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〔要約〕 

本調査研究は冷戦終了後、各先進諸国は軍事力の削減、防衛予算の縮小等厳しい環境下

で各国政府は如何に防衛施策を講じたか、また防衛産業はどのような対応をしてきたのか、

特にＭ＆Ａ、アウトソーシングについて欧米各国政府の防衛産業政策や各防衛企業の対応

策について各種資料による調査及び現地調査を行い、その実態を明らかにした。欧米諸国

は政府が明快な施策を施し、防衛企業の維持・発展を図っていることが理解できた。 

 

第１章  序    

１-１ はじめに 

本調査研究目的及び本報告書の構成について記述し、それから M&A、アウトソーシング

を定義し認識の統一を図った。 

１-２ M&A 及びアウトソーシングに影響を与える安全保障環境の変化 

冷戦終結後安全保障環境は大きく変化した。この変化は各国の国防計画・装備計画に大

きな影響を与えた。冷戦時代の量を重視した構想からネットワーク・セントリック・ウォ

ーフェア（NCW）へ移行した。この結果装備品の調達数が減少するうえに更に装備品の高

度化は調達価格の高騰をもたらした。また各国国防省は予算の効率化を求められ、戦闘に

本来的に必要な以外は民間に委託していった。一方欧米の防衛産業は大々的に吸収合併を
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行い、企業の体力回復を図った。 

第２章  欧米における防衛機器産業の M&A の動向 

２-１ 米国 

米国における軍需産業は 1980 年代まではボーイング、ロッキードなどといった総合航空

機メーカー、GE、ユナイテッド・テクノロジーなどのエンギンメーカ、IBM,レイセオン、

TRW などの電子システムメーカ及びその下に存在する多数の電子機器、精密機器のメーカ

ー群により形成されていたが、冷戦の終了、湾岸戦争の終了と共に国防予算は減少された。

この状況に対応するため航空機業界、造船業界においても企業の統合が進み、主要軍需メ

ーカーはボーイング社など４大企業となった。 

２-２ 欧州 

第２次大戦後の冷戦時、ヨーロッパにおいては各国に沢山の航空宇宙関連、軍需関連企

業が存立したが、冷戦の終結及び EU への統合にあわせて、航空宇宙産業は EADA 社に、

防衛関係は BAE 社に統合されていった。航空機製造会社としては EADS 傘下の Airbus 社

１社となっている。 

  このように EU においても防衛産業再編が促進されたが、２００４年欧州防衛装備庁 

（EDA）が創設され２００７年に今後の欧州防衛産業育成の戦略（EDTIB）を発表、さら

に翌年には防衛力向上計画（CDP）、武器共同戦略（EACS）を相次いで発行した。 

  英国においては、２００２年 Defense Industrial Policy 更に２００５年には Defense 

Industrial Strategy を出すなど、政府として強力に防衛産業育成策を講じている。又仏国に

おいては国防省装備局（DGA）が防衛産業政策、技術産業戦略をリードしている。 

  英国は統廃合により造船所の収容能力が低下したことにより、戦闘に従事する艦以外の

軍艦は外国に発注する計画であり、戦略輸送艦の建造を韓国に発注する計画がある。 

  欧米の企業は安全保障環境の変化に則して、大規模な M&A を実施してきたが、多くの

企業が今後も事業域拡大を図って M&A を行っていくものと思われる、 

 

第３章 欧米におけるアウトソーシングの動向 

３-１ アウトソーシング進展の背景と根拠 

欧米においては冷戦終結により予算の削減が図られ軍の改革が求められた。また高度化

する業務、増加する業務への対応、業務の効率化が求められ、政府の本来的な業務以外は

すべて商業的活動として官民競争を導入して業務の効率化を図ることとしたが、これに応

えたのがアウトソーシングである。米国においては「より良い仕事をより少ないコストで」

を標語とする「小さな政府」構想がこれを後押しした。 
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英国においては、同じような環境下で、国の主権維持に必要な防衛生産・技術基盤の維

持と育成強化を重視して、PFI(Private Finance Initiative)、Partnering といった方式でアウト

ソーシングを行っている。 

  米国においてはどのような業務をアウトソーシングすべきかに関して、OMB Circular 

No-76 に示されている。各省庁の業務を政府の本来的業務（IG）と商業的業務に分け、「人

的資源評価基準」を使用して、軍人又は文官が実施する業務と民間に委託できる業務の基

準を示している。IG については、民間と契約を行うことは出来ず、政府職員が行うことと

されている。 

３-２ アウトソーシングの現状と動向 

欧米においては、小さな政府への移行、それによる民間セクターへの依存度が高まって

いるが、ここでは、米国のシンクタンクである CSIS のレポートをもとに、概要を記述し

た。アウトソーシングの形態として米国では PBL (Performance Based Logistics)、英国

では PFI(Private Finance Initiative)であるが、その現状と動向について今回現地調査し

た米国、英国、仏国の現状と動向特にその違い等を記述した。 

  宇宙インフラは安全保障上重要な要素になってきている。この分野においてもアウトソ

ーシングが PPP または PFI 等の仕組みで行われており、特に通信、観測分野で実績を積ん 

できている。 

３-３ アウトソーシングに対する評価 

「将来の軍事作戦は殆どが外征作戦となるとともに多くの民間企業の従業員が、この外

征作戦に従事することとなる。更に、将来の軍事作戦における派遣された企業従業員の役

割を的確に行わせるため、指揮官教育、非常事態対処計画立案、及び軍事演習を彼ら従業

員に対して実施する必要がある。」としている、即ち、戦場での部隊支援が民間企業の従業

員によって実施されることを当然としている。政府の本来的業務以外は基本的にアウトソ

ーシングの対象としているが、それが果たしてコスト削減と業務の効率化をもたらしてい

るかはまだ検証されていない。 

 

第４章  我が国の M&A の状況 

４-１ 防衛機器産業を取り巻く環境 

我が国の防衛予算は平成２年度をピークにここ２０年間にわたり、減少傾向にあり、防

衛機器産業は徐々に体力を消耗し、弱体化している。具体的には防衛専門技術者の減少で

あり、１部に撤退する企業も出ている。防衛技術者の離散は、結果として防衛技術力の低

下を招くこととなり、部隊への運用支援能力低下、そして防衛力の低下ということになる。 
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４-２ 産業界全体における M&A の進展 

我が国の M&A はバブル崩壊後の景気低迷を経て各種規制緩和の政策が実施された２０

００年代に本格化した。M&A には国内企業間で行われるもの（IN=IN 型）国内企業が海

外企業を吸収合併するもの（IN=OUT 型）及び海外企業による日本企業の買収（OUT=IN）

があるが、近年 IN=OUT、OUT-IN 型が増加傾向にある。M&A の目的は①既存分野及び関連

事業の経営基盤の強化、シェア拡大②市場規模拡大、新規事業分野への進出、又は新技術

の取得③フアンド会社による企業経営による企業収益及び転売利得の取得がある。 

①のケースは第一三共製薬、ルネサステクノロジー、ＪＦＦホールディングスなどがある。 

②のケースには日本板硝子によるビルキントン買収、松下電器による MCA 買収などがあ

る。 

③のケースはＭＡＣによる昭栄買収、スチールパートナーなどがある。 

４-３ 防衛機器産業における M&A の現状 

我が国は、欧米のような激しい M&A が起こらなかった。それは防衛産業の構造が、大企

業の中の一部門あるいは中小の専業メーカーといった特色によるものであろう。防衛予算

の漸減にもかかわらず、防衛機器産業は殆ど同じ体制のままで推移している。戦後６０年

にわたり専守防衛の理念の下、武器輸出に対する自己規制、武器輸出三原則の規制により

防衛装備品の輸出は不可能であり、顧客は自国政府のみという固定した市場において事業

を行ってきたことが原因であろう。 

  Ｍ＆Ａとしては海外のような大手企業全体としての合併・統合ではなく企業からその防

衛関連部門を分離させたもの或いは系列の中堅防衛企業を対象として行われ、４-２で述べ

た①の合併・統合による経営基盤強化を目的とするものが中心である。その例をみると、

ユニバーサル造船、ＩＨＩマリンユナイテッド、ＩＨＩエアロスペース、ＮＥＣ東芝スペ

ースシステムズなどがある。 

 

第５章 我が国における防衛機器産業の M&A と防衛生産・技術基盤 

５-１ M&A の可能性とその影響 

Ｍ＆Ａには水平統合と垂直統合がある。水平統合は同業種間の統合であり、垂直統合は

発注者と納入者であった会社間を統合するものである。一概にどちらの統合方式が良いと

は言えずそれぞれの業種、会社のおかれた状況、立場による。 

戦車、銃砲等の機械産業では、国産かつ競争環境が比較的穏やかな産業であり、機種別の

棲み分けがなされているため、水平統合の方式でＭ＆Ａが進展した場合、事業規模は増加

するものの採算性に及ぼす影響はあまり大きくないと考えられる。 
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航空機、宇宙機器、誘導武器等の航空宇宙産業は特に航空機似ついては機種別の棲み分け

がある程度されており、同様に水平統合が進展しても事業規模は増加するも、採算性に及

ぼす影響はあまり大きくないと考えられる。 

５-２ 我が国の望ましい防衛生産・技術基盤のあり方 

例えば航空機産業を見た場合、一連の活動を遂行していくためには熟練技術者などの人

的資源とともに設備、ソフトウエアも必要となる。技術者、技能者については技術の維持・

伝承のため若手技術者、技能者の補充も継続的に必要である。米国では軍が実施している

運用における故障修理や定期点検整備においてもわが国では航空機産業が分担し自衛隊の

運用活動を支える基盤の一部を形成している。即ち防衛産業が持つ防衛技術・生産基盤の

強化が輪が防衛力の強化に直結している。このことは我が国の防衛技術・生産基盤の弱体

化は即我が国の防衛力の弱体化に繋がっている。 

５-３ 防衛力維持のための M&A の果たす役割 

欧米諸国おいては冷戦後の環境に対応するため、また米国においては国防省の指導もあ

りＭ＆Ａをダイナミックに進め、その結果として防衛に特化した効率的な産業構造となっ

てきた。我が国としては我が国に必要な防衛力に対して産業界はどのような支援が期待さ

れているのか、その期待を如何に実現していくのか決めていく必要がある。運用側から現

状レベルの支援が防衛産業に期待されているとすれば、予算漸減のなかで、今の防衛産業

態勢を維持し、その技術・生産レベルを提供していくことは困難になろう。そのためＭ＆

Ａは一つの解になるのか。経営者側からすれば、会社の小さな部門である防衛事業の切捨

て、撤退が現実的な解となる可能性もある。我が国の防衛力の維持・発展のために、防衛

産業基盤の維持・発展が不可欠であるとすれば、国としての「防衛産業戦略」の立案が必

要であり、その見直しの中で武器輸出三原則の呪縛から開放されＭ＆Ａのみならずジョイ

ントベンチャーの形成、外国企業との協業等、効果も期待できるのではないか。 

 

第６章 我が国のアウトソーシングの状況 

６-１ アウトソーシングを取り巻く環境 

行革推進法で国の行政機関の定員を平成１８年度以降５年間で５％以上の削減をするこ

とになっている。自衛隊も増加する業務への対応を図りつつ、増員抑制、実印削減を行っ

ていかなければならない。装備品の補給整備など自衛隊の特性を考慮し、トータルコスト

の低減に取組む必要がある。より低コストで民間で出来るものは民間に委託していく動き

は拡大していくであろう。 
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６-２ 防衛省におけるアウトソーシングの現状 

防衛省においては、従来から業務内容や予算面などを考慮しつつ、自衛隊の任務遂行に

支障を生じない範囲で、可能なものから民間委託を実施している。給食業務、自動車教習

業務、病院業務など民間で蓄積されたノウハウが活用が容易なものが中心であるが、航空

機整備業務、燃料貯蔵検査業務、弾薬整備業務等のような特定の業務についても委託され

ている。それら内容については表にまとめた。 

６-３ 我が国の PFI 法と防衛省における取り組み状況 

  平成 14 年 4 月 1 日施行の事務次官通達「PFI 推進チーム設置要綱について（通達）」に

より「PFI 事業」に関する技術的知識の普及、職員の意識の向上等防衛省における PFI 事

業の積極的な導入を図ることを目的として、防衛省に PFI 推進チームを置き、事業の促進

に取組んでいる。 

 

第７章  我が国におけるアウトソーシング拡大についての考察 

７-１ アウトソーシング拡大の可能性と影響分析 

欧米において行われている民間委託の手法としてのＰＦＩ（Private Finance Initiative）、

ＰＢＬ（Performance Based Logistics）の利用が考察される。 

リットであり、ＰＦＩがさらに拡大できる可能性を持つことになる。 

ここで、実際にＰＦＩを適用することを考慮する場合、自衛隊施設に対するＰＦＩをどの

範囲まで適用するのかを検討しておくべきである。 

１つの適用範囲の形態としては、民間の資金を活用して施設を建設し、その施設について

これを建物という点でのみ整備、維持管理を行う形態である。実際の運営業務は、依然と

して自衛隊員の手で行われることになり、民間業者が運営業務に携わることがないという

点で、防衛・有事や機密の点での問題は特にない。コストの面では、民間業者が長期一括

契約を結ぶために価格競争を行うことで得られるコスト低減が見込めるが、民間業者の運

営におけるノウハウを活用できない点で、大きなコスト低減は期待できない。 

他方、施設の建設に加え実際の運営業務までを民間業者の手で実施する形態でのＰＦＩが

ある。この場合、民間の業務運営ノウハウまで活用できるため、前記の形態に比較して、

より多くのコスト低減効果が期待できる。コスト低減の観点だけからは、よりＶＦＭが高

い手法であるためこの形態の方が優れているが、半面、自衛隊の通常の運営部分まで民間

業者が入り込むことになるため、有事の際の遂行はどうなるか、機密が保持されるかとい

った面での配慮が必要となってくる。これらの要素を重視しなければならない業務におい

ては、適用が難しいと考えられる。一般に厚生施設や自動車教習施設などは、そういった
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不安がないためＰＦＩにより適しているが、自衛隊の本来業務に極めて近い業務において

は、適用の範囲を十分に検討調整しておく必要がある。 

７-２ アウトソーシングのメリットとデメリット 

ア メリット 

メリットしては、隊員の増員抑制、実員削減による総人件費用の削減が挙げられる。 

その結果、自衛隊員が本来業務へ集中でき、本来業務における自衛隊員の業務の質の向上

が期待できる。一方、民間委託したサービスでは、同等あるいはより低コストで、従来よ

り質の高いサービスの提供が受けられることが期待できる。また、業務に関わるリスクを

国側と民間業者側で最適配分され、全体のリスクが低減されるのでさらなるコスト低減効

果も現れると予想される。 

イ デメリット 

デメリットとしては、以下のものがあげられる。 

自衛隊内部への民間業者が入り込んでくることにより、機密漏洩のリスクが増大する。 

低品質な俗悪業者によるサービスの悪化、また、民間業者の収益が悪化することにより業 

務を継続できなくなるケースも考えられるのでその際のサービス停止のリスクが発生する。 

有事の際の業務遂行の有無が曖昧になっていると、有事の際の必要なサービスが提供され

ず、自衛隊の能力の低下に直結する事態になりかねない。 

７-３ アウトソーシング拡大にあたっての考慮すべき要件 

① 委託する業務は、自衛隊の本来業務か否か ②民間が業務を行うことによって、ＶＦ

Ｍが得られるか ③ 機密性を含む業務であるか ④ 有事の際のサービス提供 ⑤選定され

る業者は適切か ⑥ 長期的な事業となるため、継続した事業遂行能力を保有しているかど

うかなど、総合的に判断された民間業者を選定することが重要である。 

 

第８章  課題と対応 

８-１ 課題 

課題として次の３点を挙げた。 

① 防衛機器産業基盤の弱体化 

防衛省の正面装備予算は平成２年度をピークに縮減している。減少した装備品調達におい

て、従来と変わらぬ数の企業が競争してきた結果、体力の無い企業は撤退し技術者は離散

するという状況である。 

② 高性能装備品の自衛隊への提供に対する危惧 

高度化・システム化した今日の装備品を一国で開発生産することは極めて困難である。我
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が国は武器輸出三原則により国際共同は困難であり、今後ともこのような制約が続くとコ

ストイフェクティブな装備品を自衛隊に提供することは益々困難になってくると思われる。 

③ 防衛省が実施しているアウトソーシング 

防衛省で実施されているアウトソーシングは欧米において実施されている多様な形態の末

端部分の業務に過ぎず、今後は自衛隊の任務の効果的・効率的な達成に寄与する分野に焦

点を合わせたアウトソーシングを実施していくべきである。 

８-２ 対応 

対応として以下の４点をあげた。 

① 政府による防衛機器産業政策・戦略の策定 

米国においては、毎年国防省が議会に報告する「防衛産業能力に関する年次報告（Annual 

Industrial Capabilities Report）」で、英国においては、防衛産業基盤の安定的持続と生産・

技術能力の国内確保のための戦略を定めた「防衛産業戦略」を 2005 年 12 月に公表した。 

 米国や英国の例を見るまでもなく弱体化してきているわが国防衛機器産業の現実の状況

に鑑み、我が国においても 21 世紀を見通した長期的視野に立った防衛機器産業政策・戦

略を策定して、企業に努力の方向性を与えるとともにインセンティブを与え、またクリテ

ィカルな生産・技術基盤についてはその維持方策を示す等により、防衛機器産業の活性化・

強化を図ることが喫緊の課題である。 

② 武器輸出三原則等政策の緩和から新しい武器輸出管理体制へ 

  冷戦後における多様な脅威の現出、核をはじめとする大量破壊兵器やミサイルの拡散、

急速な技術革新、武器と非武器の境界の曖昧化等々による不安定、不透明な国際社会の安

全保障環境にあって、これらの脅威に対処し得る有効な防衛力を創造し維持していくため

には、国際共同によって先端技術を結集するとともに開発・生産のコストとリスクを分担

するということが必須であり、国際共同開発・生産をするしかないということである。ま

たこのような国際環境下にあって、健全な友好国に健全な防衛力を提供し、不安定な後進

国に物心両面の援助を行い、武器輸出管理等の国際的レジームの構築に関与する等、国際

社会の安全増強に向けて積極的に対応し関与していくことは先進国としての責務である。 

以上のような認識の下に国際社会と連帯して、①武器輸出の理念、②武器の定義、③武器

輸出の基準、④武器輸出審査体制、⑤武器輸出管理に関する国際協定・レジームとの整合

性の確保、等を内容とする新たな武器輸出管理体制を整備して武器輸出三原則等政策から

脱却し、予算の有効使用により我が国の防衛力の開発・維持・強化を図るとともに、国際

社会の安全保障の増進に積極的に貢献する姿勢を明確に示すべきであろう。 

③ 防衛省が今後実施すべきアウトソーシングの方向性 
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防衛省が今後拡充すべきアウトソーシングの方向性としては、民間能力の活用に必然性

があり、かつ自衛隊の任務達成に直接影響を与える分野でのアウトソーシングであり、例

えば精密な装備品・構成品からなる複雑なシステムを、全ライフタイムにわたって最新性

能を発揮させつつ所要の態勢を維持するため、民間の専門的な技術力を安定的に活用する。 

国家の主権維持にとってクリティカルな技術力・生産力を国内に安定的に確保するための

手段として、アウトソーシングを活用する。 

④ 上記に付随する施策 

● 防衛省内局に防衛機器産業政策を所掌する部局の設置 

米国には、国防総省に産業政策担当国防副次官がおり、英国国防省には、防衛商業局が

あってその下に防衛商業政策部がそれぞれ設けられている。これらの組織はいずれも防衛

産業政策の策定及びその実行・監督指導並びに産業能力の収集・分析・評価を任務として

いる。 

我が国の防衛省内局にこれらの業務を主管する部局を設ける必要がある。これには防衛機 

器産業の生産能力、技術開発能力並びに経営状況等を把握する機能も併せ持たせる必要が 

ある。 

● 官民共同による防衛産業委員会の創設 

  防衛省、経済産業省及び防衛機器産業のメンバーで構成する防衛産業委員会を創設する 

必要がある。この委員会は、防衛機器産業政策・戦略の実施状況の検討評価並びに細部実 

施計画の開発を行うことを主たる任務とし、併せて官民に共通する懸案事項の協議、解決 

策の提示もできるようにする。 

 結 言 

  米国、EU 及び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いると、「防

衛機器産業は防衛力発展の基礎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全てが共有している子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。わが国の場合安全保障について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を官民共に今後強く保持することが望まれる。 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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