで DERA を解体し、国防省の

一機関としての防衛科学技術研究所（Defense Science and Technology Laboratory : DSTL）

を設立すると共に公開有限株式会社である QinetiQ 社を設立した。 

DSTL の任務は、科学技術の 善のものの追求を通じて英国並びに英国軍の優越性を

創造することにあり、DERA が所有した全国 16 ヶ所の研究所をそのまま引き継ぎ研究

の継続性が図られることとなった。一方 QinetiQ 社は、100％政府出資の有限会社であ

って、人的には旧 DERA の 75％を引き継ぎ、従来よりもセンシティブな事業に従事し、

国防省の科学技術能力のほとんどを担うこととなった。国防省との関係では、契約等

は一般私企業と同等に扱われ何らの特権を持つものではないが、国防省との間でアグ

リーメントを結び、①国防省の施設に対するアクセスを保証する、但し、②能力の公

平無私を期すため防衛装備品としての製品製造を禁止する、ということが掲げられて

いる。 

 ウ．Defense Diversification Agency の設立 

   情報通信及び航空宇宙分野における民生産業の近年における技術革新は目覚しいた

め、英国防省は、先進民生技術の防衛装備品への積極的な適用を支援している。従来

は防衛装備品技術の民生品への適用、いわゆるスピンオフが主流であったが近年では

英国においても逆転している。英国防省は、民生技術の防衛装備品への積極的な活用

を進めると共に防衛技術の民生品への適用も進めるため、両者の間にあってブローカ

ー的な役割を果たす機関である、Defense Diversification Agency を 1999 年に設立した。

これは時代の情勢に適応するために設立した英国独特の機関であって、軍と民の間の

相互技術移転に重要な役割を果たしている。 

（５）英国防省が防衛産業に求める変化 

 英国防省は、2005 年 12 月に議会提出の「防衛産業戦略」35において、防衛産業に対して

次の変革を求めるとしている。 

 ● 装備品の全ライフタイムを通じた費用対効果の要求を満足させる“Through Life 

Capability Management”（全期間性能管理）のビジョンを持って、効果的で長期間を見通

した維持支援・能力向上改修計画を立案し実施すること。 

 ● 英国防省が必要とするシステムレベル及びサブシステムレベルすべてのサプライチ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
35 Defense Industrial Strategy, Defense White Paper, Dec. 2005。140 ページ。 
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ェーンにおいて、高度なシステムエンジニアリング能力を英国内に維持し涵養すること。 

 ● 科学技術革新を鼓舞促進するため、英国防省－産業界－大学間の相互交流と協力の

促進に積極的に関与すること。 

 ● サプライチェーンのすべてを通じて“Open System Architecture Principles”及び

“Incremental Acquisition Principles”を導入すること。 

 ● 新技術の採用について、費用対効果のある方法を見出すこと。 

 ● 官民間の相互理解を深めるため、統合教育、スタッフ能力向上教育、相互要員派遣

等の事業へ積極的にコミットすること。 

 ● 官民間の相互信頼、公開性、透明性及び対話の増進を図るため、パートナー意識の

増進を図ること。 

 

３．欧米における新たな脅威への対処のための防衛システムの開発 

３-１ 米国 

３-１-１ 近年の戦争等の教訓による新たな装備品の開発 

（１）湾岸戦争の教訓と装備品 

 湾岸戦争において、米軍は情報収集手段として偵察衛星及び有人航空機である統合監視

攻撃レーダーシステム（Joint Surveillance Target Attack Radar System：JSTARS）による情報

収集を実施して作戦に役立てたが、現在のようにリアルタイムで情報を利用することは出

来ず、画像情報は国防総省や中央情報局で受信し画像解析した後、中央軍司令部経由で現

地部隊へ送られた。したがって、衛星による画像撮像から数日から１週間経ってから現地

部隊が入手する態勢であった。その他部隊における個々の装備品は、かなりディジタル化

されていたがそれらはネットワーク化されておらず、ネットによる情報の共有や指揮命令

の一斉伝達等は実施できなかった。 

 また、1992 年に議会に提出された湾岸戦争に関する報告書において、CB 兵器による攻撃

を受けた環境下での装備品の不備が指摘され、NBC 攻撃環境下で戦闘しうる装備品の開発

取得が軍近代化計画に取り入れられた。 

この後、1991 年 12 月８日ソ連邦の解体により冷戦は終焉し、1993 年に「ボトムアップ

レビュー」を定めて冷戦後の新しい軍事戦略とこれを実現するための政策を示したが、こ

の中で安全保障環境の変化と湾岸戦争の教訓も踏まえて、①統合作戦重視と②情報技術の 

 



 

100 
 

導入、を掲げて軍の近代化を進めて行くことになった。 

陸軍は、1993 年にディジタル化車載情報システムを装備した戦車等によるタスクフォー

スを編成してディジタル化部隊の実験を行い、次いで 1994 年にはディジタル化した第 24

師団及び第 101 空挺師団などの部隊によるタスクフォースと在来型部隊との対抗演習を実

施し、情報化時代の作戦のあり方を定めるための資とした。また、陸軍訓練教義開発司令

部（TRADOC）は、21 世紀に向けて陸軍が進むべきディジタル化の方向を示した「タスク

フォース 21 構想」を 1994 年に発表した。 

海軍は、冷戦時代における海洋においてソ連海軍を打倒する「海洋戦略」から「沿海地

域作戦に主体を置いた戦略」へと転換している。米国の国益に死活的影響力を持つ沿海地

域の所望の海域に進出し、米国の影響力を行使すると共に必要があれば戦力を投入する計

画への転換である。 

この後、1996 年に統合参謀本部議長は「ボトムアップレビュー」を受けて「ジョイント

ビジョン・2010」を発表した。これは、統合作戦の必須化と先進情報技術の活用を運用の

コンセプトとしたもので、情報優越を獲得して、①機動制覇、②精密交戦、③重点集中兵

站、及び④全象限防護の実現を図ろうとするものである。この実現のため、急速な発展を

遂げてきた通信電子及び情報に関する技術を軍事に取り入れることを基盤に置き、これに

よって戦闘力の飛躍的発展のみならず戦い方のドクトリンや組織まで見直そうとする、い

わゆる“RMA”の追求である。「ジョイントビジョン 2010」は、この後における各軍の再

編近代化計画の指針となると共に、統合作戦計画の各軍計画の起源となった。海軍は 1996

年８月に「ネービービジョン・2010」を、空軍は同じく 1996 年 11 月に「グローバルエン

ゲージメント・21 世紀の空軍構想」を、そして陸軍は 1999 年 10 月に「アーミービジョン

・2010」を夫々策定し軍の再編近代化を進めていった。 

（２）コソボ紛争の教訓と装備品 

 1999 年３月～６月の間戦われたコソボ紛争において、米軍と NATO 主要国の軍からなる

連合軍は空爆を主体とする大規模な航空作戦を実施した。この作戦における教訓として、

①無人機をセンサーとして多用し実戦における有用性が実証されたこと、②米軍と NATO

軍との間に装備品・システムの性能格差並びに米欧防衛産業基盤の技術格差があるためこ

の格差是正が必要であることが挙げられた。無人機センサーによる画像活用については、

通信衛星並びに光ファイバーケーブルを利用しニアリアルタイムで在欧戦域航空作戦指揮

所から AWACS 経由で戦闘爆撃機に攻撃目標情報が送信された。 
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 ア．UAV 画像データ利用の一般的な流れ 

UAV 画像（コソボ） 

↓（SATCOM） 

地上ステーション（英国） 

↓（光ファイバーケーブル） 

画像処理施設（米本土） 

↓（光ファイアーケーブル） 

ワシントン DC 送信所 

↓（Global Broadcast Service 衛星） 

戦域作戦指揮所（イタリア） 

↓（AWACS） 

前線配備要撃管制官 

↓（データリンク） 

戦闘爆撃機パイロット 

 イ．米欧防衛産業間の技術格差 

   コソボ紛争で明らかとなった米欧間の軍事能力格差として、①戦略空輸、②空中給

油、③敵防空能力制圧、④電子戦、⑤保全通信、の各能力が挙げられた。これら格差

の是正のため NATO として“Defense Capability Initiative”を 1998 年に策定し、1999 年 12

月の EU サミットにおいて NATO として合意を得た。米国にとっては、欧州防衛産業

基盤の技術力アップ並びに NATO の軍事作戦能力向上のための協力・支援は喫緊の課

題となった。 

（３）米国同時多発テロの教訓と装備品 

 2001 年９月 11 日の米国同時多発テロは、実行犯たちが年月をかけた周到な計画の下に訓

練を行い準備をし、武器ではない民間航空機を武器に仕立てて同時に数箇所の目標を攻撃

するという常識では考えられない手段により彼らの目的を達成しようとしたものである

が、このことから米国は多くのことを学び、「国家安全保障戦略」に始まる一連の対テロ

戦のためのドクトリンを定めるとともに、「本土安全保障省」を創設する等テロとの長い

戦いのための態勢作りを始めた。 
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ア．テロとの戦いのための戦略等ドクトリンの体系 

 

 イ．装備品の開発・取得に関わる事項 

 （ア）情報戦態勢の強化 

   ・情報収集能力強化（各種センサー、偵察システム、情報処理、配信等に関わる装

備品・システムの開発、能力向上） 

   ・サイバー攻撃対処能力及びサイバー攻撃能力 

   ・情報活用のためのネットワーク化 

 （イ）NBC 攻撃対処態勢の強化 

   ・汚染防止態勢の強化（探知・識別システムの開発、既存システムの能力向上） 

   ・戦場管理態勢の強化（Joint Warning & Reporting Network の改良等） 

   ・防護能力の強化 

   ・除染能力の強化 

 （ウ）対テロ攻撃能力の強化 

  a. テロネットワークの破壊能力強化 

   ・機能、プロセス、資源（人的、資金源及びルート、武器弾薬等）の破壊等 

 

国家安全保障戦略 

WMD との戦いのための国家戦略 

WMD, テロとの戦いのための戦略指針 Unified Command Plan 

非常事態計画指針 
CWMD 戦略 
指針ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ 

総合戦略能力計画 

安全保障協力指針 

Concept Plan 8099 Cbt WMD （STARTCOM） 

本土防衛及び 
市民支援戦略 

国家防衛戦略 

国家軍事戦略 

WMD との戦いのための国家軍事戦略 

既存計画別表への改訂・アップデート  COCOM 
CWMD 細部計画 

（大統領） 

（国防長官 

（戦闘部
隊 
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  b. 策源地攻撃能力強化 

   ・核関連施設攻撃能力 

   ・WMD 製造、保管施設等攻撃能力 

   ・弾道ミサイル発射施設攻撃能力強化 

  c. 要塞化目標（地下施設、堅牢コンクリート施設等）攻撃能力強化 

 （エ）NBC 攻撃による被害に対する医療対処能力強化 

  a. ワクチン、中和剤等薬品の生産、保管 

  b. 病院、医療研究機関の態勢強化 

  c. 戦域に展開する隊員のための予防接種実施及び応急キット装備 

（４）アフガニスタン戦争の教訓と装備品 

 アフガニスタン戦争は、ネットワークセントリックな作戦の萌芽期であったということ

が出来るし、また無人機の有用性が実証された作戦でもあった。 

 ア．ネットワーキング（センサーからシューターへ） 

     RC-135（リベットジョイント）でアルカイダの通信傍受 

               ↓ 

     航空作戦指揮所（サウジアラビア内の基地に所在） 

               ↓ 

     Global Hawk、Joint Stars、AWACS による地上捜索、監視 

               ↓ 

     ターゲット情報をデジタル・タスキングオーダーとしてシューターに伝達 

               ↓ 

     在空爆撃機等シューターによる爆撃・射撃 

 

   攻撃目標を特定するための情報は、上記の例のほか HUMINT、北部同盟から得た情

報等があり、これらを上記のようなネットワーク化された通信システムを使って目標

情報、射撃指令等を伝達し、湾岸戦争時に比べれば格段に早い時間でしかも重要な軍

事目標に限定した攻撃が実施できた。 

 イ．攻撃用兵器 

   攻撃用兵器としては、開発されたばかりの精密誘導爆弾及び高性能爆弾が集中的に

使用された。精密誘導爆弾としては、JDAM、JSOW 等の GPS 誘導爆弾、並びにレーザ
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ー誘導爆弾のバンカーバスター爆弾等である。また、洞窟攻撃用のデイジーカッター

と呼ばれる高性能爆弾も使用された。 

その後の開発あるいは改良の方向は、爆弾の小型化・高性能化及び終末誘導シーカ

ー装備による自動目標識別能力付与等であった。 

 ウ．無人航空機（UAV） 

   Global Hawk は高高度長時間滞空型無人航空機で、アフガニスタン戦争において限定

的ではあるが初めて実戦に使用され、目標偵察・捜索任務を実施した。また中高度長

期滞空型の無人航空機 Predator は 1995 年からイラク、ボスニア、コソボにおいて偵察

任務で使用されてきたが、アフガニスタン戦争においては、偵察任務のほかヘルファ

イヤーミサイルを搭載して初めて実戦で対地攻撃任務に使用された。 

   これらの事実は UAV が、平時、有事を問わず今後多方面での活用が増えていくであ

ろう事を予感させた。 

（５）イラク戦争の教訓と装備品 

 米国防省はイラク戦争を「効果基盤型作戦」の思想のもとに実施する旨、作戦前日のブ

リーフィングで言明した。効果基盤型作戦とは、同時並行的に作戦を実施し 小の攻撃で

大の効果を得る作戦であり、従来の「消耗破壊型作戦」の対極をなすものである。これ

はネットで連接された、即ちネットワークセントリックな C4ISR と精密誘導兵器とによっ

て達成されるものであり、イラク戦争における米軍のネットワークセントリックな作戦態

勢は、米軍変革ロードマップに示す計画の初期段階ではあったが順調に計画通り進捗して

いることを示すものであった。また、もう一つの特徴は、初の実質的な統連合作戦が行わ

れたということである。 

 このような作戦を可能とさせたものは、①作戦実施に関する各種各レベルのドクトリン、

②ネットワークセントリックな作戦並びに統合・連合作戦を実施できる組織、③良く訓練

された人、そして④高性能なシステム・装備品、である。これらのうちいずれのエレメン

トが欠けてもこのような思想の下における作戦は実施できなかったと思われるが、ここで

は、④システム・装備品に焦点を当てて顕著な事例と今後の趨勢について述べる。 

 ア．C4ISR のネットワーク化 

   各種センサーからのデータはリアルタイムで地上に伝送され、指揮統制システムを

経てシューターへタスキングオーダーと共に伝送するネットワークが出来上がってい

た。 
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（ア）センサー 

  a. 偵察衛星：画像偵察衛星、電子偵察衛星、海洋監視衛星等 

  b. 有人航空機：JSTARS、AWACS、U-2 

  c. UAV 

   ・10 種類以上、総計 231 機（陸軍×100、海軍×４、空軍×27、海兵隊×100）の UAV

が監視・偵察、目標追尾、攻撃評価等の任務を遂行した。 

   ・偵察センサーとしては、昼間用ＴＶカメラ、夜間用ＩＲカメラを装備し状況に応

じて適宜使い分けが可能であった。 

（イ）指揮統制システム 

   サウジアラビアのプリンススルタン基地に設置された連合航空作戦センター

（Combined Air Operation Center：CAOC）に、連合航空部隊指揮官（Combined Force Air 

Component Commander：CFACC）が位置してすべての航空戦力を指揮統制した。その

ためのツールとして配備されたのが、AOC-WS（Air Operations Center-Weapon System）

及びそのサブシステムである戦域戦闘管理システム（Theater Battle Management Core 

System：TBMCS）である。これらはいずれも開発途上にあったが、CAOC の指揮統制

中枢としての機能を発揮させる必要があったため戦域に配備された。CAOC は、戦略

立案、計画策定、作戦指揮、空中機動計画・指揮、及び ISR 指揮・統制を行って作戦

を遂行するセンターであり、AOC-WS 及び TBMCS がこれらを遂行する為のツールと

して機能した。 

（ウ）通信・ネットワーキング 

   実質的な初の統連合作戦であったイラク戦争において、各種作戦のすべてにわたっ

て指揮・統制・調整等のためのコミュニケーション、あるいはデータ・情報の送受を

可能ならしめるネットワーキングは、アフガニスタン戦争の時に比べれば格段の進歩

を遂げている。これを可能ならしめたのは、①グローバルな遠距離大容量通信のため

の通信衛星、②JSTARS、AWACS 等の有人航空機、そして③グローバルホーク等の UAV

であり、更に④4 ギガバイトまで確保した通信帯域幅の存在である。 

   中でもグローバルホークは、戦域における、点から点の通信と SATCOM を介した遠

距離のネットワーク通信の双方が可能であり、また SIPRNET（Secret Internet Protocol 

Router Network）を使った秘匿チャットも可能であった。UAV がこのような役割を果た

すことにより、Sensor-to-Shooter Chain の煩雑なルートの簡素化と情報伝達速度の迅速



 

106 
 

化は大いに促進された。このように UAV はセンサー機能のみならずネットワーキング

の重要なエレメントとなるに至っており、今後益々その必要性は増していくものと思

われる。 

 イ．精密誘導兵器 

   イラク戦争における効果基盤型作戦を可能にしたもう一つのエレメントは、精密誘

導兵器である。イラク戦争において米軍が使用した精密誘導兵器としては、トマホー

ク、空中発射巡航ミサイル、レーザー誘導爆弾、（GPS＋レーザー）誘導爆弾、GPS

誘導 JDAM 及び対レーダーミサイル HARM である。イラク戦争においては、湾岸戦争

時に比べれば精密誘導兵器の目標直撃精度及び高殺傷力小型化、そして C4ISR の性能

向上によって、極めて少数の爆撃機あるいは艦船に搭載した少数の所要弾数で、副次

的な被害を局限して多くの攻撃目標を一挙に破壊できる態勢が出来上がっていた。 

 ウ．後方支援システム 

   米軍は、民間の物流会社“FEDEX”等で実用化されている物流システムをモデルにし

て、物品の物流状況をリアルタイムで把握できる後方支援システムを開発し、イラク

戦争で初めて使用した。これは、物品の識別をこれまでの「バーコードタグ」に替え

て発信電波により識別する「RFID36タグ」にすると共に、インターネットを利用してこ

の情報を送受信するシステムである。世界 30 カ国 350 箇所にチェックポイントが設け

られており、物品に付けられたタグからの発信電波をチェックポイントで受信するこ

とによって、物品の物流を自動的に識別・管理するものである。戦域に展開する部隊

は、戦域支援統制システム（Combat Service Support Control System：CCSCS）及び移動

追跡システム（Moving Tracking System：MTS）を装備し、これにより物品の物流状況

及び在庫状況をほぼリアルタイムで把握することが出来た。 

   また、物品の輸送請求に基づく 適輸送手段の決定をするためのグローバル輸送ネ

ットワークシステム（Global Transportation Network 21：GTN21）も開発されて活用され、

物品の輸送効率化が図られ、配送日数の短縮化及び物流コストの節減に大いに貢献し

た。米軍はイラク戦争における教訓を踏まえて、後方システムの性能向上・自動化・

ネットワーク化を更に進めて行こうとしている。 

３-１-２ 防衛機器産業の対応 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
36 RFID：Radio Frequency IDENTIFICATION 
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 米国の防衛機器産業の対応については、米国を代表する大手防衛企業３社（Boeing 社、

Northrop Grumman 社、Raytheon 社）訪問時に受けたブリーフィングに基づき、●安全保障

環境の変化に対する対応、●M&A に対する企業戦略とその成果、●新しい防衛システムの

開発、等について記述する。 

３-１-２-１ ボーイング社 

（１）ボーイング社の掲げる「Vision 2016」 

ボーイング社は、「Vision 2016」として３つの戦略を掲げている。 

①中核ビジネスの着実な遂行 

②ボーイング社の強みを梃子として、技術的・客先関係上競争力のある周辺ビジネス

への参入 

③長期的な成長及び競争力にとって重要な新分野を、先陣を切って開拓 

この「Vision 2016」は 1990 年代中盤に策定されたものであるが、現在でもボーイン

グ社のビジネス推進上の指針として生きている。 

（２）安全保障環境の変化に対するボーイング社の対応 

ア．1990 年代のボーイング社の M&S 

1990 年代の米国防衛産業の大再編の流れの中で、ボーイング社も大規模な企業買

収・合併を実施している。 

（ア）1990 年代中盤におけるボーイング社防衛宇宙部門の状況 

米国内では 1990 年代中盤にはすでに大規模な産業再編が始まっていたが、その

当時のボーイング社内における防衛宇宙部門の占める割合は小さく、売上高

（2005 年）では全社の 29％に過ぎなかった。また事業規模としてもロッキード

・マーチン社の防衛宇宙部門の当時の売上と比べると約４分の１程度でしかな

かった。他社が企業買収を実施し業界のシェアが大きく変動しているにもかか

わらず、ボーイング社の防衛宇宙部門の占めるマーケットシェアは大きく変わ

らない状況であった。 

（イ）1990 年代中盤以降におけるボーイング社の企業買収・合併 

1990 年代中盤以降、ボーイング社は防衛宇宙部門における優位性を確保するた

めに戦略的な買収・合併を実施した。この買収・合併は、収益が流動的で不安

定な民間航空機事業への依存度を低め、安定的な収益が見込める防衛事業への

依存を強めるというボーイング社の戦略に合致したものであった。この企業買
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収・合併の結果、1995 年に全売上額$19.5B のうち 29％だった防衛宇宙部門は、

2006 年には全売上額$61.5B のうち 53％を占めるまでになった。現在ではロッキ

ード・マーチン社に次ぎ防衛分野において世界第２位の規模を有するに至って

いる。 

代表的な買収・合併の状況は次の通りである： 

①1996 年に Rockwell International Corp.の航空宇宙・防衛事業部門を買収 

②1997 年に McDonnell Douglas Corp.と合併 

③2000 年に Hughes Electronics の人工衛星製造部門を買収 

イ．ボーイング社の擁する多種多様な防衛関連製品・サービス群 

ボーイング社は上記の企業買収・合併を通じて多種多様な防衛関連製品・サー

ビス群を現在擁している。その主な例は次の通りである： 

①戦術航空機（F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-15E Strike Eagle） 

②輸送機、空中給油機、哨戒機（C-17 GlobemasterⅢ, KC-767, P-8A Poseidon） 

③回転翼機（AH-64D Apache, CH/MH-47 Chinook, V-22 Osprey） 

④早期警戒機（737 AEW&C、767AWACS） 

⑤ミサイル、爆弾（Harpoon BlockⅢ、JDAM、SDB、SLAM-ER） 

⑥ミサイル防衛システム（ABL/ATL） 

⑦宇宙システム（GPS、TSAT SS） 

⑧指揮、管制、通信ネットワークシステム 

ウ．2000 年代のボーイング社の目指している方向 

（ア）2000 年代初頭にボーイング社が置かれた状況 

2001 年９月 11 日に米国同時多発テロが発生し、それ以降の安全保障環境は大き

く変わった。これと同じ時期（2001 年 10 月）、ボーイング社は開発・量産を含

めて約 30 兆円超とも言われる大規模プロジェクトである JSF（Joint Strike 

Fighter）プログラムの開発（SDD: System Development and Demonstration）担当

会社を決めるコンペで、コンペティターのロッキード・マーチン社に敗退した。 

これらの出来事は、ボーイング社の防衛部門にとって一つの転換点になったと

いうことが言えよう。 

（イ）「トランスフォーメーション」「統合運用」の流れを受けてのネットワーク

セントリックビジネスの開拓 
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新たな安全保障環境下、米国軍は「トランスフォーメーション」「統合運用」

に動き出したが、ボーイング社はこの動きを受けて、「ネットワークセントリ

ック」ビジネスの開拓を押し進めている。ボーイング社は、2002 年に防衛部門

と宇宙・通信部門を統合して、現在の統合防衛システム部門（Integrated Defense 

Systems）とした。ボーイング社は自社を、ネットワークセントリック環境を開

発し、従来型及び非従来型の脅威対処にこれを適用する、「顧客（米国政府、

米国軍）のトランスフォーメーションのリーディング インダストリー パー

トナー」と位置付けている。 

2002 年には、ボーイング社はトランスフォーメーション／ネットワークセント

リックに関連する次の契約を受注している： 

①将来戦闘システム Future Combat Systems（米陸軍向け） 

②統合戦術無線システム Future Tactical Radio Systems （米陸軍向け） 

③先進照準線外システム  FAB-T（Family of Advanced Beyond-Line-of-Sight 

Terminals （米空軍向け） 

（ウ）ボーイング社の目指している方向 

ボーイング社は上述したとおり多種多様な広範囲に亘る防衛関連製品・サービ

ス群を擁している。そのことから、同社は航空機、空中給油機、衛星のような

異なるプラットフォームそれぞれの個別の事業を着実に遂行すると共に、これ

らを包含した複雑な防衛システムの「リードシステムインテグレーター」とし

ての第一人者、ネットワークセントリックの将来防衛システムの創造における

防衛契約者のリーダーを目指している。 

３-１-２-２ノースロップグラマン社 

（１）近年における安全保障環境の変化についての認識 

ア．脅威の変化－QDR2006 の分析に基づく判断－ 

  冷戦終焉以降そして 9.11 以降、国際社会の安全保障環境は劇的に変化した。即ち、冷

戦下における伝統的な国家主体の軍事力による脅威から、必ずしも国家がその主体では

なく、①伝統的な兵器を装備した国家の軍隊は依然として存在するが、新しい脅威とし

て、②在来兵器のほか多様な兵器・手段を用いた非国家団体等のテロリストグループな

どの非正規型脅威、③米国の優位性を相殺する技術・手段を用いた競争相手による脅威、

即ち混乱型脅威、④生物・化学・放射線兵器等の大量破壊兵器等を用いたテロ集団、な
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らず者国家等による脅威、即ち壊滅型脅威、等に分類される多様な脅威が混在する環境

となった。したがって、在来型の伝統的な脅威への対処能力を保持しつつ、これらの特

性を有する新しい脅威への備えを整えなければならない。 

イ．技術革新による兵器性能の飛躍的向上 

  安全保障環境を変える要因の 大のものは脅威の変化であるが、この脅威を与える物

理的な攻撃手段及びこれに相対する防御手段、これらの核心をなすものは兵器である。

近年における兵器性能を飛躍的に向上させている技術革新は驚異的である。以下にノー

スロップグラマン社が深く関わっている装備品（海上戦力及び航空戦力）並びに機能別

に見た防衛予算の推移から、近年における兵器性能の向上並びに兵器に対する重点のシ

フトの状況は次のとおりである。 

  （ア）海上戦力の 1989 年と 2001 年時点の比較 

1989 年 項     目 2001 年 

15 隻 航空母艦 11 隻 

540 機 空母艦載攻撃機 506 機 

2,340 箇所 １日当たり攻撃可能目標数 7,623 箇所 

104 隻 海上戦闘艦（巡洋艦、駆逐艦、フリゲート艦） 80 隻 

33 箇所 同上海上戦闘艦による攻撃可能目標数 75 箇所 

1,525 本 水上発射システム筒 6,869 本 

7,133 個 ミサイル格納可能弾倉数 7,917 個 

39.5％ ミサイル即時発射可能率 95％ 

111.4 秒 ミサイル当たり装填置換所要時間 90.2 秒 

5.8 人 ミサイル当たり操作兵員数 3.6 人 

（出展：ノースロップグラマン社ブリーフィング資料） 

   1989 年と 2001 年時点での米海軍の海上戦力を比較すると、主として母機または母艦

搭載ミサイル及びプラットフォームの性能向上によって、少数の艦船または航空機で

同等の効果が得られる状況が明らかである。 

  （イ）湾岸戦争時点と現時点における所要航空戦力の比較 

   下表は湾岸戦争時に 16 箇所の攻撃目標を破壊するのに必要とした爆弾並びに航空機

の数と、これと同じ破壊目的を達成するのに必要とする現在の爆弾及び航空機の数を
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比較したものである。 

 

現       在  

航 空 機 

 

湾岸戦争時 精 密 誘 導 爆 弾

（PGM）搭載 

ステルス攻撃機

に PGM 搭載 

B-2 ステルス爆

撃機にPGM搭載

爆弾投下航空機 28 機 16 機 8 機 1 機 

掩護機 16 機 16 機 ― ― 

敵防空戦力制圧航空機 12 機 12 機 ― ― 

空中給油機 15 機 11 機 2 機 2 機 

破壊攻撃目標 16 箇所 16 箇所 16 箇所 16 箇所 

（出展：ノースロップグラマン社ブリーフィング資料） 

   湾岸戦争時には、16 箇所の攻撃目標を破壊するのに爆撃機 28 機に掩護機ほか 59 機、

合計 87 機による大編隊で攻撃をしなければならなかったが、現在であれば同じ 16 箇

所の攻撃目標を破壊するのに１機の B-2 ステルス爆撃機及び２機の空中給油機で目的

を達成することが出来る。 

  （ウ）米空軍による航空機調達数の推移（注：ノースロップグラマン社資料による） 

   米空軍による航空機調達機数の推移を見てみると、1972 年から 1991 年までの 20 年

間の１年当たりの平均調達機数は 218 機であった。これに対し 1992 年から 2004 年ま

での 13 年間における１年当たりの平均調達機数はわずか 21 機であり、極端に調達機

数が少ない。これは十分の一の調達機数で同等以上の戦力発揮が可能であるというこ

とであり、戦力発揮のための性能が飛躍的に向上していることを物語っている。 

  （エ）米空軍における機能別予算の推移（注：ノースロップグラマン社資料による） 

   1962 年度予算（FY62）から 2006 年度までの米空軍予算の配分比率を次の３分類に

区分し、それぞれ８年間ごと５つのブロック（FY62-70、FY71-79、FY80-88、FY89-97、

FY98-06）に分け、その平均値をとって推移を調べ、FY62-70 ブロックと FY98-06 ブロ

ックとを比較したものが次である。 
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     ブロック FY62-70 と FY98-06 の機能別予算配分比率の比較 

 FY62-70 FY98-06 

統合作戦遂行機能（C2ISR、空輸等） 33％ 45％ 

プラットフォーム或いは戦力発揮主体（戦闘機等） 31％ 24％ 

作戦支援機能（整備補給支援等） 36％ 31％ 

    これらのデータが示しているところは、およそ 40 年前にはプラットフォーム、指

揮・統制等作戦遂行機能及び作戦支援機能の３つの機能は、概ね３等分された均等

な予算配分で態勢整備が進められてきていたが、近年においては、プラットフォー

ム・戦力発揮主体及び作戦支援機能への予算配分が減少し、その減少分は指揮・統

制等作戦遂行機能へ配分されている。即ち、より大きな戦闘力を発揮するためには

プラットフォームよりも情報・指揮・統制機能の充実・強化を図るために予算をよ

り多く配分する必要がある、ということを示している。 

（２）安全保障環境の変化に対するノースロップグラマン社の対応 

ア．M&A の推進による企業能力の造成 

 （ア）1990 年代初期におけるノースロップグラマン社の企業戦略 

    米国の防衛産業は、1980 年代後半から 1990 年代を通じて大規模な吸収合併（Marge 

& Acquisition：M&A）を実施したが、ノースロップグラマン社は 1990 年代初頭に、

①将来戦の様相の定義、②国防省が要求する戦力に対する支援が出来る能力を造成

すること、の二つをテーマにして社内でのスタディーを実施した。 

    この結果、次の５つの分野へ焦点をあわせて企業能力の造成・形成を図るべきで

あるとの結論を得、これに基づき 1990 年代における企業の吸収合併を積極的に進め、

企業能力の造成、獲得、維持、強化育成を図っていった。 

  a. 捜索能力 

  b. 先端技術による戦闘管理能力 

  c. 精密攻撃能力 

  d. 情報戦能力 

  e. システムオブシステム 

 （イ）ノースロップグラマン社が吸収合併した主要企業 

  a. 1994 年にグラマン社 

  b. 1998 年にウエスチングハウス社 
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  c. 1997 年に Logicon 社 

  d. 1999 年に Ryan Aeronautical 社 

  e. 2001 年に Litton 社 

  f. 2001 年に Newport News 社 

  g. 2002 年に TRW 社 

イ．吸収合併後のノースロップグラマン社の体制 

ウ．吸収合併による効果 

 （ア）社内の会社能力の一体化 

    社内の会社が有する能力を一体化することによって、高度に複合化したシステム

の事業を実施できる態勢が出来上がった。 

 （イ）他企業との提携（パートナーシップ）による事業 

   他企業との提携は、システムオブシステムの製造に当たり、 高の能力を有する企

業を選定することによって能力を補完し合い、結果として 高性能を発揮できるコス

トエフェクティブなトータルシステムを完成させようとする共通の認識によるもので

ある。代表的な事業についての提携関係は次のとおりである。 

システム プライムコントラクター サブコントラクター 

KEI ノースロップグラマン社 レイセオン社 

TSAT ロッキードマーチン社 ノースロップグラマン社 

F/A-18 ボーイング社 ノースロップグラマン社 

Deepwater System ノースロップグラマン社及

びロッキードマーチン社 

EADS 社 

 

エ．ノースロップグラマン社が目指す今後の進むべき方向 

会長
CEO 

社長
COO 

NEWPORT 
NEWS 

SHIP 
SYSTEMS 

SPACE 
TECHNOLOGY 

TECHNICAL 
SERVICES 

ELECTRONIC 
SYSTEMS 

INFORMATION 
TECHNOLOGY 

MISSION 
SYSTEMS 

INTEGRATED 
SYSTEMS 
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 （ア）複合した会社能力をもって中心的なインテグレーターとして事業を推進する。即

ち、「単なるプラットフォームの提供者となるのではなく、軍が要求する能力を発

揮できるトータルソリューションを提供する企業となることを目指す」としている。 

 （イ）米国の他の防衛企業との提携を積極的に行いその関係を深める。 

 （ウ）外国企業との提携を行い、 良技術による装備品を米軍に提供する。 

 （エ）同盟国への武器輸出を通じて同盟関係の強化並びに防衛力の強化を図り、地域並

びにグローバルな安全保障環境の改善に寄与する。因みに、2006 年における NATO

主要国への主要な武器の輸出状況は、次のとおりである。 

  a. 英国 

    ・C-17 グローブマスター、AH-64 アパッチヘリ、MQ-1 プレデータ。 

  b. フランス 

    ・E-3 AWACS、E-2C Hawkeye、KC-135 タンカー。 

  c. ドイツ 

    ・F-4 ファントム、パトリオットシステム、CH-53 ヘリ。 

  d. スペイン 

    ・F-18 ホーネット、P-3 オライオン、C-130 輸送機。 

  e. イタリア 

    ・CH-47 チヌーク、F-16 ファルコン、MQ-1 プレデータ。 

（５）米国の防衛産業に求められているもの 

 「国際安全保障環境は在来型地域紛争以上の広がりをもった脅威環境となっており、米

軍は統合された戦闘能力を求めている。従って、米国防衛産業は統合されたソリューショ

ンを米軍に提供しなければならない。」というのがノースロップグラマン社の認識である。 

３-１-２-３ レイセオン社 

（１）核心とする技術領域 

 次の４つの技術分野で他の追随を許さない地位を確立し維持しようとしている。即ち、 

①Sensing 技術、②C3I システム、③精密な効果を得るための技術、④トータルなライフサ

イクルを保障するミッションサポートのための技術、である。 

（２）安全保障環境の変化へのレイセオン社の対応 

ア．冷戦終末期及び終焉後から 1990 年代にかけて 

  1990 年代に大手防衛産業が大規模な吸収合併に進んでいく中で、レイセオン社はやや
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遅れて大規模な吸収合併に参入した。レイセオン社は、防衛電子機器分野でのリーディ

ングカンパニーになるとの企業戦略のもとに買収を進めていった。代表的な吸収合併の

状況は次のとおりである。 

（ア） 1995 年に E-Systems 社を買収 

（イ） 1996 年に E-Systems 社と補完的な技術力を有しているクライスラーテクノロジ

ーズ社の航空機修理及び電子関連の 2 部門を買収 

（ウ） 1997 年にテキサスインスツルメント社の防衛部門であるディフェンスシステム

ズ・アンド・エレクトロニクス・グループを買収 

（エ） 同じく 1997 年にゼネラルモーターズ社傘下のヒューズエアクラフトカンパニー

社を買収 

（オ） 1998 年に航空機管制システム・敵味方識別システム・通信システム・軍用レー

ダー等を主要製品とするアライドシグナル社通信システム部門を買収 

なお、これ以後大きな買収は行なっていない。 

  これら一連の買収により、レイセオン社は、防衛関連年間売上高において、ロッキー

ドマーチン社及びボーイング社に次ぐ規模になると共に防衛電子機器分野でのリーダー

としての地位を確立した。 

イ．2000 年代及び今後における対応 

 （ア）企業買収のために資産（キャッシュ）を使うよりも株主に還元することが求めら

れているため、当面、大規模な吸収合併は行なわない。 

 （イ）補正予算を除く防衛予算の伸びは鈍化し、補正予算は 2011 年にはゼロになると予

測される。したがって、かつて 1980 年代後半から 1990 年代前半にわたった防衛予

算の下降時期と同じ状況が今後数年で始まると予想される。このためレイセオン社

の専門とする得意技術を使った派生製品（Adjacent market における製品）を製造して

企業業績を上げ、これにより企業全体の好況を持続してその利益をもって本来製品

の技術革新を達成する。 

 （ウ）先に述べた４つの核心となる技術領域において、レイセオン社の既存の地位の維

持と向上を図るため、次により企業努力を集中する。 

a. Sensing：精密な空中、宇宙、海中における状況に関するデータの取得能力 

b. Effects：ハードな目標から情報システム等のソフトあるいは機能等にわたる多様な

対象の効果的な破壊能力 
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c. C3I：意思決定権者による指揮・統制機能並びに関係部署による情報共有機能 

d. Mission Support：システムの全ライフサイクルを通じた支援を提供する。 

 （エ）レイセオン社の核心技術マーケットにおける知識・技術を駆使して隣接マーケッ

ト製品を開発すると共にミッションシステム統合技術領域の拡充を図る。 

 （オ）レイセオン社の専門技術を充実発展させ外国の顧客との関係を強化する。 

 （カ）性能、顧客との良好な関係の維持並びに要求される能力に対するソリューション

を提供できることを基礎にして顧客に焦点を合わせて対応すること。 

 

３-２ 欧 州 

３-２-１ NATO の防衛能力向上計画 

（１）防衛力整備計画の策定 

防衛力整備は、基本的に NATO 加盟各国の主体的な防衛力整備計画に基づいて各国が定

める防衛予算を執行することによって達成されるが、ＥＵとしての防衛力整備を効果的、

効率的に行なうため、加盟国間の計画の調整と実行状況の検証を行なうメーカーニズムを

設けている。まず、加盟国国防相からなる「国防相会議」が「国防相指針」を出し、これ

を受けて「NATO 兵力到達目標」が策定される。各国はこれを具体化するための「兵力整

備計画」を策定し、ＥＵ加盟各国と調整しながら 終的な「兵力整備計画」を策定する。

この「NATO 兵力到達目標」は６年ごとに見直され新たに策定される。国防相会議は２年

ごとに開催されるので、「国防省指針」が見直されればそれを受けた「NATO 兵力到達目

標」も見直されることになる。各国は計画に基づき防衛予算を決定して計画を実行に移す

わけであるが、その実行状況について、各国は毎年「年度防衛力見直し」を行ない NATO

事務局に報告することとされている。 

（２）NATO の防衛能力向上計画（Defense Capability Initiative）とその実行 

 コソボ紛争で明らかとなった NATO 欧州軍の米軍との能力格差を是正するための兵力整

備は、第２章２-２-２で述べたとおり、1999 年４月のワシントンにおける NATO 国防相会

議で採択された「NATO の防衛能力向上計画」を着実に実行することによって達成される

としているが、この構想の中で、この構想に基づく兵力整備の各国間の調整と実行状況の

確認を行なうための機関として、NATO 事務局の中に「高級レベル推進グループ（High Level 

Steering Group）」を設置することが決められた。これは各国の筆頭官僚からなるグループ

で NATO 副事務局長が会議の議長を勤め、各国間の計画の調整を行なうと共に計画の実行
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状況の検証も行なうものである。このグループは数週間に一度の頻度で会合し、防衛能力

向上計画の進捗状況を検証しその後の計画の進め方についての指針を与えている。 

 防衛能力向上計画（DCI）では、大きく分けて５つの分野の能力向上が必要であるとして

いるが、これらを更に 59 の細部実施項目に分けている。その初度の進捗状況の検証におい

て、満足に進捗しているとされたのは特に予算を必要としない 14 項目、次いで顕著な進展

が見られるものが 24 項目あるが、特に多額の予算を必要とする 21 項目については計画の

進捗が見られないとしている。 

その後、2002 年 11 月にチェコのプラグで開かれた NATO 首脳会議で、「Prague Capability 

Commitment」が発表された。ここでは DCI 計画の実施状況について、計画どおり進捗して

いる分野とそうでない分野とがあり、これら遅れている分野の促進を督促すると共に新た

にテロとの戦いに関する分野の能力向上が追加された。従来の項目と共にあらためて確認

された項目として、①C,B,R,N 攻撃対処能力、②情報、捜索及び目標補足能力、③空対地捜

索能力、④指揮、統制、通信能力、⑤効果的戦闘能力（PGM 能力及び敵防空制圧能力を含

む）、⑥戦略航空輸送・海上輸送能力、⑦空中給油能力、⑧機動戦闘支援能力、を挙げ各

国に対して能力向上施策の速やかな遂行を促した。 

３-２-２ 英国防省の新たな装備品の開発・取得計画 

 冷戦終結後における、コソボ紛争から 9.11 米国同時多発テロ等、激変する国際安全保障

情勢とその教訓等を踏まえて英国防省が発表した「Defense Industrial Strategy」（2005 年 12

月）に基づき、英国防省の新しい装備品の開発・取得計画の主要なものを紹介する。 

（１）海軍戦力 

 ア．Military Afloat Reach and Sustainability （MARS） 

  ・過去 大級の空母である。2 隻建艦予定。運用開始は製造フェーズになったときに決

める。 

 イ．タイプ 45 駆逐艦 

  ・ 新艦隊防空システム装備。8 隻が建艦され 2010 年代半ばに運用開始予定 

（２）装甲戦闘車両 

 ア．チャレンジャー２戦車（CR2） 

  ・1998 年に部隊配備を開始し 2030 年まで運用予定。長期性能維持契約が必要 

 イ．Future Rapid Effect System 

  ・英国陸軍の優先順位の も高いプロジェクトで、ネット化できる走行戦闘車両 
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  ・2010 年代半ばに運用開始予定。 

（３）固定翼航空機 

 ア．ジェット戦闘機 

（ア）タイフーン 

・ マルチロール戦闘機でジャガー及びトーネードの後継機 

・ 2003 年部隊配備を開始し 2030 年まで運用予定 

（イ）Joint Strike Fighter 

   ・ハリアー及びシーハリアーの後継機で 2010 年代半ばに運用開始予定 

 （ウ）トーネード GR4 

   ・対地攻撃機、改修機は対地偵察任務を実施可能で 2020 年代半ば運用開始予定 

 （エ）ハリアーGR9 

   ・エンジン能力向上及び電子システム改修、高性能 PGM 搭載 

   ・2010 年代後半運用開始予定 

 イ．大型機 

 （ア）将来戦略空中給油機（Future Strategic Tanker Aircraft：FSTA） 

   ・現用 VC-10 及び TriStar の後継機で運用開始予定は 2010 年初頭 

   ・製造は AirTanker 社（EADS、Cobham、Rolls-Royce、Thales、VT Group からなるコ

ンソーシアム） 

 （イ）A400M 輸送機 

   ・戦略及び戦術空輸機、陸海空軍いずれのミッションでも実施可能 

   ・７カ国（英、仏、独、トルコ、スペイン、ベルギー、ルクセンブルグ）による共

同プロジェクトで契約は Airbus Military SL（AMSL）社 

   ・運用開始は 2010 年代半ばを予定 

 （ウ）EAGLE 

   ・現用の AWACS 機 Sentry AEW Mk 1 の後継機として開発中 

   ・契約は Northrop Grumman 社、運用開始は 2010 年代所期を予定 

 （エ）Airborne Stand Off Radar（ASTOR）搭載 Sentinel RMK１機 

   ・対地捜索能力を有する航空機で 2006 年に運用開始 

（４）回転翼航空機 

 ア．Marlin Mk1 
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  ・海軍の ASW 性能向上のためオープンシステムアーキテクチャーを採用 

  ・2010 年代半ばに運用開始予定。 

 イ．Battlefield Reconnaissance Helicopter （BRH）、Surface Combatant Maritime Rotorcraft 

（SCMR） 

  ・陸軍の戦場偵察ヘリ及び海軍の海上戦闘ヘリ 

  ・現用 Lynx 及び Gazelle の後継機として開発中 

  ・2010 年代半ばに運用開始予定 

（５）複合兵器 

 ア．対艦・対潜水艦兵器：Spearfish。2010 年代初頭運用開始予定 

 イ．防空兵器：Principal Anti-Air Missile System（PAAMS） 

 ウ．空対空ミサイル 

 （ア）Advanced Short-Range Air-to-Air Missile（ASRAAM） 

 （イ）Advanced Medium- Range Air-to-Air Missile（AMRAAM） 

 （ウ）Beyond Visual Range Air-to-Air Missile（BVRAAM） 

 エ．空対地ミサイル 

  Hellfire、Storm Shadow、Paveway Ⅳ、Selected Precision Effects at Range 等 

 オ．地対地ミサイル 

  Guided Multi Launch Rocket System （GMLRS）他 

（７）C4ISTAR 

 ア．Joint Command and Control Support Programme 

  ・DII を使った指揮支援アプリケーションを開発するもの。現在開発中 

 イ．Joint Military Air Traffic Services Programme 

  ・次世代統合航空交通管制プログラム。 

 ウ．Future Integrated Soldier Technology 

  ・歩兵部隊隊員の各種任務遂行支援。現在開発中。2020 年代初頭運用開始予定。 

 エ．Royal Navy JTIDS/STDL：英海軍戦術データリンク（L-16）運用開始目前。 

 オ．ASTOR（Airborne Stand Off Radar System） 

  ・航空機搭載地上目標捜索レーダーシステム。2006 年末運用開始。 

 カ．SOOTHSAYER 

  ・ 新 ECM 機。2010 年運用開始予定 
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 キ．WATCHKEEPER 

  ・画像、情報、通信中継用戦術 UAV。2010 年運用開始予定 

（８）CBRN 防護装置 

 ア．警戒・警報装置 

  Unmanned Biological Detection System 他 

 イ．生存のための装置 

  Personal NBC Protection System 他 

 ウ．除染・被害復旧後の安全維持継続 

  NBC Reconnaissance & Survey Program 他 
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第３章  我が国の安全保障政策および防衛力整備の変化  

１．新防衛計画の大綱 

１-１ 新防衛大綱策定の背景等 1 

政府は、冷戦終結後特に 9.11 米国同時テロ後の国際情勢の変化及び軍事力の役割の多様

化の進展、情報通信技術を始めとする科学技術の飛躍的発展、近年における自衛隊の活動

の拡大とわが国の緊急対処体制の整備等の状況の変化等に的確に対応するため、2004 年 12

月に｢平成 17 年度以降に係る防衛計画の大綱について｣（以下「新防衛大綱」という。） を

策定した。 

 

１-２ 経緯及び基本的考え方 

（１）検討経緯 2 

2001 年９月から 2004 年 12 月にかけて防衛庁長官（当時）の下に｢防衛力の在り方検討会

議｣を設けて幅広い観点から検討を行った。この検討を踏まえて、政府は 2003 年 12 月｢弾

道ミサイル防衛システムの整備等について｣を閣議決定した。 

また、政府としては、我が国の安全保障と防衛力のあり方について幅広い観点から総合

的な検討を行うため、総理大臣の下に｢安全保障と防衛力に関する懇談会｣3を設置して 12

回に上る議論を重ねた。同懇談会は、報告書（通称荒木レポート）の中で、日本の安全保

障の２つの目標を達成するため、３つのアプローチを適切に組み合わせる「統合的安全保

障戦略」の考え方を明示した。 

これらの検討を踏まえて 2004 年 12 月 10 日、安全保障会議と閣議において新防衛大綱が決

定された。 

（２）基本的考え方 4 

新防衛大綱においては、①わが国に直接脅威が及ぶことを防止し、脅威が及んだ場合に

はこれを排除すると共に、その被害を 小化すること ②国際的な安全保障環境を改善し、

わが国に脅威が及ばないようにすること の２つを安全保障の目標として掲げている。こ

の安全保障の目標を達成するために①わが国自身の努力 ②同盟国との協力 ③国際社会

との協力の３つのアプローチを統合的に組み合わせることとしている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 防衛白書 平成 19 年度版（以下「白書」） 98p～99p  
2 白書：100p 
3 座長：荒木浩 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ampobouei/dai13/13siryou.pdf 
4 白書：100ｐ～102ｐ 
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新防衛大綱は、ポスト４次防以来踏襲してきた基盤的防衛力構想を、事態への実効的な

対応及び国際平和協力活動への主体的・積極的な取り組みの観点から見直し、多機能で弾

力的な実効性のある防衛力への転換、従来の｢抑止効果｣重視から、国内外のさまざまな事

態への｢対処能力｣重視へ転換していることが特色である。 

 

１-３ 新防衛大綱の概要 

（１）わが国の安全保障の基本方針 5 

前述の２つの安全保障の目標を達成するため｢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｣を統合的に組み合わせることとしており、それぞれの内容は次の通

りである。 

ア．わが国自身の努力 

わが国として総力を挙げた取り組みにより、わが国に脅威が及ぶことを防止すべく

大限努めると共に、脅威が及んだ場合には迅速・的確な意思決定、関係機関の適切な連

携により統合的に対応する。 

国民保護の体制の構築、国地方公共団体の相互連携により万全の体制を整える。同時に

国際的な安全保障環境改善のための外交活動を主体的に実施する。 

イ．日米安全保障体制（同盟国との協力） 

日米安保体制の実効性を確保するために、① 新たな安全保障環境とその下における戦

略目標に関する日米の認識の共通性を高めつつ、日米の役割分担や軍事態勢などの安全

保障全般に関する米国との戦略的な対話に積極的に取り組む。② 情報交換、各種運用協

力、弾道ミサイル防衛に関する協力などの施策を積極的に推進することを通して日米安

保体制を強化する。 

ウ．国際社会との協力 

国際的な安全保障環境を改善し、わが国の安全と繁栄に資するため政府開発援助の戦

略的な活用を含め外交活動を積極的に推進すると共に、国際平和協力活動を外交と一体

のものとして主体的・積極的に行うこととしている。特に中東から東アジアにおける地

域安定に資するべくアジア太平洋地域における安全保障における多国間枠組みの努力を

推進することとしている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5 白書：103p～104p 
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（２）防衛力の在り方 6 

新たな脅威や多様な事態への実効的な対応、本格的な侵略事態への備え及び国際的な安

全保障環境の改善のための主体的・積極的な取り組みという防衛力の３つの役割を、事態

毎にその果たすべき役割・対応や自衛隊の体制の考え方等として包括的に述べており、そ

の概要は以下の通りである。 

ア．防衛力の役割 7 

（ア）新たな脅威や多様な事態への実効的な対応 

予測困難で突発的に発生する可能性の高い新たな脅威や多様な事態に対しては、事態

の特性に応じた即応性や高い機動性を備えた部隊などを、その特性やわが国の地理的特

性に応じて編成・配置して実効的に対応する。事態発生時には関係機関との間において、

状況と役割分担に応じて円滑かつ緊密に協力し切れ目のない対応に努める。 

（イ）本格的な侵略事態への備え 

冷戦型の整備構想を転換し、本格的な侵略事態に備えた装備・要員について抜本的な

見直しを行い、縮減を図る。然しながら、防衛力の役割が本格的な侵略事態への対処で

あり、またその整備が短期間になし得ないことに鑑み、本格的な侵略事態に対処するた

めの も基盤的な部分を確保する。 

（ウ）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 

前大綱で｢貢献｣と位置づけられた国際平和協力活動を本来的な任務として位置づけ、

国際平和協力活動に適切に取り組むため、教育訓練体制、所要の部隊の待機態勢、輸送

能力などを整備し、迅速に部隊を派遣し、継続的に活動するための各種基盤を確立する。 

 また、安全保障対話・防衛交流の推進など各種の二国間・多国間訓練を含む安全保障

対話・防衛交流を引き続き推進すると共に、国連を含む国際機関などが行う軍備管理・

軍縮分野の諸活動へ引き続き協力するなど、国際社会の平和と安定に資する活動を積極

的に推進する必要がある。 

イ．防衛力の基本的な事項 8 

上述の防衛力の役割を果たすため、防衛力の基本的な事項として次のものを挙げている。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
6 白書：104p～106p 
7 白書：104p～106p 
8 白書：106p～107p 
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（ア）統合運用の強化 

自衛隊の任務を迅速かつ効果的に遂行するために、当初から自衛隊を一体的、有機的

に運用する統合運用体制を強化することが必要である。このための長官（当時）の補佐

機構として統合幕僚監部の創設が盛り込まれ、それを受け、2006 年３月末統合運用体制

が発足した。 

（イ）RMA の進展等への対応（情報機能の強化及び科学技術の発展への対応） 

近年における軍事科学技術の進展は著しく、将来戦においては ①多様なセンサーや情

報ネットワークを活用した情報の共有化により戦場認識能力を向上 ②航空機、艦艇等の

攻撃プラットフォーム単独の能力に加え、ネットワーク全体のシステムとしての能力が

勝敗を左右 ③軍事力の目標達成効率の向上及び損害極限の観点から長距離精密誘導兵

器が必要不可欠 ④宇宙空間、電子空間までの作戦域が拡大すると共に情報処理と判断の

迅速化により作戦スピードが加速 ⑤兵員の損害極限のため、装備の無人化や省人化が進

展 ⑥広域分散した味方部隊の位置及び消耗状況を正確に把握することを通じて効率的

な兵站管理が可能、等の戦闘様相の変化が生じることが予想されるので、これらを踏ま

えた装備の近代化や戦術戦法の開発が必要である。9  

白書においては、安全保障環境や技術動向などを踏まえた高度で多様な情報収集能力

や、総合的な情報分析・評価能力などの強化を図ると共に、当該能力を支える情報本部

をはじめとする情報部門の体制を充実することにより、高度な情報能力を構築すると記

述している。情報・科学技術の進歩に伴う各種技術革新の成果を確実に反映させること

が必要である。特に、内外の優れた情報通信技術に対応し、統合運用に不可欠な確実な

指揮命令と迅速な情報共有を進めると共に、運用及び体制の効率化を図るため、高度な

指揮通信ネットワークを構築する。10 

（ウ）人的資源の効果的な活用  

限られた人的資源の効果的活用のため必要な教育訓練を行う等により人的基盤を強化

する。 

（３）留意事項 11 

新防衛大綱においては、防衛力の整備、維持及び運用に際して、次の点に留意すること

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
9 防衛産業・技術基盤の維持・育成に関する基本的方向 
（URL：http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g01120bj.pdf） 
10 白書：106p 
11 白書：111p 
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とされている。 

ア．財政事情、装備品などの取得、防衛施設の維持・運用 

一層の効率化、合理化を図り、経費を抑制すると共に、国のほかの諸施策との調和を

図りつつ、防衛力全体として円滑に十全な機能を果たし得るようにする。また、装備品

などの取得に当たってのライフサイクルコストの抑制に向けた取り組みの推進、効果的

かつ効率的な研究開発の実施、中核技術分野などへの限られた資源の重点的配分による

真に必要な防衛生産・技術基盤の確立などに努める。 

イ．防衛力の目標の達成時期とその見直し 

防衛力のあり方について概ね 10 年後までを念頭に置くと明示している。大綱について

は５年後または情勢に重要な変化が生じた場合には必要な修正を行うこととされた。 

 

２．安全保障政策の動向と重要課題等 

新防衛大綱に基づき主要な安全保障政策毎の現況及び課題等は、以下の３-２-１～３-２

-７に述べている通りである。 

 

２-１ 本格的な侵略事態と新たな事態への対応の節調 

云うまでもなく、9.11 以後の国際安全保障環境は激変し、新しい脅威が顕在化しつつあ

るとは言え、わが国周辺においては所謂冷戦型の脅威が厳然として存在しており、脅威の

複線化といわれている。一方、わが国の厳しい財政事情は引き続き継続するものと考えら

れ、装備品の価格も逐次高騰している。また、防衛機器産業は、引き続き厳しい経営状況

にある。 

このような情勢下において、対処すべき脅威の質と量を見極め、国際社会の応分の役割

を考慮し、防衛力整備の優先順位を決定し、適正な資源配分を行う必要度が高くなってい

る。極めて難しい判断が迫られており、わが国は、かつて経験したことのない、極めて複

雑な数次方程式を解かざるを得ない状況に直面している。 

 

２-２ ミサイル防衛 12 

ミサイル防衛においては、BMD システムの整備を含む所要の体制を早期に確立し、実効

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
12 白書：104p、185p～188p 
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的に対応する。また、核兵器の脅威に対しては米国の抑止力とあいまって BMD に関する取

り組みにより対応する。 

 

（１）BMD システム整備の基本的考え方 

2003 年 12 月の閣議決定（弾道ミサイル防衛システムの整備、弾道ミサイル防衛用能力向

上型迎撃ミサイルの日米共同開発）以降、わが国が整備を進めている BMD システムは、現

在自衛隊が保有しているイージス艦による「上層での迎撃」とペトリオット・システムに

よる「下層での迎撃」を行う多層防衛の考え方を基本としている。本 BMD システムは、こ

れらに加えて探知・追尾のためのセンサー、指揮統制・通信システムで構成される。 

（２）システム整備の現況と将来の課題 

2007 年３月の空自入間基地へのペトリオット PAC3 の配備を皮切りに、2011 年度までに、

イージス艦：４隻、ペトリオット PAC3：１６個 FU、FPS-5：４基、FPS-3 改：7 基を指揮

通信システムで連接したシステムを構築することが当面の目標である。 

然しながら、弾道ミサイルの先進化に対応するためにも、従来型の弾道ミサイルについて

も、迎撃ミサイルの運動性能の向上などを図り、BMD システムの効率性・信頼性の向上が

必要である。このような観点から、大綱別表体制整備以降のイージス艦とペトリオット・

システムの能力向上について米国における開発の状況などを踏まえて検討の上必要な措置

を講じ、また日米共同技術研究の成果を踏まえた日米共同開発を 2006 年から開始し、更に

能力向上を図るための日米共同研究を行うこととしている。 

 

２-３ テロ又はゲリラや特殊部隊による攻撃への対応 

部隊の即応性を高め、機動性の向上を図り、迅速に部隊を集中して対処するなど状況に

応じて柔軟に対応するものとし、事態に実効的に対応しうる能力を備えた体制を保持する。 

9.11 米国同時多発テロ事件の後、生物・化学兵器による WMD テロ、サイバーテロ、航空

機テロ等の非国家主体等による非対称的な脅威の蓋然性が高まりつつあり、また我が国周

辺においては不審船事案の頻発、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発・配備を進める国が

存在し、また特殊部隊を多数保有する特異な国家もあり、ゲリラ・特殊部隊による我が国

への武力攻撃も重大な脅威となりつつある。 

（１）テロ対策等 

政府は 2004 年 12 月｢テロの未然防止に関する行動計画｣を策定し、その中で今後速やか
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に講ずべきテロの未然防止策として６つのカテゴリー、16 の項目を挙げている。対処につ

いては、地下鉄サリン事件等を受けて幾つかの対応マニュアルを定めた。その後、9.11 同

時多発テロを受けて 2001 年 10 月関係省庁会議を開催して、関係機関の能力強化、備蓄の

推進、関係省庁の役割分担、相互連携等を申し合わせた。同年 11 月には同幹事会「NBCテ

ロ現地関係機関連携モデル｣を発表し、WMDテロ攻撃後の事後管理の標準モデルとなって

いる。13 

（２）ゲリラや特殊部隊による攻撃への対処 

ゲリラや特殊部隊による攻撃に際しては、ゲリラや特殊部隊を輸送する各種船舶や潜水

艦などを出来るだけ早期に発見し、洋上での阻止に努める。領土内に潜入する恐れがある

場合には陸自の偵察部隊等により沿岸部で警戒監視を行い、潜入した場合には偵察部隊や

航空機等により捜索・発見を行う。必要に応じ重要施設などに警護のための部隊を配置、

終的には敵を包囲し捕獲・撃破する。 

（３）国民の保護のための措置 

2004 年６月に成立した国民保護法において、武力攻撃事態や緊急対処事態に際して、国

はその組織・機能の全てを挙げて自ら国民保護措置を実施することとしている。また地方

公共団体及び指定公共機関は、国の基本方針に基づき所要の国民保護措置を実施すること

とされている。 

（４）自衛隊の対応と課題 

自衛隊はこれらの事態に対しては防衛出動、治安出動、国民保護等派遣等により対処す

る。これらの対処においては、所謂冷戦型の戦闘とは異なる戦いを強いられることとなり、

事態に応じた戦術・戦法の案出とそれらを可能とする各種装備品が必要となろう。 

 

２-４ その他の事態への対応 

（１）島嶼部に対する侵略への対応 14 

部隊を機動的に海上・航空輸送し展開させ、精密誘導攻撃等による実効的な対処能力を

備えた体制を保持する。 

（２）周辺海空域の警戒監視及び領空侵犯対処や武装工作船などへの対応 15 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
         
13 ポスト 9.11 時代のわが国の安全保障政策と防衛産業基盤に関する調査研究 68p 
14 白書：105p 
15 白書：105p 
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周辺海空域における常続的な警戒監視体制、領空侵犯への即時適切な措置を講ずるため

の戦闘機部隊の体制、周辺海域における武装工作船、領海内で航行する外国潜水艦などに

適切に対処する体制を保持する。 

（３）大規模・特殊災害などへの対応 

国内のどの地域においても災害救援を実施しうる部隊や専門能力を備えた体制を保持す

る。 

 

２-５ 国際平和協力活動の本来任務化への対応 

自衛隊が従来にも増して国際平和協力活動に主体的・積極的に取り組むための体制整備

の一環として、2007 年防衛省への移行と同時に、国際平和協力活動を付随的任務から本来

任務へと改正した。 

（１）自衛隊による国際活動 

自衛隊が実施してきた国際平和協力活動は、 

① 国連平和維持活動（ＰＫＯ活動）を中心とする国際平和協力法に基づく活動 

② 国際緊急援助隊法に基づく災害救援活動 

③ 9.11 テロ事件後のテロ対策特措法とイラク人道復興支援特措法の２つの時限立法に基

づくインド洋上及びイラクでの活動 

④ 拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）への参加  の４つに区分できる。 

このうち、③の特措法に基づく活動は国際安全環境の改善のための活動として位置づけ

られるものであり、時限立法の形ではなく恒久的な国際協力法を制定して、現行の PKO 法

の限界を補正することが必要である。 

（２）体制整備 

2007 年３月中央即応集団が新編され、更に中央即応連隊等が 07 年度末に新編されて、国

際平和協力活動に迅速且つ継続して部隊を派遣できる体制が強化される。 

（３）今後の課題等 16 

今後も国際安全保障環境の改善に主体的に関与していくために自衛隊が克服すべき装備

面での主な課題は｢輸送｣と｢補給｣における能力の向上である。｢輸送｣と「補給」の活動は、

国際平和協力活動に限らず、日米同盟の枠組みにおける｢周辺事態｣への対処においても日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
16 ポスト 9.11 時代のわが国の安全保障政策と防衛産業基盤に関する調査研究  95p 
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本に求められる後方支援活動の主任務であり、その意味においてもこれら二つの面におけ

る能力の向上は喫緊の課題である。また、これらの活動は長期に亘ることも予期され、長

期作戦に耐えうる所要の態勢整備が必要である。  

 

２-６ 日米防衛協力の深化への対応 

日米両国は、新たな脅威の台頭やグローバル化などの国際的な安全保障環境の変化、情

報通信技術や機動力の向上など軍事技術面の飛躍的向上や各種技術の統合化の進展、我が

国における新防衛大綱の策定、米軍の変革と態勢見直し等を受けて、各種協議を精力的に

実施し、第一段階：共通戦略目標、第二段階：日米の役割・任務・能力及び第三段階：兵

力態勢の再編について合意した。以下、本論の主題に関連する共通戦略目標及び日米の役

割等についてその概要を記す。 

（１）共通戦略目標（2005 年２月「２＋２」共同発表） 

○ 地域：日本の安全の確保／地域の平和と安定の強化、朝鮮半島の平和的統一、北朝鮮

に関連する諸問題の平和的解決、中国の責任ある建設的役割を歓迎し協力関係を発展、台

湾海峡を巡る問題の平和的解決、中国の軍事分野での透明性向上、ロシアの建設的関与、

平和で安定し活力のある東南アジアの支援など 

○ 世界：国際社会での民主主義などの基本的価値推進、国際平和協力活動などにおける

協力、大量破壊兵器およびその運搬手段の削減・不拡散、テロ防止・根絶、国連安保理の

実効性向上など 

（２）日米の役割・任務・能力（第２段階） 

第２段階の日米の役割・任務・能力の検討は、第１段階において特定された共通戦略目

標を達成するため、日米、特に自衛隊と米軍が、十分な調整を行いながら多様な課題に実

効的に対処する上で、どのように協力していくかを明らかにするものである。2005 年 10 月

の「共同文書」において取りまとめられた項目は、次のとおりである。 

○ ①新たな脅威や多様な事態への対応を含む日本の防衛および周辺事態への対応、②国

際的な安全保障環境改善のための取り組みを重点分野とした上での、それぞれについての

対応にあたっての基本的考え方。 

○ 新たな安全保障環境において、多岐にわたる日米の安全保障・防衛協力において向上

すべき活動の例。 

○ 多様な課題に対処するため、日米間の協力の態勢を強化するために不可欠な措置。こ
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れらの措置の中には、自衛隊と米軍との協力に関わるもののみならず、政府全体とし

て取り組むべきものも含まれている。 

○ 日米の安全保障・防衛協力の強化・拡大 

これらの内容は、後述する通りであり、その実現により、在日米軍などの兵力態勢の再

編とあわせ、日米同盟が、多様な課題に実効的に対処するための能力が構築されることと

なる。 

２国間の安全保障・防衛協力において向上すべき活動の例 17 

1 防空 

2 弾道ミサイル防衛 

3 拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）を含む拡散阻止活動 

4 テロ対策 

5 海上交通の安全を維持するための機雷掃海、海上阻止行動その他の活動 

6 捜索・救難活動 

7 
無人機（UAV：Unmanned Aerial Vehicles）や哨戒機により活動の能力と実効性を増大する

ことを含めた情報・監視・偵察（ISR：Intelligence、Surveillance and Reconnaissanc）活動 

8 人道救援活動 

9 復興支援活動 

10 平和維持活動及び平和維持のための他国の取組みの能力構築 

11 在日米軍施設・区域を含む重要インフラの警護 

12 
大量破壊兵器（WMD：Weapons of Mass Destruction）の廃棄及び除染を含む、大量破壊

兵器による攻撃への対応 

13 

補給、整備、輸送といった相互の後方支援活動。補給協力には相互の空中、海上における

給油が含まれる。輸送協力には航空輸送及び高速輸送艦（HSV：High Speed Vessel）によ

るものを含めた海上輸送を拡大し、共に実施することが含まれる。 

14 
非戦闘員退避活動（NEO：Noncombatant Evacuation Operation）のための輸送、施設の使

用、医療支援その他関連する活動 

15 港湾、・空港、道路、水域・空域及び周波数帯の使用 

 図３－１ 2 国間の活動例（平成 19 年度版防衛白書から） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
17 白書:237p 
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（３）今後の課題 

共通戦略目標及び日米の役割・任務及び保有すべき能力を更に詳細・具体的に分析して、

所要の態勢整備を早急に整える必要がある 

 

２-７ その他 PSI 

新たな脅威の一つとして大量破壊兵器やその運搬手段であるミサイルとこれらの関連機

材・物資がテロリストや懸念国などに拡散する危険性が強く認識され、2003 年ブッシュ大

統領が提唱した｢拡散に対する安全保障構想（PSI）｣に対して、日本を含む 80 カ国以上が支

持している。PSI を広く防衛、外交、法執行、輸出管理などを包含した安全保障の問題とし

て捉え、我が国の総力を結集し平素から主体的・積極的に取り組むことが必要である。然

しながら、この活動の具体化が今後の課題であり、その中における自衛隊の役割の明確化

が求められる。 

 

３．中期防衛力整備計画（中期防） 

中期防では、次の６点を計画の基本として適切な防衛力の整備に努めることとされてい

る 

①多機能で弾力的な実効性のある防衛力の整備  

②防衛省・自衛隊の組織の見直し  

③統合運用、情報機能の強化などによる防衛力の基本の充実  

④装備品などの取得の合理化・効率化など防衛力を支える各種施策の推進  

⑤日米安保体制の一層の強化  

⑥防衛力の効率化、合理化の努力    

（１）防衛省・自衛隊の組織の見直し 

内部部局などのあり方検討等、統合幕僚監部の新設等、情報本部の大臣直轄化、及び自

衛隊の中期防完成時の体制を明示した。 

（２）自衛隊の能力などに関する主要事業 

中期防における自衛隊の能力などに関する主要事業は次の通りである。18 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
18 白書:115p 
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中期防における自衛隊の能力などに関する主要事業 

   

区分 主要事業 

弾道ミサイル攻撃へ

の対応 

○

○

○

○

イージス・システム搭載護衛艦（イージス艦）の能

力向上 

地対空誘導弾（ペトリオット）の能力向上  

警戒管制レーダーの整備  

自動警戒管制システムに弾道ミサイル対処能力

を付加するための改修など 

ゲリラや特殊部隊に

よる攻撃などへの対

応 

○

○

○

人的戦闘力の中核となる普通科部隊の強化策と

して、小銃小隊の 1 個分隊あたりの定数増や各普

通科中隊への狙撃班の新編  

軽装甲機動車、多用途ヘリコプター

（UH-60JA,UH-1J）、戦闘ヘリコプター（AH-64D）

などの整備による即応性・機動性の向上  

核・生物・化学（NBC）兵器による攻撃への対処能

力の向上 

新たな脅

威や多様

な事態へ

の実効的

な対応 

島嶼部に対する侵略

への対応 

○

○

○

輸送機（C-1）後継機、輸送ヘリコプター

（CH-47JA/J）などの整備による輸送展開能力の

向上 

空中給油・輸送機（KC-767）、戦闘機（F-2）などの

整備による防空・洋上阻止能力の向上  

輸送機（C-130H）に救難ヘリコプター（UH-60J）に

対する空中給油機能を付加することによる救難能

力の向上 
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周辺海空域の警戒

監視と領空侵犯対処

や武装工作船などへ

の対応 

○

○

○

護衛艦（DDH、DD）、哨戒ヘリコプター（SH-60K）、

掃海・輸送ヘリコプター（MCH-101）、固定翼哨戒

機（P-3C）の後継機などの整備 

早期警戒機（E-2C）や早期警戒管制機（E-767）の

改善 

戦闘機（F-15）の近代化改修、財政状況なども勘

案しつつ現有の戦闘機（F-4）の後継機を整備  

      

大規模・特殊災害な

どへの対応 
○

救難飛行艇（US-2）、救難ヘリコプター（UH-60J）

の整備 

本格的な

侵略事態

への備え 

防衛大綱に示された保有すべき装備の規模縮小にあわせて、中期防期間内

の整備規模を抑制しつつも、引き続き、戦車、火砲、中距離地対空誘導弾、護

衛艦、潜水艦、掃海艇、哨戒機、戦闘機などを整備し、最も基盤的な部分を確

保 

国際平和協力活

動への適切な取

組み 

○

 

 

○

国際活動教育隊及び中央即応連隊（仮称）を中央即

応集団の隷下に新編 

輸送機、ヘリコプター、軽装甲機動車など国際平和協

力活動に資する装備品の整備 

国際的な

安全保障

環境の改

善のため

の主体的

・積極的な

取組み 

諸外国との安全

保障対話・防衛

交流、共同訓練

などの充実 

○

 

○

 

二国間・多国間の安全保障対話・防衛交流などの諸

施策の推進  

国連を含む国際機関などが行う軍備管理・軍縮分野

における諸活動への協力 

防衛力の

基本的な

事項 

統合運用の強化 

○

 

○

統合幕僚監部の新設 

統合幕僚学校の改編、統合演習の実施、情報通信基

盤の共通化 
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情報機能の強化 

○

 

○

○

○

能力の高い要員の確保・育成も含めた情報本部をは

じめとする情報部門の体制の充実 

各種情報収集器材・装置などの充実  

戦闘機（F-15）の偵察機転用のための試改修に着手 

滞空型無人機について、検討の上、必要な措置を講

ずる。 

科学技術の発展

への対応 

○

 

 

 

 

○

 

指揮通信能力などの強化（指揮命令系統の情報集約

・伝達、部隊レベルの情報共有、サイバー攻撃対処能

力、関係機関等との情報共有、高度な指揮通信システ

ムや情報通信ネットワーク  

研究開発の推進（固定翼哨戒機（P-3C）の後継機、輸

送機（C-1）の後継機、現有戦車の後継戦車、機動戦

闘車の開発、各種指揮統制システム、無人機などの

研究開発） 

人的資源の効果

的な活用 

○

 

○

人事・教育訓練施策の充実 

安全保障問題に関する研究・教育の推進 

装備品等の取得

の合理化・効率

化 

○ ライフサイクルコストの抑制、効率的な調達補給態勢

の整備、防衛産業・技術基盤の確立など総合取得改

革の推進 

防衛力を

支える各

種施策の

推進 

関係機関や地域

社会との協力の

推進 

○ 警察、消防、海上保安庁などとの連携強化、国民保護

法制を踏まえた地方公共団体・地域社会との協力、基

地周辺対策の推進  

                図３－２ 中期防における主要事業 

（３）日米安全保障体制の強化のための施策 

緊密な関係を一層強化するために次の施策を推進することとされている。 

①国際情勢に関する情報と意見交換及び安全保障に関する戦略的な対話の継続 

②運用面における効果的な協力態勢の構築及び共同演習・訓練の充実 

③BMD における協力の一層の推進 

④装備・技術面での幅広い相互交流の充実 
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⑤在日米軍の駐留を円滑かつ効果的にするための施策の推進 

⑥安全保障面での国際取り組みについては、日米の密接な連携施策の推進 

（４）整備規模及び所要経費 

中期防の実施に必要な防衛関係費の総額の限度は概ね 24 兆 2400 億円（平成 16 年度 

価格）を目途とし、予見しがたい事業への対応のために安全保障会議の承認を得て 1,000 億

円を限度として措置できる。尚、見直し条項を設けている。 

 

４．防衛省への移行と本来任務化 

わが国の永年の課題・悲願であった防衛庁の防衛省への移行が、2006 年国会に上程され、 

衆参両院共に９割以上の賛成を得て成立した。 

 

４-1 省移行と本来任務化の基本的考え方 

防衛省移行の背景には、わが国を取り巻く安全保障環境の変化があり、そのうちの主要

なものは①わが国の緊急事態対処の必要度の高まり ②冷戦後の新たな脅威や多様な事態

対応及び国際的な安全保障環境改善の取り組みの必要性 ③国際社会における防衛力の役

割の変化等がある。また一方、自衛隊に対する国内外の期待が益々高まりつつある。これ

らに的確に対応するためには、①防衛政策に関する企画立案機能の強化 ②緊急事態対処

態勢の充実強化 ③国際社会の平和と安定に主体的に取り組む体制整備の必要性があると

の観点から、防衛庁を、国家行政組織上の省と位置づけることが必要と強く認識され、か

つ自衛隊の本来任務を見直し、国際平和協力活動等の取り組みを本来の任務に格上げする

必要があった。  

４-２ 防衛省移行の意義等 

（１）省移行の意義 19 

防衛省移行の意義は次の３点に集約できる。 

① 防衛政策に関する企画立案体制の強化 

② さまざまな緊急事態への迅速・的確な対応 

③ 国際社会の平和と安定に主体的かつ積極的に取り組む体制の整備 

（２）今後の課題 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
19  白書：143p 
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従来、防衛庁は自衛隊管理庁と揶揄されてきたが、省移行により防衛政策に関する企画

立案体制が強化された。然しながら、省移行が看板倒れにならないようにするために解決

すべき課題がある。武器等製造に係わる許認可や、防衛産業の育成と防衛生産・技術基盤

の維持については国防政策・安全保障政策の主要な事項として新たに発足した省が主体的

に、かつ責任を持って所掌すべきことであるとの論 20もあり、今後の検討課題であろう。 

 

５．相互運用性と国際共同開発 

 わが国の防衛装備に係るその他の戦略関係の変化として、日米同盟等の国際協力という

文脈からみた際の大きく相互運用性要求の増大及び国際共同による研究開発に着目して整

理する。 

５-１ 相互運用性要求の増大 

 わが国防衛戦略環境の変化という点で 1997 年以降進められている日米同盟の再構築は、

３-３項で述べた通り日米の共通戦略目標の達成に向けた役割・任務の再設定とそれらを達

成させていくための能力の整備として捉えることができるが、その鍵を握るのが日米相互

運用性の向上と言える。このことは、2007 年度防衛白書においても、日米安全保障体制の

強化のための施策の一つとして、「装備・技術面での幅広い相互交流の充実に努める。」

が挙げられており、日米での装備品の相互運用性の充実という項目が、日米同盟の強化と

いう観点での重要な防衛装備政策となっている。 

 また、2006 年に自衛隊法の改正が行われ、国際貢献任務（国際平和構築活動、大規模災

害救援等）が本来任務化されたことにより、今後も国際平和構築活動への自衛隊の積極的

な参加が見込まれる。こうした国際貢献任務は、部隊としての自己完結性に負うだけでな

く、時として諸外国の部隊との協力といった活動も必要になってくる。そうした中で装備

品についても相互運用性の確保は任務を円滑に進める上での重要な課題となってくると推

定できる。 

 

５-２ 国際共同による研究開発 

現状の防衛装備品の研究開発や生産について世界の動向を見るに、他の一般製品と同じ

く国際分業が急速に進んでいる。例えば米国を中心とする次世代統合戦闘機（JSF：Joint 

Strike Fighter）や NATO 内における装備協力組織として各国装備担当者会議（Conference of 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
20  正論 平成 18 年 10 月号 296p 
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National Armaments Directors）や統合装備協力機構（OCCAR：Organization for Joint Armament 

Cooperation）がユーロコプター（TIGER 戦闘ヘリを含む）、A400M 長距離輸送機、多目

的戦闘装甲車（GTK/MRAV）、将来地対空ミサイル等多くの共同研究開発を行なっている。 

このような国際装備協力を推進するメリットは次のように言われている。 

①同盟・友好関係の信頼性の強化 

②同盟国・友好国との相互運用性の強化 

③研究開発投資の重複を避け、生産量の確保による調達コストの低減 

④ 新技術の共有と防衛技術ギャップの縮小 

⑤国内及び同盟国の防衛産業基盤の維持 

 新しい戦略環境において同盟関係を強化し、多国籍間の共同作戦を容易にし、限られ

た財源の中で効率的な防衛力整備を行なう方策として 適なものと思われる。 

 防衛省（旧防衛庁）では、2000 年８月に我が国の防衛産業・技術基盤を維持・育成する

ための施策の検討に資するため、唐津東海大学教授を会長に経団連防衛生産委員会・日本

航空宇宙工業会・日本造船工業会・日本防衛装備工業会・日本電子工業振興協会等の業界

団体 Top や大学・マスコミ等の有識者を委員とし防衛産業・技術基盤研究会を全４回開催

し、今後の防衛産業・技術基盤の維持・育成の在り方に関する提言を行った。 

 その報告書の中で、日米間の相互運用性確保の重要性と日米共同研究開発の進展につい

て以下の通り纏めている。 

「アジア太平洋地域の平和と安定の維持に積極的に貢献するため、日本有事のみならず

周辺事態においても、自衛隊と米軍との間で広範な協力が行えるようにするための努力を

行っている。したがって、自衛隊と米軍の装備体系の間で今後一層の相互運用性を追求し

ていくことが必要とされている。」 

「さらに、日米間の装備・技術面での幅広い相互交流を充実することにより日米安保体

制の効果的運用に資することを目的として、昭和 58 年に締結された対米武器技術供与取極

の枠組みの下、これまでにＦ－2 の開発や弾道ミサイル防衛技術の研究等を含め 10 件にの

ぼる日米共同研究開発・改修プロジェクトが実施されてきており、この分野における日米

協力は拡大基調にある。また、これらの共同プロジェクトの実施を通じて、我が国は米側

から多くの技術を学ぶ一方、反面で多くの教訓も得たところである。具体的には、①一方

が経費を全額負担する場合には他方にコスト削減インセンティブ（動機）を与えることは

難しいこと、②ワークシェアの比率を予め固定することは、コスト意識を低下させる懸念
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を生じさせる可能性があること、③相手国の 先端技術を共同研究開発に十分活用できる

ようにするとともに、より広範な技術使用を可能とするためには、バーゲニングパワーと

しての自己技術の蓄積が必要であること、④プロジェクトが長期化する場合には一部技術

が陳腐化する可能性があること、⑤出来る限り早い段階から共同作業を行うことが望まし

いことなどである。これらの点を踏まえれば、日米共同研究開発については、日米間の相

互運用性の確保を含む日米安保体制の効果的運用や両国の防衛技術の更なる発展に役立つ

ことを基本とし、今後、これまでに共同プロジェクトの実施を通じて得られた様々な教訓

も念頭に置きつつ、推進していくことが重要である。」 

また、2004 年に日本経団連が防衛産業を代表し、技術立国であるわが国にとって先端技

術の集積である防衛装備品の国際共同開発参画が国の基幹技術育成として重要な施策であ

ること、わが国の武器輸出管理政策の安全保障環境に即した見直しが必要ということを業

界の意見として以下の通り提言している。 

「装備・技術の高度化、高コスト化、多国間の共同運用の増加等に伴い、90 年代以降、

欧米を中心に、開発・生産、運用の両面における多国間連携が進展している。このような

連携を通じて、さらに高度な技術革新が生まれ、また、多国間の同盟関係や企業間の連携

関係の一層の強化が図られている。一方、わが国では、武器輸出三原則等により、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。すでに、わが国は先進国間の共同

開発プロジェクトの流れから取り残されており、将来の防衛装備に係る技術開発面、コス

ト面、ひいては、わが国の安全保障全般に対する影響が懸念される。…すでに述べたとお

り、装備・技術の国際共同開発の傾向が強まるなか、わが国ではこのような機会への参加

や海外企業との技術対話も制限され、 先端技術へのアクセスができない。すでに、日本

の防衛産業は世界の装備・技術開発の動向から取り残され、世界の安全保障の動きからも

孤立しつつあり、諸外国の国際共同開発の成果のみを導入するといった手法には懸念が生

じている。日本経団連では、既に 1995 年から、日米同盟上の関係強化の観点から、輸出管

理政策の見直しについて要望を行ってきたが、内外の安全保障の環境変化を踏まえれば、

現行の輸出管理政策のあり方について再検討を行う必要性は益々増大している。具体的に

は、平和国家としてのわが国の立場を堅持し、武器輸出による国際紛争の助長を回避する

という、現行の武器輸出三原則の基本的理念は引き続き尊重しつつ、一律の禁止ではなく、

わが国の国益に沿った形で輸出管理、技術交流、投資のあり方を再検討する必要がある。」 
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６．我が国の財政事情と防衛予算 

６-１ 財政事情全般 

 我が国の財政の特徴は、一貫して税収と歳出総額との間に大きなギャップがあり、その

不足分を公債の発行により補っていることである。この傾向は、平成元年における公債発

行額が過去 25 年間で 小（6.6 兆円）であったのを境目に年々増加傾向を示し、平成 19 年

度予算における公債依存度は 30.７％を示している。過去 25 年間における一般会計税収、

歳出総額及び公債発行額の推移は図３-３21に示すとおりである。 

 

図３-３ 我が国の財政事情 

上図を見て分かるとおり、一般会計税収は平成２年度の 60.1 兆円をピークとして平成３

年のバブル崩壊以後急速に落ち込み平成 15 年にはボトムの 43.3 兆円となった。以後、税収

は回復傾向を示し平成 19 年度には 53.5 兆円となりほぼ平成元年度レベルとなっている。し

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
21 「我が国の財政事情」（平成 18 年 12 月財務省主計局） 
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かしながら一般会計歳出は、公債残高の上昇に伴い、その２割以上が国債費すなわち国債

の利払いに当てられており（平成 19 年度は 25.3％）、この額は今後増加の一途をたどるこ

とが予測される。公債残高の推移は図３-４22に示すとおりであり、平成 19 年度末で 547 兆

円に上ると見込まれている。  

 

図３-４ 公債残高の推移 

また、債務残高の対GDP比は 2007 年で 177.6％にのぼり、図３－５23に示すとおり先進主

要国の中でも 悪の水準である。  

 
図３－５ 債務残高の国際比較 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
22 www.mof.go.jp/zaisei/con_02.html 「日本の財政を考える」 
23 同上 
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また、歳出の中では高齢化の進展に伴って社会保障関係費が年々増加しており、今後こ

の傾向は益々顕著になる。働く世代（20 歳～64 歳）と高齢者（65 歳以上）の比率は、平成

12 年（2000 年）には 3.6：１であったのに対し、平成 37 年（2025 年）には 1.8：１に平成

62 年（2050 年）には 1.2：１になると予測されている。社会保障関係費の一般会計歳出に

占める割合は平成 12 年度に 19.7％であったが、平成 19 年度においては 25.5％になってい

る。従って、我が国の財政事情は今後ますます厳しくなることが予想される。 

これらを総括すると、我が国の財政事情（平成７年度と平成 19 年度の比較）は図３-６に

示すような状況である。 

 平成 7 年度 平成 19 年度 

税収 53 兆 7,310 億円 53 兆 4,670 億円

公債発行額 12 兆 5,980 億円 25 兆 4,320 億円

公債依存度 17.7％ 30.7％ 

国債費 13 兆 2,213 億円 20 兆 9,988 億円

国債費対一般会計費 18.6％ 25.3％ 

公債残高 約 213 兆円 約 547 兆円

公債残高対 GDP 比 43.3％ 104.8％

GDP 492.8 兆円 521.9 兆円 

一般会計歳出費 70 兆 9,871 億円 82 兆 9,088 億円

社会保障関係費 13 兆 9,368 億円 21 兆 1,409 億円 

社会保障対一般歳出比 19.6％ 25.5％ 

図３-６ 我が国の財政事情総括 

 

６-２ 我が国の財政と防衛関係費 

我が国の防衛関係費は、前防衛大綱初年度の平成７年度以降を見ると、諸数値がほぼ一

定の値を示しており、平成 15 年度以降は連続して対前年度 0.3～1.0％の減額となっている。

図３－７24に示すとおり、一般会計歳出が平成７年度の 70 兆 9,871 億円に対し平成 19 年度

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
24 平成 19 年度防衛白書等 
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には 16.8％増の 82 兆 9,088 億円になっているが、防衛関係費は平成７年度が４兆 7,236 億

円に対し平成 19 年度が僅か 0.01％増の４兆 7,818 億円である。（SACO関係経費及び米軍再

編経費を除いたもの、以下同じ）一般会計歳出に対する構成比では、平成７年度の 6.65％

に対し平成 19 年度は 5.77％と減少している。対GDP比は、平成７年度の 0.959％に対し平

成 19 年度は 0.916％である。このように過去 10 年以上にわたって防衛関係費はほぼ一定の

数値から減少傾向を示している。今後、このような傾向は維持され、ますます厳しくなる

国家財政のなかで防衛関係費も厳しい圧迫を受けることが予測される。      

（単位： 億円、％） 

区分 

 

年度 

GNP/GDP 

（当初見通し）
一般会計歳出 防衛関係費 

防衛関係費の 

対 GNP/GDP 比 

防衛関係費の

対一般会計歳

出比 

平成 7 年度 

（1995） 

 

4,928,000 

 

709,871 

 

47,236 

 

0.959 

 

6.65 

平成 12 年度 

（2000） 

 

4,989,000 

 

849,871 

 

49,218 

 

0.987 

 

5.79 

平成 15 年度 

（2003） 

 

4,986,000 

 

817,891 

 

49,265 

 

0.988 

 

6.02 

平成 17 年度 

（2005） 

 

5,115,000 

 

821,829 

 

48,301 

 

0.944 

 

5.88 

平成 19 年度 

（2007） 

 

5,219,000 

 

829,088 

 

47,818 

 

0.916 

 

5.77 

平成 20 年度 

（2008） 

 

5,269,000 

 

830,613 

 

47,426 

 

0.900 

 

5.71 

図３-７ 国家財政と防衛関係費比較 

 

６-３ 防衛関係費の内訳と問題点 

防衛関係費は、大きく分けて３つに分類される。一つは、「人件・糧食費」であり、こ

れは隊員の給与、退職金、営内での食事等にあてられる経費である。二つ目は、「歳出化

経費」であり、前年度以前の契約に基づき、当年度に支払われる経費（戦車、護衛艦、戦

闘機など）である。三つ目は、「一般物件費」であり、装備品の修理、油購入、教育訓練
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等の活動経費、基地周辺対策費、在日米軍駐留経費負担、装備品等購入費、研究開発費な

どである。防衛関係費の構造の特徴は、図３-８示すとおり人件・糧食費と歳出化経費が約

８割を占めており、硬直的な構造になっていることである。 

 人件・糧食費 歳出化経費 一般物件費 

平成 19 年度 

（予算額） 

4 兆 7815 億円 

2 兆 1,015 億円 

（44.0％） 

1 兆 7,662 億円 

（37.0％） 

9,138 億円 

（19.0％） 

平成 20 年度 

（要求額） 

4 兆 8172 億円 

2 兆 953 億円 

（43.5％） 

1 兆 7,484 億円 

（36.3％） 

9,735 億円 

（20.2％） 

平成 20 年度 

（予算額） 

4 兆 7426 億円 

2 兆 940 億円 

（44.2％） 

1 兆 7,224 億円 

（36.3％） 

9,262 億円 

（19.5％） 

図３-８ 防衛関係費の構造（SACO 関係及び米軍再編関係経費を含まない） 

 

防衛関係費は、人事院勧告のマイナスによる人件糧食費の減を主因として平成 14 年度以

降６年間伸び率ゼロ以下に抑制されてきたが、歳出化経費及び人件糧食費が約８割を占め

るという硬直化した予算構造も相まって、今後従来以上に厳しい削減努力がもとめられる

ことになるであろう。具体的には、正面装備品については、我が国を巡る防衛環境の変化

を踏まえ、優先順位付けの見直しを行うとともに、ライフサイクルコストの上昇を踏まえ、

装備品の数量の見直しを行うことになるであろう。また、統合運用については、装備品の

共通化、後方支援や教育分野の統合など合理化、効率化策が検討される。また、総人件費

改革にともなう自衛官の人員削減が求められる。その他、３自衛隊の装備品、在庫部品等

の調達の効率化・合理化、在日米軍駐留経費負担の所要の見直し、基地周辺対策の抜本的

見直し等が求められることになる 25。 

我が国を巡る防衛環境の変化については、平成 16 年 12 月に閣議決定された「新防衛大

綱」において、本格的侵略事態生起の可能性の低下に伴い国際テロや弾道ミサイル等の新

たな脅威や多様な事態に対する対処、及び国際社会の平和と安定のための活動に重点をお

くこととされている。これに伴い、戦車、艦艇、戦闘機等の本格的正面装備が大幅に削減

された。正面装備を画一的、一律に削減したことは軍事的に見ればかなり乱暴な処置であ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
25 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（18 年 7 月 7 日） 
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り将来に禍根を残すことになるであろう。正面装備の調達において、 も深刻な問題とし

ては装備品の近代化・高性能化にともなう装備品の単価及びライフサイクルコストの上昇

がある。調達単価について見れば、戦闘機F-4（1977 年）の単価 26 億円に対してF-15（1996

年）の 108 億円、護衛艦（1988 年）の 1,199 億円に対して護衛艦（2003 年）の 1,365 億円、

74 式戦車（1989 年）の４億円に対して 90 式戦車（2006 年）の８億円などである。維持経

費（1FH経費 26）について見れば、戦闘機F-4（2006 年）の 108 万円に対しF-15（2006 年）

の 209 万円、救難ヘリコプターV-107（2005 年）の 30 万円に対しUH-60J（2006 年）の 95

万円などである。 

この対策としては、研究開発から調達、補給、ライフサイクル管理等に関する諸政策に

ついての抜本的改革を進めるとともに、我が国にとって真に必要な防衛生産・技術基盤の

確立を図るための取り組みとして、「防衛省（庁）による装備品の総合取得改革」が検討

されている。これまでの取り組みとしては、企業の作業工程のチェック、集中取得の実施、

民生品との共通仕様化・民生品部品の積極的活用等企業の生産活動の効率化を促すための

取り組み、陸海空自衛隊による部品の共通化、維持・整備コストの見直しなどがあげられ

る。さらに、平成 20 年度予算からは、一括調達による経費節減策が活用され、陸自 89 式

小銃２万５挺で約３億円、海自 P-1 哨戒機４機で約 110 億円、MCH-101 掃海輸送ヘリ３機

で約 30 億円、空自 F-15 戦闘機改修 20 機で約 109 億円などの節減が行われた。コスト縮減

達成目標として、各種施策により、平成 21 年度までに 9％、23 年度までに 15％いずれも

18 年度に比べ、コスト縮減率を目指すとしている。 

 

６-４ 防衛関係費の将来と問題点 

 平成 20 年度防衛関係費は、歳出ベース総額で４兆 7,426 億円であり、19 年度比 389 億円

（0.8％）の減であった。今中期防衛力整備計画（平成 17 年度～平成 21 年度）中は、防衛

関係費の対前年度伸率が平成 17 年度△1.0％、18 年度△0.8％、19 年度△0.2％、20 年度△

0.8％であったところから、 終年度の 21 年度予算においても△0.8％となることが予測さ

れる。 

次期中期防（平成 22 年度～平成 26 年度）27における伸率については推測の域を出ないが、

も過酷な例として、政府の財政改革の方針により、仮に毎年△0.2％の削減を実施すると

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
26 航空機が 1 時間飛行するために必要な経費（燃料費、維持部品費等） 
27 次期中期防については、1 年前倒しで平成 21 年度を初年度とすることが検討されている。 
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仮定した場合、物件費（歳出化経費┼一般物件費）は、平成 21 年度においては平成 20 年

度と同様△1.19％の伸び率、次期中期防においては人件費、歳出化経費の圧縮等の相乗効果

により毎年△0.4％の伸び率となる可能性がある。このような前提の下では、次期中期防に

おける防衛関係費の推移は図３-９のとおりになる。  

（単位： 億円、 ％） 

           項目 

    年度 

防衛関係費 

歳出予算額（伸び率） 

物件費（歳出化✛一般物件費）

契約ベース（伸び率） 

平成 21 年度（今中期防） 47,047 （△0.8） 26,171 （△1.19） 

平成 22 年度（次期中期防） 46,953 （△0.2） 26,066 （△0.4） 

平成 23 年度（  同上  ） 46,859 （△0.2） 25,962 （△0.4） 

平成 24 年度（  同上  ） 46,765 （△0.2） 25,858 （△0.4） 

平成 25 年度（  同上  ） 46,671 （△0.2） 25,755 （△0.4） 

平成 26 年度（  同上   ） 46,578 （△0.2） 25,652 （△0.4） 

平成 27 年度（次次期防） 46,485 （△0.2） 25,549 （△0.4） 

図３-９ 次期防防衛関係費及び物件費の一例 

この前提によれば、今中期防における当初計画からの削減額は 3,864 億円、次期中期防に

おける今中期防からの削減額は 4,670 億円になる。 

従って、今中期防５ヵ年における航空機購入費を例にとれば、 終的に総額 10,600 億円と

なり、内訳は空自 5,700 億円、海自 3,100 億円、陸自 1,800 億円となる。次期防においては、

総額が 10,200 億円に減額となり、内訳は空自 5,500 億円、海自 3,000 億円、陸自 1,700 億円

となる。艦船建造費は、今中期防 5 ヵ年の総額 8,800 億円、次期中期防は 8,400 億円となる

であろう。この枠内で航空機製造、艦艇建造を実施すれば、現有勢力の老朽更新をまかな

うことは到底不可能であり、さらに新造機・新造艦の単価、ライフサイクルコストの上昇

により、航空機、艦艇の大幅勢力減は避けられない。さまざまな経費削減努力を行っても、

平成 16 年閣議決定の「新防衛大綱」別表に定められた定数の維持は将来的に不可能であり、

更に国内生産能力・技術基盤が現状よりダウンすることが予測される。例えば艦艇（護衛

艦）の隻数は、次次期防末には大綱水準の 47 隻を切ることが確実である。航空機は、更に

厳しい削減となるであろう。従って、次期防においては、 低「新防衛大綱」の定数水準

の維持を図るため、防衛費の増額が必要となる。
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第４章 わが国の防衛機器産業の現状と課題 

１．防衛機器産業政策の現状と課題 

１-１ 政府レベル 

武器輸出三原則等政策の現状と課題 

昭和 42 年の佐藤内閣時に、共産圏等の地域に対して武器輸出を行わないと規定したのが

武器輸出三原則である。その後、昭和 51 年の三木内閣のときに、共産圏向け以外の国へも

武器の輸出を「慎む」ことになった。これを含めて、武器輸出三原則等と呼ばれており、

「慎む」を厳密に適用することであらゆる地域に対して武器の輸出が実質的に禁止になっ

ている。 

1982 年６月以降、米国政府から日本政府に対し日米間の防衛分野における技術の相互交

流の要請があった。日本は日米技術協力体制の進展と技術水準の向上などの状況を考慮し、

1983（昭和 58）年、対米武器技術供与取極（とりきめ）を締結し、米国に対しては、武器

輸出三原則等によらず武器技術を供与することとした。この取り極め以降、昭和 63 年から

の F-2 支援戦闘機日米共同開発ための武器技術輸出の例外化、平成 16 年からの弾道ミサイ

ル防衛の日米共同開発のための例外化など、その度毎に武器輸出三原則等は緩和されてき

た。しかしながら、それはあくまでも個別例外化という形で対処しているのが現状である。 

武器輸出三原則の一つの弊害が起きた例として米国ほか８カ国で共同開発している Joint 

Strike Fighter プログラム不参加の問題が上げられる。仮にこのプログラムに参加することを

考えてみると日米２国間の問題だけではなく多国間との国際共同開発となり、個別に例外

化しようとしても時間がかかり過ぎ現実的でない。諸外国もそのことを認識しており日本

への参加要請もなく、日本としては貴重な国際共同開発の機会を逃したという状態が続い

ている。 

日本は戦後何十年にもわたって米国防衛装備品をライセンスで生産しているが、ライセ

ンスにより日本で作っている部品、あるいは構成品を米国が購入したいと思っても、日本

からの輸出はできない。生産能力、技術能力がありながら日本国内の需要のみに限定され

ているため、米国の要請にこたえることもできず、一方国内では防衛省は高い買い物をし

なければならない状態に陥っている。 

武器製造に使用する工作機械についても同様の扱いなので、その工作機械がミサイルを

つくるとか、何か武器をつくるために使うことが明確になると、米国に対しても輸出でき

ないのが現状である。 
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一方、日本の企業は武器輸出三原則等の制限があるため「輸出はできない」、と初めか

ら諦めており思考停止状態になっているのが現実である。 

昨今の防衛装備品は開発費が高騰しており、技術が高度化しているので、米国を含めて、

国際共同開発というのが世界の趨勢になっている。その共同開発に参加できないことは、

技術的に日本は鎖国状態になっているのではないか、国際的な技術の進歩に遅れてしまう

ことになるのではないか、ということが危惧される。 

 

GSOMIA の締結と秘密情報管理の徹底 

GSOMIA：General Security of Military Information Agreement（軍事情報における一般保護

協定）「秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆

国政府との協定」 

米国は英国、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、オーストラリア、インド、シンガポ

ール、イスラエル、エジプトなど世界 61 か国と秘密保全の協定を締結して軍事情報の交換

を図ってきた。米国政府は日本に対し 80 年代から GSOMIA の締結を要請していたが日米間

の問題は個別調整で進めることで合意してきた。その後、1999 年から開始された日米 BMD

共同研究を受け、2005 年からの日米 BMD 共同開発開始に当たり日米共同プログラムの複

雑性や含まれる技術内容の高度化に伴い、これまでの個別契約方式は困難になってきてい

ることが認識され、日米両政府は平成 19 年（2007 年）8 月 10 日に GSOMIA を締結した。 

GSOMIA の基本な考え方は「 情報の提供を受ける国は情報を提供する国と同程度の保全

措置をとる義務がある」というものである。今回、GSOMIA を締結することにより日米間

で相互に提供され、保護する必要のある防衛関連情報を、受領する国において国内法令の

範囲内で適切に保護するための手続きを規定している。この協定により、日米間の防衛関

連情報の交換をより円滑かつ迅速に行うことが可能となると期待される。 

 

内容 

・ 秘密情報の保全（提供国政府が行っているのと同程度の秘密保護を実施） 

・ 第三国に対する情報移転の禁止 

・ 目的外使用の禁止 

・ 知的財産権に関する規定 
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・ 秘密情報移転ルート（秘密情報は政府間でのみ移転） 

・ 秘密情報の定義（口頭によるものも含み、文書・写真・手紙・スケッチ・製品な

ど情報が 含まれるあらゆる物理的形態を含む） 

・ 秘密情報の分類 

・ 適用範囲（既に個別の秘密保護協定が成立しているものには適用されない） 

・ 両国情報専門官による相互訪問 

・ 秘密情報保護手続き（受領国政府は秘密情報を下請け契約者へ移転するに先立

ち、当該契約者の秘密保護施設の適性確認、同施設への許可付与、秘密情報に接

する下請け従業員への許可付与等を実施） 

 

 

米国装備品購入、装備調達の対外依存の状況 

調達形態 装備品名・機種名 装備区分 備考 

C-130 輸送機 

MH-53E 掃海ヘリ 

E-2C 早期警戒機 

航空機 

 

E-767 早期警戒管制機 

 

艦艇 DDG（Aegis） イージス艦 船体は国産 

SM-2 艦対空ミサイル 

輸入 

（FMS・DCS） 

誘導機器 

AMRAAM 空対空ミサイル 

 

F-4、F-15 戦闘機 

SH-60K 

航空機 

 
AH-64D 

対潜・攻撃ヘリ 

 

 

PATRIOT 地対空ミサイル 

ライセンス 

国産 

誘導機器 

AIM-7E/7M,-9L 空対空ミサイル 

 

F-1 戦闘機 

T-2,T-4 練習機 

航空機 

 

C-1 輸送機 

 

艦艇 DD,DDH,SS 護衛艦、潜水艦  

車両 90 式戦車 戦車  

国産開発 

誘導機器 SSM-1 地対艦ミサイル  
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中 SAM 地対空ミサイル 

AAM-3,-4,-5 空対空ミサイル 

ASM-2 空対艦ミサイル 

89 式,97 式 魚雷 

航空機 F-2 戦闘機 F-16 ベースの共同開発 共同開発 

誘導機器 BMD/SM-3 艦対空ミサイル SM-3 能力向上プログラム

に共同開発で参画 

 

軍民共用科学技術の利用状況 

防衛技術、軍事技術は知らず知らずのうちに民間に波及していて日常生活の一部になっ

ている。それらの例としては自動車のセミモノコックボディ、アンチ・スキッド・ブレー

キ、燃料電池、GPS 衛星を利用したカーナビゲーション、ジェットエンジン、米国の軍事

情報ネットワークとして始まった ARPANET から発展したインターネット、と数え上げれ

ば枚挙に暇がない。それらの技術はいつの間にか日常生活の一部になり一般市民は軍事で

開発された技術の恩恵を受けていることを認識していない。 

一方、日本には軍事に応用すれば大きな可能性を秘めた技術が、民生部門にたくさん存

在していると考えられる。米国はどういうものがあるかということを定常的に調べている

が日本側にはその認識が薄いのが現状である。BMD の ABL（Airborne Laser）プログラムに

おいて米国は日本が有している技術を取り入れることにより、より性能の良い、よりコス

トの低いシステムにするための改良プログラムを推進している。この計画には日本企業も

参加している。 

 

輸出関連法規（リスト規制・キャッチオール規制）の状況 

わが国の輸出関連法規の体系を図に４-１示す。 

わが国では、安全保障貿易管理関係の基本法として「外国為替及び外国貿易法（以下「外

為法」という）が規制目的等の法の根拠を規定しており、これに基づく「輸出貿易管理令

（以下「輸出令」という）」と「外国為替令（以下「外為令」という）」の２つの政令で

それぞれの貨物と技術について、規制の枠組み、規制対象品目（貨物・技術）、規制対象

地域等を規定している。 

これらの政令を受け、「輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨

物又は技術を定める省令」（以下「貨物等省令」という）が規制貨物・技術の詳細な規制
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貨物 技術
武器 １ － － 武器関連（武器輸出三原則等） －

２ １条 15条 核兵器関連 NSG（原子力供給国グループ）
NPT（核不拡散条約）

３ ２条 15条の２ 化学兵器関連
３の２ ２条の２ 15条の３ 生物兵器関連

４ ３条 16条 ミサイル関連 MTCR（ミサイル関連機材・技術輸出規制）
５ ４条 17条 先端材料
６ ５条 18条 材料加工
７ ６条 19条 エレクトロニクス
８ ７条 20条 コンピュータ
９ ８条 21条 通信関連
10 ９条 22条 センサー・レーザー
11 10条 23条 航法関係
12 11条 24条 海洋関係
13 12条 25条 推進装置
14 13条 26条 その他
15 14条 27条 機微品目
16 － 28条 キャッチオール規制品目 －

AG（オーストラリアングループ）
CWC（化学兵器禁止条約）／BWC（生物兵器禁止条約）

WA（ワッセナーアレンジメント）

キャッチオール規制

大量
破壊
兵器

通
常
兵
器

リ
　
ス
　
ト
　
規
　
制

輸出令別表第１
外為令別表項番

規制品目 対応する国際レジーム
貨物等省令　条

値等を、更に告示や通達等で詳しく規定している。 

図４-１ わが国の輸出関連法規体系 

 

 

 この政省令により規制対象品目（貨物・技術）として規定されたものをリスト規制と呼

び、これ以外の貨物・技術であって、当該貨物・技術が大量破壊兵器等の開発等のために

用いられるおそれのあるものをキャッチオール規制と定義している。 

 リスト規制は、武器、大量破壊兵器関連、通常兵器関連に分かれており、大量破壊兵器

関連として核兵器、化学・生物兵器、ミサイル関連に分けてそれぞれ原子力供給国グルー

プ（NSG）、オーストラリアングループ（AG）、ミサイル関連技術輸出規制（MTCR）と

いう国際レジームに、通常破壊兵器関連はワッセナーアレンジメント（WA）という国際レ

ジームに準拠した規制となっている。 

 図４-２ にわが国の規制品目の区分及び対応する国際レジームを示す。 

図４-２ わが国の規制品目と対応国際レジーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律
（国会）

政令
（内閣）

省令・告示
（経済産業省）

通達･お知らせ等
（貿易経済協力局）

根拠規定 規制品目 規制仕様 解釈と注意事項
　・規制目的 （規制値・規制SPEC） （語句の定義等）

　・規制権限の主務大臣への付与等

外為法

貨物

技術

第48条

第25条

輸出令 別表第１

１～16項

外為令

別表第２

別表

１～16項

貨物等省令

貨物等省令

第１～14条

第15～28条

運用通達

役務通達
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 ４-２図に示す通り、わが国の規制は基本的には国際レジームと対応する形で規定されて

いるが、運用通達のレベルでは、国際的な基準より厳しい規制がかかっているものもある。 

 

アジア・欧州との技術交流 

防衛関係の技術交流は日米２国間においても非常に制限の多い条件下で進められてい

るのが現状であり、アジア・欧州との防衛技術交流はないに等しい。 

欧州に関しては一部ライセンス国産している製品があるので欧州から一方通行による技

術導入のケースがある。 

 

１-２ 防衛省レベル 

長期展望に立った防衛計画、調達計画 

 国の防衛は国家存立の基盤である。そのための防衛力整備は、装備品の研究開発や導入、

施設整備、隊員の教育、部隊の練成などは短期間になしえないことなどを考えれば、わが

国を取り巻く安全保障環境や防衛力の役割なども踏まえ、具体的な中期的見通しに立って、

継続的、計画的かつ着実に行うことが必要である。 

 このため、政府としては、昭和 61 年度以降、防衛大綱に基づき、５年間を対象期間とす

る中期的な防衛力整備計画を策定し、各年度の防衛力整備の計画をしている。 

 しかし、 終的には、年度毎の予算に従い調達が行われるため、中期計画で定められた

と言えでも実際に調達されるかどうかは 後まで分からず、調達に時間がかかる防衛装備

品については、不安定な需要環境であることが課題と言える。 

 

防衛生産基盤・技術基盤維持の必要性 

防衛生産・技術基盤の維持の必要性について、防衛白書では、以下のように記述してい

る。 

“防衛産業は、わが国の安全保障の一翼を担う重要な産業である。したがって、「質の高

い装備品を短期間で、安く、取得する」ためには、わが国において、装備品を設計・製造

・維持する能力を持つ防衛生産・技術基盤を平素から確保しておくことが必要不可欠であ

る。特に、航空機、艦船、戦車、誘導弾などの主要装備品については、概して、生産数が

少量で、初期投資が多く、高度の技術能力が要求されることから、個々の装備品を開発・

生産できる企業は、１社ないし数社に限られる。このため、装備品の製造にたずさわる一
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企業の市場からの撤退が、装備品の安定的な取得や維持に直ちに支障を及ぼすおそれがあ

る。また、この基盤を維持することは、仮に海外から装備品を調達する場合にも、相手国

との交渉力を確保し、出来る限りわが国に有利な条件で装備品を取得することを可能とす

る観点からも重要である。”1 

この防衛白書の記述の中で特に、航空機、艦船、戦車、誘導弾などの主要装備品につい

て例示しているが、主要装備品を構成する電子機器のみならず、電子･電気機器分野の装備

品についても、この点について全く同様である。防衛システムが高度にネットワーク化さ

れ、複雑化・巨大化していることを背景として、我が国の防衛生産基盤・技術基盤におい

ても、主要装備品のプラットフォームのみならず、C4ISRシステムにおける構成品や全体シ

ステムのインテグレーションを含めた設計・製造・維持の能力を平素から確保しておくこ

とが必要であると考える。 

 自衛隊は、防衛装備品の研究開発、製造からオーバーホール等の維持整備まで、ほぼ全

面的に民間企業に依存している。この体制は、装備品の設計・製造等において、民間活力

を利用して、費用対効果の優れた装備品を生産することに資している反面、民間企業にお

いて設計・製造に携わる人材や製造設備等を維持・確保し得る仕事量を確保し、その企業

の経営上の安定が確保されなければ、結果として装備品を安定的に取得し、維持すること

ができなくなるという側面もある2。 

従って、防衛生産基盤・技術基盤の維持のためには、知識や技能レベルの高い人材や特

殊な製造設備、試験設備を確保するための 低限度の仕事量の確保が先ず基本ラインとし

て必要である。 

 

取得改革（装備品調達の改革） 

わが国経済の低迷、国家の財政難は、防衛予算、特に正面装備予算のように防衛力の基

盤維持に必要不可欠なものにも縮減指向の影響を与えている。こうした状況下でわが国が

適切な防衛力整備を行うためには、防衛装備品のコストを下げ効率の良い調達を行うこと

が必要であるとの考えから防衛庁（現防衛省）は、防衛装備品を生産する企業側と協力し

て取得改革問題に取組んだ。 

平成 10 年６月にまとめられた検討では、原則平成 11 年度から３年での 10％コスト低減

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 防衛白書 2007 年版 H19 年６月 防衛省 
2 総合取得改革（中間報告） H17 年３月 防衛庁管理局 
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目標が設定された。その後、平成 15 年９月には、防衛庁長官を委員長とする総合取得改革

推進委員会が設置され、インセンティヴ契約や研究開発から調達・補給・ライフサイクル

管理などに関する諸施策について改革を進められているが、企業側の負担に負うところが

大きく、現実的には難航している。 

更に、平成19年10月からは総合取得改革の加速を図るため、総合取得改革推進プロジェ

クトチームが設けられ、装備品調達の効率化・合理化・透明化を目指しコスト縮減目標の

設定や装備品のライフサイクルコスト低減等の検討が継続的になされている。 

 

国際共同開発への取組 

1980 年から始まった日米装備・技術定期協議（S&TF: Systems and Technology Forum）に

より、これまでに 14 件の技術共同研究が行われて来た。その中の弾道ミサイル防衛技術

が発展して具体的な日米共同開発プログラムとなって来ている。 

共同開発プログラムとして FS-X（現 F-2）開発が取り上げられることが多いが、FS-X は

米国 F-16 戦闘機をベースにした改良プログラムであり、その開発費は日本側が全額負担

した。すなわち米国技術を導入し、それをベースに改良する日本の開発プログラムであっ

たと言うことができる。 

本格的な日米共同プログラム、すなわち 50-50 の立場での共同開発プログラムは BMD

日米共同開発プログラムおける SM-3 ミサイルの開発と言うことになる。しかし、このプ

ログラムにおいても BMD 開発で先行している米国の優位性は否めない。 

NATO 諸国など他国との共同開発事業となるとまだまだ対話すら始まっていないのが

現状である。 

 

相互運用性／米国装備品購入問題の状況 

米国からの防衛装備品を導入することは日米同盟を基本として日本の防衛態勢にとって

米国との相互運用性の確保の面からも現実的な選択である。 

ここで運用整備および防衛産業の立場で見てみることにしたい。 

米国から FMS（Foreign Military Sales）で導入した装備品については一般に整備は日本で

行われることが多い。整備マニュアルベースの作業にならざるを得ず、不具合があった場

合独自の不具合探求を行うことはできない。修理品がある場合には米国に送り返すことに

なり時間と手間がかかり、修理後の入手時期についても不明確でスケジュール管理ができ
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ず、現場においては多大の苦労を強いられる。他方、運用の面からは米国と同一のシステ

ムであるとの点から相互運用の面でメリットがある。 

ライセンス国産の場合は日本国内で製造するため装備品の運用に対する支援はかなりの

レベルで対応できる。しかし、ライセンスの考え方は製造方法のライセンスであり、設計

のライセンスではない。そのため日本国内において不具合対策を行う場合にはある程度の

限界がある。ライセンス生産により米国装備品を日本に導入する場合は日本向け仕様(J オ

プション)を盛り込むことが可能となり日本における運用の点でよりメリットがある。しか

しながら全ての構成品に対してライセンス生産が許可される訳ではなく所謂ブラックボッ

クスが存在する。ライセンス供与側は一部にブラックボックスを入れておくことにより自

国の優位性を確保していることになる。 

 

民生分野の技術基盤の育成と活用 

我が国は、民生分野において世界でも先端的な性能を実現する技術力や高い信頼性の製

品を製造する生産能力を有しており、これらの技術を既存の防衛技術と適切に組みあわせ

ることで、質の高い装備品を生みだす技術を確立していくことは可能である3。 

防衛技術と民生技術を含めた総合的な科学技術、先端技術を育成することで、我が国が

科学技術創造立国として、国際的に優位性を確保することは、我が国の安全保障上の地位

を向上、安定化させることにも繋がる。このような視点で我が国の科学技術戦略の策定・

推進にあたっては、防衛省と関連省庁の密接な連携が必要であり、内閣府総合科学技術会

議における「第３期科学技術基本計画（０６年度～）」から更に発展させて「技術安全保

障の方針」等の基本方針の策定にも防衛省の積極的な関与が望ましいと考えられる4。 

国としての「技術安全保障の方針」等に基づいて、防衛省が防衛技術の適切な研究開発

促進のための政策を行うことができるような環境整備が望まれる。 

一方、防衛省としても、限られた防衛予算の中でのこれら防衛技術の研究開発の政策決定

に当たり、適切な「選択と集中」を行い、防衛技術基盤の維持向上を図ることが大きな課

題として求められている。また、特に、民生品、民生技術の活用によるコストダウンや、

情報通信技術（ICT）における技術革新への対応も大きな課題である。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3 総合取得改革（中間報告） H17 年３月 防衛庁管理局 
4 我が国の安全保障基盤の強化に向けて 2004 年５月 (社)日本経済団体連合 防衛生産委員会事務局 
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２．防衛機器産業の現状と課題 

２-１ 産業規模と構造 

（１）全般状況 

 図４-３にわが国の防衛産業の現状を示す。わが国の工業生産額は平成 16 年度統計値で

285 兆円ある。そのうち防衛関係の生産総額は 1.8 兆円程度であり、全体の規模から見ると

0.6％と大変小さな規模となっている。自動車関係の生産額がおよそ 40 兆円のため、自動車

に比べても約 20 分の１程度の規模となっている。防衛予算自体も一般会計約 82 兆円の６

％、GDP 比では１％以下と言う現状である。 

 これはわが国に存在する武器輸出三原則等の制約による特徴で、市場が国内に限定され

ていること、輸出ができないため防衛省向けの調達だけに防衛機器産業の生産が限定され

ていることに起因していると考えられる。この影響により、結果として生産ロットが小さ

くなり、購入製品自体の、部品自体も割高にならざるを得ない状況になっている。 

図４-３ わが国の防衛生産額と工業生産総額に占める比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防衛機器産業を営む各企業における防衛関係の売上が占める割合を図４-４に示し、欧米

の主要防衛産業と比較した。ロッキードマーティン社はほぼ 100％、レイセオン社、BAe 社、

ノースロップグラマン社なども 70～80％が防衛関係で占められている。例外的にはボーイ

ング社があるがこれはもともと民間航空機主体のボーイング社と軍用航空機主体のマクダ

ネルダグラス社の大手２社が合併したことによるものであるが、それでも半数以上が防衛

関係である。こうして見ると欧米における各企業は防衛への依存度が高いことが分かる。

これは欧米には防衛関連専門企業があると言うことを明示していると考えられる。 

 わが国の状況を見ると、重工業メーカーで９～10％、電機メーカーに至っては１～３％

程度の規模となっており、企業の中での防衛関連の位置付けは単なる一部門、ごく一部の
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人が携わっているという状況である。 

このような全社レベルにおける防衛事業の位置付けから、人員、設備等のリソース投入

の意思決定、全社的な支援体制、組織・事業基盤の維持という経営的な視点においても、

防衛市場の特殊性と規模に対して経営幹部の特別の理解が必要となる状況にあると言え

る。 

図４-４ 企業の防衛産業比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業規模に表れない質的な変化 

防衛関連事業の規模とその推移を中央調達の契約実績（装備施設本部公表値）でみると、

重工業企業と電子・電気機器企業の双方においても、全般として、各社の契約実績は概ね

横這いから微減の傾向にある。防衛省においても情報 RMA への取り組みが謳われ、通信・

電子・情報の重要性と積極的な整備の必要性が叫ばれてから 10 年近くが経過したが、電子

・電気機器分野の各社の契約実績、即ちマクロ的な事業規模は概ね横這いから微減の状況

に留まっているといえる。 

一方この間、装備品の高度化、ネットワーク化、複雑化、そしてソフトウェア化が進展

し、更に、民需市場での通信・電子・情報技術の発展への追随など、防衛事業の規模には

表れないが、その内容においては質的に大きな変化があった。 

図４-５では、電子・電気機器企業において、Ｈ17 年度-18 年度の契約金額が急激に増加し

ているように見える会社があるが、これらは、特別プロジェクトや電子計算機等の賃貸借

契約の制度変更により従来の４年先の受注分の前倒し一括契約の影響が大きく表れた一時

的なものであり、この影響を除くといわゆる平年並みの水準となる。 
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 図４-５防衛産業における中央契約実績の推移（防衛通信社 防衛調達要覧Ｈ７～Ｈ18 年

版） 

注）０６年度契約分より電子計算機等の賃貸借契約の方式に変更があり、従来の歳出毎の契約から４年

先の分も含めての一括契約となったため、電子計算機等の賃貸借契約を扱う会社の契約高が一時的に急激

な増加に見えるが、その影響を除くとほぼ横這いの水準となる。 

（３）防衛機器産業は裾野が広い産業基盤を形成 

 反面、防衛機器産業は大変裾野の広い産業でもある。図４-６に主要な防衛装備品に関わ

る企業数の例を示す。戦闘機は約 1100 社、戦車が約 1300 社、護衛艦にいたっては約 2500

社という調査結果が一般に公表されている。これにより、一つの装備品当たり 1000 社以上

が参画する産業構造であることが分かる。上述の主要な企業にとってはごく一部の部門に

よる産業であるものの、わが国全体を見た場合、非常に多くの企業が参画するという観点
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で産業基盤を形成しうる構造である。 

図４-６ 主要防衛装備品における参画企業数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経団連防衛生産委員会「転換期にあるわが国の防衛産業」 

 これは防衛装備品が高度な技術集積製品であり、部品点数が非常に多いため、下請企業

数が多いことを裏付けている。具体的に戦闘機と自動車を比較して見ると、戦闘機の部品

点数約 30 万点は、自動車の約３万点に比べて 10 倍、それに伴う下請け企業数は約２倍（１

次下請レベル）となっている（図４-７）。 

 

図４-７ 主要防衛装備品の部品点数と下請企業数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

159 
 

調達 運用 改善・能力向上

技
術
基
盤

生
産
基
盤

•実現可能性検討
•試作品設計
•量産品設計

•運用・整備の技術支援
•不具合の原因究明
 対策立案

•試作品製造
•量産品製造

•故障修理
•定期点検整備
•不具合対策

•改良可能性検討
•改良試作品設計
•量産品改良設計

•改良試作品製造
•量産品改良改修

米国は軍が実施

赤字はわが国では官民一体で行っている分野

設備　：　風洞、ｼﾐｭﾚｰﾀ、CATIA、電波暗室、ﾃｽﾄｾﾙ等

設備：冶具、試験装置、ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ、ﾚｲｱｯﾌﾟﾏｼﾝ等

また別の側面で見た場合、一例として防衛航空機産業の防衛力における位置付けを図４-８

に示す。この図に示す通り、わが国の防衛航空機産業は、防衛力（戦闘機・ヘリコプター

・ミサイル等）のライフサイクル全般にわたり、自衛隊の運用・活動を支える基盤の一部

を形成している。つまり防衛機器産業の持つ防衛技術・生産基盤の強化がわが国防衛力の

強化に直結している構造となっている。逆に言えば、わが国防衛技術・生産基盤が弱体化

するとわが国防衛力は弱体化することになる。 

 

図４-８ 防衛装備品のライフサイクル全般にわたる防衛航空機産業の位置付け 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（４）電子・電気機器産業の特殊な状況 

（ａ）装備品の多様性による組織、設備、人員構成の複雑性 

電子・電気機器企業の防衛事業の中身を見ると、大型の誘導武器システム、レーダー

システム、ソーナーシステム、指揮統制システムなどにおいては、専用組み立てフロア(工

場)や試験施設などの大型設備を必要とするとともに、長期間の専門的な職務の中で育成

され熟練した高度なスキルを有する専門職種の人員も必要である。このような装備品の

生産基盤・技術基盤に必要なリソース（設備、人員）は、航空機・艦船を担当する重工

業企業とほぼ同様な状況にあり、長期間の基盤維持が必要となる。 

その一方で、変化の早い先端の情報通信技術（ICT）を取り込んだ民生製品を主として

組み合わせ、防衛システムを構築する ICT ソリューション型の事業もあり、そのような

事業に対応した設備・人員も必要となる。また、世代交代のサイクルの早い民生製品技

( )字 
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術をフォローアップしながら、長期間かかる防衛システムの開発と維持を円滑に進める

ための組織体制も必要となる。このような ICT ソリューション型の装備品の開発・維持

整備のためのリソースを確保するために、民生製品の事業部門からの技術支援体制や人

事交流などその生産基盤・技術基盤の維持には民生製品部門の経営幹部の理解と協力が

必要である。 

 

（ｂ）小さい契約規模と激しい競合の構造 

電子・電気機器企業の契約実績において契約件数の推移を見ると、特に、通信電子関

連の会社の契約件数は常に突出して多い。これは平均すれば、契約１件あたりの契約金

額が小さい規模であることである。（図４-９）この理由としては、単価の小さい民生製

品、ソフトウェア製品、賃貸借契約等の契約品目の多様性による影響と、一般競争入札

によるものは激しい競合状況から採算ラインぎりぎりの落札になることの影響によるも

のと考えられる。これらの調達契約では、相対的に契約手続きに要する業務の負荷が大

きいことが構造的な問題として指摘されている。一般に単価の小さい民生製品の調達に

おいては、見積作業から始まり、契約・納入までの調達手続き業務の負担は大きく、こ

のような業務の効率改善は通信電子関連の会社の構造問題のひとつである。  

更に、電子・電気機器企業の扱う製品の多様性について（ａ）項にて述べたが、民生

製品を組み合わせ防衛システムを構築する ICT ソリューション型の製品分野では、一般

競争入札により低価格の応札金額のみで業者が決まることから、過剰な競争の状況に陥

る契約も多く、契約後に種々の想定外の細部要求事項が顕在化して、採算割れとなる場

合がある。 特に、システムを細分化して、サーバー、ネットワーク機器、ＰＣ端末装

置などの民生製品の組み合わせのみにした調達では、リスクを含んだ低価格での落札結

果となりがちである。そのような場合、契約・納入後に、システム相互間の連接、使用

ソフトウェア間の連携、全体システムインテグレーション、試験条件と動作保証等の種

々問題が顕在化する可能性があり、リスクが大きい調達構造になっている。 
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 図４-９ 契約１件あたりの契約金額の推移（防衛通信社 防衛調達要覧Ｈ７～Ｈ18 年版） 

注）通信電子機器関連の契約は、平均して１件当たり１～３億円の規模に留まり、重工業関連の契約より

規模が小さい。 

 

２-２ 防衛産業を取り巻く環境変化と課題 

（１）国際的な連携の進展 

 冷戦終了後、防衛予算は世界的に縮減された。更に技術革新が進展した結果、防衛装備

システムが高度化・大型化したことで開発費や装備品に多大なお金がかかるようになった。

この結果、一国で開発のリスクを負うことが困難な状況となったことにより、国際共同プ

ログラムが進展している。  

（２）脅威の変化、自衛隊の活動の多様化に対応した装備品への取り組み 

安全保障環境の変化を見ると、正規軍による侵攻といった従来型脅威に対して、テロ・

ゲリラ、大量破壊兵器の拡散等、脅威対象が変わってきている。それに加えて、宇宙の防
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衛利用が世界的に進んできている。 

これは、CBRN テロ、ミサイル攻撃、大量破壊兵器拡散、サイバー攻撃などの脅威の多様

化に対応した装備品への取組みが重要になってきていることを意味している。また、自衛

隊の任務も国際協力派遣業務、災害復旧業務、感染症対策等多様化し、その遂行において

は、陸海空の統合運用、警察、消防、海上保安庁等国内の他省庁との連携、更には、多国

間の連携による活動など、指揮統制の仕組みや装備面で複雑化・高度化に対応していく必

要がある。特に、統合運用を前提とした運用構想や、このケーパビリティを実現する装備

品への取組みが重要である。弾道ミサイル対処システムの例に見るように、高度なセンサ

システム、精密誘導武器システム、そして、構成機器のネットワーク化など装備品が複雑

化、高度化している。更に、システム・オブ・システムズと言われるようにサブシステム

が高度に階層的にネットワーク化され防衛システムは巨大化している。 

（３）防衛予算の減少と防衛機器産業の課題 

しかし、こうした環境変化の中でわが国の防衛予算は相変わらず増えていかない状況に

ある。 

 図４-10 に主要国の国防予算の推移を伸び率で示す。 

 図で明らかなように主要国とわが国の状況の違いは一目瞭然であり、主要国の中で唯一

わが国だけが減少していることを示している。それに比べて、ロシア・中国の防衛予算の

伸びが大きいことが分かる。 

 また、図４-11 に一人当たりの国防負担費を示す。わが国は英国やフランスの半分であり、

韓国がわが国のレベルに追いついてきている。GDP 比率で見ると韓国はわが国の２倍以上

の負担をしており、諸外国に比べわが国の防衛関係費は国力に見合った配分となっていな

いことが分かる。結果として国力に見合った国際平和貢献活動ができないと言うことも言

える。 

 また、正面装備予算は図４-12 に示すように縮減傾向にあり、冷戦終結直後の平成２年度

（10,727 億円）に対して、平成 20 年度の見通し（6,784 億円）は約 37％も大幅な減少とな

っている。 
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     図４-10 主要国の国防予算の推移（2000 年を 100 とした指数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-11 主要国の国防予算の一人当たり負担費と GDP 比率 

 

 

 

 

 

 

 

図４-12 防衛関係費と正面装備新規契約額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国 

日本

4.6

1.4

2.6

3.8
4.0

2.32.5

1.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

米国 中国 露 仏 英国 ドイツ 韓国 日本

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

対 GDP 率

＄／人 
（国民１人あたり国防費） 

出典：朝雲新聞社「国際軍事データ2007-2008」より作成 

584

288

195

141
138
132

97100

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ロシア

中国

米国

フランス

英国

ドイツ

日本

10,727

6,784
7,436

41,592

47,815

48,172

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

(防衛関係費：億円)(正面装備：億円)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000



 

164 
 

 正面装備予算の減少により防衛機器産業は徐々に体力消耗・弱体化している。図４-13 に

防衛専門技術者の推移を示す。これを見ると正面装備費の減少とほぼ同調して防衛専門技

術者の数も減少している。正面装備費の減少により装備品の調達量が減少。防衛機器産業

の事業規模及び作業量の減少による合理化・リストラ・民生等別の部門への人員配置転換

を生み出しているものと推定する。防衛専門技術者の離散は、結果として防衛技術力の低

下を招く状況となっている。 

図４-13 正面装備費と防衛専門技術者数の推移（1988 年を 100 とした指数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）選択と集中への防衛機器産業の対応 

多様な脅威に対する自衛隊の即応的な対応能力と継続的な対応能力を維持するために

は、厳しい財政状況のなかにおいても防衛生産基盤・技術基盤を維持するのに適切な継続

的予算確保が必要になると共に、さらに、将来の戦闘様相も想定した安全保障基盤に徐々

に移行していくために、新たな装備品の研究・開発のための予算も確保する必要がある。 

既に述べたように、厳しい財政状況を背景として、防衛装備予算は年々減少の傾向にあ

る一方で、装備品の複雑化・高度化に対応してコストが増加し、さらにミサイル防衛シス

テムのような新たな高額な装備品の導入に伴い、従来の装備品においては「選択と集中」

が求められていることから、防衛産業としてもこの対応が急務になっている。 

こうした状況を踏まえ、総合取得改革では、我が国において「真に必要な防衛生産・技

術基盤の確立」を図るべく、次のように検討しているが、防衛産業としても今後、その具
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体化な施策の展開に取り組んでいく必要がある5。 

（ａ）中長期的に我が国の安全保障上、中核となるものであり、防衛省として重点を置

いて維持・育成すべき生産基盤・技術基盤の分野の明確化（「選択と集中」） 

① 防衛構想に合致した装備品の中核技術 

② 将来戦闘様相において敵を優越する装備品の技術 

（ｂ）生産基盤・技術基盤を維持・育成する方策の確立 

（５）取得・調達の改善への防衛機器産業の対応 

厳しい財政状況のなかで装備品の効率の良い取得調達を実現するために、また、取得調

達に関連した不祥事の発生を背景に、透明性の高い取得調達を実現するために、総合的取

得改革による具体的改善活動が進められている。防衛機器産業としても、官側と連携して、

取得調達の効率向上に取り組んで行く必要がある。 

従来、調達仕様書のみでは、現場で必要とする装備品の要求事項をすべて記述すること

が出来ず、契約会社が長年の研究開発・生産・維持の中で蓄積してきた装備品に関する情

報に基づき、隠れた要求事項も含めてカバーし、運用に供する装備品を提供してきた。防

衛機器産業側としても、企業努力により、装備品調達に関わるこのような知的作業のサー

ビスを無償で提供し、調達側の手の及ばないところをサポートして持ちつ持たれつの関係

にある傾向があった。このようなことを背景にして、透明性・公平性を追求するため、装

備品の調達情報を公開して、一般競争入札化の徹底が進んでいる。 

しかしその一方で、「何でも一般競争入札」というような行き過ぎた事例では、官側の

運用や企業ノウハウを含む装備品関連の情報が新規参入会社に拡散したり、場合によって

は外国資本が基準を超えた会社に流れる懸念が生じたりすることも予想される。透明性・

公平性のある調達方式においても、装備品の戦略性や秘密の特性に応じて、情報の保全性

を担保した柔軟な調達方式が必要になっている。 

また、一般競争入札による応札価格のみによる業者選定では、装備品の情報の蓄積が豊

富な会社ほどコスト計算が正確になり、情報を持たない会社ほど低価格の応札になる傾向

も予想される。過度の競争により、装備品に対する適切な人員や設備を抱える会社ほど、

不採算受注を余儀なくされ、負の連鎖に陥る事態にも発展する懸念も生じる。 

このような状況では、防衛機器産業としては、一時的なコストダウンで成果が挙がった

ように見えても、ベンダーの疲弊や撤退、寡占化の拡大、そして、全体として、やがて防

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5 総合取得改革（中間報告） H17 年３月 防衛庁管理局 
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衛生産・技術基盤の地盤沈下に陥る傾向が見られるようになる。 

透明性・公平性のある調達においても、戦略的な保護政策、情報保全政策との両立が必

要であり、実情に即した形での適切な取得調達の実現について、継続的に官民間での検討

が必要と思われる。 

（６）防衛機器産業の再編・統合による競争力の強化 

欧米の防衛産業は、冷戦後の環境変化や技術革新に起因する変化に対応するため、事業

の集約化や中核事業への集中投資を行い、生き残りを図ってきた。特に欧州諸国では、自

国内の受注減や技術開発期間の短縮化に対応するために、国際的な共同開発や共同生産を

積極的に行っている。 

我が国においても、防衛関係費の今後の動向を踏まえれば、我が国一国のみでは必要と

される全ての軍事科学技術の分野において欧米の技術開発スピードに対応し、優れた装備

品を開発・生産することは益々困難になってきている。 

防衛機器産業としても、防衛生産基盤・技術基盤の維持のためには、再編・統合等を通

じて限られた国内市場規模に見合った産業構造とすることによって、経営の安定化と競争

力の強化を図ることは避けられないと思われる。特に、我が国の武器輸出政策の転換の前

までには、欧米の強力な防衛機器産業と対等な交渉、或いは場合によっては、それに対抗

できるだけの競争力の強化の必要性に迫られている。 

（７）安全保障分野における宇宙利用の拡大 

安全保障分野における宇宙利用については、我が国だけが特殊な政策によって制限され

る状況から、欧米の例に見るように防衛目的での利用を拡大させる政策転換が必要となっ

ている。防衛機器産業としても、宇宙産業とほぼ一体となっていることから、このような

政策転換が宇宙・防衛機器産業としての市場拡大に繋がるように大きな期待とともに見守

っている。 

（８）その他の環境変化と課題 

 防衛機器産業におけるその他の環境変化と課題としては、以下のことが挙げられる。 

① 民生製品（COTS）の活用のための施策が必要である。 

② 装備品の3自衛隊における共通化、標準化による生産規模の拡大が望まれる。 

③ スパイラル開発における適切なリスク補償の施策が必要である。 
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第５章 新しい安全保障環境によるわが国の防衛機器産業への影響 

１ 政府レベル、防衛省レベルの政策への影響と対応 

１-１ 武器輸出３原則政策の緩和から、武器輸出政策の拡大 

現在、我が国では、武器輸出に関する輸出管理政策とその運用において、武器関連の製

品・技術の輸出は厳しく制限されている。我が国の狭小な防衛市場のみでは、高度化し、

高コスト化している装備品の基盤の維持強化が難しくなっている。従って、国際共同開発

等への参画や、同盟国等との対外的な装備品や技術の交流を円滑に、且つ効果的に進める

ための政策が必要になる。 

しかし、武器輸出を緩和し日本の防衛企業が国際マーケットに出て行くことになると必

然的に国際競争にさらされる。今まで、国内防衛省向けの製品なので少量生産であり、価

格が高いのが容認されていたが、それが通用しなくなる。その意味でコスト競争力が求め

られる。日本政府としては国際価格並みで購入が可能となることが期待されるが、淘汰さ

れていく防衛企業が発生する。 

 

１-２ キャッチオール規制の徹底 

「キャッチオール」とは、すべての貨物・技術について、大量破壊兵器の開発等に使わ

れることを輸出者が知っている場合、および政府より通知を受けた場合に、輸出が規制さ

れる制度である。キャッチオール制度では、輸出者自身がその輸出品を大量破壊兵器等の

開発に用いられる恐れがあるか否かを判断し、必要に応じ手続きをとる必要がある。 

従来、わが国の輸出規制の対象は、核兵器、生物・化学兵器、ミサイルといった大量破

壊兵器等関連リストの国際合意品目に限定されていた。このため、核兵器等の開発等に用

いられるおそれがあり、外国では輸出差止め対象貨物であっても、わが国では制度上、輸

出を阻止できず、これが国際的協調体制の中での抜け道となる可能性があった。 

そこで、2001 年 12 月 28 日付けで外国為替令および輸出貿易管理令その他の関連法規の

改正が行われ、2002 年４月１日から施行されることになった。食料品、皮革品、木材、紙

類等を除いたすべての品目が規制の対象とされている。また関連する貨物の設計、製造ま

たは使用に係る技術の提供についても、外国為替令においても同様な規制が行われる。 

キャッチオールによる規制実績は件数としてはそう多くないが、北朝鮮向けなどの懸念

される輸出を水際で差し止める手段として用いられることが多い。 
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１-３ GSOMIA の締結、情報管理の徹底 

2007 年８月 10 日、日米両政府は、防衛秘密の保全規則を包括的に定める「秘密軍事情報

の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」

（GSOMIA: General Security of Military Information Agreement）を、麻生太郎外務大臣とジョ

ン・トーマス・シーファー駐日米国大使により締結した。GSOMIA は米国が同盟国に軍事

秘密費情報を提供する場合に、軍事秘密情報の被提供国は米国と同程度の秘密保全措置を

講ずることに合意する米国との協定で、米国は NATO 諸国を始め 60 数か国と本協定を締結

している。 

GSOMIA の背景としては、自衛隊の海外派遣の増加に伴う米軍との連携強化、ミサイル

防衛や在日米軍再編における日米間の情報共有化、連携強化による軍事機密の共有ニーズ

がある。また、産業レベルにおいても在日米軍の艦艇・装備の修理、特に「ブラックボッ

クス」の修理を日本の防衛産業が手掛けることができるような環境整備が望まれていた。 

今回の GSOMIA 締結により日米間の秘密情報の交流、共有の検討が円滑に推進できる枠

組みができたが、今後は自衛隊法の防衛秘密漏洩の処罰対象（現行は防衛省関係者と装備

品を調達する民間業者に限定）の見直しなど、わが国秘密保護法制のあり方につき広く検

討し、情報能力の強化につなげていくことが望まれる。 

 

１-４ 米国装備品購入圧力への対応 

日本の防衛装備は、日米安全保障条約下で防衛態勢を整えており、第一線装備である主

力戦闘機は米国からのライセンス生産である。F-2 支援戦闘機についても当初国産開発で計

画していたが米国の要求もあって、急遽共同開発になったという経緯もある。そのような

日米安保下のことを考えて、日本としては米国に協調しつつ、装備の国産化とか独自技術

開発をやるべきでないのか、それとも日米協力と独自国産開発の両方を成立させるような

ことを考えていかなければならないのか検討が必要である。 

 

１-５ 防衛生産基盤・技術基盤の維持と国産保護政策基本方針 

「質の高い装備品を短期間で、安く、取得する」ためには、わが国において、装備品を

設計・製造・維持する能力を持つ防衛生産・技術基盤を平素から確保しておくことが必要

不可欠である。 
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更に、国防上の重要なもの、秘密区分の高いものを戦略的装備品として指定し、国産優

先の政策を実施することも必要不可欠である。これらの指定装備品の取得調達では、保護

育成施策を実施する。 

厳しい財政状況のなかにおいても多様な脅威に対する自衛隊の即応的な対応能力と継続

的な対応能力を維持するためには、防衛生産基盤・技術基盤を維持するに適切な継続的予

算確保が必要になる。さらに、将来の戦闘様相も想定した安全保障基盤に徐々に移行して

いくために、新たな装備品の研究・開発のための予算も十分に確保する必要がある。この

ように、保護政策の基本方針を策定し、財政面で可能な限り戦略的な基盤維持強化の支援

をする政策が求められる。 

 

１-６ 長期的展望にたった軍事技術戦略の策定と将来技術基盤の育成 

防衛省と関連省庁の密接な連携により、国としての「技術安全保障の方針」等の科学技

術振興の基本方針を策定し、それに基づいて軍事技術を含む総合的な科学技術、先端技術

を育成する政策が望まれることは前節に書いた。防衛省としては、限られた予算の中で、

これらの研究開発の政策決定に当たり、適切な「選択と集中」を行い、官産学の総合力を

結集して、将来に向けた新たな技術基盤の創製に取り組んでいくことが必要になっている。 

軍事科学技術研究開発における官産学の協調関係の育成と産学の積極的参画を推進する

施策として、中長期の技術戦略の策定を通じて、①官産学での研究開発目標の共有、②研

究開発の選択と集中による重点分野への戦略的投資の充実、③進歩の早い情報通信技術

（ICT）の取り込み体制の整備、④国際的共同研究開発戦略の策定、等について、具体化し

ていくことが求められている。 

このような取組みの一環として、既に、防衛省技術研究本部において、「中長期技術見

積もり」（平成 19 年４月）が公表された。この目的としては、「各自衛隊等の防衛構想に

基づく技術研究開発の要求に対応した技術研究とは別に、技術研究本部が独自の発意によ

り将来装備品の開発に備えて取り組む技術研究について、中長期的な技術分野の取り組み

の方向を明らかにする。」としている。また、「将来の戦闘様相において敵に優越する装

備品を生み出すため、技術研究本部が独自に実施する技術研究の中長期的な計画等の作成

指針を得る。」ことを狙いとし、技術研究本部の技術研究開発に係る取り組み要領を示す

ことによって、効率的かつ効果的な研究開発の推進（選択と集中）に資する役割がある。 
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この軍事技術戦略のひとつとも言える「中長期技術見積もり 1」の取り組みの方向性とし

て、科学技術の動向と、安全保障環境及び運用環境の変化に対応して、将来技術が必要と

される分野を次のように掲げている。 

 

表５-１将来技術が必要と見込まれる分野(技術研究本部「中長期技術見積もり」より) 

区 分  必要と見込まれる分野  

弾道・巡航ミサイル対処  

ゲリラ・特殊部隊対処  

テロ対処  

サイバー攻撃対処  

武装工作船等対処  

島嶼部侵略対処  

新たな脅威や多様な事態への対応  

国際平和協力活動  

指揮統制  

情報収集  

ネットワーク中心の戦い  

情報共有  

その他  研究開発の効率化  

 

１-７ 取得調達改革等による改善 

厳しい財政状況のなかでの効率の良い装備品の取得調達を実現するために、総合的取得

改革による具体的改善活動が進んでいる。それらの活動を通じて、以下のような対応を具

体化することが求められている。 

・費用対効果比の高い装備品の取得 

・ライフサイクルコストの重視 

・初期段階からの業者を含む装備品関係者によるチーム結成とライフサイクルコスト

低減活動 

・主要企業と官側とのパートナーシップ関係の重視 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1 防衛省技術研究本部「中期技術見積もり」 平成 19 年４月 
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・民生品の活用、民生品でのベストプラクティスの採用 

・革新技術を有するベンチャー企業の防衛分野への参画の奨励 

・取得調達業務における民間利用の拡大、効率化 

 

１-８ リソースを集中させるべき防衛生産・技術分野の特定に向けた取り組み 

総合取得改革においては、中長期的に我が国の安全保障上、中核となるものであり、防

衛省として重点を置いて維持・育成すべき生産基盤・技術基盤の分野を明確にすること、

即ち「選択と集中」の方針として、防衛構想に合致した装備品の中核技術であること、及

び、将来戦闘様相において敵に優越する装備品の技術であることを掲げた。これに該当す

る分野として、以下の①～③の技術分野及び生産分野を考えて検討が進められた2。 

①防衛計画の大綱に示されている次の防衛力の役割を果たすために必要な装備品の中核

となる技術分野 

・ 弾道ミサイル攻撃への対応 

・ ゲリラや特殊部隊による攻撃等への対応 

・ 島峡部に対する侵略への対応 

・ 周辺海空域の警戒監視及び領空侵犯対処や武装工作船等への対応 

・ 大規模・特殊災害等への対応 

・ 我が国に対する本格的な侵略事寵への対処（必要な機能の も基盤的な部分） 

・ 国際平和協力活動（必要な輸送能力） 

②防衛計画の大綱に示されている以下の事項を果たすために必要な装備品の中核となる

技術分野 

・ 統合運用の強化 

・ 情報機能の強化 

・ サイバー攻撃にも対処し得る高度の指揮通信システムや情報通信ネットワークの構

築 

③上記①又は②の装備品を作るために必要なシステムインテグレーションの技術分野及

び生産分野 

上記に該当する「選択と集中」の分野の抽出に向けて、引き続き、航空機分野、誘導武
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器分野、電子・電気機器分野についての具体的検討が継続されると考えられる3。 

 

１-９ 取得改革等による契約形態の改善 

また、防衛産業基盤の維持強化のための施策のひとつとして、企業の参画意欲を拡大し、

競争促進に導くため、官民双方にメリットのある効率的で柔軟な契約形態の導入が望まし

い。コスト補償契約、インセンティブ契約、リスクシェア制度、等が欧米の装備品調達制

度のなかで行われており、我が国の防衛機器産業からも実現に向けて期待が大きい。 

また、契約相手方の選定において、調達価格のみの評価ではなく、価格、技術提案内容

（性能等）、納期、実績等の価値を総合的に判断する制度の実現も必要になっている。 

リスクシェア制度の例としては、欧米の各国での 75：25、50：50 のような負担制度があり、

官民での協議で決定されている。 

 

１-１０ 軍民両用科学技術の利用促進 

日本の民間技術をいかにして日本の防衛力強化、防衛技術開発につなげていくか、防衛

省、産業界が一体となって取り組んでいく必要があるのではないかと思う。これら企業が

持っている技術力を、いかにして防衛に活かすかという産業政策が必要ではないか、そう

いう課題があるのではないかと思う。 

 

１-１１ 安全保障における宇宙利用の拡大 

安全保障分野における宇宙利用については、我が国だけが特殊な政策によって制限され

る状況から、欧米の例に見るように防衛目的での利用を拡大させる政策転換が必要となっ

ている。 

日本の宇宙開発は東大宇宙科学研究所、宇宙開発事業団の２本立てで進められてきたが、

「平和利用原則」に縛られ防衛における利用は一般の利用が普及してから可能になるとい

う本末転倒の軍事的要求を無視した形で利用が拡大して来た。 

国際衛星通信が広く利用されるようになったので海上自衛隊の艦船が衛星通信を利用で

きるようになり、地球観測衛星による地図情報利用が一般化した後に情報収集衛星を利用

することが可能になった。 

このように｢平和利用原則｣と｢一般化原則｣により防衛分野における宇宙の利用が制限さ
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れていたわけであるが、政府・与党は宇宙基本法を制定すべく国会に提案しているところ

である。宇宙基本法が制定された後、防衛省により国家安全保障を考慮した宇宙開発･利用

の国家戦略を立案することが期待され、宇宙機器産業にとって新しい展望が開けることが

期待される。 

 

１-１２ アジア、欧州との技術交流・防衛交流の促進 

2007 年 12 月に来日した NATO 事務総長のスケッフェル氏は日本経団連防衛生産委員会

を訪問し、「現在は政治的、経済的、環境問題など世界的規模でリスクが増している。脅

威は冷戦時に比べ複雑になっている。NATO の直面している課題と日本の課題は同じであ

ろう。協調関係を作って行きたい。」との発言をし、日本との共同事業に対しての希望を

述べた。日本側からは日本が抱えている課題、「防衛産業規模が小さく、また予算が減少

していること。さらに武器輸出三原則等により国際的共同事業への参加が難しいこと」を

説明し、日本の現状の理解を得た。日本としては米国との２国間共同プログラムのみなら

ず NATO 諸国との共同も視野に入れた国際プログラムへの参加なども今後の課題である。 

 

２．防衛機器産業への影響と対応 

 第３章２項で述べたように、欧米は冷戦の終結により発生した世界的な国防予算の縮減

を契機とした大幅な業界再編を行なうことで、防衛機器産業の強化及び生き残るための集

約を行なった。また、技術の高度化による装備品の能力向上が開発費用の増大を招き、開

発費負担リスクを１国で抱えられない規模になってきており、これにより米国の JSF や欧

州のユーロファイター等の主要装備品の国際共同開発といった動きへとつながってきてい

る。 

 わが国は、財政難の影響も踏まえ防衛正面装備費は縮減の傾向にあり、第４章において

示した通り、調達量の減少が作業量の低下に伴う防衛専門技術者の離散を招く状況となっ

ている。 

 本項では、新しい安全保障環境がわが国防衛機器産業に及ぼす影響を洗い出す。 

 

２-１ 業界再編・統合 

 欧米は既に大幅な業界再編を実施し企業力を強化している。反面わが国は防衛用途のた

め市場が限定的かつ比較的小規模であるにも係らず同業者が割拠している。例えば、航空



 

174 
 

機の場合、米国では主要な防衛航空機メーカーは３社（Boeing 社、Lockheed Martin 社、

Northrop Grumman 社）であるのに対して、市場が米国に比べて小さいにも係らずわが国に

は３社（MHI 社、KHI 社、FHI 社）もある。また主要な防衛航空機用エンジンメーカーで

も米国が２社（GE 社、P&W 社）、欧州でも１社（RR 社）であるのに対して、わが国は３

社（IHI、KHI、MHI）となっている。現在は、各社得意分野を中心に独自事業を行なって

おり、国内もしくは世界的な企業間アライアンスによる連携の動きは見られない。 

反面、既に民間航空機の世界ではわが国企業も国際共同開発に参画する等グローバルな

連携を目指している。武器輸出三原則等解釈の状況によっては、防衛産業においてもこう

した国際的な連携の傾向が強まる可能性もあるが、民間とは異なり防衛の場合、国土に合

う装備品開発の必要性や重要な任務に対する防衛力の秘匿性担保の観点から民間ほど単純

な国際連携は困難である。いずれにしても現状のように国内の市場が限定的かつ縮減傾向

にあることを考慮するとわが国においても業界の再編・統合が課題と言えよう。 

 

２-２ 両用技術の活用 

 防衛技術は 先端の技術として過去より産業界を牽引してきた。冷戦時の米ソの軍拡競

争が宇宙開発を促進したこと、情報収集能力の強化のための例えば GPS 衛星や高度な情報

処理のための電子部品がカーナビゲーションシステムやゲーム機用 IC として活用されるな

ど一般産業へ大きな波及効果を及ぼしてきた。現在でも、米国の DARPA の研究は未来の技

術を近未来に引き寄せる任務を付与されており、 先端の軍事技術が民間技術として活用

されていくケースが多々ある。図５-２に代表的な防衛技術の波及効果を示す。 

 しかし 近は民生技術の進歩も目覚しく、特に電子機器、例えば携帯電話のように大規

模な需要に裏付けられた商品開発の中、防衛装備としての要求を満足しかつ安い製品を提

供できる分野が現われている。 

 こうした技術は、デュアルユース（両用）技術として注目されており、厳しい防衛予算

の中、安価な装備調達の打ち手と目されている。またこうした両用技術が優れていること

は民間を主体にグローバルに展開されていることから相互運用性が高いと言うことも特徴

である。今後こうした両用技術の活用が拡大する可能性が高い。 
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図５-２ 防衛技術の波及効果例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-３ 装備品の高度化に伴う多品種少量生産傾向の増大 

 技術の高度化は戦い方を変えている。米国における戦い方の変遷を爆弾と爆撃機で見る

と、例えば 20m×30mのテニスコート数面分の目標を完全に破壊するために必要な爆弾数は

第二次世界大戦の爆撃機では 9000 個の爆弾を、ベトナム戦争の頃のF-4 戦闘機なら 176 個

の爆弾を必要としていた。その後の湾岸戦争ではF-117 ステルス戦闘機が登場し、１個の爆

弾を目標に対して百発百中で命中させられるまでになった。また米軍の研究によると、わ

が国も保持するF-15 に代表される第４世代戦闘機とステルスで超音速、かつデータリンク

機能を保有する第５世代戦闘機が空中で遭遇した場合、108 回戦って、第５世代戦闘機が

108 勝０敗という結果が出ている 4。これはどちらかというとたくさんの装備よりも圧倒的

に効果の高い少数の装備による優位を示している。今後こうした動きは装備品の多品種少

量生産傾向の増大を招く可能性が高い。 

２-４ 防衛専門技術者の離散 

 第４章で述べたようにわが国の防衛関連企業における防衛産業の位置付けはごくわずか
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な一部門であり、かつ正面装備費の削減による調達数の減少が、作業量の低下をもたらす

現状から、防衛専門技術者が合理化やリストラ、民生部門への人員配置転換により離散が

余儀なくされている。 

 

３．防衛機器産業基盤維持強化に向けた課題と対応 

 第４章でも述べた通り、わが国の防衛機器産業は防衛力のライフサイクル先般にわたり、

基盤の一部を形成しているため、新しい安全保障環境下における防衛力の維持・強化を図

る上で、防衛産業基盤の維持・強化が重要な施策となると言える。 

 以下に、前述２項で洗い出した影響に対する課題とその対応を纏める。 

 

３-１ 業界再編・統合 

 武器輸出三原則等の影響及び防衛の特徴である秘匿性の観点から民間で進んでいるよう

な国際的な連携を防衛で模索できない状況のため、国内での同業者による共同開発・生産

体制方式が実施されている。F-2 や OH-1、 近では C-X／P-X もプライム会社の下、各社

が開発チームとして参画し製造を分担する方式が進められている。少ない開発機会で裾野

の広い産業に対して技術育成の波及効果を高めるための手法であり効果的な面が多い。し

かし、別の側面では各社の自由な競争の制約や企業の参画意義の低下、経費増の一因等問

題も指摘されており更なる検討の必要が今後高まると考える。 

欧米では防衛産業における経営基盤強化のため、また、競争力強化のためにM&Aが進んで

きた。特に欧州諸国では、自国内の受注減や技術開発期間の短縮化に対応するために、国

際的な共同開発や共同生産を積極的に行っている。 

我が国においても、防衛関係費の今後の動向を踏まえれば、我が国一国のみでは必要と

される全ての軍事科学技術の分野において欧米の技術開発スピードに対応し、優れた装備

品を開発・生産することは益々困難になってきていることは、前に述べた通りである。 

 我が国の狭小な防衛マーケットのなかでその生産基盤・技術基盤を維持強化するために

は、防衛産業における再編・統合等による整理がひとつの有効な対応と考えられる。再編

・統合が効果的に運用された前提では、①取得調達の安定化、②契約相手方との調整の効

率化、③研究開発における巨大企業の優れた技術力の活用、国際的競争力の強化、等のメ

リットが期待できる。 
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しかしながら、業界の再編・統合については、わが国の場合、防衛産業が各企業のごく

一部であること、民生分野の技術力により大きく依存していること、欧米と異なり基礎研

究部門が軍等の機関に依存していないため、単純に防衛部門だけを切り離すことが困難で

あり再編・統合が実施しにくい状況にある。 

当面は、個々の装備品やプロジェクトに参画する企業や官側のメリットを 大限にする

ような視点で、個別に共同開発や生産分担が進展し、将来の再編・統合に向けた地盤作り

から徐々に、一歩一歩進んで行くことになると考えられる。再編・統合は、基本的には個

々の企業が自発的に経営判断して行われるものであり、関連する企業にとってメリットが

なければ前進しない。再編・統合を促進するための何らかの優遇政策も望まれる。 

３-２ 我が国の優れた民生技術の活用 

防衛省における研究開発は、諸外国に比して少ない研究開発費をより有効に活用するた

め、民生技術を取り入れ，防衛装備品としてまとめ上げていくことが前提となっている。

したがって、従来より民生技術から防衛技術へのスピンオンは積極的に実施されてきた。

しかしながら、近年の民生技術の著しい発展や短期間での技術の陳腐化といった傾向を踏

まえると、複雑多様化する技術動向を早期に把握し、より積極的に装備品等に適用してい

くことが、優れた防衛装備品の開発や研究開発コストの低減のために必要である 5。 

３-２-１ デュアルユース技術への積極的投資政策の必要性 

レーダー等のセンサーや通信機器の構成品である半導体素子、発信器やアンテナといっ

た部品は、従来から民生品と防衛専用品の違いが不明確であったが、その傾向はますます

顕著になってきている。また、戦闘機、ミサイル、及び搭載電子機器のそれ自体は純粋な

「軍用品」であるが、それを構成する部品、材料の中には、民生市場でも成功するような

潜在的可能性を有しているものもある。このように、民生市場においても存続可能な潜在

力を有する技術を両用技術（デュアルユース・テクノロジー）と位置づけて、その技術基

盤を確立し、経済発展と安全保障の両立の観点から、積極的な投資が望ましい。 

このような両用技術分野の推進については、一般的に、共通する基盤技術開発や量産に

おいて民間資本が活用できること、企業内の民需部門と防衛部門の開発ノウハウを融合で

き、開発のスピードアップが図れること、といったメリットがあり、また民間企業にとっ

ては、国防分野の先進技術（高性能）や高信頼性技術（耐環境性技術）を、民需品に適用
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でき、市場を開拓できること、国防分野の投資も活用できることから、開発コストの削減

が図れるといったメリットがある 6。 

３-２-２ スピンオンの事例 

電子・電気機器関連のスピンオンの事例を挙げてみると、「携帯電話等からの転用」と

して、①小型アンテナ／フェーズドアレイアンテナ技術、②送受信デバイス技術、素子技

術（小型、高感度）、また、「ＰＣ等からの転用」として、③フラットパネルディスプレ

イ技術、④マイコン技術、「デジカメ・小型ビデオカメラからの転用」として、⑤イメー

ジセンサ（CCD 素子等）・ＩＲセンサー素子（非冷却等）、⑥小型加速度センサー（動揺

修正）、⑦大容量不揮発性メモリ素子、更に、「ＩＴ技術からの転用」として、⑧ 新イ

ンターネット関連プロトコル、⑨ 新ネットワーク機器、⑩COE 環境（標準技術）等が挙

げられる。 

３-２-３ 今後活用が促進されるスピンオン技術 

従来のスピンオン技術の活用事例に加えて、今後活用が促進されると考えられる技術を

列挙すると、「デバイス技術、ナノテク素子技術」の分野では、①高エネルギー密度小型

バッテリー技術（カーボンナノテクノロジーの応用）、②燃料電池技術、③特殊センサー

技術（バイオケミカルセンサー）、④MEMS 技術、⑤ハイパワー高信頼性 MPM 技術、⑥

量子通信、量子暗号、及び量子演算処理技術等がある。 

また、その他の技術分野では、「ユビキタス情報処理技術分野」、「生命科学技術分野」、

「環境保全技術分野」、「知識情報処理技術分野」、「セキュリティ技術分野」、「ロボ

ット技術分野」等々の各技術分野からそれぞれ「両用技術」として活用できる先端技術が

数多く上げられる。 

３-２-４ 将来装備品への適用可能性を秘めた技術 7 

将来の戦闘様相に大きな影響を与える可能性がある装備品に繋がる技術として、先にあ

げた防衛省技術研究本部「中長期技術見積もり」（平成 19 年４月）では、「将来の可能性

を秘めた技術」として、表５-３のように整理している。これらは、我が国の優れた民生技

術をベースにして、「両用技術」として研究開発を促進し、経済発展と技術安全保障の両

面で活用していくべき技術であると考えられる。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6 総合取得改革（中間報告） H17 年３月 防衛庁管理局 
7 防衛省技術研究本部「中期技術見積もり」 H19 年４月 
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表５-３ 将来の可能性を秘めた技術（「中長期技術見積もり 8」より） 

項  目 概  要 
適用可能なコア

装備 
期待効果 すう勢・動向 

1 

電力貯蔵技

術  

電気エネルギーを他の形（化

学エネルギー、磁気エネルギ

ー）に変換して貯蔵する技術 

ロボット・無人

機 

個人装備  

プラットフォー

ム 

高密度化すれ

ばシステムの

軽量・小型化、

長期運用  

電力貯蔵用電池は5～

10年。  

SMES(超伝導電力貯蔵

装置)は更に長期間  

2 

力増幅技術  人間が行う重作業の軽減を目

的とする、外骨格システムと

して人間と一体化して機能す

るパワードスーツ  

個人装備  個人の負担軽

減、行動範囲

・期間増加  

負荷の増強、歩行/走

行速度の増大等の課

題  

実用化には5～10年 

3 

パワーＭＥ

ＭＳ技術  

小型で非常に大きな出力（電

源、動力源）を生み出すＭＥ

ＭＳ技術  

ロボット・無人

機 

個人装備  

プラットフォー

ム 

精密攻撃武器  

装置の 小型

化、軽量化、

高機能化  

・部分実証段階  

・実用にやや期間要 

4 

テラヘルツ

波応用技術  

テラヘルツ波の特性を利用

し、検知、計測、イメージン

グなどに応用する技術  

NBC対処装備  生物・化学剤

探知  

爆発物探知  

小型軽量化、耐環境性

が課題  

5 

ナノコンポ

ジット構造

材料技術  

1～100ナノメートル次元で粒

子化したもの（カーボンナノ

チューブ(CNT）)を、別の素材

に練り込んで組成される複合

材料技術。高強度と高弾性を

持つ。  

プラットフォー

ム(航空機)  

精密攻撃武器  

機体等の軽量

化による性能

向上  

CNTを混合した材料は

一部で利用  

CNT本来の特性を生か

した材料としては長

期間を要する  

6 

超伝導電磁

推進技術  

超伝導磁場と海水中の電流に

よる相互作用により、高速で

静粛な電気推進艦を実現する

技術  

プラットフォー

ム 

（艦艇）  

艦艇の 高速

化、静粛化  

部分実証段階  

移行にやや期間要  

7 

電子透かし

技術  

静止画、動画、音響等のデジ

タルコンテンツに対して、コ

ンテンツとは別の情報を、人

間に知覚できないように埋込

む技術  

指揮統制・通信

装備  

共有情報の信

頼性の確保  

人間が知覚できない

段階までには長期を

要する  

8 
バイオセン

サ技術  

生体反応を利用して、センシ

ングを行う技術  

NBC対処装備  装置等の小型

化、軽量化  

・部分実証段階  

・実用には期間要  

9 

機能性複合

粒子技術  

ナノレベルで金属、セラミッ

クス、プラスチック等の複合

粒子同士を任意の形状に結

合、成型する技術  

プラットフォー

ム(航空機、車

両)  

精密攻撃武器  

強度増による

軽量化、耐熱

性向上  

・部分実証段階  

・移行にやや期間要 

10 

フォトニッ

ク結晶技術  

屈折率が異なる二種類の材料

をナノメートルサイズの間隔

で並べた結晶を用いて、光を

自在に制御する技術  

情報収集･探知

装備  

指揮統制･通信

装備  

通信能力の向

上、小型化  

・部分実証段階  

・実用化に５～１０年

11 

先進的水中

映像ソーナ

ー技術  

夜間や濁水中でも鮮明な映像

が得られる音響による水中ソ

ーナー技術  

情報収集･探知

装備（ソーナー）

水中目標の識

別性能向上  

・部分実証段階  

・移行にやや期間要 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8 防衛省技術研究本部「中期技術見積もり」 H19 年４月 
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12 

量子暗号技

術  

量子状態の特性によって、通

信路上の盗聴者を検出できる

ことを利用した暗号鍵伝送技

術  

ネットワーク技

術 

絶対的なセキ

ュリティの確

保  

・部分実証段階  

・移行にやや期間要 

13 

カーボンナ

ノチューブ  

カーボンナノチューブを電子

デバイスとして利用する技術 

(各種電子機器

等)  

装備の超小型

軽量化、高機

能化  

・部分実証段階  

・移行にやや期間要 

 

３-３ 装備品の高度化、複雑化、巨大化への対応 

弾道ミサイル対処システムの例に見るように、高度なセンサーシステム、精密誘導武器

システム、そして、構成機器のネットワーク化など装備品が複雑化、高度化していること、

更に、システム・オブ・システムズと言われるようにサブシステムが高度に階層的にネッ

トワーク化され防衛システムは巨大化している状況について、前節で述べた。 

新たな脅威や多様な事態への対応として、掲げられている①弾道・巡航ミサイル対処、

②ゲリラ・特殊部隊対処、③テロ対処、④サイバー攻撃対処、⑤武装工作船等対処、⑥島

嶼部侵略対処、⑦国際平和協力活動、等のいずれの場面においても、「早くて正確な情報

の収集」のために、新しいプラットフォーム搭載各種センサーによる常続監視と、「迅速

な情報共有／適切な状況判断」のための指揮統制ネットワークが必要となり、それを実現

するための対傍受性、耐妨害性、高速伝送、相互運用性を確保した通信ネットワーク技術

の研究開発が重要になっている。 

また、指揮統制ネットワークの基盤に連接された「精密攻撃能力」が本来の能力を発揮

することにより、上記の新たな脅威や多様な事態に対処できることから、センサー～指揮

統制～精密な対処能力の全体が高度にネットワーク化され、統合化されている必要がある。 

このような、複雑、高度、巨大なセンサー・トウ・シューターのシステムを実現するため

には、サブシステム間の相互連接の標準化やシステム全体の情報の流れの統制ができる優

れたインテグレーション能力が求められている。大型の誘導武器システムや C４ISR システ

ムの開発等を通じて、このような優れたシステム・インテグレーション能力の育成と継承

に取り組んでいる。 

 

３-４ 装備品の高度化に伴う多品種少量生産傾向の増大への対応 

 前項で述べた装備品の高度化は開発経費の増大を伴っている。この結果、こうした高度

な装備品は、１社開発からリスク分散の目的による共同開発に移行している。現在わが国

でも弾道ミサイル防衛に関する日米共同開発に参画し、新開発ミサイルの要素技術の研究
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を実施している。こうした 先端の高度な装備品はただでさえ少量生産となるため、基本

的には国際共同開発さらには共同生産につなげることである規模の生産量を確保する動き

が重要となる。弾道ミサイル防衛に関しては昨今の安全保障環境の変化である新たな脅威

対処の重要な施策としてわが国でも特別に武器輸出三原則等の例外化処置をしている分野

であり、こうした取組は防衛機器産業界だけでなく政治を巻き込んだ判断・対応が重要と

なる。 

 

３-５ 防衛生産・技術基盤を維持・育成するための方策 9 

既に述べたように、防衛生産・技術基盤の維持・育成に当たっては、装備品の設計や製

造のノウハウを持った人材や生産設備を維持・確保することが必要不可欠である。すなわ

ち、民間企業において、日常から当該分野について継続的に設計や生産を行うことが、技

術者の知識レベルを高め、また、ノウハウの修得等製造技術者のスキルを高める 良の方

策である。 

しかしながら、装備品の取得方法や研究開発のフェーズによって、生産基盤・技術基盤

への効果は異なる。 

例えば、「国内の企業に対し装備品の試作品及び量産品の設計・製造を委託する」場合

には、以下（ア）～（工）の効果が期待できるが、 

（ア）装備品の構成技術の知識を有した人材が育成される 

（イ）装備品のシステム・インテグレーション技術の知識を有した人材が育成される 

（ウ）装備品の生産に必要な設備及び人材が確保される 

（工）装備品の維持修理に必要な設備及び人材が確保される 

「国内の企業に対し、装備品のライセンス生産による量産品の製造を委託する」場合に

は、上記（ア）と（イ）の効果が小さくなり、「量産を必ずしも前提とせず技術実証を

行うため、国内の企業に対し装備品の原型の試作品の設計・製造を委託する」場合には、

上記（ウ）と（工）の効果が小さくなる。 
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 装備品の

一部の要

素研究 

装備品研究開発と技

術評価まで実施（生

産と運用維持整備を

しない場合） 

国産開発した

装備品の生産

と維持整備ま

で実施 

ライセンス導

入品の生産 

将来装備品構想を創出で

きる人材の育成 
 ○ ◎ × 

装備品の要素技術の知

識を有する人材の育成 
○ ○ ○ △ 

システムインテグレーショ

ンの技術力を有する人材

の育成 

× ◎ ◎ △ 

生産設備の維持、製造ス

キルを有する人材 
× △ ○ ○ 

装備品維持管理に必要な

設備、人材 
× △ ○ ○ 

従って、防衛生産・技術基盤の維持・育成に当たっては、それぞれの能力を有する人材

を確保するために、装備品の取得方法を適切に組み合わせることが重要である。 

 

３-６ 防衛専門技術者の離散対策 

 防衛機器産業にとって、喫緊の課題が防衛専門技術者の離散対応と言える。 

防衛技術基盤の維持のためには、優秀な科学者、技術者の確保と維持が必要不可欠であ

る。費用対効果に優れた装備品、すなわち装備品の質の維持は、この人的リソースの質に

大きく依存する。 

民間企業において、日常から当該分野について継続的に設計や生産を行うことが、技術

者の知識レベルを高め、また、ノウハウの修得等製造技術者のスキルを高める 良の方策

であることは前項で述べた通りである。また、産官学の強調関係を拡大し、将来装備品の

研究開発には、早い段階から産学の若手研究者を参画させて、優れた研究者、技術者を育

成し定着化を図ることも有効である。更には特殊な軍事科学技術の知識、防衛システムの

理解と装備品の研究開発に関する知識を得て、経験する機会を拡大することが必要である。 
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このために、単純な輸入による購入ではなく 低ラ国、できれば自主開発や生産の機会

を増出すること、防衛機器産業の国益への重要度を鑑みた重点的な育成の促進等、官民共

同で取組むことが必要である。 

また、有事における防衛産業基盤の即応性を確保するためには、クリティカル部品・材

料の備蓄、生産ラインと人材の維持が必要である。特に、一時的な事業の負荷変動による

人材の散逸を防止するため、中長期計画に基づいて、装備品のライフサイクルによる盛衰

に対応して計画的な人材シフトが重要である。 
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結  言 

 国際社会や国家の安全を脅かすような安全保障環境の変化が、防衛機器産業に影響を及

ぼすまでの一般的なプロセスを考えてみると、新たな脅威の出現や国際レジームの崩壊に

際して、まずは国際機関や地域機構あるいは欧州国家連合 EU などが平和と安定を回復する

ための行動を起こす。次いで主権国家たる政府が行動を起こし、安全保障・国防担当官庁

たる国防省が行動を起こし、そして軍隊が行動する。ここで防衛機器産業は軍隊の戦力発

揮の源である装備品の提供者ということになる。つまり、安全保障環境の変化が防衛機器

産業に影響を及ぼすまでには、中間に階層を成して多くのプレイヤーが存在し、それらプ

レイヤーが起こす行動が、その経路・階層を経て末端に位置する防衛機器産業に影響を及

ぼして行動を取らせるということになる。 

 本調査研究では、対象期間を冷戦終末期以降から今日までとして、その間に起きた安全

保障環境の変化と、これに対する国際機関や地域機構及び EU そして各国政府並びに国防省

・軍隊が取ってきた行動を調べ、これらの行動によって防衛機器産業はどのような影響を

受けてきたかを検討してきた。 

 

 冷戦の終結に伴い米国及び西欧主要先進国は大幅な長期にわたる防衛予算の削減を行な

った。この困難な状況に際して米国防省は、新たに定められた法律に基づき防衛ビジネス

の新手法を採用して非効率的な防衛予算の執行を自ら正すと共に、防衛機器産業界に対し

て、企業自身による自主的な M&A による過剰生産能力の整理と適正規模の競争環境への移

行を強く慫慂した。更に米国防省は、企業の M&A に伴う費用の応分の負担を受け持つとい

う、企業再投資・転換支援プロジェクトを実行した。また冷戦終結後における新たな安全

保障秩序や防衛戦略、防衛力整備の方向性が不透明な中、米国は湾岸戦争に始まる一連の

地域紛争を戦いつつ、米国防省は 1993 年に冷戦後の本格的な防衛計画、「ボトムアップレ

ビュー」を示し、また 4 年毎の国防見直し報告書、「QDR」を議会に提出する制度を確立

し、更にボトムアップレビューを受けて「ジョイントビジョン 2010」、そして「ジョイン

トビジョン 2020」を示して防衛力整備の長期展望を明らかにすると共に、これらを受け、

かつ実戦の教訓を生かしつつ各軍の装備の近代化計画である「トランスフォーメーション

計画」を明らかにしていった。冷戦終結により防衛予算が削減される中で、国防省はこの

ように企業に M&A に対するインセンティブを与える施策を実行すると共に、企業に長期を

展望したビジョンを示して企業の投資に対する指針を与えた。 
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 大量破壊兵器及びその運搬手段であるミサイルの拡散に対してはどうであろうか？国際

機関レベルでは、拡散防止の各種レジーム等が取り決められて多くの国がこれらに加入し

ている。国家レベルでは、米国はミサイル防衛の主管官庁としてミサイル防衛庁を創設し

ミサイル防衛が国家的事業であることの位置付けを明確にし、ABM 条約を脱退すると共に

太平洋に展開する大規模な試験設備を整備する等、ミサイル防衛システム開発のための環

境を整えた。更に 新の技術を取り入れられる柔軟な研究開発手法、契約要領を採用し、

企業による研究開発へのインセンティブを高める措置を講じた。また、システム・オブ・

システムズであるミサイル防衛システムのシステムエンジニアリング及び統合に関する業

務を実施するため、企業代表を含めた官民合同のナショナルチームを結成した。これらの

ことは、先端的な技術を駆使したミサイル防衛体制整備という優先的な国家プロジェクト

を推進するために、国家レベル、国防省レベル、軍レベルでやるべきことをやって、企業

が存分に実力を発揮できる環境を整備していった格好の事例と言えよう。 

 9/11 テロとそれ以降の米国の対応は、連邦政府レベル、国防省レベルそして軍レベル等、

あらゆるレベルでしかも国家を挙げた多岐にわたる対策を、時機を失することなく実行し

ていることを示している。即ち、2001 年 9 月 30 日に発表された 4 年毎の国防見直し QDR

において、米本土防衛を国防省の第 1 優先任務に復活させ、10 月 7 日にはアフガニスタン

の攻撃に踏み切り、国土防衛局を 2001 年 10 月 8 日に新設し、2003 年 1 月 23 日に国土安全

保障省に改編した。一方、テロとの戦いのためのドクトリンは第２章３-１-１（３）アの図

表にあるとおり、2002 年 9 月 17 日にブッシュ大統領が出した「国家安全保障戦略」に始ま

り、戦闘部隊指揮官が出す細部計画に至るまでの整合性の取れた一連の計画体系を、2002

年中に作り上げ実行に移していった。装備品の開発・取得に関わる計画も当然これらの中

に含まれている。 

 

 欧州においても冷戦後における防衛予算の削減は米国と同じく顕著であり、市場規模も

小さく、欧州防衛機器産業衰退の危機感を持った EU は、欧州防衛機器産業の統合・再編と

欧州市場統一を督促する声明を数次にわたり発出した。その後 1998 年 7 月に欧州先進 6 カ

国（英、仏、独、伊、スペイン、スウェーデン）が企業再編促進等について合意した。こ

れら超国家組織である EU、或いは関係国首脳による国境を越えた企業間の統合再編を促す

意思表示、並びに統合再編を阻害する障壁の除去等の環境整備を各国が行なった結果、防

衛機器産業の国境を越えた統合再編が実現していった。 
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 欧州の防衛機器産業に影響を与えたもう一つの大きな要素として、「コソボ紛争の教訓」

が挙げられる。域内の地域紛争を解決するのに米軍の協力を得なければ満足な軍事的解決

ができないという事実は、EU をして緊急対応部隊の創設と米軍との装備品の性能格差是正

を骨子とする装備の近代化計画（DCI）の着実な実行へと向かわせた。EU 加盟各国はこの

計画に基づき防衛機器産業の参加のもとに防衛力整備を進めていっている。 

 EU は「EU 武器輸出行動規範」を定めたが、これは防衛機器産業の維持強化の一つの手

段として武器輸出をすることは正当な商行為であることと、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提供することは、主権国家として認められる当然の権利である

ということを共通の認識としているものであり、防衛機器産業にとっては経営強化策の一

つとして武器輸出を選択する際の輸出の是非を判断する基準となるものである。 

 

 英国防省は、冷戦終結後における安全保障環境下かつグローバル化が進展している民生

産業の状況の中にあって、健全で競争力のある防衛機器産業を維持し強化するための施策

として、まず第 1 に防衛企業の国有化を廃止して民営化を進めたが、これにより企業の国

際化や外国企業との M&A 或いは共同が進展し、結果として健全で国際競争力のある防衛企

業へと成長していった。第 2 に、防衛機器産業の活動を全くフリーにすることは、国内防

衛産業基盤の衰退をもたらすとして、核心となる企業能力（インフラ、技量、知的蓄積、

知的所有権、生産等受容能力）を英国内に確保するため、英国内に確保すべき技術の選定

基準を定め、調達・取得方式の基準を定め、重要装備品を外国企業が落札した場合の条件

を定める等の具体的な措置を講じた。そして第 3 に、英国の防衛機器産業が広い国際市場

へ自由にアクセスできるようにする代わりに英国市場を外国企業に対してオープンにし

た。 

 また、英国防省は官民の専門家からなる協議機関である「国防及び航空宇宙システムズ

・パネル」を設立したが、英国防省はこれにより企業側の技術力とその趨勢を知ることが

でき、防衛力整備構想確立の資とし、企業側は国防省が将来必要とする軍事力を知ること

により、長期的展望に立った研究開発投資をする資とした。 

 

 これまで述べてきた米国、EU 並びに英国における防衛産業政策並びに防衛機器産業の対

応を見てみると、「防衛機器産業は防衛力発揮の基盤であり国家の安全保障にとって不可

欠の要素である」という認識を、政府から企業の末端に至るまでのすべてが共有している
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ということがその根底にあって、政府、国防省、軍がそれぞれ所掌する業務を的確に実施

し、防衛機器産業がそれに応えている構図が読み取れる。欧米の対応に通底している特徴

は、防衛戦略、そこから生み出される兵器・装備の研究開発・生産・取得に至るプロセス、

防衛産業の機能的集約と強化などの全ての局面を、政府の明確な指針が主導していること

である。 

 我が国を取り巻く安全保障環境については、冷戦の終結により極東ソ連軍と直接対峙す

る状況は解消したが、それ以外の環境状況については冷戦時代よりも更に不安定かつ脅威

は増大している。即ち、リージョナルな問題としては、領土・領海問題、中国の軍事力増

強、北朝鮮の弾道ミサイル脅威の増大及び核開発等であり我が国の安全を直接的に脅かす

要因となっている。また、グローバルな問題としては、大量破壊兵器の拡散及びテロリズ

ムの拡散・強化等国際的な安全保障環境の不安定化要因の増大である。 

 このような環境の変化に対して我が国は、「新防衛大綱」を定めて、今後およそ 10 年に

わたる我が国の安全保障と防衛力のあり方を明らかにし、これを受けて「中期防衛力整備

計画」を定めた。また、日米間の戦略対話を通じて共通戦略目標及び日米の役割・任務・

能力並びに在日米軍の再編等を明らかにした。更に、北朝鮮の弾道ミサイル脅威の増大が

大きな要因となって政府は我が国の BMD 態勢整備を決定し、これに伴う SM3 ミサイルの

日米共同開発を円滑に行なうため“武器輸出三原則等”政策の限定的な緩和を決定した。

2007 年には「軍事情報保護協定」（GSOMIA）を締結し、日米間の軍事情報の相互流通・

共有を円滑にするための枠組みを作った。更に、政府は安全保障環境の変化と自衛隊の役

割・任務の拡大に伴う機能を的確に実施するため防衛庁を防衛省へ格上げした。政府はま

た、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定して具体的なテロ防止策と行動要領を示

した。 

 一方、これらで見るように予算を伴う事業が目白押しであるにも拘らず、防衛関係費の

対 GDP 比は平成 7 年度以降で見た場合、平成 14 年度の 0.995%が 高で、その後毎年下が

り続け、平成 19 年度は 低値の 0.916%まで落ち込んでいるのが現状である。 

 防衛省は、中期防において弾道ミサイル攻撃への対応をはじめとする自衛隊の能力など

に関する主要な事業を定め、また日米防衛協力を強化するための向上させるべき活動を例

示して、事業化の方向性を示した。更に、装備品の調達取得制度を新たな環境に適合させ

ると共に、コストエフェクティブな取得を達成するため、1996 年から調達・取得の総合的

な改革の検討を始め、2003 年には総合取得改革推進委員会を設置して改革の実現を図って



 

188 
 

いこうとしている。この改革の一環として、技術研究本部は「中長期技術見積もり」を公

表して、技術開発・投資に対する方向性を示した。 

 安全保障環境の変化に伴ってとられた、このような我が国の防衛政策並びに防衛産業に

関わる政策は、自衛隊や防衛機器産業にどのような影響を与えているであろうか？ 

 BMD 態勢整備については、予算措置並びに政策的な環境整備も進んで概ね円滑に計画通

り進捗している。 然しながら全般財政事情から防衛予算の増加が認められなかったため、

その他の正面装備のための予算を減額することでこれに対処した結果、BMD 以外の正面装

備の整備が大幅に遅れることとなった。これが自衛隊の従来からある本来任務達成に悪影

響を及ぼすことが懸念される。 

 このような大規模な新規事業が入ったにも拘らず、防衛予算が横ばいか年々減少してい

っている状況は、防衛機器産業界にも深刻な問題を投げかけている。我が国の防衛機器産

業は、自衛隊装備品のライフタイム全般にわたる支援を担っている。即ち、自衛隊の戦力

発揮と直結している存在である。近年における装備品の価格高騰、高性能化、複雑化、大

型システム化、急速な技術革新と構成品のライフタイム短縮化等の状況の中で、防衛予算

の横ばいそして減少が続いた結果、①仕事量の減少に伴い防衛関連装備品の技術者数の減

少が著しい、②逆境に対処するため企業努力でこれら人・予算不足等負の影響をカバーせ

ざるを得ない、というような状況に陥っている。 

 しかも“武器輸出三原則等”政策は、限定的な緩和に止まったため、我が国の防衛機器

産業は多数国による国際共同開発・生産の機会を失しており、国際共同開発によるメリッ

トを享受できない状況が続いている。 

 我が国の安全保障をより確かなものとするために、防衛機器産業に関わる視点から今後

の課題として次の諸点を強調しておきたい。 

① 防衛予算を「初めにシーリングあり」で決めるのではなく、防衛大綱→中期防→年度

計画に基づいて予算を積み上げて要求額とし、政治上の判断でカットするのであれば、

それによる防衛上の不備に対するリスクは政治（外交、経済政策、その他）が負うこと

とすべきであろう。 

② 国際共同研究・開発・生産ができるよう、“武器輸出三原則等”政策の抜本的見直し

が必要である。これにより先進技術の獲得、コストエフェクティブな装備品の取得、利

益の拡大、関係国との相互運用性の増大及び相互信頼性の醸成等によるメリットは、政

府、防衛省・自衛隊及び防衛機器産業いずれにとっても計り知れないものがある。更に、
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適切な武器輸出政策を行えば、国際社会の安全保障環境の改善にも資するであろう。何

故なら、例えばテロ対策などの国際協同において「弱い環」を強化するための、いわゆ

る“capability building”に対する支援は、国際社会の安全保障環境の改善に繋がるから

である。 

③ 防衛省が現在進めている総合取得改革は、実質的にはコストダウン（効率性の追求、 

民需手法の導入、競争入札制度の徹底等による）及び不正防止（透明性の確保・向上、

情報流通の局限等）に主眼が置かれているが、防衛調達・取得改革にあっての主眼は、

国家安全保障の基盤である「防衛機器産業基盤を維持・強化するために何をどう改革す

るか」ということに置かれるべきであろう。 

④ 優れた民生技術のスピンオンを促進するため官民の代表者から成る常設の協議機関或 

いは委員会等の創設が望まれる。併せて“武器輸出三原則等”政策の見直しが必要であ

る。何故なら、民生技術のスピンオンにより本来の民生品の輸出制限等が生じる恐れが

あるため、民生事業分野では民生技術のスピンオンを忌避すると思われるからである。 

⑤ 欧米においては防衛予算の大幅削減に伴う大規模な M&A が行なわれたが、我が国の 

場合、防衛予算は横ばいか微減で経過していること、企業の環境が欧米とは異なること

等の理由により、欧米のような防衛機器産業界の大規模な M&A は生じていない。今後、

我が国の防衛予算並びに防衛産業政策が現状で推移するならば、防衛機器産業界の企業

再編・統合は起こるかもしれないが、企業分野により特性があり一律には論じられない。

例えば、造船分野にあっては、護衛艦等建造計画の大幅なペースダウンに伴い仕事量が

減ったことと民需造船不況もあって、かつて 5 社体制であったものが企業の吸収合併に

より現在では 3 社体制となっている。一方、通信電子事業分野では、企業の総売上げに

占める防衛のシェアは 1~3%であって、防衛事業の都合で他企業との再編・統合が起こる

とは考えられない。また、航空機及び航空機用エンジン事業分野では、防衛用の特殊な

技術を継続的に開発し継承していくためには、現状の国内市場だけ、或いはライセンス

生産による等では限界があり、軍用機の国際共同事業参加、外国企業とのジョイントベ

ンチャー、或いは国内企業との再編統合等、多様な選択肢を考慮に入れた企業能力の向

上・維持強化のための経営判断が求められる。もし政府が将来的に防衛機器産業界を機

能的に集約する M&A を慫慂するなら、そこには防衛機器産業基盤を保護し、育成強化し

ていくための包括的な指針がなければならない。  
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これまで考察してきたような、我が国における安全保障環境の変化とそれへの対応、そ

してその対応が防衛機器産業に及ぼす影響を考えてみると、政府レベルから防衛機器産業

に至るまでの全てにおいて夫々の特殊性をそのまま受け入れて、現状の変革を 小にとど

めることが 善の策であると認識しているように見える。そこには、“安全保障”につい

ての厳しい認識と“国益を守る”ということについての強い決意が官民共に欠落しており、

まさに施策にバックボーンを欠いていると言わざるを得ない。「国家の要求に応えられる

健全で競争力のある防衛生産・技術基盤が安定的に存続し続けることが、国の安全保障に

とっての必須の要件である」という防衛機器産業基盤に対する共通の認識は、そのバック

ボーンがあってこそ培われるものであろう。 
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