
総合取得改革に係る諸施策について 
（平成２８年度予算案） 

平成２８年２月 

防衛装備庁 
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６．監察・監査体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３６～Ｐ３７ 
 
７．平成２８年度防衛装備庁予算案・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３８～Ｐ４２ 
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１．一歩先んじた技術力の保持、   
  「技術的優位」 



 将来における我が国の技術的優位性を確保する技術戦略の構築に資する。 
 

 先進的な装備品等の創製を行うため、中長期的な科学技術分野の取り組みの方
向その他の技術に関する見積りを明らかにする。 
 

 現在、中長期技術見積り（18中長期）の見直し作業を実施中。 

中長期技術見積り（18中長期） 

運用環境の変化
統合運用
高度な情報能力

安全保障環境の変化
多様な事態への対応
国際平和協力活動
厳しい財政状況

将
来
必
要
と
見
込
ま
れ
る
分
野

取り組みの方向の導出

科学技術の動向
民生技術の進展
新技術の芽生え

コ
ア
装
備
等

細
部
機
能

将来必要と見込まれる分野の導出 将来装備ｼｽﾃﾑ技術

•技術分野
•取り組みの方向

将来の可能性を
秘めた技術

区 分 必要と見込まれる分野

新たな脅威
や多様な事
態への対処

弾道・巡航ミサイル対処

ゲリラ・特殊部隊対処

テロ対処

サイバー対処

武装工作船等対処

島しょ部侵略対処

国際平和協力活動

ﾈｯﾄﾜｰｸ
中心の戦い

指揮統制

情報収集

情報共有

その他 研究開発の効率化

中長期技術見積り 

防衛装備庁の技術に関する諸施策 

将来装備システム技術 
  ・技術分野 
  ・取り組みの方向 

将来の可能性を 
秘めた技術 
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研究開発ビジョン 

 将来的に主要な装備品等について中長期的な研究開発の方向性を定める。 
 

 将来を見据えた装備品等のコンセプトとそれに向けた研究開発のロードマップを
具体的に示す。 
 

 無人化・スマート化・ネットワーク化といった防衛技術の動向を踏まえ、将来の無
人装備及び誘導武器について、順次策定予定。 

将来戦闘機に関する研究開発ビジョン（平成２２年８月２５日） 

２０年後に実現

３０～４０年後に実現

電子戦に強いフライ・バイ・ライト
（現在も開発移行可能な技術レベル）

次世代ハイパワー・レーダー
次世代アビオニクス技術の研究

（先進統合センサー、全球覆域自己防御）

敵を凌駕するステルス
ステルス性向上技術の研究

（塗料・コーティング、ウエポン内装化、インテーク）

クラウド・シューティング
統合火器管制技術の研究

（統合火器管制、先進コクピット）

将来アセットとのクラウド
統合火器管制技術の研究（群制御）

ライト・スピード・ウエポン
指向性エネルギー兵器技術の研究

（高出力レーザー、高出力マイクロ波）

カウンター・ステルス能力の高い

i3FIGHTER

次世代ハイパワー・スリム・エンジン
次世代エンジン技術の研究

（エンジン要素技術、システム化技術）

F-2戦闘機
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○ 平成２７年１０月１日現在、８校の大学、７機関の国立研究開発法人等と研究協力等を実施中。新たな
研究協力案件の締結に向け、所要の調整を実施中。 

○ 総合科学技術・イノベーション会議が推進する２大「国家プログラム」であるSIPとImPACTについて、
デュアル・ユース技術として、その成果を活用することも視野に以下の取組を推進。 

 ➢ SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）の対象課題である「革新的構造材料」及び「重要イン
フラ等のサイバーセキュリティの確保」について、関係省庁として参画 

 ➢ ImPACT（革新的研究開発プログラム）採用プログラムについて、必要に応じて協力を実施 

SIP: Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program 

IｍPACT: Impulsing PAradigm Change through disruptive Technologies 
 

○ 防衛装備品への適用面から着目される大学、国立研究開発法人の研究機関や企業等における独創的な研
究を発掘し、将来有望である芽出し研究を育成するため、 ファンディング制度（競争的資金制度）である
安全保障技術研究推進制度を更に推進（次頁掲載）。 

 

防衛装備品にも応用可能な民生技術の積極的な活用 
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最近の研究協力の一例 

【目的】滞空型無人航空機に関する将来の研究開
発に資するため、両機関が保有・推進す
る技術情報を相互に提供し、基盤技術の
共有を図る。 

  ○滞空型無人航空機技術の研究協力 
 （防衛省技術研究本部航空装備研究所 

   ／JAXA航空技術部門） 

ＪＡＸＡ側研究の例 

防衛省側研究の例 

技術情報等 
の交換 

期待される 

用途 

 

データリンクによる 
・地上からのセンサ／飛行試
験機管制 
・地上へのデータ伝送 

○既存小型航空機を改修
した飛行試験機 
○弾道ミサイル警戒監視
用赤外線センサ ○地上システム 

赤外線センサによる目標探
知追尾のための制御 

弾道ミサイル警戒監視用の赤外線センサを搭載し
た飛行試験機等による実飛行環境下におけるシス
テムインテグレーションの検証 

データリンクによる 
・地上からのセンサ／飛行試験機管制 
・地上へのデータ伝送 

○既存小型航空機を改修した飛行試験機 ○地上システム 

目標探知追尾のための制御 

飛行試験機等による実飛行環境下における
システムインテグレーションの検証 

高高度推進システム技術 

超高アスペクト比翼設計技術 

自動離着陸技術 

自動衝突回避技術 



○ 平成２７年７月８日に公募（研究テーマの提示）を開始し、８月１２日に締切り。(応募総数１０９件) 

○ 公募締切り後、外部の専門家により構成する安全保障技術研究推進委員会における審査を経て、９件の
研究課題を採択。 

○ 平成２８年度は、①新たな研究課題を採択するための経費、②平成２７年度採択した研究課題を継続実
施するための経費、③本制度の運営に必要な経費等として、約６億円を予算案に計上。 

 

安全保障技術研究推進制度 

6 

防衛省 

企業等 

制度の概要 

優れた提案に対して 
研究を委託 

技術的解決策（研究
課題）を提案 

研究テーマを提示 

大学・国立研究開発法人等 

得られた成果（デュアルユース技術） 

災害派遣 国際平和協力活動 我が国の防衛 

将来の防衛省の研究開発において活用 民生分野で活用（委託先） 

基礎的な研究の成果を民生分野において 
応用、活用 

国内の研究機関等 

独創的 
先進的 
技術 

平成２７年度採択研究課題一覧 

ダークメタマテリアルを用いた等方的広
帯域光吸収体 

ヘテロ構造最適化による高周波デバイス
の高出力化 

構造軽量化を目指した接着部の信頼性お
よび強度向上に関する研究 

極超音速複合サイクルエンジンの概念設
計と極超音速推進性能の実験的検証 

海中ワイヤレス電力伝送技術開発 

光電子増倍管を用いた適応型水中光無線
通信の研究 

無人機搭載ＳＡＲのリピートパスイン
ターフェロメトリＭＴＩに係る研究 

超高吸着性ポリマーナノファイバー有害
ガス吸着シートの開発 

可搬式超小型バイオマスガス化発電シス
テムの開発 

SAR: Synthetic Aperture Radar 合成開口レーダー  
MTI: Moving Target Indication 移動目標検出  



 
 
＜技術的優位性を確保しうる先進的な研究＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<災害にも適用可能なデュアルユース技術に係る研究の推進＞ 
 

 

２８年度予算案に計上している研究開発事業の一例 

 先進的な暗視センサの研究（約１７億円） 

 複数車両等の情報統合による環境認識向上技術の研究（約５億円） 

⇒ 大規模災害等によるＣＢＲＮ※１環境等
の有人作業が危険な場所において、迅速
な復旧・復興を可能とする先進的な環境
認識技術※２を遠隔操縦車両にシステム化
する研究を実施。 

⇒ 目標識別能力及び夜間任務能力の向上が見込まれる先進的
な暗視センサ技術の研究を実施。具体的には、無人機や車両
等の各種ビークルや多様な装備品等に暗視センサを搭載し、
月明かりのない野外環境下でも昼間に近い画像が得られる近
赤外暗視センサと遠方の熱源画像が得られる中赤外暗視セン
サの２つの暗視センサの画像を融合処理する。 

※１ ＣＢＲＮ：Chemical, Biological, Radiological and Nuclear 
        （化学、生物、放射性物質及び核） 
※２ 複数車両のセンサで取得した地形情報等の統合により、 
   経路啓開等の各種作業の迅速化を可能とする技術 
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２．防衛生産・技術基盤の維持・強化 



11,000 

9,000 

7,000 

5,000 

0 

（億円） 
平成 
1年度 

平成 
2年度 

平成 
3年度 

平成 
4年度 

平成 
5年度 

平成 
6年度 

平成 
7年度 

平成 
8年度 

平成 
9年度 

平成 
10年度 

平成 
11年度 

平成 
12年度 

平成 
13年度 

平成 
14年度 

平成 
15年度 

平成 
16年度 

平成 
17年度 

平成 
18年度 

平成 
19年度 

平成 
20年度 

平成 
21年度 

平成 
22年度 

平成 
23年度 

平成 
24年度 

平成 
25年度 

平成 
26年度 

平成 
27年度 

平成 
28年度 

(案) 

主要装備品
等の購入費 

10,207 
(69.9％) 

10,727 
(69.2％)  

8,985 
(64.7％)   

8,650 
(61.8％)  

8,800 
(60.5％)   

8,820 
(58.8％)   

8,250 
(56.4％)   

8,352 
(55.9％)  

8,410 
(55.3％)  

7,980 
(55.2％)   

7,965 
(54.5％)  

7,720 
(53.9％)  

7,670 
(53.0％)   

7,660 
(52.8％)  

7,630 
(52.8％)   

8,010 
(53.5％)  

7,141 
(49.9％)  

7,310 
(49.2％)  

7,436 
(49.5％)   

6,784 
(47.6％)   

7,256 
(48.3％)  

6,837 
(46.3％)  

6,513 
(45.5％)  

6,970 
(47.2％)   

6,268 
(43.2％)  

8,835 
(51.8％)  

12,213 
(59.6％)  

10,053 
(53.7％)  

装備品等の 
維持整備費 

4,400 
(30.1％)  

4,769 
(30.8％)  

4,908 
(35.3％)  

5,339 
(38.2％)  

5,737 
(39.5％)  

6,184 
(41.2％)  

6,372 
(43.6％)  

6,600 
(44.1％)  

6,794 
(44.7％)   

6,477 
(44.8％)  

6,642 
(45.5％)  

6,610 
(46.1％)  

6,790 
(47.0％)  

6,837 
(47.2％)  

6,829 
(47.2％)   

6,972 
(46.5％)  

7,180 
(50.1％)   

7,562 
(50.8％)   

7,575 
(50.5％)  

7,479 
(52.4％)  

7,755 
(51.7％)   

7,923 
(53.7％)  

7,803 
(54.5％)  

7,786 
(52.8％)  

8,237 
(56.8％)  

8,211 
(48.2％)  

8,285 
(40.4％)  

8,671 
(46.3％)  

上記の合計 14,607  15,496  13,893  13,989  14,537  15,004  14,622  14,952  15,204  14,457  14,607  14,330  14,460  14,497  14,459  14,982  14,321  14,872  15,011  14,263  15,011  14,760  14,316  14,756  14,505  17,046  20,498  18,724  

（注１）：「主要装備品等の購入費」とは主として直接戦闘に使用する火器・戦車・戦闘機・護衛艦などの装備品調達、改修に係る予算額（装備品等購入費のうち主要装備品等、航空機購入費、艦船建造費、 
       修理費のうち艦船の艦齢延伸と航空機の近代化改修等のための修理費）を示す。 
（注２）：「装備品等の維持整備費」とは装備品の修理や消耗品の代価及び役務費などに係る予算額（修理費から、艦船の艦齢延伸と航空機の近代化改修等のための修理費を除いたもの）を示す。 
（注３）：「主要装備品等の購入費」と「装備品等の維持整備費」に記載の％は、それらの合計額における割合を表す。 
（注４）：新たな政府専用機導入に伴う経費を除く。 

主要装備品等の購入費 
装備品等の維持整備費 
 （億円） 

主要装備品等の購入費 

装備品等の維持整備費 
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主要装備品等の購入費と維持整備費の推移（平成元年度予算～28年度予算案） 

 ※それぞれの金額は契約ベースの数値 



 

＜長期契約を活用した一括調達の実施＞ 
 ・長期契約を活用した装備品等の一括調達を実施することで、防衛予算を効率化し、企業の 
  予見可能性も向上（当該検討経費として約１億円を計上）。 
＜ＰＢＬの実施による維持・整備の効率化＞ 
 ・成果の達成に応じて対価を支払う契約方式（ＰＢＬ）を追求することで、維持・整備事業 
 を効率化（当該検討経費として約０．４億円を計上）。 
＜随意契約対象範囲の拡大＞ 
 ・調達の透明性を確保しつつ、随意契約対象範囲を拡大し、企業の予見可能性の向上により 
 事業実施コストを低減。 

プロジェクト管理等に資する契約制度の改善 

 

＜強靱なサプライチェーンの維持＞ 
 ・国とプライム企業が連携して主要防衛装備品におけるサプライチェーンの実態を適切に 
 把握するとともに、その維持についての方策を検討（３億円）。 

防衛産業の実態把握 

 
 
 

      
               

その他関連施策  

国内防衛産業の維持・強化に関する取り組み 

＜研究開発ビジョンの策定＞ 
・中長期的な研究開発の方向性を定める研究開発ビジョンを策定し、企業の予見可能性向上
に寄与。 
 
＜国際防衛装備品展示会出展事業＞ 
・日本の防衛産業が有する優れた技術力を効果的に発信し、防衛装備・技術協力を推進する
ため、企業と連携して装備品展示会に出展（国内・海外）（０．８億円）。 
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３．プロジェクト管理の実施 



              内局 

部隊等 

各幕（防衛部など） 

防衛装備庁 

分析、検討結
果や代替案を
提案 

防衛ニー
ズを提示 

各幕（装備計画部など） 

より効果的、効率的
な維持整備の方法を
提案 

維持整備のため
の計画や、部品
の在庫状況など
を提示 

実施状況
の共有 

取得戦略計画の策定、
ライフサイクルコスト・
ベースラインの設定 

部隊ニーズ 
のとりまとめ 

１．装備品等のライフサイクルの各段階を通じ、コストや仕様をシームレスに管理 

３．構想段階で実施する代替案分析において、最適な取得方法について検討 

２．重要な装備品等については、プロジェクト・マネージャー（ＰＭ）及び統合プロジェクト・チーム（ＩＰ
Ｔ）を置いてプロジェクト管理を実施し、戦略的に最適な装備品等の取得の実現を図る 

：主要な結節において、装備取得委員会において審議。 

・・・ ・・・ 

・・・ 

研究・開発段階 量産配備段階 運用・維持・ 
廃棄段階 

構想段階 

プロジェクト・マネージャー（ＰＭ） 

取得戦略計画・ライフサイクルコストによる、スケジュール・コスト管理、リスク分析・評価 

防衛装備庁におけるプロジェクト管理 
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 プロジェクト毎にプロジェクト・マネージャー（ＰＭ）及び省内関係者から構成する統合プロジェク
ト・チーム（ＩＰＴ）を置き、これらを通じて、ライフサイクルの各段階を通し、シームレスに装備品
等のプロジェクト管理を実施 

 ＷＢＳ（※１）及びＥＶＭ（※２）といった新しい管理手法を導入し、各プロジェクトのコスト、スケ
ジュール、パフォーマンス（技術的な課題の達成状況など）を定量的かつ客観的に測定・評価 

 上記を通じて、ライフサイクルの主要な結節（例えば、開発段階から量産段階への移行）にお
いて、より客観的なデータによるプロジェクトの継続の可否等の判断を実施 

※１ ＷＢＳ（ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー） 

 ・ 装備品を構成品単位まで分解したもの 
   この単位でコスト、スケジュール等の進捗を管理 

※２ ＥＶＭ（アーンド・ヴァリュー・マネジメント） 

 ・ プロジェクトの進捗状況や発生総コストの予測など
を行う管理手法 

予算コスト 

予測発生
総コスト 

計画値 

実績値 

アーンド・
ヴァリュー 

コスト
差異 

スケジュール
差異 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
遅
れ 

評価日 
完了予定日 
（計画値） 

完了予定日 
（予測値） 

時間 → 

←
 

金
額 

超
過
コ
ス
ト 

（ 

予
算
超
過 

） 

予算 
コスト 

予測発生
総コスト 

重点対象装備品等の新しいプロジェクト管理手法のイメージ 
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Ｆ－３５Ａ 
（写真は同型機種） 

陸自ＵＨ－Ｘ 
（イメージ） 

Ｃ－２ 

グローバルホーク（滞空型無人機） 
（写真は同型機種） 

Ｖ－２２ （ティルト・ローター機） 
（写真は同型機種） 

ＳＭ－３ブロックⅡＡ 
（第１次地上発射試験） 

中ＳＡＭ（改） 
（発射試験） 

ＡＡＶ７（水陸両用車） 

新艦艇※１ 
（イメージ） 

ＳＨ－６０Ｋ能力向上型 
（写真はＳＨ－６０Ｋ） 

Ｐ－１ 将来戦闘機※２ 

（図は検討の一例） 

※１ 新艦艇：多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化を両立させた新たな護衛艦 
※２ 将来戦闘機：Ｆ－２戦闘機の後継（検討中） 

プロジェクト・マネージャー（ＰＭ）及び統合プロジェクト・チーム（ＩＰＴ）によるプロジェクト管理の実施 

プロジェクト管理重点対象装備品 



対象装備品 

ＳＭ－３ブロックⅡＡ 中ＳＡＭ（改） 
グローバルホーク 
（滞空型無人機） 

ＡＡＶ７（水陸両用車） 

装備品等の概要 

弾道ミサイル対処能力向
上のための装備品で、日
米で共同開発しイージ
ス・システム搭載護衛艦
に搭載するＢＭＤ用能力
向上型迎撃ミサイル 

国内の先進的なセンサ・
ネットワーク技術により、
巡航ミサイル等への防護
範囲を拡大し、対処能力
向上を図るとともに、取得
コスト低減を図るために
取得する中距離地対空
誘導弾 

現有の装備品では十分
に実施することが困難な
我が国の領海・領空から
比較的離れた地域の情
報収集や事態が緊迫した
際の空中での常時継続
的な警戒監視等を行うた
めに取得する滞空型無
人機 

島嶼部への侵攻があった
場合、速やかにこれを 

奪回・確保する際に使用
する海上機動性及び防
護性に優れた装備品 

今後の方針 

引き続き共同開発を推 

進するとともに、生産・配
備を行っていくこととなっ
た場合にこれを円滑に行
えるよう、必要な取り組み
を実施 

高度にシステム化した装
備品の継続的な開発・生
産の機会による技術的優
位性の確保のため、防衛
生産・技術基盤の維持・
強化 
 

これまで自衛隊で運用さ
れたことのなかった装備
品で外国から導入される
もので、共同の部隊にお
いて運用されることが予
定されており、統合運用
の実現に向けた効率的、
効果的な取得 

これまで自衛隊で使用さ
れていなかった装備品で
外国から導入されるもの
であり、部品枯渇への対
策や適切な整備のあり方
等、統合運用の実現に向
けた効率的、効果的な取
得 

装備目標年度 － 平成３１年度 平成３１年度 平成２９年度 

プロジェクト管理重点対象装備品（1/3） 
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対象装備品 

新艦艇 陸自ＵＨ－Ｘ 
Ｖ－２２ 

（ティルト・ローター機） 
ＳＨ－６０Ｋ 
能力向上型 

装備品等の概要 

周辺海域の防衛や海上交
通の安全確保及び国際平
和協力活動等を機動的に
実施するため、多様な任務
への対応能力の向上と船
体のコンパクト化を両立させ
た新たな護衛艦として中期
防上で取得が計画されてい
る艦艇 

現有装備（ＵＨ－１Ｊ）の
後継として、各種事態に
おける空中機動、大規模
災害における人命救助等
に使用するために取得す
る新多用途ヘリコプター 

島嶼部に対する攻撃へ
の対応を念頭に、輸送ヘ 

リコプター（ＣＨ－４７ＪＡ）
の輸送能力を巡航速度
や航続距離等の観点か
ら補完・強化するティル
ト・ローター機 

浅海域を含む我が国周
辺の海域において対潜
戦の優位性を確保するた
め、複数のヘリコプターと
の連携により、敵潜水艦
を探知する能力を付与し
た哨戒ヘリコプター 

今後の方針 

新たなコンセプトによる護
衛艦であり、今後の艦艇
建造に係る防衛生産・技
術基盤の維持・強化 

国内企業が民間機との
共通プラットフォームを海
外企業と共同で開発し、
これに陸自向けの改修を
行うものであり、ヘリコプ
ターの製造に係る防衛生
産・技術基盤の維持・強
化 

これまで自衛隊で使用さ
れていなかった装備品で
外国から導入するもので
あり、運用に必要な基盤
を整備し、統合運用の実
現に向けた効率的、効果
的な取得 

開発後も安定的に調達
可能な態勢とするため、
哨戒ヘリコプターの製造
に係る防衛生産・技術基
盤の維持・強化 

装備目標年度 － 平成３３年度 平成３０年度 平成３４年度以降 

プロジェクト管理重点対象装備品（2/3） 
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対象装備品 

Ｐ－１ Ｃ－２ Ｆ－３５Ａ 将来戦闘機 

装備品等の概要 

現有の固定翼哨戒機（Ｐ
－３Ｃ）の後継として、探 

知識別能力、飛行性能、
情報処理能力、攻撃能力
等を向上させた固定翼哨
戒機 

Ｃ－１輸送機の後継とし
て各種事態のほか国際
平和協力業務等を含む
航空輸送任務に使用す
る輸送機 

Ｆ－４戦闘機の減勢に対
応し、防空能力を向上さ
せるため、ステルス能力
と優れた状況認識能力等
を有した戦闘機 

Ｆ－２戦闘機の後継とし
て、２０３０年代以降の我
が国の安全保障環境に
対応し、Ｆ－３５等を含む
航空戦力の一翼として、
我が国の航空優勢の確
保及び各種航空作戦の
遂行を担う将来の戦闘機 

今後の方針 

今後も継続的な対潜能力
の優位性の確保が可能
な国産装備品として維持
するための哨戒機の製造
に係る防衛生産・技術基
盤の維持・強化 

輸送機の製造に係る防
衛生産・技術基盤の維
持・強化 

新たな後方支援態勢であ
るＡＬＧＳの導入及び国際
共同生産への国内企業
の参画 

国際共同開発の可能性
を含め、構想の段階から
各種検討を推進し、平成
３０年度までに開発に係
る判断に資する必要な措
置を講じる 

装備目標年度 配備済 平成２８年度 平成２８年度 － 

プロジェクト管理重点対象装備品（3/3） 
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○ プロジェクト管理を適切に実行するため、プロジェクト管理重点対象装備品等の選定基準、取得
戦略計画の策定、取得プログラムの分析及び評価の結果の報告要領等の手続や体制を定めた各種規
則の策定を行い、その他プロジェクト管理に係る規則やガイドライン（手引き書）についても、引
き続き、検討・策定作業を実施 

プロジェクト管理に関する各種規則、手引などの検討・策定 

○ プロジェクト管理に係る人材育成の一環として、米国や民間におけるプロジェクト管理手法

の研修等を定期的に実施（２８予算案 約0.3億円） 

プロジェクト管理に係る人材の育成 

○ ライフサイクルコストの見積精度の向上に資するため、コスト情報のデータベース化、これら
の数値を用いた統計的な分析によるコスト推定評価手法の整備を目指す（２８予算案 約0.1億
円(パイロットモデル維持経費）） 

コストデータベース構築の検討 

○ 適正なプロジェクト管理に関する制度の整備にあたり、プロジェクト管理に関する専門的な
知見を有する外部の監査法人等の知見を活用しつつ、プロジェクト管理業務を含めた防衛装備庁
の業務運営の実態を把握し、必要な改善策を講じるための支援役務を実施（２８予算案 約0.4
億円） 

部外監査法人の活用 

18 

防衛装備庁におけるプロジェクト管理強化のための取組 

○ ＰＭ／ＩＰＴの体制の拡充やライフサイクルを通じたコスト・スケジュール管理により、戦     
 略的に最適な装備品等の適時・適切な取得の実現を図るための取組みを推進 

装備の特性に応じたプロジェクト管理による最適な装備システム取得の推進 

○ 統合運用、ファミリー化などを考慮した装備品等の検討の推進 

統合的見地に資する装備品等に向けた取り組み 
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４．防衛装備・技術協力の推進 



防衛省における装備・技術協力として、各国との協議の状況等は以下のとおり。 

政府間の枠組みを締結した国 

装備・技術協力を協議している国など 

ASEAN：日ASEAN次官級協議（14.2/14.10）等において、非伝統的安全保障分野での装備・技術協力につ
いて討議 。防衛省において防衛装備品等展示会を開催（14.9） 

 以下のASEAN諸国とはハイレベルの合意に基づき、協力の具体化に向け意見交換を実施中 

マレーシア（首脳会談15.3、防衛相会談15.11）（協定締結に向けて交渉中） 、フィリピン（防衛相会談15.1、首
脳会談15.6 、防衛相会談15.11 ）（協定締結に向けて大筋合意）、タイ（防衛相会談14.11、首脳会談15.2）、イ
ンドネシア（防衛相会談15.3、防衛相会談15.12）（協定締結に向けて交渉開始）  

その他：欧州主要国やアジア太平洋地域諸国等と様々なレベルにおいて意見交換を実施中。 

米国：武器技術供与取極（1983）、日米装備・技術定期協議（S&TF）の開催 

新弾道ミサイル防衛用誘導弾の開発等21件の共同研究・開発、F-35Aの取得及び国内企業製造等参画、
日米オスプレイの共通整備基盤の日本国内での確立 

日米防衛協力のための指針（2015.4.27）に防衛装備・技術協力を初めて明記（例：日米共同研究、
BMD開発、F-35リージョナルデポ、相互防衛調達枠組み 等） 

英国：防衛装備品等の共同開発等に係る政府間枠組（13.7）、化学・生物防護技術に係る日英共同研究開始
（13.7）、共同による新たな空対空ミサイルの実現可能性に係る日英共同研究開始（14.11） 

豪州：日豪防衛装備品・技術移転協定署名（14.7）、豪州将来潜水艦プログラムに関する競争的評価プロセ
スへの対応（15.11）、船舶の流体力学分野に係る日豪共同研究開始（15.12） 

フランス：防衛装備品及び技術の移転に関する協定署名（15.3） 

インド：日印首脳会談（13.5/14.1/14.9/15.12）、日印防衛相会談（14.1/15.3/15.11） 

US-2に関する次官級協議（13.12/14.4/14.8）、防衛装備・技術協力事務レベル協議（15.3） 

      防衛装備品及び技術の移転に関する協定署名（15.12） 
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防衛装備・技術協力の推進 



日豪潜水艦協力 

 

 

豪州の要請に対する我が国の検討結果を豪州国防省に提出。 

 

平成２７年１１月３０日 検討結果の提出 

＜平成２６年１０月１６日 日豪防衛相会談＞ 
 豪州側からの要請を受け、豪州の将来潜水艦プログラムに関する日本の協力の可能性について
の検討を進めることとなった。 
 
＜平成２７年５月６日 日豪防衛相会談＞ 
 日本に、豪州将来潜水艦の選定に向けた手続に参加してほしいとの要請。日豪防衛協力の重要
性に鑑み、民間企業の参画を得て検討を行うため、「共同開発・生産の実現可能性の調査のため
の技術情報の移転」を行うことを決定（ＮＳＣ審議、５月１８日） 
 
＜平成２７年８月～１１月 豪州企業向け説明会＞ 
 主要都市（アデレード、シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース）にて企業説明会を実施。 
  “そうりゅう型”の確立した技術をベースに日豪共同で設計・建造することにより、優れた潜
水艦を低リスクで建造可能であることを紹介。 
 
＜平成２７年１１月２６日 ＮＳＣ審議＞ 
 我が国がパートナーに選定された場合に、豪州将来潜水艦の設計・建造、建造後の運用・維持
に必要な「構成品及び技術情報の移転」を行うことを決定。１１月末に豪州国防省に検討結果を
提出。 
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BMD用能力向上型迎撃ミサイル（SM-3ブロックIIA）の日米共同開発 

 弾道ミサイル対処能力を向上させるため、イージス・システム搭載護衛艦に搭載するBMD用能力向上型迎撃ミサイル（SM-3ブロック
IIA）の日米共同開発を継続するするとともに、共同生産体制構築のための準備を実施。約４２億円（共同生産体制構築のための準備に係
る初度費約２７億円を含む。）を予算案に計上。 
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28年度予算案 

開発目的：防護範囲を拡大し、より高性能化・多様化する将来の弾道ミサイル脅威に対処するため、SM-3ブロックIAの後継となる能力向
上型迎撃ミサイル（SM-3ブロックIIA）の日米共同開発を実施する。 

 

事業概要 

21インチキネティック弾頭 
- 2波長シーカ 
→識別能力の向上、目標捜索範囲の拡大 
- 21インチDACS 
→運動性能の向上 

SM-3ブロックIIA 
（日米共同開発の対象） 

共同研究・開発線表 

年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 

BMDシステム
の研究開発 

※開発期間は平成18年度から約11年間程度の予定 

BMD用能力向上型迎撃ミサイル 
（SM-3 Block IIA）の日米共同開発 

日米共同
技術研究 

共同生産体制の 
イメージ 

米国側開発構成品 ⇒ 米国側が生産を担当 

日本側開発構成品 ⇒ 日本側が生産を担当 

第2段ロケットモータ 
第3段 
ロケットモータ ノーズコーン 

ブースタ 
ミサイル 
誘導部 

キネティック 
弾頭 

効果 
・防護範囲の拡大 
・迎撃能力の向上 
・将来の弾道ミサイルへの対応 

完成弾 

21インチロケットモータ 
→推進能力の増大  

地上発射試験の様子 
（平成27年12月8日） 

第2回目となる地上発射
試験では、弾頭部の射出
及び作動までの一連の動
作を確認。今後、海上発
射試験を予定。 



エンジン（ＩＨＩ） 
ＦＡＣＯ： 瑞穂工場 
部品：呉、相馬工場  

ミッション系アビオニクス 
（三菱電機 鎌倉製作所） 

機体（三菱重工業 小牧南工場） 

機体の最終組立・検査 
(FACO : Final Assembly and Check out) 

25年度 レーダー（7品目） 

25年度 FACO 

26年度 EODAS※（2品目） 

25年度  
エンジン部品（17品目） 

26年度  
F35エンジンFACO※ 

※赤外線探知技術により、全方位での 
ミサイル検出、追尾等を可能とする。 

※エンジン構成品（サブモジュール 
レベル）の組立・分解 

27年度  
エンジン部品（2品目） 

27年度 EODAS（1品目） 

平成２４年度 
（契約額） 

平成２５年度 
（契約額） 

平成２６年度 
（契約額） 

平成２７年度 
（予算額） 

平成２８年度 
（予算案） 

総額 約６００億円 約１３３２億円 約１４４３億円  約１３９０億円（※２） 約１３９１億円 

Ｆ－３５Ａの取得 
約３８４億円（４機分） 
単価 約９６億円 

約２８０億円（２機分） 
単価 約１４０億円 

約６３６億円（４機分） 
単価 約１５９億円 

約１０３２億円（６機分） 
単価 約１７２億円 

約１０８４億円（６機分） 
単価 約１８１億円 

国内企業参画に
伴う初度費 

－ 約８５６億円 約４４４億円 約１７７億円 － 

その他関連経費 約１９１億円 約１９５億円 約３６３億円 約１８１億円 約３０７億円 
※１ 計数は、四捨五入によっているので符号しないことがある。 
※２   このほか、平成２７年度補正予算案において、Ｆ－３５Ａ補給処整備 
   関連経費として約９億円を計上。 
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F-35A取得関連経費及び製造参画範囲 



○豪州及び欧州諸国との防衛装備・技術協力が具体化し、業務量が増大。 
○現地への専従的な防衛装備庁職員を２名長期派遣、企業の調査・動向把握、在外公館と連携し協力に向けた
諸調整を実施。 

国際装備課日豪調整専門官等の増員 

○ＡＳＥＡＮ諸国は、海洋安全保障、災害救援機能の向上のため、日本との装備協力に期待。 
 装備品だけではなく、装備品の使用方法や整備についてのノウハウも合わせた装備協力を日本側に要望。 
○ＡＳＥＡＮ諸国のニーズに合わせ、現地へ民間の技師を役務契約で短期間派遣し、装備品操作や維持修理に
関する専門的知識や経験を相手国に提供。より包括的な装備協力を実現させ、アジア太平洋地域の平和と安定
に貢献。 

東南アジア諸国との装備・技術協力に伴う民間技師の派遣 

○海外移転等での技術管理に適切に対応するため、国外技術動向（デュアルユース技術を含む）の実地調査に
よるタイムリーで精度の高い情報を収集するために海外に１名を長期派遣。 

技術管理体制強化のための情報収集 

○防衛装備庁による出展と連携してサプライヤー企業※が有する優れた技術力を効率的・効果的に情報発信し、
防衛装備・技術協力を推進する。 
 
 
 
 
 
 

 

国際防衛装備品展示会出展事業 
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サプライヤー企業出展のイメージ 

出展企業の 
公募・選定 

 
出展（日本パビリオン） 
・出展登録 
・展示、面談ブース設置 
・通訳、受付サポート 
 

商談成立・取引 
以後、 

独自出展 

●28年度は、ユーロサトリ2016（パリ）、2016年国際航空宇宙展（東京）への出展を想定 

※ 対象とするサプライヤー企業は中堅・中小企業に限定、各展示会につき５社程度。 

アフターケア 



○ 航空機の安全性の確認は、民間航空機については国際民間航空条約による統一的な基準により国土交通
省が行なっているのに対し、国際的に軍用機と整理される自衛隊機については、防衛省が独自に行なってい
る。 

○ 他方、近年、軍用機を含む航空機の安全性に対する意識が国際的に高まっており、運用面（自衛隊機が過
密化する民間航空路を運航する場合の安全証明など）や、防衛省開発機の海外移転（相手国から安全証明
の提出の要請など）の観点から、防衛省としての航空機の安全確認の態勢を強化する必要がある。 

○ これを踏まえ、平成２８年度に、海外移転機を含む航空機の安全性の管理体制の強化のため、防衛装備庁
に「航空機安全班（仮称）」を新設する。 

【防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官付航空機安全班 計７名】 

防衛装備庁長官 

プロジェクト管理部 

航空機安全班(仮称) 

航空機安全班（仮称）の主な業務 

海外移転機を含む航空機の安全性の管理体制の強化 

航空機安全班（仮称）新設のイメージ 

事業監理官（航空機担当） 

長官官房 

装備政策部 

～ ～ ～ ～ 

（新設） 

○プロジェクト管理 
・主要装備品の構想→研究開発
→量産取得→維持・整備・廃棄
に至る一貫した管理 

滞空型無人機 
（グローバルホーク） 

Ｖ－２２ 
（ティルト・ローター機） 

○ 導入機の安全性の確認 

○ 海外移転機の安全性の証明 ○ 開発機の安全性の確認 

輸送機Ｃ－２ 救難飛行艇ＵＳ－２ 
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（７名） 
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５．契約制度の改善等 



企業が防衛事業に取り組むメ
リットを向上させ効率化を行っ
たものが報われる仕組みを導入
しつつ、官民のWin-Win関係の
構築を目指すことにより、コス
ト低減を図る。 

これまでの調達改革・透明性向上について 

○企業のコスト低減意欲の向上 
 

 インセンティブ契約制度の拡充 
・ 原価改善の申請方法の多様化 
・ 多様なインセンティブ料率の設定 

○企業資産の効率的使用 
 

 長期契約法の制定 
・ 企業の将来の予見可能性向上に

よる効率的な投資、スケールメ
リットの追求等によるコスト低減 

・ 安定的な調達を実現 
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○企業のコスト低減意欲の向上 
 

 作業効率化促進制度の拡充 
・ 企業が自発的に制度を利用した

場合、インセンティブ料を付与 

○企業選定の最適化 
 

 随意契約の見直し 
・ 競争が期待できない装備品の

調達について、類型化を行い、
随意契約へ移行（25年10月）。 

新規参入が可能である旨を常続的に公示することを条件とし、調達の透明性を確保。 



外国政府の許可を要す
るライセンス生産等

（競争不適） 
予決令102の4-3 

時価より著しく有利な
価格を適用できる調達 

（競争不利） 
予決令102の4-4-ロ 

外国政府の許可を要
するライセンス生産
等に準ずる調達等

（競争不適） 
予決令102の4-3 

 外国政府の承認を得た防衛装備品
のライセンス国産 

 分割された研究開発業務の継続部
分 

 定期修理、検査等中の追加契約 

 作業効率化促進制度に基づき２０％超の価格低減を約定する調達 

 インセンティブ契約制度に基づき２０％超の価格低減を約定する調達 

 電波、画像情報等の収集に係る防
衛装備品等の調達 

 極めて高度な危険性/重要性を有
する物品の輸送等 

公にすることで公の秩
序や公共の安全の維持
が困難となる防衛の活

動等に係る調達 
 （秘密契約） 
予決令99-1 

 その他契約締結前に秘密等の提供
を要し、又は秘密等が推察等され
る恐れがあるものとして経理装備
局長が個別に確認した調達 

平成24年８月から実施 

平成１８年８月から実施 平成25年10月から実施 

随意契約の対象範囲の拡大について 

 航空機製造事業法又は武器等製造法による被許可者（見込者を含
む。）が一者に限られる調達 

 外国企業からの実施権の取得者（見込者を含む。）が一者に限られる
防衛装備品のライセンス国産 

 外国企業からの販売代理権の取得者（見込者を含む。）が一者に限ら
れる防衛装備品の一般輸入調達 

 開発に係る試作請負業務(研究試作を除く。)を経た防衛装備品の量産
であって、製造に必要な技術、設備等の保有者が一者に限られるもの 

 分割された製造請負業務（同一企業の管理によるシステム・インテグ
レーションを要するものに限る。）の継続部分 

平成２８年度予算による契約から適用 

 開発に係る試作請負業務（研究試作を除く）を経た防衛装備品の量産
（下請負企業がその試作請負契約の相手方に納入した、当該防衛装備
品を成す特定の機器も含む。）であって、製造に必要な技術、設備等
の保有者が一者に限られるもの 

 研究開発に係る試作請負業務に付随して実施が必要となる調達のうち、
試作品の機能・性能の確認に係る部品及び支援・役務の調達 

 契約履行に必要な製造図書（製造図面、組立図、作業標準、検査要領
等の企業所有資料）を利用できる者が一者に限られる調達 

28 



ライフサイクル全体で最適化され得る契約方法の適用 

様々なリスクを伴うプロジェクトを効果的にマネジメントするためには、ライフサイクル上の各フェーズごとに

異なるリスクに対応した契約の適用が必要。すなわち、ライフサイクル全体で最適化され得るような各フェーズ

の様々な態様に見合った契約方法を適用できるしくみが必要。 

リスク 

量産（中期以降） 量産（初期） 研究・開発 維持運用 

リスクシェア型 
インセンティブ契約 
の適用（検討中） 

長期契約の活用等 
ＰＢＬ契約の適用や 
長期契約の活用等 

例えば、プロジェクト管理を対象とする装備品等の契約においては、 

・ 官民がコスト情報を共有し、共同し
てコストオーバーランを含む契約上
のリスクを極小化し、適切にシェア 

・ コストの多寡に応じて利益を増減
（コスト低減インセンティブを誘引） 

・ 長期契約により、企業の計画的な
投資を促し、調達コストを低減 

・ 確定契約により、企業のコスト低減
インセンティブをより誘引 

・ 長期的な維持・整備にかかるコスト
の低減を実現 

・ 確定契約により、企業のコスト低減
インセンティブをより誘引 

ライフサイクル全体で、高いパフォーマンスをコストオーバーランを抑制して適切なコストで調達 

（ライフサイクルを通じて、全体最適化を目指す） 

新たな契約制度の取り組み 
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特別研究官制度について 

○ 調達価格の低減と企業のコストダウン・インセンティブの向上を同時に達成する契約方法等の立案が必
要とされるところ、防衛省では「契約制度研究会※」を設置し、装備品調達に係る制度的側面について、
様々な有識者を招き、新しい契約制度を検討している。 

○ その検討結果として、様々な仮説等が挙げられているところ、これを検証し実現するためには実務を行
う防衛省職員の視点からだけでなく、経営学・経済学等といった学問において提唱されている理論等も熟
知している必要がある。 

○ そこで、経営学・経済学等を専門とする大学准教授等を非常勤職員として雇用することにより、防衛省
の内部において防衛装備品の調達制度を理解した上で、これまでの契約制度研究会での議論を踏まえた仮
説に対して検証を行い、新しい契約制度について検討する必要がある。 

平成２８年度予算案に大学准教授等１名を特別研究官（非常勤職員）として雇用するための経費を約１百万円
計上。 

○ 装備品調達について、制度的側面から検討することにより、一時的な調達コストの抑制にとどまらず、
中長期的な視点も踏まえた、企業のコストダウン意欲の向上等が期待できる。 

○ 防衛装備品の調達を専門とする研究者等が少ない状況であるところ、特別研究官制度を通じて、ひとつ
の研究分野として興味を抱いてもらう機会を醸成し、中・長期的に研究者を増やすことで、将来的にはこ
のような研究者を部外有識者として活用し、防衛装備品の調達に係る問題に対して、より優れた解決策を
提供してもらうことが効果として期待できる。 
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１．必要性 

２．効果 

※防衛省及び契約の相手方等における効率性の向上、公正性及び透明性の確保等を図るため、会計、流通・マーケティング、企業
法務、公共調達等様々な観点から契約の条件を討議し、契約制度を改善し、及び新しい契約制度の策定に資するために開催する。 



 
 
 
 平成２４年度決算検査報告（２５年９月）※を受け、内局において制定した様々な調達関連制度の周知徹底
を図るため、大臣指示に基づき、各機関等の調達等関係業務に従事している職員に対して、本省担当課の職
員を派遣して直接教育を実施している。 
 平成２５年度から継続的に実施しており、装備品の調達等に関連する不祥事等の再発防止や適正かつ効率
的な調達に資するため、引き続き実施する予定。 
 
※ 会計検査院意見表示（抜粋） 
  ア 各調達機関に対して、新信頼性特約等の特約条項を定めた通達の趣旨及び重要性を周知徹底すること。 
 

 

調達等関係業務に従事している職員に対する教育 

【平成２５年度】 

 ○ 主な教育内容 ： 三菱電機等による過大請求事案の再発防止策として制定された契約制度に係る通達
及び通知について 他 

 ○ 実施期間 ： 平成２５年１１月２９日～平成２６年１月３０日 
 ○ 開催場所 ： 全国１４か所（市ヶ谷、十条、仙台、札幌、伊丹、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊、入間、岐阜、芦屋、那覇） 

 ○ 参加人数 ： １，８６９名 

【平成２６年度】 

 ○ 主な教育内容 ： 過大請求事案を踏まえた原価計算・原価監査について、防衛装備政策について 他 
 ○ 実施期間 ： 平成２６年８月１９日～平成２６年１０月３日 
 ○ 開催場所 ： 全国１０か所（市ヶ谷、十条、小平、横須賀、大湊、呉、舞鶴、入間、岐阜、長崎） 
 ○ 参加人数 ： ５２３名 
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【平成２７年度】 

 ○ 主な教育内容 ： 制度調査について、資料の信頼性確保について、特定秘密の保護について 他 
 ○ 実施期間 ： 平成２７年７月１０日～平成２７年９月１１日 
 ○ 開催場所 ： 全国１１か所（市ヶ谷、十条、小平、島松、横須賀、佐世保、呉、舞鶴、大湊、入間、岐阜） 

 ○ 参加人数 ： １，０９０名 



   

  我が国をとりまく安全保障環境が急速に変化する中、国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くため、「即  
      応性・対処能力の向上」が不可欠 
 
  また、弾道ミサイル対処等の各種事態に即応するためには、航空機、艦船などが、必要な能力を持続的に発揮で  
      きることが重要 
 
  これらの能力を向上させるためには、装備品の可動率が向上するよう、部品や整備器材の確保等による維持・整備   
      態勢の強化が不可欠  

＜維持整備経費（※）と緊急発進実施回数の推移＞ 

   

＜装備品の維持・整備基盤を取り巻く現状＞ 

（十億円、回数） 

（※）装備品の修理費及び  
   役務費などに係る予算額 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

維持整備経費（十億円） 

緊急発進実施回数 
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厳しい予算状況 

調達数量の減少 

装備品の高度化 

装備品の高価格化 

装備品の 
延命措置 

防衛産業におけ
る受注量の減少 

防衛事業からの
撤退（可能性） 

維持・整備経費 
の増大 

サプライチェーン
の寸断（可能性） 

サプライチェーンの 
管理（必要性） 

維持・整備態勢の強化による可動率向上の重要性 

装備品の可動率向上のための維持・整備態勢の強化 



サプライチェーンの実態把握等 

＜F-15戦闘機の可動率向上を阻む要因＞ 
 部品待ち 
  修理のための交換部品に関し、枯渇化、取得リードタイムの長
期化等により、非可動日数が増加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＩＲＡＮ（※）期間の長期化 
   部品待ちのほか、経年劣化、近代化改修等により、ＩＲＡＮ期
間が延伸しており、非可動日数が増加 
 
 
 

 
 

 計画外整備 の頻発 
   「整備器材の老朽化」により、器材自体の故障、故障原因が容
易に特定できないなどにより、非可動日数が増加 

サプライチェーンの実態把握として、 F-15戦闘機、P-1哨戒機、そうりゅう型潜水艦に関する調査研究を実施                  

在庫量 

取得にか 
かる期間 

＜取得にかかる
期間と在庫量と
の関係（イメー
ジ）＞ 

取得にかかる期間に
見合っていない在庫
量を適正な在庫量ま
で引き上げる必要が

ある。                  

在庫品 

＜P-1哨戒機及びそうりゅう型SSのサプラ
イチェーン構造調査＞ 
 

 キーサプライヤの把握 
  他社では代替不可能な技術・技能を有する
企業を特定し、サプライチェーン構造の可視化
を検討。 
 
 → 継続的安定的な供給体制の維持 
   納期遅延リスクへの対応 
   複数化によるコスト低減の機会 
   機微・重要技術情報の漏洩、流出防止 

 
 

 国内の重要サプライヤへの対応 
   重要サプライヤを特定し、国内基盤の強み 
 弱みを把握。 
      また、好ましくない部品の購入リスクに対  
 して契約上の対応を検討。 
 
 

 海外への流出防止 
   重要技術を適切に国内に保持・強化し、ま 
 た必要な保全措置を講じていくための施策を 
 検討。 

 

維持・整備業務全般を対象とした検討 
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（※）ＩＲＡＮ（Inspection and Repair As Necessary）: 
機体を安全かつ効果的に運用し得る品質を維持するため、定
められた間隔ごとに検査を実施し、必要に応じて修理、交換
などを行う作業 



 
 部隊における整備効率向上を図るための民間手法の活用（約４.５億円） 
  ⇒ 部隊における整備時間の短縮化を図る。 

 
 業務用タブレット端末の新規取得（約０.１億円） 
  ⇒   物品の在庫状況をリアルタイムに把握し、物品の払い出し等業務の迅速化を図る。            

 
 平成２６・２７年度に実施した航空機等のサプライチェーンの可視化等の結果を踏まえて、平成２８年度に航空機
等を対象としたサプライチェーン管理の運用及び改善活動等を実施予定。 
 
 航空機等の可動率に大きな影響を与える部品を対象として、ＫＰＩ（Key Performance  Indicator：管理指標）

を用いたサプライチェーン管理の運用及び改善活動 
 
 サプライチェーン管理を適切に行うためのデータ入力・管理・活用の改善活動 
   
 特に調達リードタイムが長期化している部品について、製造会社等におけるサプライチェーン管理に関する実態

把握及び改善活動 
 
 航空機等の検査・修理等期間の短縮化を目的とした作業効率化のための診断及び改善活動 

 
 
  

   サプライチェーンを適切に管理するための手法を習得することにより、当該手法を他の装備品のサプ 
    ライチェーン管理にも適用することができ、装備品の可動率向上を効果的に図っていくことができる。 

２８年度予算案に計上している施策 

F－15戦闘機等の可動率向上に係る施策（約４.５億円）                  

サプライチェーンを適切に管理するための施策の推進（約1.3億円）                  

装備品の可動率向上のための維持・整備態勢の強化 
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ＰＢＬ（Performance Based Logistics：成果保証契約）とは 

 装備品等の補給、維持・整備などの業務について、必要な部品の個数や作業量に応じて対価を支払うのではなく、可動率や供給リード
タイムの保証など、成果（パフォーマンス）の達成に応じて対価を支払う契約方式。 

 補給、維持・整備業務を一括して代表企業に委託することにより、部品の最適な生産や供給等を促し、パフォーマンスの向上とコスト
の削減を達成しようというもの。 

 部品の供給・修理等を長期かつ包括的に民間に委託することにより、部品の取得や修理のリードタイムの短縮（パフォーマンスの向上）
が図られる。 

 部品の取得や修理のリードタイムの短縮により、補用品の在庫削減（＝コストの削減）が可能となる。     

ＰＢＬ導入による期待効果 

ＰＢＬ（Performance Based Logistics）の適用拡大 

  【陸上自衛隊】特別輸送ヘリコプター（EC-225LP）の機体維持等に係る包括契約 
  業務履行期間：６０か月、６国（29年2月～34年1月（予定））→ 長期契約 
  ✔ ＰＢＬパイロット・モデルである特別輸送ヘリコプター（EC-225LP）の維持・整備について、良好な導入効果を 
    得ていることから、引き続き、２回目の契約を予定。 
  ⇒ コスト効果：従来の契約方式と比べ、約１６億円削減の効果を期待 
     ○ 部品の供給（調達・修理）、保管、在庫管理 
     ○ 技術支援 
     ○ 機体の定期整備 
 
 
 

      
                  

＜２８年度予算案に計上しているＰＢＬ施策＞  

【海上自衛隊】練習ヘリコプター（TH-135）の機体維持等に係る包括契約 
 業務履行期間：６０か月、６国（28年10月～33年9月（予定））→ 長期契約 
  ⇒ コスト効果：従来の契約方式と比べ、約１９億円削減の効果を期待 
     ○ 部品の供給（調達・修理）、保管、在庫管理 
     ○ 技術支援 
       ○ 機体の定期整備 
 
     

  
【陸上自衛隊】戦闘ヘリコプター（AH-64D）の目標照準装置／操縦用暗視装置（M-TADS／PNVS）の維持整備に係る包括契約 
 業務履行期間：３６か月、４国（29年1月～31年12月（予定）） 
  ⇒  コスト効果： 従来の契約方式と比べ、当該契約期間に必要な補用品の節減により、約６４億円削減の効果を期待 
       ○ 診断役務 
     ○ 修理役務 
     ○ 技術支援 

について、包括的な長期の契約を継続 

について、包括的な長期の契約を導入 

について、包括的な契約を導入 
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６．監察・監査体制 



監察・監査の取組 

以下の取り組みを実施し、業務の一層の透明性・公正性を確保し、不祥事を防止する。 
 
＜コンプライアンス遵守意識の向上＞ 
 ・ 教育の実施、コンプライアンスマニュアルの配布、 
   コンプライアンス意識に関するアンケート調査 
 ・ 公益通報制度、電子目安箱制度の職員への周知 
＜監察・監査の実施態勢強化＞ 
 ・ 試行的な内部監察等（行政文書管理、秘密保全、会計、 
   調達・研究開発業務等）の実施による、２８年度以降の  
       監察・監査の実施要領の確立 
   ・担当者の能力向上 
 ・防衛調達審議会における審議の更なる充実 
 ・部外監査法人等によるプロジェクト管理に関する支援役務の活用 
＜人材育成＞ 
 ・プロジェクト管理等、新たな業務を含む装備庁の任務遂行に必要な人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８年度予算案における施策 

防衛装備庁 
 

○内部監察・監査 
○コンプライアンス   
 講演会等の教育 

大臣官房監査課 

防衛調達審議会 部外監査法人 

防衛監察本部 

○ 防衛装備庁の業務拡大に伴い、職員に対する法令遵守教育を更に充実させるための体制強化
（１名） 

 ○ 適正なプロジェクト管理に関する制度の整備にあたり、プロジェクト管理に関する専門的な 

  知見を有する外部の監査法人等の知見を活用しつつ、プロジェクト管理業務を含めた防衛装   

  備庁の業務運営の実態を把握し、必要な改善策を講じるための支援役務を実施 

  （２８予算案 約０．４億円） 
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７．平成２８年度防衛装備庁予算案 



平成２８年度予算案における防衛装備庁の施策の概要（１/２） 

２．最適な取得に向けた適切なプロジェクト管理 

１．一歩先んじた技術力の保持、「技術的優位」の確保 

＜自衛隊の運用ニーズに合致した研究の実施＞ 
・遠距離からの精密射撃を可能とするための艦載砲用長射程弾技術の研究（２２億円） 

＜先進的技術及びデュアルユース技術に係る研究の推進＞ 
・夜間任務能力向上等に寄与する先進的な暗視センサ技術の研究（１７億円） 
・大規模災害等のＣＢＲＮ環境等に対応する先進的な環境認識技術を遠隔操縦車両に 
 システム化する研究（５億円）※ＣＢＲＮ：Chemical, Biological, Radiological and Nuclear（化学、生物、放射性物質及び核） 

・安全保障技術研究推進制度（ファンディング制度）の更なる推進（６億円） 

＜技術戦略の策定に資する調査＞ 
・研究開発・技術面の取り組みを体系的・戦略的に進める技術戦略の策定の資とする 
 ため、国内外の技術の現状を把握する技術マップ作成に資する調査を実施（１億円） 

歳出額：１，２６３億円  契約ベース（物件費）  ：１，３１６億円 
            （契約ベース（研究開発費）：１，２１１億円） 

新多用途ヘリコプター 
（イメージ） 

＜プロジェクト・マネージャーを中心にプロジェクト管理の強化を図り、最適な取得の実現＞ 
・新多用途ヘリコプターの共同開発：国内企業と海外企業が共同し、既存民間機から改造開発 
              （１２９億円） 
・新哨戒ヘリコプターの開発：複数のヘリコプターとの連携により、敵潜水艦を探知する能力等

を付与した哨戒ヘリコプターの開発（２４４億円） 
・将来戦闘機関連：「将来戦闘機に関する研究開発ビジョン」に基づき、「将来戦闘機用小型熱

移送システムに関する研究」などを実施し、戦闘機関連技術の蓄積・高度化
を図るとともに、構想段階における代替案分析等を推進（９６億円） 

＜プロジェクト管理の適正な運営等＞ 
・米国等におけるプロジェクト管理手法の国内への適用（人材育成）（０．３億円） 
・知見を有する監査法人等を活用しつつ、業務運営の実態を把握し、必要な改善策を検討（０．４億円） 

艦載砲用長射程弾技術の研究
（イメージ） 
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平成２８年度予算案における防衛装備庁の施策の概要 (２/２) 

＜長期契約を活用した一括調達に係る効果的な実施＞ 
・一括調達に係る長期契約締結後のコスト削減等に係る調査・分析（１億円） 
＜強靱なサプライチェーンの維持＞ 
・主要防衛装備品におけるサプライチェーンの実態を適切に把握し、産業基盤の維持・強化についての方策を検討 
 （３億円） 
＜ＰＢＬの効果的な実施＞ 
・成果の達成に応じて対価を支払う契約方式（ＰＢＬ）の効果的な実施に係る検討（０．４億円） 
＜装備品の可動率向上のための維持・整備態勢の強化＞ 
・航空機等の可動率に大きな影響を与える部品を対象として、サプライチェーン管理の運用及び改善活動等を実施 
 （１億円） 

＜豪州及び欧州諸国との装備・技術協力＞ 
・装備・技術協力を推進するため、現地へ職員を派遣し、企業の調査・動向把握など 
 諸調整を実施（増員２名） 
・英国との共同研究開発について、現地国防研究機関等と各種調整するための職員の派

遣（４百万円） 
＜東南アジア諸国との装備・技術協力＞ 
・現地へ民間の技師を短期間派遣し、装備品操作や維持修理に関する専門的知識や経験 
 を提供（０．１億円） 
＜技術管理体制強化のための情報収集＞ 
・海外移転等での技術管理に適切に対応するため、国外技術動向（デュアルユース技術 
 を含む）の実地調査を実施（増員１名） 

３．防衛装備・技術協力の推進 

４．防衛生産・技術基盤の維持・強化 

ＡＤＭＭプラス（27.11 マレーシア） 
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平成２８年度予算案における体制強化 

 

・海外移転機を含む航空機の安全性の管理体制強化（事業監理官（航空機担当）付に４名増員） 

  

・拡大する日豪等の防衛装備・技術協力に機動的に対応するための体制強化（国際装備課に２名増員） 

 

・海外移転等での技術管理に適切に対応するため、国外技術動向（デュアルユース技術を含む）の実地調査

によるタイムリーで精度の高い情報を収集するための体制強化（技術戦略課技術管理室に１名増員） 

 

・防衛装備品の構成部品を海外に輸出することに伴う体制強化（電子音響調達官付誘導武器室に１名増員） 

 防衛装備移転及び技術協力の推進に向けた体制強化 

 

・航空機の機体や機器等の維持整備契約におけるＰＢＬ導入のための体制強化（航空機調達官に２名増員） 

 コスト管理の徹底 

 

・防衛装備庁の業務拡大に伴い、職員に対する法令遵守教育を更に充実させるための体制強化（人事官付人

材育成センターに１名増員） 

 職員に対する教育の更なる充実 

この他、研究開発体制の強化などを図るため５名を増員。 
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○防衛装備庁 （単位：億円）

歳　　出　　額

人 件 ・ 糧 食 費 147 154

歳 出 化 経 費 1,128 797

一 般 物 件 費 336 312

1,611 1,263

1,138 1,004

1,473 1,316

注１　計数は四捨五入により、計と符合しないことがある。 計数は四捨五入により、計と符合しないことがある。

　２　平成27年度予算額には、旧組織（４月～９月）の経費は含まない。 前年度予算額は、本年度要求額との比較対照のため旧機関の計数を組替えた試算の計数を掲記したので、

成立予算額とは符合しない。

２８年度 主な内訳（科目別）（契約ベース（物件費））

○ 研究開発に必要な経費 1,211 億円

　・試作品費 741 億円
　・開発試験関連経費 377 億円
　・研究用機械器具費 15 億円

○ 運用基盤等の整備に必要な経費 34 億円

　・施設整備費 31 億円

○ 防衛生産・技術基盤の維持・強化に必要な経費 28 億円

　・弾薬購入費（新弾道ミサイル防衛用誘導弾の構成品生産準備に係る経費） 27 億円

○ 装備品等の効率的な取得等に必要な経費 10 億円

　・装備品取得等業務効率化推進庁費 9 億円
　・装備品等契約企業調査費 1 億円

契約ベース（物件費）

区　　　　分

合　　　　計

平 成 28 年 度 予 算 （案）平 成 27 年 度 予 算 額

  新規後年度負担額

平成２８年度予算案における装備庁関連の経費 

42」 


