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[要 約] 

 近年、欧米先進諸国は、殆どの先進防衛装備品を多数国の共同により開発、生産し取得

している。その現状、背景理由及び今後の趨勢について調査し、一部を除いて国際共同開

発プログラムに参加できないわが国の現状がもたらす問題点及び今後の対応を明らかにし、

それらがわが国の防衛機器産業に与える影響について考察するとともに今後の発展の資を

得る。 

第１章 序 説 

 1.1 本調査研究の意義、目的 

本調査研究は、近年における先進防衛装備品の多国間共同による開発・生産による取得

が進展している状況に鑑み、主として欧米におけるこれらの実態を調査し、現状では国際

共同プロジェクトに参加できない我が国の防衛機器産業にこのことがどのような影響を与

えるのかということについて考察し、同産業の発展に寄与する資を得ようとするものであ

る。 

1.2 研究の範囲及び用語の定義 

 「多国間共同開発」とは、開発のみならず生産も含めて考えることとし、3 カ国以上参

加のプロジェクトを意味し、2 カ国の場合は 2 国間共同開発と呼称する。 

 1.3 報告書の構成 

 報告書の構成は、第 2 章で先進防衛装備品の開発を取り巻く環境の変化について考察し、

第 3 章で諸外国における先進防衛装備品国際共同開発の現状等を政策と課題の面からとら

えるとともに具体的な事例を取り上げて考察する。次いで第 4 章で我が国の先進防衛装備

品の国際共同開発の現状と課題について述べ、第 5 章で先進防衛装備品の国際共同開発の
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進展が我が国の防衛機器産業にどのような影響を与えるのか、ということについて考察す

る。そして第 6 章で我が国がとるべき施策について提言的な内容を「我が国の対応」とし

て述べる。 

第 2 章 先進防衛装備品の開発を取り巻く環境の変化 

 2.1 安全保障環境の変化 

 9.11 米国同時多発テロは世界の安全保障を大きく変えた。大量破壊兵器の拡散とテロと

の戦いに見られる非伝統的脅威は、国際社会が直面している共通の脅威である。また、ア

ジアにおいては、中国の海軍力及び空軍力の増強が米国のアジア戦略と競合する状況を創

り出しており、米中の軍事的軋轢が現実化しつつある。北朝鮮の核開発も懸念材料である。 

 これら共通の脅威に対して国際社会は共同の対応を進めている。また世界的に防衛予算

は漸減傾向にある中、性能が高度化し価格が高騰する防衛用装備品を従来の方法で開発し

生産し取得することは、極めて困難な状況となってきている。 

 2.2 産業のグローバル化 

 近年における民生産業のグローバル化は著しいものがあるが、防衛機器産業においても

従来の国有化から私有化への転換（欧州諸国）及び急速な技術革新等の結果製造拠点のグ

ローバル化、武器市場のグローバル化等が進展した。 

 2.3 軍事技術の進展 

 近年における民生産業の IT を中心とする技術革新は著しい。防衛用装備品はこれらの

技術を導入することによっていわゆる RMA と称する軍事の革命的な変革をもたらしてい

る。また民生の革新的な技術の中には防衛用装備品にも使用できるものがあり、それらは

軍民両用技術と言われ色々な装備品に使われるようになってきている。防衛用装備品は、

技術的に先進的なものを使用することが宿命付けられているため、装備品の高性能化、多

数のシステムからなる複雑なシステム化、そして高コスト化は著しい。 

 2.4 防衛生産・技術基盤の変化 

 防衛用装備品の両用技術の多用、先進民生技術の導入、或いはテロ等新たな脅威への対

処のための装備品の開発や導入に伴って、防衛事業に新たに参入する企業が増えてきてい

るとともに、従来のような防衛専従企業ではなく、民生事業を実施しつつ防衛事業を実施

する企業が増えてきており、防衛企業と民生企業の区分がしにくくなってきている。 

 2.5 国際共同開発の進展  

 近年における防衛用装備品の高度化、高コスト化に伴って、これらを自国一国で開発・

生産することの非効率性及び予算制約、技術的なリスク等が主たる理由となって、同盟国

或いは友好国との間で、特に先進装備品について、共同で開発・生産し取得する方式が多
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用されてきている。これにより先進技術の獲得、同盟国間等でのインター・オペラビリテ

ィの拡大、相互信頼性の増進等が期待できる。一方、防衛装備品を他国に依存することの

リスク及び技術の拡散に対するリスク等があり、これらへの対策を講じる必要がある。 

 2.6 輸出管理、情報保全の強化 

 産業のグローバル化、国際共同開発の進展、情報通信技術の発達等に伴って、国境を越

えた情報の流通量の増大は著しいものがある。このため敵性国等への情報の漏えい機会の

増大、あるいは彼らによる装備品等の不正入手機会は増大している。このための対策とし

て、輸出管理の強化、或いは情報保全体制の強化が、国際的取り決めによって或いは各国

政府によって進められている。 

第 3 章 諸外国における先進防衛装備品国際共同開発の現状等、政策と課題 

 3.1 各国における国際共同開発に関する政策   

 欧米主要国はいずれも、防衛用装備品の開発・取得に当たり、国際共同開発を含むあら

ゆる選択肢を上げて、軍の要求を満足させる最もコストエフェクティブな取得方法を選択

することとしている。国際共同開発という手段を選定した場合、国内企業に対し、対外依

存する能力に関係する国内の生産・技術基盤の維持強化のための施策を講じるとともに武

器輸出手続きの徹底を図る一方簡素化を進め、併せて情報保全体制の強化を図っている。 

 3.2 国際共同開発の事例   

 欧米諸国は、先進的な防衛用装備品の多くを共同で開発し取得しており、装備品の種類

も極めて多岐にわたり、共同の形態並びに参加国もさまざまである。ここではそれらの中

から戦闘機、輸送機、BMD システム、ミサイル、航法衛星、戦術データリンク・システ

ムの代表的な例を取り上げて、参加国、共同の形態、コスト分担の状況等の概要を紹介し

ている。 

  3.3 国際共同開発における課題   

 国際共同開発にあっては、メリットばかりでなくデメリットもある。デメリットの代表

的なものは、参加国間における要求（要求性能、ワークシェア、技術開示、参加形態、コ

スト分担等）についての合意を取り付けることである。参加国すべてが 100％の満足を得

ることはありえず、何らかの妥協案で合意することになる。 

 また多数国の共同となるため、自国の防衛力発揮の一部を対外依存することとなり、こ

のことの対策も必要である。 

 これらについて、国際共同開発の事例並びに海外調査の結果から紹介する。 

第 4 章 わが国における先進防衛装備品国際共同開発の現状、課題 

 4.1 わが国における国際共同開発の背景   
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 我が国の防衛機器産業は、国際共同開発プロジェクトへの参加に関して欧米諸国と比べ

て顕著な差異がある。我が国防衛機器産業の参加に関して影響を与えている背景について、

まず全般に顧客が自衛隊のみに限定されているため会社の規模が小さいこと。また、我が

国の工業生産に占める防衛生産の比率は、1％にも満たない状況であり、武器弾薬及び航

空機事業を除き、防衛専従企業はほとんどない。したがって、防衛事業部門は企業の経営

方針を決める主導的な地位にはなく、国家防衛という大義が事業継続の主因である。 

 政策的な背景としては、武器輸出三原則等政策のために 30 年以上にわたって武器輸出

はしたことがなく、また製品や製造図面等技術情報の輸出を伴う国際共同開発についても、

ごく最近における米国との限定されたケースを除き実施したことがない。さらに防衛予算

は長年にわたり抑制されており、近年においては漸減傾向にある。このため武器輸出三原

則等政策とも相まって防衛力整備にひずみが生じつつあることと防衛機器産業の弱体化が

懸念される状況となっている。 

 4.2 国際共同開発の事例   

 我が国は、武器輸出三原則等政策のために極めて限定的な共同開発しか実施していない。

まず装備・技術面での国際交流の状況について、日米政府間の取り決めに基づき、日米技

術協力体制の進展と技術水準の向上を目的に米国に対してのみ武器技術を供与するとして、

携帯地対空誘導弾関連技術など 18 件の武器技術の対米供与を実施している、 

 次に日米共同研究・開発プロジェクトについて、日米装備・技術定期協議の場で合意さ

れた具体的なプロジェクトについて、1992 年以降 17 件の協同研究を実施している。 

 日米による装備品の共同開発について、F-2、弾道弾対処ミサイルシステムである

BMD/SM-3 ミサイル、日米レーダー及び ESSM の事例を挙げて、主としてこれらの問題

点を検証する。 

 4.3 わが国の国際共同開発の現状における課題 

 武器輸出三原則等政策の下における我が国は、まず政策的な制約・課題として、国とし

ての国家安全保障基本政策そしてそれを受けた防衛政策があって、それを受けて防衛力整

備計画が策定され、計画達成のために防衛産業に何を求め、防衛産業をどう育成していく

のか、政府としての体系的で一貫した防衛産業政策がなければならないのに我が国にはそ

れがない。 

 また武器輸出に関わる具体的な課題として、F-2 支援戦闘機を日米で共同開発したが、

このための我が国の技術による製品製造のための製造設備を米国に輸出することができず、

製造図面のみを輸出して米国企業に同じものを作らせた。このような非効率、不経済なこ

とが起きている。更に BMD 用ミサイルを共同開発しているが、このミサイルの第 3 国へ
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の輸出可能性が大であるにも拘らず、政府の対応が不明確なまま生産段階に入ろうとして

いる。武器輸出に当たっては、秘密物件・情報の相互交流は必然であるが、米国との間で

さえ十分な秘密保全体制が出来上がっているとは言えない現状である。 

 予算制度上の課題もある。長期継続事業であるにも拘らず、年度ごと概算要求し予算を

獲得しなければならず、また確定予算を変更することはできず柔軟性に欠けている。 

  4.4 わが国との共同開発に対する諸外国の見方   

 欧米の防衛産業に対して我が国との共同開発についてアンケート調査を実施した。欧州

の防衛産業は、現状政策下での共同開発には否定的である。日本が政策転換した場合、日

本は優秀な技術国であるとともにその他の条件も何れの国にも劣らぬ体制を持っているの

で、国際共同プロジェクトへの参加を大いに歓迎する、というものである。一方米国防衛

産業は、現状政策下においては、尐なくとも第 3 国移転を許可する緩和策が必要である、

という意見が多かった。又政策転換して、早期に国際社会の同等な一員として共同開発プ

ロジェクトへ参加することを望むというのが共通の意見であった。 

 次にポリシーレベルの見解として、米国は、日本の現状政策が今後とも続くならば日本

の防衛生産・技術基盤の脆弱化は避けられないだろうと見ており、日本の問題ではあるが、

国際共同開発プロジェクトへの参加ができるよう政策転換をすべきであるというのが国防

省及び産業界に共通する見方である。その場合情報保全体制の整備が必要であるとコメン

トしている。欧州諸国は、冷戦の終結を機に国内防衛産業依存体質から国際共同に多くを

依存しつつ主権確保を図る施策へと転換し、今日の活力ある防衛生産・技術基盤の確立を

達成しつつある経験に鑑み、日本も国際共同開発プロジェクトへ参加できる体制へと転換

を図るべきであると何れの訪問国もコメントしている。 

第 5 章 わが国の防衛機器産業に対する影響 

 5.1 国際共同開発への取り組みに見るわが国と欧米諸国との相違   

 欧米諸国は武器輸出の長い歴史を有するとともに、世界の武器輸出の 8 割近くを占める

武器輸出大国グループである。このような欧米諸国は、近年、特に冷戦終結以降において、

先進防衛装備品の殆どを国際共同プロジェクトによって開発し取得している。このような

状況に至った背景は第 2 章で述べ、更に第 3 章で国際共同開発の現状等について述べてき

たが、ここでは欧米諸国において国際共同開発が進展している背景理由を更に詳しく掘り

下げている。それらは、①健全で競争力のある防衛産業基盤の存在が国家存立の基礎であ

るという認識を多くの国民が共有していること、②国際共同開発による装備品取得が最も

コストエフェクティブであるということ、③軍事は技術優位に左右されるところ大であり

国際共同開発は先進技術獲得の有力な手段であるということ、④国際共同開発により装備
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の共通化が進み相互運用性が向上することによって共同作戦能力が向上し同盟の強化につ

ながるということ、⑤予算の有効活用という観点から価格に相当する最大の価値を追求す

るという視点を政府及び防衛産業双方が共有していること、⑥国際共同開発の持つデメリ

ットを克服するための施策を実施していること、⑦武器輸出に対する長い歴史があるとと

もに国民の理解が得られていること、以上の諸点が我が国との差を際立たせている背景理

由である。 

 これに対して我が国は、厳しい武器輸出制限政策を長年にわたって取り続けてきた結果、

防衛装備品を取り巻く世界の環境は大きく変わってきているのに、その変化に対応できな

いでいる。このことが今後の我が国の防衛力整備、したがって防衛力発揮に重大な影響を

与えることになるのではないかと危惧される。 

 5.2 国際共同開発がわが国の防衛機器産業に及ぼす影響   

 国際共同開発プロジェクトは多数国間の調整を必要とし計画の実施を複雑にする。それ

だけの手間を掛けても得られる価値が支払うコストに見合わなければ、プロジェクトに参

加する意味はない。究極の価値とは自国の安全を保証することであり、更に地域の安全そ

して国際社会の安全の増進に寄与することである。国際共同開発プロジェクトに参加する

ことは、我が国の防衛機器産業にとって好ましい影響を与える一方で好ましくない影響も

与える。好ましい影響としては、①最先端技術へのアクセスが可能になる、②国際武器市

場に晒されることになるため競争力のある技術の開発意欲を向上させる、③研究開発投資

の方向性が明確になる、等が考えられる。一方好ましくない影響としては、①システムと

りまとめ国にならないとすべての情報にアクセスできないためシステム全体を見ることが

できない恐れがある、②参加の形態によっては構成品、部品の製造メーカーのみを期待さ

れるケースがあり得るため単なるベンダー会社でおわり、先端技術の獲得や技術の底上げ

につながらないケースがあり得る。 

第 6 章 わが国の対応 

 6.1 一貫性のある防衛産業政策等体系の確立 

 国家価値、即ち国益を守るための手段として外交政策、経済政策、安全保障政策等各種

政策があり、その安全保障政策の核心をなすものが防衛政策である。防衛政策は我が国を

防衛するのに有効な防衛力を持つことがその根幹であり、その防衛力を提供するものが防

衛機器産業である。このように位置付けられる防衛機器産業に、国は、何を期待し、どの

ように育成していくのか、ということを防衛産業政策として明確に示す必要がある。 

 即ち、このような国家政策の体系の中に明確に位置付けられた一貫性のある防衛産業政

策を国は公表するべきである。 
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 6.2 整合性のとれた多様な政策・戦略の確立と実行   

 防衛産業政策は政策体系の中の上位の政策や同列の政策との整合性がとれているととも

に、防衛産業政策を構成する多様な政策・戦略との整合性がとれていなければならない。 

 防衛産業政策を構成する主要な政策・戦略として、武器輸出管理政策、防衛装備品取得

戦略、研究開発及び技術戦略、防衛機器産業戦略、秘密保全体制整備及び予算制度を取り

上げ、今後我が国がとるべき政策・戦略の方向性を提示した。 

 武器輸出管理については、我が国の国益を踏まえ、かつ国際社会の現状に即した武器輸

出管理体制を整備していくべきである。その際、武器輸出に対する大所高所からの国の関

わりを明確にした審査基準、審査体制とする必要がある。 

 防衛装備品取得戦略については、国内に維持すべき防衛生産・技術能力を明確にし、限

られた防衛予算で効果的な防衛力を最も効率的に取得し得るコストエフェクティブな取得

方法を選択するという、極めて当たり前のことができる防衛装備品取得戦略を明示するこ

と。 

 研究開発及び技術戦略について、軍事的勝利は装備品の技術力に負うところが大きい。

かつ技術力の養成は時間を要する。このため、長期的展望に立ちかつ国内のリソースを無

駄なく有効に活用できる研究開発・技術戦略を明示すること。 

 防衛機器産業戦略について、防衛生産・技術基盤は防衛力発揮の基盤であるという認識

の下に、いかにして健全で競争力のある防衛機器産業基盤を維持、育成していくのかとい

う戦略・指針を国は示す必要がある。これにより防衛機器産業は企業努力の方向性を定め

ることができる。 

 装備品や技術の国際的な交流が活発になれば、それに伴って機微な情報の敵性国への流

出機会は増える。このため国際社会並びに各国とも秘密保全体制の強化、整備に取り組ん

でおり、我が国も先に米国との間で締結した「軍事秘密情報の一般保護協定」（GSOMIA）

の更なる見直しを含め、国際社会の基準に照らした秘密情報保全体制の一層の整備が求め

られる。 

 また、現状の我が国の単年度固定型の予算制度は、装備品の急速な技術革新や効率的な

予算使用という観点から、もっと柔軟性のある予算制度に変えていくことが望ましい。さ

らに、現状の見積もり価格に偏重した競争入札・契約方式は見直し、多様な要素を加味し

た企業選定及び契約方式を採用すべきである。 

 6.3 防衛機器産業に求められる対応 

 我が国の防衛機器産業は、武器輸出三原則等政策のために外国の企業と競争する機会を

持つことなく今日に至っている。その間に現代の国際社会はグローバルなテクノロジーイ
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ノベーションの時代となっており、我が国の防衛機器産業は技術的鎖国状態の中に在る。

このことは、先進技術からの立ち遅れ、国際社会への技術的貢献からの逃避等をもたらし

或いは意味しており、今後このままの状態を継続することは許されないという認識を我が

国の防衛機器産業は持たなければならない。 

 国が定める武器輸出政策、防衛機器産業戦略、研究開発技術戦略等の下で、防衛機器産

業は国際的な競争力のある技術力を自ら養成し、国際共同プロジェクトへの参加可能体制

を整えていく必要がある。 

 このように企業自らの努力による技術力強化と国による一貫した方針による防衛技術・

生産基盤の維持・発展を前提にした国際共同開発への参加を可能とする政策が、我が国の

防衛機器産業政策の中核に位置づけられるべきである。 

結 言 

 欧米諸国は先進装備品の殆どを多数国の共同により開発し取得している。それが限られ

た防衛予算を最も効果的に使うコストエフェクティブな取得方法だと判断しているからで

ある。欧米諸国はそれを可能とする基本的な要件を備えている。即ち、大前提として基本

的な国家思想、国家政策が共通している。そして、防衛産業基盤維持に対する国民共通の

認識があること、税金で賄う予算に見合う最良の価値を追求するというコンセンサスが官

民双方にあるということ、武器輸出に対する正当な評価を国民がしていること、これらが

あってその上で他国に依存することに対する対策を国が講じていることである。 

 一方我が国は武器輸出三原則等政策のために国際社会に対する貢献も限られ、防衛機器

産業は国際社会の最先端技術から取り残されようとしている。このような現状から脱却す

るために我が国は、防衛装備品の国際共同開発プロジェクトへの参加を可能とするよう政

策変更をするべきである。そのため、国の政策体系の中に明確に位置付けた防衛産業政策

を定めること、武器輸出三原則政策の抜本的な見直しを行うこと、そして整合性のとれた

装備品取得政策を定め公表すること、国際的な標準に準拠した情報保全体制を整備するこ

と、そして防衛機器産業は国際的な競争力のある技術を持つこと等が求められる。 

 長期的展望に立った総合的な施策の下、我が国の防衛機器産業が防衛装備における国際

共同プロジェクトへ参加できる体制が早期に実現されるよう強く望む。 

  

       この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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