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第３４回防衛問題セミナー議事録 

 

 日時：平成２７年１１月４日（水）１８：００～２０：００ 

 場所：栃木県青年会館コンセーレ 

 演題：わが国の防衛産業の現状と陸上自衛隊 航空学校宇都宮校 

     ～防衛力の能力発揮のための基盤の現状～ 

    ・陸上自衛隊航空学校宇都宮分校長 １等陸佐  荒関 和人  

     「陸上自衛隊航空学校宇都宮校の役割と活動」 

・防衛ジャーナリスト 桜林 美佐 

     「わが国の防衛装備品取得をめぐる課題」 

 

 

【司会】 

 それでは、ただいまから、防衛省北関東防衛局主催による第３４回防衛問題セミ

ナー｢わが国の防衛産業の現状と陸上自衛隊航空学校宇都宮校～防衛力の能力発揮

のための基盤の現状～」を開催いたします。まず、主催者であります北関東防衛局

長小柳真樹より開会の御挨拶を申し上げます。 

 

【小柳北関東防衛局長】 

 皆さんこんばんは。北関東防衛局長の小柳でございます。本日は当局が主催する

第３４回防衛問題セミナーを開催することといたしました。第１部、第２部と分け

まして、第１部は本日の午前中から３回に分けて、富士重工業株式会社航空宇宙カ

ンパニーの御協力によりまして、宇都宮の防衛関係の航空機装備品の生産現場を見

ていただきました。この中には、御参加いただいた方とそうでない方がいると聞い

ています。私も第３回目の見学に参加させていただきました。なかなか防衛装備品

の生産の現場を一般に目にすることはございません。今回は、現在、開発段階、試

用段階の航空自衛隊の輸送機Ｃ－２や海上自衛隊の対潜哨戒機Ｐ－１等の航空機の

翼の製作をしている非常に珍しい現場を見させていただきました。 

私ども北関東防衛局は、全国に８つある地方防衛局の１つでございます。北関東

防衛局の担当区域は神奈川県を除く１都５県と長野県、新潟県で、かなり広い区域

を担当しています。ここ栃木県宇都宮には陸上自衛隊宇都宮駐屯地、北宇都宮駐屯

地という大きな部隊がございます。また、北宇都宮駐屯地には飛行場がございまし

て、その飛行場と関連して、富士重工業株式会社航空宇宙カンパニーの工場等も所

在しています。北関東防衛局においては、米軍施設や自衛隊施設に関する様々な影

響を緩和するためのいわゆる基地対策業務を始め、防衛施設の建設、あるいは施設

の設置に伴う補償業務、更には今回開催しているようなセミナーを実施しておりま

す。国民の方には、防衛問題や安全保障については馴染みが薄いかと思われます。
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そういう中で、このような防衛問題セミナーや防衛白書の説明等を通じて、国民の

皆様方にできるだけ防衛問題について知っていただくということでこのような取組

を行っております。 

さて、これから、第３４回防衛問題セミナーの第２部となります。第２部におき

ましては「陸上自衛隊航空学校宇都宮校の役割と活動」と題しまして、陸上自衛隊

航空学校宇都宮分校長の荒関和人１等陸佐に講演していただきます。また、続きま

して「わが国の防衛装備品取得にめぐる課題」と題しまして、防衛ジャーナリスト

の桜林美佐さんから御講演をいただきます。荒関１等陸佐は分校長ということでご

ざいますが、御自身もパイロットと聞いております。まだ記憶に新しい人もいると

思いますが、東日本大震災の際には、現地で指揮をされたと聞いています。桜林美

佐さんにおかれましては、テレビ等のマスメディアを通じて大変活躍をされている

防衛ジャーナリストです。特に防衛問題に関する著作をたくさん発表されています。

また、防衛省の委員会にも参加をされており、防衛問題にも非常に詳しい防衛ジャ

ーナリストでございます。今回の防衛問題セミナーを通じて、皆様方に少しでも防

衛問題に関心をお持ちいただき、知識を得ていただければ幸いと考えております。 

最後になりますが、今回の防衛問題セミナーの開催に当たりまして、共催をして

いただきました自衛隊栃木地方協力本部及び後援をいただきました陸上自衛隊航空

学校宇都宮校、さらに、工場見学に関して御協力を賜りました富士重工業株式会社

航空宇宙カンパニーの皆様方に感謝をいたしまして、私の挨拶とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

 

【司会】 

 続きまして、共催していただいております自衛隊栃木地方協力本部長小林栄樹１

等陸佐より、御挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。 

 

【自衛隊栃木地方協力本部長】 

皆さんこんばんは。自衛隊栃木地方協力本部長の小林と申します。本日は御多忙

中にも関わらず、防衛問題セミナーにお越しいただき、誠にありがとうございます。

自衛隊栃木地方協力本部は栃木県民からの多大な信頼、御支援･御協力をいただきま

して、来年は創立６０周年を迎えることになります。そのため、北関東防衛局が主

催する防衛問題セミナーに対し、自衛隊栃木地方協力本部創立プレ６０周年という

形で支援することにし、したがって、ここで皆様の前で御挨拶させていただいてい

るわけです。 

今年は戦後７０年という節目の年であり、過去、現在、そして未来という時間の

流れる中で、戦後７０年間、平和と安全を享受してきたことを振り返り、そして今

後もこれを更に続けていけるか、そのためには何をすべきかを考える年ではないか

と思います。その中で、９月１９日未明に平和安全法案が国会を通過しました。こ

れにより、我々自衛隊は、これから国際情勢の変化に一層目を凝らし、そして、断
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固として我が国の平和と安全を守り抜くことを考えるとともに、米国等の国際社会

と一致協力をして国際の平和と安定に貢献していくことになりました。一層緊張感

を持って取り組んでいかなければならないと思っています。 

しかし、一方で、法案に関しての議論や集団的自衛権についての議論、そして、

それを報道するメディアや一部の国民の方の議論を聞くにつれ、やるせない気持ち

になりました。なぜかと申しますと、聡明であるべき日本人が、こと安全保障の問

題になると稚拙な議論しかできなくなる場面が見受けられるからです。また、自衛

隊の先輩方がそれぞれの所で命をかけて我が国の平和と安全を守り抜いてきたこと

が、真に理解されておらず、どちらかというと感情に基づく議論がなされています。

さらには、軍国主義化といったような話にまでなってしまっています。それを聞き

ますと非常に虚しく感じました。 

他方で、７０年間、特殊な環境において我々の安全が守られてきたことを客観的

に、あるいは相対化し、自分達の頭で考え、我が国の防衛は今後自分たちの手で守

るんだと、あるいはどうやって守るかを真剣に考えてこなかったわけで、我々自衛

隊や防衛省から、しっかりとそのことを努力して伝えてこなかったこともあったの

ではないかと思います。 

そういう意味で、この講演は、防衛産業や防衛基盤に関する話の実情を聴ける機

会になるだろうと思います。地方協力本部としては、防衛基盤の育成・充実という

ものを考えると、今回の北関東防衛局が主催する防衛問題セミナーは非常にタイミ

ングがよく、大変ありがたいと感じています。また、本日、講師として来ていただ

きました桜林さん、そして、北宇都宮駐屯地司令に対しましては、本当に感謝申し

上げる次第であります。今日ここにいらっしゃった皆様方には、是非とも最後まで

この実情についてお話を聴いていただいて、また、一方で、来られなかった方々に

対して今日聞いた話を普及していただければ、非常にありがたいと思います。 

最後になりますが、栃木地方協力本部は引き続き各施策を通じまして、栃木県民の

信頼･信用を獲得して、そして防衛基盤の充実と発展に寄与していきたいと考えてい

ますので、御支援･御協力の程お願い申し上げます。本日はどうもありがとうござい

ました。 

 

【司会】 

 それでは講演に入らせていただきます。まずは、陸上自衛隊航空学校宇都宮分校

長荒関和人１等陸佐によります講演です。皆様講師に拍手をお願いいたします。 

講演に先立ちまして、簡単に荒関分校長の御経歴を紹介させていただきます。荒

関分校長は、昭和５７年３月に防衛大学校を卒業され、陸上自衛隊に入隊。ヘリコ

プターパイロットとして、北海道や関東に所在するヘリコプター隊等で国防の任に

就かれ、その後、陸上幕僚監部防衛部運用課航空運用班長、第１２ヘリコプター隊

長、統合幕僚学校研究室研究員、自衛隊鳥取地方協力本部長、東北方面航空隊長、

陸上自衛隊航空学校第１教育部長の要職を歴任され、平成２６年８月からは、ここ
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宇都宮市内に所在します陸上自衛隊航空学校宇都宮校の分校長として御活躍中でご

ざいます。特に、宮城県仙台市に所在する東北方面航空隊長在任中の東日本大震災

におきましては、全国の飛行部隊からの増援を加えた「増強東北方面航空隊」を指

揮された経験もございます。本日は航空学校宇都宮校の役割等について、豊富な実

体験に基づく興味深いお話もお聞かせいただけるものと思います。 

 それでは、荒関分校長、よろしくお願いします。 

 

【荒関分校長】 

 皆様こんばんは。本日はこのような席でお話させていただく機会をいただきあり

がとうございます。あまり大きなお話はできませんが、陸上自衛隊のパイロットを

養成する現状、活動を話したいと思います。桜林講師の前座として話をしますので、

使命は時間を絶対に守ることだと思っております。よろしくお願いします。 

 話の内容は陸上自衛隊飛行部隊の概要、航空学校、宇都宮校の概要、パイロット

の選抜、養成制度、陸曹航空操縦課程の概要ということでお話しします。 

 まず、陸上自衛隊にはどのような職種、部隊があるのかについてですが、普通科、

機甲科、武器科、需品科、野戦特科、高射特科、輸送科、化学科、情報科、航空科、

警務科、会計科、施設科、通信科、衛生科、音楽科の１６の職種があります。それ

ぞれの特性を発揮しつつ、様々な組み合わせにより、各種事態に対応します。作戦

基本部隊といわれる師団、旅団には、これらの諸職種部隊が集まって、諸職種連合

部隊となって行動します。その中において、私が所属する航空科というのは、各種

ヘリコプターをもって、ヘリ火力戦闘、航空偵察、部隊の空中機動（ヘリボーン）、

物資の輸送、指揮連絡等を行い、広く地上部隊を支援します。航空科部隊は、作戦

部隊の立体的戦闘力の発揮に寄与することが使命で、自らが任務達成の主役ではあ

りません。 

 次に、航空科部隊の実施する各種戦闘･戦闘支援等についての説明です。｢見る、

撃つ、運ぶ｣という機能があり、当初は、「見る」機能と「運ぶ」機能しかありませ

んでしたが、昭和６１年に帯広に第１対戦車ヘリコプター隊が編成されて以降、「撃

つ」機能も持つことになりました。「見る」機能としては、航空偵察、捜索･救難等

があります。「撃つ」機能として、対機甲戦闘として戦車等を撃破します。また、

襲撃、ヘリコプター同士の対ヘリ戦闘等を「撃つ」機能として実施します。また、

「運ぶ」機能として、空中機動、航空輸送、地雷の空中散布等を行っております。 

 次に、陸上自衛隊の飛行部隊の配置についての説明です。旭川から沖縄まで１９

個の飛行場に展開しております。伊勢市の明野、滝ヶ原、霞ヶ浦、宇都宮等にある

部隊や学校が航空学校を形成しています。航空科の部隊長等が駐屯地司令職を併せ

持つ部隊が全国で８個あります。 

 次に、陸上自衛隊が保有する航空機についての説明です。観測･偵察ヘリとしてＯ

Ｈ－６Ｄ、ＯＨ－１、多用途ヘリとして、ＵＨ－１Ｈ、ＵＨ－１Ｊ、ＵＨ６０－Ｊ

Ａ、練習ヘリとしてＴＨ－４８０Ｂがあります。対戦車ヘリや戦闘ヘリとしてＡＨ
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－１Ｓ、ＡＨ６４－Ｄ（アパッチ）、輸送ヘリとしてＣＨ－４７Ｊ、ＣＨ－４７Ｊ

Ａ、要人空輸のヘリとしてＥＣ－２２５があります。また、固定翼ＬＲ－１とＬＲ

－２を約１０機持っています。 

 次に、航空学校宇都宮校についての説明です。「航空学校」というと明野の本校

の話になります。我々は明野の学校の長を、｢本校長｣といわずに｢学校長｣といって

おり、宇都宮と霞ヶ浦は分校なので、「分校長」といっております。分校というと

田舎の分校のようなイメージですが、実は、明野よりも宇都宮の方が都会です。明

野は、陸軍の明野飛行学校から始まり、終戦時は今の１０倍以上の５百万平方メー

トルという広大な敷地でした。昭和２７年に浜松に航空学校が開設されましたが、

昭和３０年に明野駐屯地に移駐し、新たに開設しました。明野に移駐以降は、霞ヶ

浦分校が霞ヶ浦市に昭和３４年に開校、昭和３９年に宮城県岩沼市に岩沼分校が開

設されましたが、これは後の昭和４８年に宇都宮分校として開設されました。 

 次に、航空学校の配置についての説明です。明野に本校が、霞ヶ浦に霞ヶ浦校、

宇都宮に宇都宮校があります。また、教育支援飛行隊が明野にあり、そこから分派

された富士飛行班が滝ヶ原に駐屯しています。 

 航空学校全体の任務は、航空科に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓

練を行うことです。その地位については、陸上航空（航空隊）における教育の中枢、

また、強靱な陸上航空を創造する牽引力となっています。役割は、多様な役割に対

応できる有為な人材の育成、職種の教育訓練に関する研究等です。 

 次に、航空学校の各校の主な業務内容についての説明です。明野の本校において

は、幹部自衛官に対する部隊運用、戦術等の教育や、主に幹部のパイロットの養成

を行っております。霞ヶ浦校においては、航空機整備員の養成を行っております。

宇都宮校においては、主に陸曹のパイロットの養成を行っております。教育支援飛

行隊では、航空学校及び富士学校における教育訓練及び調査研究の支援を行ってお

ります。 

 次に、操縦教育における各学校等の役割についての説明です。明野においては、

第２教育部という部署が、主に幹部のパイロットを養成しております。宇都宮にお

いては、主に陸曹のパイロットを養成しております。また、ＣＨ－４７については、

明野と宇都宮の在籍が僅かしかありませんので、木更津の第１ヘリコプター団に養

成を依頼しております。 

 次に、宇都宮校の沿革についての説明です。先ほども少しお話ししましたが、昭

和４８年に宇都宮分校として宇都宮に開設し、現在に至っております。昭和５３年

までは固定翼の操縦を教育しておりましたが、昭和５３年からは回転翼の操縦が主

になりました。平成２７年以降は、固定翼については木更津で教育をすることにな

りましたので、宇都宮飛行場におきましては、現在は回転翼の教育しか行っており

ません。平成２６年には、新操縦教育体制として、新練習ヘリのＴＨ－４８０とい

うヘリを導入して、教育を開始しております。 

 次に、新操縦教育体制について説明します。今までは、宇都宮校又は明野で操縦
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課程修了時に「ウィングマーク」を取らせておりました。胸に着けているものです。

「ウィングマーク」すなわち操縦資格を取らせて部隊に配置するようにし、その後、

さらに、ＵＨ－６０、ＯＨ－１、ＡＨ－１Ｓ、ＡＨ－６４、ＣＨ－４７の機種転換

を訓練し直すという体制でした。現在は、全部の機種について、学校やヘリ団で訓

練してから部隊に配置するように変えました。今は機種も増え、また、航空機が高

性能化や専門化していることに対応するために、各機種の操縦士を早期に養成しよ

うという意図でこのようになりました。操縦課程修了時に「ウィングマーク」を渡

しておりましたが、今は、ＴＨ－４８０Ｂが導入され、基本操縦教育修了時に「ウ

ィングマーク」を付与し、その後、引き続き実用機操縦教育をするということにな

りました。 

 次に、宇都宮校の組織について説明します。６課と１室があります。教育課が主

に学生の操縦教育を担当し、整備課が航空機の整備を担当します。 

 宇都宮校の任務については、航空機の操縦に関する知識及び技能を修得させるた

めの教育訓練を行うというもので、航空学校３校のうちで、唯一の航空操縦教育専

門校です。陸曹航空操縦課程（ＦＥＣ）といっています。また、一部に幹部航空操

縦課程があり、これは新操縦教育体制になってＵＨ－１の幹部を扱うようになった

ものです。唯一の航空操縦教育専門校といっていますが、逆に言えば操縦しか教え

ていないという面があり、少し偏りがあるのではないのかとも感じております。 

 次に、パイロットの選抜･養成制度についての説明です。まず、海・空自衛隊の選

抜制度ですが、大卒の場合は、幹部候補生学校に入った後に操縦教育を受けます。

これは陸上自衛隊も同じです。ただし、海・空自衛隊は航空学生制度というものが

あり、高校の卒業生から航空学生を採用して、部隊に配置して育てるものです。こ

れは、全くの素人を自衛官として育てるところから始め、パイロットまで育て上げ

るものです。これに対して、陸上自衛隊では、大卒は同じですが、それ以外の一般

隊員については、まず、３曹という階級から始めます。旧軍に例えれば伍長等の下

士官です。これらは、定年退職を迎えることのできる階級です。その階級になって

から、パイロットを育てようというものです。したがって、改めて自衛官としての

教育はしておらず、操縦士の教育のみ行っています。それから部隊に出して、幹部

候補生学校に行って、幹部自衛官の３尉以上になった時に、また部隊勤務になると

いうものです。大卒の場合は１１ヶ月で「ウィングマーク」を取らせます。部隊勤

務から来た高卒の隊員は、９ヶ月の学科教育を行い、その次に、ＴＨ－４８０Ｂに

よる９か月の操縦養育を行った後、後期教育としてＯＨ－１、ＵＨ－６０（ブラッ

クホーク）、ＡＨ－１Ｓ（コブラ）、ＡＨ－６４（アパッチ）、ＵＨ－１、ＣＨ－４７

（チヌーク）の課程に行かせるようになっています。 

 次に、陸曹航空操縦課程の概要についての説明です。前期教育で９か月間、学科

及び航空科実技の操縦以外の教育を行い、短大卒業程度の学力を付与します。中期

教育では、９ヶ月間、ＴＨ－４８０Ｂによる基本操縦を行い、ここで「ウィングマ

ーク」を取得します。その際に、国土交通大臣から事業用回転翼の免許をいただき
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ます。後期教育では実用機操縦について訓練し、場所によって分けられていますが、

宇都宮校はＵＨ－１のみの訓練になり、木更津でＣＨ－４７の訓練を実施します。

ここで防衛大臣から、自衛隊だけで通じる特技を機種ごとに航空操縦技能証明とし

ていただくことができます。ヘリの免許は機種によって違いますので、違う機種に

なると、一から免許を取り直さないといけません。 

 次に、前期教育についての説明です。学科については、英語、数学、物理、電波

法、無線工学、気象、航空法規、体育、野外訓練などを行います。入校式を終えま

して、学科授業、英語教育、整備教育を行います。英語は、言語学習専用の教室を

使用しています。記念行事の時のドリルは、基本教練等がしっかりとでき、どのよ

うな行動にも適切に行動できるように行います。救命生存訓練、対空戦闘訓練、ヘ

リコプターの偽装訓練も実施しています。水泳訓練、座禅での精神教育のほか、座

間で在日米軍研修を実施して、英語の能力も向上できるようにしています。羽黒山

の登山走は４．６キロメートル、標高差２５８メートルで実施しています。 

 次に、中期教育についての説明です。基本の離着陸や緊急操作、編隊飛行、夜間

飛行、計器飛行等の訓練によって、事業用回転翼操縦免許を国土交通大臣からいた

だけます。ＴＨ－４８０Ｂというヘリがありますが、３０機をまとめ買いする総合

落札方式というもので、若干安く買えました。宇都宮には２０機、明野には１０機

あります。中期教育では、いよいよフライトが始まります。「操縦学生五訓」を唱和

してから、飛行前ブリーフィング、飛行前点検、教官への搭乗報告をしてフライト

が始まります。機内点検、離陸、場周飛行、帰投、着陸があります。スライド写真

を御覧いただくとヘリコプターに１人しか乗っていないのがお分かりでしょうか。

３３時間乗ったら単独飛行をするようになっています。３３時間で大丈夫かという

見方もあるかもしれませんが、教官がしっかりとチェックしております。 

 スライドの写真は、卒業式の様子です。編隊飛行を卒業式で行います。「ウィング

マーク」の授与、見送り、帽子投げを行います。感極まって泣いている人もいます。 

 次に、後期教育についての説明です。後期教育は、実用機の教育であり、宇都宮

校ではＵＨ－１のみの教育を行い、技能証明を付与します。ＵＨ－１は、富士重工

業が製造する主力機種であり、最高の名機だと思っております。後期教育では、飛

行前ブリーフィング、編隊飛行訓練、航法訓練、物をつり上げるスリング訓練を行

います。編隊飛行は自衛隊特有のものです。他官庁や民間は編隊を組む必要がなく、

また、その機数もありません。我々はパレードがあったり、戦闘隊形を組んでリー

ダーの指揮でどこへでも行ったりするため編隊飛行訓練を行います。それは自衛隊

特有のものだと思っております。 

 卒業すると、全国の航空科部隊へ赴任することになっています。宇都宮、木更津、

明野その他の１９個の第一線部隊へ赴任します。 

 次に、卒業生の活躍についての説明です。ヘリ火力戦闘、空中機動、航空偵察、

航空輸送を実施しております。東日本大震災については、人をつり上げての孤立者

の救助や、物資空輸、原発からの負傷者の救助、原発への放水等を行いました。私
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は、当時、仙台にある霞目駐屯地にいました。発災直後の３月１１日と１２日は、

仙台市は電気が消えて真っ暗闇でした。その時に人命救助ができたのは陸上自衛隊

のヘリだけです。なぜかというと、真っ暗闇でどこに何があるか分からず、通常は

ヘリが近づいて行けません。そんな中で陸上自衛隊のヘリが近づいて行けたのは、

ＮＶＧ（ナイトビジョンゴーグル）を持っており、その訓練をしていたためです。

そのため、他官庁ではできなかった初日と２日目の夜間の救出作戦ができたと思っ

ております。 

御嶽山噴火災害においては、ホイストによる救助、山頂付近への進入、捜索隊空

輸を実施しております。御嶽山は１万フィート（約３，０００メートル）であり、

ヘリの運用限界ぎりぎりです。これは、空気密度が小さくなり、ローターで空気が

スカスカで、かきづらくなるためです。｢操縦桿が抜ける｣という感覚になります。

ＮＨＫの報道でもありましたが、長野県の防災ヘリ関係者が、二次災害の危険があ

ったため、高い所では活動できなかったと言っています。恐らく、運用限界ぎりぎ

りで航空事故を起こす可能性があったということだと思われます。また、ローター

が火山灰を吸い込んでエンジンが止まる「フレームアウト」の危険があったという

話もあります。陸上自衛隊に火山灰を吸い込まない特別な対策があったかといえば、

ありません。あとは気合いで頑張ったというところです。北宇都宮駐屯地からはＵ

Ｈ－６０ＪＡが出て参加しました。 

今年発生した関東･東北豪雨においては、北宇都宮駐屯地からＵＨ－６０ＪＡ、Ｕ

Ｈ－１Ｊ合わせて延べ２０機が出動し、９０名の方のほか、犬２匹と猫１匹を救助

しました。被害が大きかった常総市がある茨城地方協力本部長からは、｢猫派の人か

ら、犬ばっかり助けたと言われるので猫も助けたことを伝えてほしい｣と言われまし

たので、猫も助けたことをお伝えしておきます。 

 次に、国際緊急援助隊についての説明です。スマトラ沖大規模地震の際に、ＵＨ

－６０とＣＨ－４７がインドネシアへ行っております。パキスタンの地震の際には、

ＵＨ－１が行っております。パキスタンの洪水災害の際には、ＵＨ－１とＣＨ－４

７が行っております。また、平成２５年のフィリピンの台風の際には、ＵＨ－１と

ＣＨ－４７が行っております。 

 最後に、陸上自衛隊がどのようなパイロットを養成しようとしているかについて

お話しします。一言で言えば｢強靱な航空戦士｣です。どんな過酷な環境でも任務を

完遂できる強い心と高い知識･技能･体力を兼ね備えたパイロットを養成しようとし

ております。単にＡ地点からＢ地点に移動する民間のパイロットを養成しているも

のではありません。要するに戦士の養成です。兵士を乗せた重荷重の状態において

も、敵のミサイルから撃たれないように、位置の把握の難しい山肌を這う低空飛行

のできるパイロットを養成しようと日々努力をしています。 

 以上で講演を終わりたいと思います。御清聴ありがとうございました。 

 

【司会】 
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荒関分校長、どうもありがとうございました。予定の時間となっておりますが、

是非質問したいという方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは、これをもちまして、荒関分校長の講演を終わら

せて頂きます。荒関分校長、どうもありがとうございました。皆様、荒関分校長に

今一度、盛大な拍手をお願いいたします。 

それではここで、１０分間の休憩を取らせて頂きます。１９時３分から講演を再

開しますので、それまでにはお席に戻られるようお願いいたします。 

 

【司会】 

それでは、続きまして、防衛ジャーナリスト桜林美佐様による講演です。皆様、

講師に拍手をお願いいたします。 

講演に先立ちまして、簡単に桜林講師の御経歴を紹介させていただきます。桜林

講師は、日本大学芸術学部放送学科を御卒業後、テレビ番組ディレクターとして、

ＴＢＳの「はなまるマーケット」など多数の番組制作活動に参加され、構成を務め

られた『ニッポン放送特番「夢叶う日まで～割りばし事故は問いかける」』は、平

成１８年日本民間放送連盟賞を始めとする数々の賞を受賞されました。その後、防

衛ジャーナリストに転身され、テレビ討論番組への御出演や各地での御講演、また、

「自衛隊の経済学」を始めとする防衛省・自衛隊に関する多くの著書を執筆される

など、精力的に活動されておられます。また、当省の「防衛問題を語る懇談会」の

メンバーや「防衛生産・技術基盤研究会」の委員も務めていただいておりました。

本日は、「わが国の防衛装備品取得をめぐる課題」と題しまして、これまでの御経

験を踏まえ、示唆に富んだお話が期待できると思います。 

それでは、桜林様、よろしくお願いします。 

 

【桜林講師】 

 ただ今御紹介に預かりました、桜林美佐と申します。どうぞよろしくお願い申し

上げます。長時間に渡ってこのセミナーに参加いただいている方もいらっしゃって、

本当にお疲れのところだと思います。最後のトリというほどのものではございませ

んけれども、少し御辛抱いただきまして、１時間弱ぐらいで「わが国の防衛装備品

取得をめぐる課題」をお話ししたいと思います。防衛に関することを短い時間では

なかなか説明しきれないのですけれども、少しでも御理解いただければと思います。

実は先般、南関東防衛局においても同様の防衛問題セミナーに参加させていただき

ました。まさか今日は、その時に参加された方がいらっしゃらないだろうという前

提でお話ししております。もし、その時も参加された方がいらっしゃれば同じよう

な話になりますけれども、最近は繰り返しになっても発信していくことが非常に大

事ではないかと自覚しております。御辛抱いただいてお付き合い願いたいと思いま

す。 

 今、御紹介いただきましたが、最近、「自衛隊の経済学」という本を出しました。
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実は経済というものはあまり得意としていなかったのですが、そういう視点で取り

上げたらどうかという話がありました。上念司さんという経済評論家の方と対談を

して、いろいろとプロデュースをしてもらって作ったものです。テーマは、軍事分

野に投資をすると日本の経済が活性化するのではないかという話がありますが、そ

れが合っているのか否かということを追求するものです。今回の講演のテーマにも

つながりますので、まず、国民として知っておくべきであろう自衛隊の経済学の基

礎知識からお話をしていこうと思います。そして、最近よくある御質問と答えをい

くつかピックアップして参りましたので、後でそちらを紹介していこうと思います。

よく防衛関連のセミナーで話をいたしますと、御質問や御意見をかなりいただきま

すので、少し早めに終わるよう、荒関１佐のように時間厳守で参りたいと思います

のでよろしくお願いします。 

 まず、基礎知識としまして、防衛費はどうなっているのかという話からしないと、

この装備品の調達の話はできないと思っております。この間もラジオ番組で聞かれ

たのは、「日本の防衛費は多いのですか。少ないのですか。」という質問でした。

答えを先に言ってしまうと、決して多くないということになると私は思っています

が、今は５兆円近くあります。これが、世界ランキングで見ると何位だということ

がいろいろとニュースになったりしますが、私はこのランキングというのは、そこ

までこだわる数字ではないと思っております。ちなみに今は９位だそうですけれど

も、各国で内訳が違ったり、公表ベースが違ったりします。例えば、中国は２０年

以上二桁増という伸びをして一目瞭然で増えているのは分かるのですけれども、そ

の中に研究開発費が含まれていないというような話もあります。含まれていない部

分を加えると数字は更に大きいのではないかなどということを考えると、各国の発

表しているものを一律に比べるというのがふさわしいのかはなかなか分かりませ

ん。いずれにしても、金額は５兆円ほどで非常に大きいというわけですが、実際に

は言うまでもないことですが、ＧＤＰ比は１パーセント弱です。このＧＤＰ比を見

ますと世界でも１５０位ぐらいだと言われています。したがって、各国がだいたい

２パーセントやそれ以上のＧＤＰ比でやっていることを考えると、日本は規模的に

は少ないということが言えるわけです。これは言うまでもなく、日米同盟によって

アメリカが担っている部分があることで、日本は１パーセントで国を守ってこられ

たというものです。 

 防衛費の内情についてですが、この話をしなければなりません。日本の防衛予算

を大まかに分けますと、まず、一番多いのが人件費です。人件・糧食費という名目

になっています。これは給料や隊員の食事で、４４パーセントを占めていますので

半分近くです。それ以外が活動費になりますが、そこで大きい割合を占めるものが

あります。装備を買うときには予算が単年度ですので、なかなか１年で全部を払う

ということができません。千何百億もする護衛艦の費用等を払えませんので、そう

いったものを何年かに分けて、いわゆるローン払いをします。この部分が歳出化経

費といって３０パーセントぐらいあるのですが、ここは動かせません。つまり、人
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件・糧食費とローン払いの部分で８割ぐらいを占めてしまっているのです。そうす

ると、残りの２０パーセントほどでいろいろな活動をしなければならないという構

図になっています。この２０パーセントの中に、先ほど局長からもありました基地

の対策費や米軍に関わる費用があり、これも含まれています。一般物件費という部

分がありますが、その一般物件費の部分だけを取り出して見ても、基地の対策費や

米軍に関わる費用が４０パーセントぐらいを占めているわけです。その中で、装備

を新規で買うということにはどれぐらい捻出されているのかを見ますと、実際には

本当に僅かです。どれぐらい少ないかというと、２８０億円ぐらいなのですが、こ

れは防衛費全体で見ても１パーセント以下という割合です。昨今は、装備品が非常

に高性能化、ハイテク化している関係もあり、整備や修理にかかる経費がますます

高くなっています。先ほど言いました一般物件費の項目の中には、維持整備にかか

る経費も計上され、４０パーセントぐらいあります。つまり、物を新しく買うより

も、維持整備にかかるお金の方が大きいという状況になっています。最近、平和安

全法制の議論に合わせ、日本が軍国主義化するのではないかなどと言われて心配に

なった方もいらっしゃるかもしれません。その１つの要因として挙げられるのが防

衛費の増額です。「安倍政権になってから防衛費が増えた。これは大変だ。日本は

もう軍国主義まっしぐらだ。」などと言う人がいますが、これは大きく間違ってい

る見解です。実際には増えているのは人件費の部分です。これには、実はからくり

がありまして、東日本大震災の後に復興予算を捻出するために、国家公務員は給料

を減らされてしまいました。７．８パーセント減らされました。自衛隊員は特別職

国家公務員という立場ですので、もれなくお給料が減ったわけです。そして、２年

経って戻そうということになった時に、先ほど言った防衛費の割合の中で人件費が

少し増えるわけです。自衛隊員は、背広の方も制服の方も全部合わせますとだいた

い２７万人いますので、それだけの隊員の給料が少しでも増えれば人件費が膨らむ

わけです。そういうわけで、防衛費が増えたということになりました。実は、民主

党政権の時も一度、防衛費が０コンマ数パーセント増えたという現象が起きました。

「民主党政権やるじゃないか」というような感想を言われた方もいたわけですが、

これにも実は裏がありまして、子ども手当が乗っていたとう事情があります。防衛

費の中に人件・糧食費が含まれていて、さらに、割合が大きいということで、給料

の増減が防衛費の増額に見えてしまうという事情があります。最近はその部分と中

国や南西方面に重点を置いた装備や態勢を整えなければならないということで、新

しくオスプレイ等の装備品を購入せざるを得ないという状況になっております。そ

うしたこともあり、物買いのお金にかなり割きました。かなりの部分をアメリカか

ら購入ということになり、結果的に日本から調達する物を減らしているという裏が

あります。実際は給料が増えているだけではなくて物買いも増えているのではない

かと言われますが、国内のいわゆる防衛産業が造る物は、実は激減しているという

のが現状です。このようなことは、公表ベースや防衛白書にはなかなか入れにくい

お話だと思います。ちなみに、ヘリやオスプレイを買うことになりますけれども、
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現役の方でもたまに勘違いしていることがあります。例えば１機で百億円などの装

備を買うとします。そうすると、百億円で取得して終わりというわけではなくて、

それから置く場所を造ったり、整備員を育成したり、整備員の場所を造ったり、当

然、搭乗員の教育・訓練があったり、そのための準備のための留学があったり、い

ろいろなことが含まれています。また、日本には日本独特の法律があります。例え

ば航空法や電波に関わるものなどです。それらに適応させるための改修費用等もあ

ります。それらを最初は考えませんので、導入すると決めてから算出して積み上げ

ていくと、更に膨らんでしまうということがありがちです。そのように、見えない

価格がかさんでしまうという特徴があります。そうしたことがあるので、何百億円

で買うから何かを切り詰めれば買えるだろうと言って実際にやっても、段々それら

がかさんできてしまって他から捻出せざるを得なくなります。今度は訓練を減らさ

なくてはいけないなど、自衛隊にとって最も大事なそうした教育・訓練に影響を与

えてしまうということは、一番避けなければならないことです。例えば、操縦士に

は何時間と乗ってもらわなければならないものです。これが、燃料費がかかるから

減らすなどということになるのが一番問題ですので、そういう意味でぎりぎりの限

られた中でやり繰りをさせてしまうという今の防衛費の状況というのが、国民の安

全に関わる非常によろしくないことだと思います。自衛隊の方というのは、与えら

れた中で最大限の力を発揮する人間たちです。無いからできないということは決し

て言いませんので、そういった部分を我々などが外から見ていなければならないと

思います。そこが大前提の話になります。そこを分かっていただいた上で、よく聞

かれる質問と答えということで話していこうと思います。最近、武器輸出三原則が

緩和されて装備移転の新しい原則ができ、世の中の関心が高まって、金融業界で読

まれる資料等の執筆を頼まれたりします。やはり、金融専門の方でも、こういった

防衛産業や防衛装備品のことはなかなか御存知ないということが最近分かりまし

た。今日話すのは、そういったプロの方からもよく聞かれる質問です。 

 まず、防衛産業についての前提から話します。先ほどから私は「防衛産業」と言

っていますが、実は、厳密に言うと日本に防衛産業というものはありません。企業

のだいたい平均４パーセントぐらいでやっていると言われています。企業で「うち

に防衛部門があったのか」と言われるというのは大げさかもしれませんが、本当に

それぐらい小さな部門でやっています。日本の産業規模全体で見ても防衛部門は０．

６パーセントぐらいですから、いかに小さいかということです。それが大企業の特

徴ですが、さらに、そこに数千社も中小企業が連なっているのが特徴です。例えば、

戦車を１両造るのに１，３００社ほどが関わっています。戦闘機等では１，１００

社ぐらい。護衛艦等に至っては約２，５００社という多大な企業がやっています。

部品を作っている町工場等も含まれます。その中には、そこでしか作れない部品と

いうものもあります。そういった企業がやめてしまうと、他に担い手がいないとい

ういわゆる「オンリーワン企業」も多くあるというのが特徴になっています。企業

のタイプごとにそれぞれ事情がありますが、お話ししたように新規の調達が減って
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いると、小さなメーカーにとっては「今年は受注がなかった」となったり、大企業

では株主から責められたりということになりかねず、事業の継続が非常に厳しい状

況になってきます。企業の防衛部門が修理や点検、供給も担っているのが特徴です

が、正直に言ってしまえば、昔「工廠」があったように、国が工場等を持つべきも

のという特質が防衛装備品にはあります。しかしながら、今は民間がやっていると

いう形になっていますので、修理等にも欠かせない存在でありながら、そこに競争

原理が入ってしまうというようないびつな構造になってしまっています。 

 そこで「Ｑ＆Ａ」ということで話していきたいと思います。まず聞かれるのが、

「防衛産業というのは儲かっているのですか」という質問です。私としては、これ

には「ノーである」と言っています。まず、現状はどうなっているのかと言います

と、先ほど話したように、予算が増えたというのは「見せかけ」というと言葉が悪

いですが、実質的にはずっと減ってきました。国内調達は減っています。調達は減

るしかないという状況です。そうなると国内企業のメーカーには撤退や倒産をして

しまうところも出てしまいます。そうすると技術の継承も困難になってしまい、国

内では造れないということになります。研究開発費も非常に重要なのですが、これ

も諸外国と比べて非常に低いです。新しい開発等も一部で今やっていますが、非常

に難しいところがあります。将来的な展望を言いますと、非常に厳しい状況になっ

ています。そして、契約の制度的にも、そもそも利益が決まっています。これは原

価計算等をして算出するという方法が採られています。防衛装備品は市場がないの

で、顧客は防衛省・自衛隊しかありません。価格が決められないので、かかった原

価や時間を掛け合わせて算出するということになっています。これは絶対に損がな

いように決められたのですが、防衛予算が限られている中では経費として認められ

ない部分があるなど、非常にシビアなものになっています。そのような事情もあり、

実際には赤字になってしまっているところもあります。ＤＤＨという種類の海上自

衛隊の護衛艦があります。最初に「ひゅうが」を造ったときに、実は１００億円も

赤字を出してしまっています。それを言ったら会社で大変なことになってしまいま

すから、もちろん内緒にしていましたが、２番艦、３番艦をその会社が受注するこ

とによってなんとか戻すだろうといった状況になっています。そういったことが生

じてしまうのが現状です。赤字を出したと言ったら株主総会等で大変なことになり

ますから、そこはなんとか調整したようです。この調整というのは微妙な問題を含

むものです。よく過大請求や水増し請求といったニュースが世の中に出てきますが、

あれはこういう事情があって出てくる話なのです。そういう話をしても、「悪いこ

とは悪い」と言って聞く耳を持たれなかったりするものです。事業を継続するため

には、会社としても、赤字になったというわけにはいきません。しかし、特定の会

社にしかある装備を造れないということもあり、そのつらい実情の中でそういった

事案が起きてしまうのも事実です。これは私が勝手に思っていることではなくて、

防衛省の報告書にもそうした裏事情が記述されております。ホームページ等で御確

認いただけると思います。そのように構造的に利益率やその上限が決まっています。
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これ以上経費が掛かっても出せないということになったりします。そうしたいろい

ろな取り決めによって、結局、儲かるというような仕組みには元々なっておらず、

なんとか息を吸うだけの利益は与えるように努力するという制度ができているに過

ぎないという状況です。 

そうすると、「大変なら国産をやめればいいではないか」という質問が来ます。

「物を買ってきて、使わなくなったらやめればいい」という意見です。では、なぜ

国産にするのかという国産の意義を説明します。まずは「国土の特性等に適合しま

す」という防衛省の説明です。少し分かりづらいので詳しくお話しします。日本は

地球の裏側へ行って戦争をする国ではありませんので、専守防衛という前提があり

ます。その前提に沿って考えますと、もし戦いが起こるとすれば、戦いの場は日本

の国土になります。山岳が多いとか、起伏が激しいとか、気候がどうといった日本

のいろいろな条件に見合った開発ができます。それだけではなく、例えば、車両等

は平素から車道を走ったりしますから、道路交通法にも従わなければなりません。

戦車にもウィンカーを付けていたり、トラック等は厳しい排ガス規制をクリアしな

ければならなかったりして、日本の国情に合わせた開発をしなければなりません。

この需要が外国であるかといえば分かりませんが、そういった事情があります。日

本では自衛隊しか使えず、また、自衛隊は基本的に今は訓練で使うという前提があ

ります。例えば、日本の演習場は海外のように広くはありませんので、あまり遠く

に弾を飛ばしてしまったら大変などという話になることもあります。そのように安

全性という意味で独特のアレンジを加えるのが日本の企業が造る際の特徴です。そ

れから、維持整備、供給能力は、企業だけの成果ではありません。私も見てきまし

たが、自衛隊の維持整備能力は高く、本当にきめ細かいものです。先ほども出たと

おり、飛行前のブリーフィングや準備、整備等に何時間もかけており、日本の高い

可動率を維持しています。航空機は、「アメリカが何百機、日本が何百機」などと

機数の多寡だけを言われることがありますが、実際に大事なのは、どれだけ動いて

いるかという可動率です。日本は非常に高い可動率を持っていて、大まかに言うと、

整備、訓練及び実運用でそれぞれ３分の１ずつというお手本どおりのものだと思い

ます。航空機を持っていながら 1 機も動いていない国もあるぐらいですから、高い

可動率は日本の特長だと思います。自衛官だけでは対応しきれないのは部品の供給

です。企業の協力がなければなし得ないことです。したがって、国内でいつでも部

品が供給できるという基盤が大切です。また、日本で開発しているということは、

技術的な抑止力にもなります。バーゲニングパワーにもなります。例えば、今日は

ヘリコプターの見学がありました。戦闘機の方に興味を持たれる方の方が多いかも

知れませんが、回転翼を国産として造れる国は非常に限られており、世界を見ても

そこまで多くないと聞いています。日本の場合は、国産として開発をして運用をす

る能力を持っていますので、これは誇るべきことです。それから、技術がスピンオ

フして民間に波及するという効果もあります。インターネット等の技術もそのよう

にして出てきました。今は陸・海・空自衛隊を一緒くたにして話してしまっており
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ますが、厳密に言いますと、海・空自と陸自で少し異なります。海・空自は戦う時

間軸が違います、非常に短い期間です。また、アメリカとの共同、相互運用性が第

一になってきます。国産が絶対に優先というよりも、アメリカとのインターオペラ

ビリティを重視する方が良い場合も多くあります。一方、陸上戦闘を想定している

陸上自衛隊については、やはり継戦能力が重要です。最後の砦ですから、最後まで

国民を守らなければなりません。そこで、装備が入って来ないなどというわけには

いきません。そうした理由により、国内の産業基盤を一番大事にするのは陸上自衛

隊ということになります。したがって、一緒くたに語れないということです。 

では、「輸入の良い点は何か」ということが聞かれます。当然、最新鋭の装備が

導入できます。日本よりも進んでいるものもあります。相手国との関係を構築でき

るという面もあります。同盟関係を強化できるなどのメリットです。デメリットは、

税金が国外に出てしまうということです。また、運用している間に価格が急に上が

ってしまうこともあります。また、部品が入って来ないということもあり、この影

響が一番大きいと思います。「部品待ち」はどれぐらいか。数ヶ月などというもの

ではありません。２年入って来ないというところも実際にあります。また、既に造

っていないという場合もあるように、非常にリスクがあります。最初は良いと思っ

て買っても、何年か後にはそのようなことが生じてしまいますので、先を見なくて

はなりません。これらの事情を勘案すると、最初は輸入が安いと思っていても、結

果的に国産よりも高くついてしまうことがあるので、非常に注意深く見なければな

りません。 

そして、よく聞かれるのが、日本の装備品を移転、輸出できるようになったのだ

から、「輸出をすればいいではないか」ということです。「儲かるのではないか。

単価が下がるのではないか」とよく言われます。これについては、「ノー」という

答えになってしまうかもしれません。実際には非常に難しい問題です。元々日本の

装備品では、戦車にウィンカーを付けたり、トラックに空気清浄機よりもきれいな

排気ガスを出させたりなどということがあるので、それが世界の武器市場で通用す

るのかという問題が出てきます。企業としても、元々輸出を考えておらず、自衛隊

のためだけに造ってきたのに、急に輸出などと言われても困るというのが多くの反

応です。したがって、いろいろと企業に話を聞いてみますと、積極的に輸出したい

という話はほとんど聞いたことがありません。元々マーケティングをしていないの

に、今から言われて初期投資や外国との行き来などが発生すると、非常に難しいと

いうことが言われます。社内的にも、投資をして海外に進出をして儲かるのかとい

えば、それは全く不透明です。また、防衛産業といっても企業の中の一部門です。

その企業で防衛装備品も造っていることが知られるようになると、新聞に「武器商

人」や「死の商人」などと書かれるのではないかというような恐怖感が企業側にあ

りますので、企業全体としては、あまり乗り気でないという雰囲気の方が多いと思

います。ただ、今は政権や国として積極的にやるという流れになっており、そこで

できないというわけにはいきませんので、お付き合いはしたいという雰囲気です。
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世の中で「死の商人、笑いが止まらない」などと言われるような感覚とは全く温度

差があるというのが現実です。それから、今はＵＳ－２やオーストラリアの潜水艦

に関して話が進んでいるように報道されています。例えば、ＵＳ－２については、

インドで「オフセット」として、３０パーセントの現地雇用が必要になってきます。

そういったことを企業が任されても「交渉できません」という状況になります。イ

ンドには「スズキ」という自動車会社が進出していて同じような形態をとっていた

ので、参考にできないかという話もあります。当然、防衛装備品で同じようにする

ことはできませんので、いろいろな課題があります。オーストラリアの潜水艦につ

いても同じだと思います。現地雇用や技術提供等の現実的な議論になって、先方と

こちらで考えていることに差があるということが段々はっきり分かってきた段階だ

と思います。そうすると、本当に輸出が決まったとして、国内の数千社に及ぶ企業

にメリットがあるのかというと疑問が出てきます。先般、私も装備品のメーカーの

集まりに参加しましたが、皆さんはそういった部分を大変気にされておりました。 

大きな問題として、技術をどれだけ出せるのかという課題があります。日本は防

衛装備庁をつくって、まさにこれからやろうとしているわけですが、まだ経験が浅

いので徐々に解決していかなければなりません。アメリカなどは輸出大国ですが、

技術の管理が厳格である点においても超大国です。物を売ったら、誰がどのように

使っているかということをずっと追及し、わざわざ関係国に出向いて見るなど、か

なり厳しいことをやっています。そういったことを日本ができるのか、ブラックボ

ックスをどう設定するのかなどといういろいろな課題があります。後で第三国に売

ったり、買う時からそれを考えていたりということもあるので、そういったことへ

の対応も考えると、そこまで簡単ではありません。 

では、安倍政権の鳴り物入りのこの政策は期待できないのかと思われるかもしれ

ません。これは、やりようによっては光も差すと思っています。これは、企業だけ

ではできません。防衛省や政府等、国が一体となって事業を進めなければなりませ

ん。各国では、輸出をするとなると、駐在武官が本当にセールスマンのようにやっ

ていたり、首相が自らトップセールスとして「うちの戦車を買ってください」とい

う話をしたりしており、それが世界の常識です。日本で、民間企業が国から「さあ

やってください」と背中を押されても困るわけで、国として一緒になってやるとい

うサポート態勢があって初めて成り立つのだろうと認識しています。これはいろい

ろな戦略に使えまして、やはり外交に関わります。極端な言い方になりますが、「そ

の国に兵器を売れば戦争にならない」と言われるように、非常に依存関係が強くな

ります。装備を供給して教育も行うと、関係構築につながります。今は「キャパシ

ティビルディング」といって、能力構築支援という事業を進めています。今は教育

だけを行っていますが、今後はこれに装備も組み込んでいって、「キャパシティビ

ルディング」と一体化させて外交力につなげていってもいいのではないかと、私は

思っています。 

防衛装備庁ができて取り組めそうなことに、例えば、ＵＳ－２等に関連して今ま
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で宙に浮いていた所掌の問題があります。誰がＵＳ－２をインドに運ぶのか、海上

自衛隊か。インド海軍の操縦士はどこで教育を受けるのか。日本に来てＵＳ－２を

操縦する枠組みはありません。全く法的根拠がない中では何一つできません。今後

は、それらの課題に取り組んでいけそうです。今までは外務省、経済産業省、国土

交通省等にいろいろな所掌が分かれていて、許可を得る方もする方も経験がなく宙

に浮いていました。これからは、防衛装備庁ができて、それらに取り組んでいこう

という構えでいます。まだ始まったばかりですが、日本では商社が活躍してきまし

た。明治以来、商社の活躍なくしてやってこられなかった部分もあるのですから、

商社等のノウハウを取り入れていけばよいのではないでしょうか。商社以上にそう

いった知識を持っているところはないのではないでしょうか。したがって、私は国

内の防衛産業だけではなく、商社も含めてオールジャパンでやれたらよいのではな

いかと思います。これは、産業政策というよりも、外交戦略のツールとして活用で

きるのではないかと思います。日本の装備は、どうしても単価が高いという課題が

あります。欲しいという話はたくさん来ていますが、その後どうなったか聞いてみ

ると、価格が課題となって立ち消えになったということがよくあるようです。政府

が後押しして供給するという態勢ができれば、日本の高い技術力が外交に資すると

いうことで日の目を見るという気がします。 

そして、もう一つよく聞かれることに、「日本の防衛産業は現に造り続けている

のではないか。困っていないのではないか」というものがあります。｢困ったと言っ

ているだけで嘘ではないか｣ということが聞かれます。それに対する答えは、企業全

体は困っているわけではないということだと思います。防衛事業があろうがあるま

いが、企業全体にダメージを与えるほどではない小さな規模です。ただ、困るのは

企業ではありません。困るのは自衛隊です。会社で造れなくなってしまったらもう

国内では造れません。これを意外に錯誤して捉えている方が多いです。自衛隊がそ

れで困ると、結局は国民が安全を脅かされるということになります。したがって、

防衛生産・技術基盤が大事だというのは、企業を保護することが目的ではないとい

うことを御承知置き願いたいと思います。「実際には自衛隊もそこまで困っていな

いのではないか」と言われますが、肝臓か何かの病気と同じで、今は症状が現れて

いなくても、じわじわとやってくるものです。ある日突然、心臓が止まって死んで

しまうというようなものです。いろいろな事情があっても大手企業はお付き合いし

てくれるでしょう。しかし、そこに連なる企業がついてこられずに造れなくなって

しまいます。海外から部品等を買ってこなければならなくなります。今も全部の部

品を作っているわけではありませんけれども、そういったことが増えて次第にむし

ばまれていくということになってしまいます。今、傾いたマンションの話が話題に

なっていますが、あれは担当者だけが悪いというような話ではないと思います。日

本では競争原理が過大評価されている部分があり、何に関してもコストを安くする

という話になります。コストが安くなれば、日本の防衛装備品も安くなってよいと

思われるかもしれません。しかし、それによっていつの間にか、マンションの話の
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ように安全が危ぶまれることがないとも限りません。したがって、今のように一律

的に競争入札の制度を導入したりすることは、非常に危険を伴うと思っています。

今は、企業の防衛部門担当の方も、頑張って防衛装備品を供給するためにやってい

らっしゃいます。防衛部門がなくなっても会社を首になってしまうわけではなく、

なくてもいいというような中で矜持を持ってやっていらっしゃる理由は、「自衛隊

のために」という気持ちがあるからこそできているという部分が大きいと思います。

したがって、その企業を守るとか、そこに再就職したいからだとか、うがった見方

をする人も多いようですが、そういうことではないということです。 

では、どうすればいいかということについて、最後に簡単に申し上げます。予算

自体が少なく、この状況を打破する必要があると思います。しかし、だからといっ

て急に防衛費をＧＤＰ比２パーセントや３パーセント、また、１５兆円などと捻出

できない事情もあります。今は消費税もかかっています。例えば、消費税を少し免

除できないのか、火薬取締法や武器等製造法等のいろいろな法規制や、その他のこ

とによってかかる設備維持等のコストを何とかできないか、朝鮮戦争時のものをそ

のまま使っているような法規制そのものを見直しできないのかなど、修正されるべ

きところは多くあると思います。したがって、単に調達の問題として、輸出をすれ

ば単価が下がって取得しやすくなるというようなことだけではなく、国や行政がい

ろいろな見直しの取組をすることが必要です。契約制度では、例えば超過利益返納

条項というものがあります。企業がコストを削減できたら、普通は企業が利益を得

られますが、防衛装備品の場合はそれを返さなくてはいけないという制度がありま

す。コストを削減できたのでお返しするということであったら、全然やる気が持て

ません。したがって、これはよくないということで、先般、インセンティブ制度と

いうものができまして、その分に関しては半分返せばいいということになっていま

す。それでもあまりインセンティブが働いていないということで、それも見直して

いこうという前向きな取組もあります。元々、「そんなのがあったのか」と言って

しまうような不都合な枠組みでやっていましたので、それらを見直していって、少

しでもうまくいくような方向性を出していただきたいなと思います。企業の皆さん

もこの中にいらっしゃるかもしれません。ここは是非、皆さんで大同団結して、基

盤という観点や前提の中の位置付けでいろいろ語っていただきたいと思います。そ

して、自ら国民や世の中に説明をする時代になってきているのではないかと思いま

す。今までは、防衛事業をやっていないというようなイメージづくりをしている企

業も多かったです。これからは企業としても、自分たちが日本の防衛を担っていて、

それでもこんなに厳しい状況ですということを発信されてもいいのではないかとい

う気がします。むしろ、それが、自分の利益だけを追求しているわけではないとい

うメッセージになるのではないかと、生意気ながら考えている昨今です。 

 

【司会】 

桜林様、ありがとうございました。それでは、引き続きまして、質疑応答の時間
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とさせていただきます。ただいまの御講演内容に対する御質問がございましたら、

挙手をお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

それではこれをもちまして、桜林講師の講演を終わらせていただきます。桜林様、

どうもありがとうございました。 

 桜林講師が退場されます。皆様、講師に今一度盛大な拍手をお願いいたします。 

それでは、これをもちまして北関東防衛局主催による第３４回防衛問題セミナー

を終了させていただきます。本日は、お忙しいところ、御参加いただきまして誠に

ありがとうございました。 

 

 

 


