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防衛セミナー

日時：平成２５年２月２３日（土）

１３：３０～１７：００

場所：「第１部」

(株)ＩＨＩ航空宇宙事業本部

呉第二工場

「第２部」

呉市 呉森沢ホテル

主催：中国四国防衛局

司 会：それでは、定刻となりましたので、ただ今から防衛セミナー第２部を開催させて

いただきます。

私は、本日の講演の進行役を務めさせていただきます、中国四国防衛局企画部次

長の中谷と申します。ひとつよろしくお願いいたします。

それでは、本日の講演の講師をご紹介させていただきます。本日の講師は、防衛

ジャーナリストの桜林美佐様でございます。桜林様、ご登壇をお願いいたします。

桜林様は、「誰も語らなかった防衛産業」、「日本に自衛隊がいてよかった」など

の、数々の著書を執筆されているほか、テレビの討論番組の出演や各地での講演で

活躍されていると伺っております。

また、当省の「防衛問題を語る懇談会」、「防衛基盤生産委員会」の委員を務め

ていただいております。

本日は「誰も語らなかった防衛産業」と題しまして講演をいただきたいと思いま

す。

それでは桜林様、よろしくお願いいたします。

【講 演】

「誰も語らなかった防衛産業」

防衛ジャーナリスト 桜林 美佐

ご紹介ありがとうございます。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。

皆さん、私と一緒にＩＨＩさんの工場を見学されたあとでお疲れかもしれませんが、１

時間ほどお付き合いいただきたいと思います。

この防衛産業については、１時間でお話できる内容というのは限られておりますので、

かけ足になってしまい、足りないところなどがあるかもしれませんが、まずは全体的なお

話をさせていただきます。
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私は「誰も語らなかった防衛産業」という本を出しておりまして、今年には第二弾を出

そうと思っておりますので、細かいところは本書をご参照いただければと思います。また、

広島県ではなかなか手に入らないかもしれませんけれども、夕刊フジという新聞で毎週月

曜日に「日本の防衛産業」という連載をしておりまして、過去の記事がインターネットで

も見られると聞いておりますので、ご興味があれば、そちらの方もご覧いただければと思

います。

今日、皆さんの中には、防衛産業にまるで縁がなかったという方もいらっしゃるでしょ

うし、また、いろいろな知識をお持ちの方もいらっしゃると思います。スタートラインに

少しばらつきがあると思いますので、今日は基本的なことから話していこうと思います。

まず、防衛産業というお話になりますけれども、いったい防衛産業とは何なんだという

ことを最初に申し上げます。実は、日本には防衛産業というものはありません。小さな会

社は別ですが、日本には、欧米各国と比べて、防衛の仕事だけを専業に行っている会社は

なく、大きな企業の１部門が防衛部門に携わっております。防衛という言葉を使っていな

い企業もたくさんあります。いわゆる軍隊を想起させるような言葉を使わないという時代

がありましたので、そういう意味合いもあって使用していないようです。名刺をいただい

ても、どんな部署なのか分からないことも多くあります。

この防衛装備品の製造規模につきましては、日本全体の産業規模の０．６％ほどになり

ます。これは、コンビニエンスストアや百円ショップ、自動販売機といった産業よりもは

るかに小さな規模で、段ボール業界などと同じぐらいの規模だと言われております。非常

に産業規模としては小さな分野です。金額としては１兆８千億円ほどですが、日本全体は

約２３０兆円になりますので、非常に限定された部門といえます。大きな企業の１部門と

いうことで、三菱重工や川崎重工といった名前はお聞きになったことがあると思いますけ

れども、そういった会社の１％、多くて５％ほどの規模になっているわけです。分かりや

すく言うと、非常に肩身が狭い分野になっております。また、会社の中でも、あまり儲け

が出ていない部門として、非常に厳しい思いをしながらやっていらっしゃる方が多いよう

です。

他方で、防衛産業には数千社に及ぶ会社が関わっております。例えば、戦車を一両造る

場合でも約１，３００の会社が関わっており、戦闘機で約１，１００社、潜水艦は約１，

２００社、護衛艦に至っては約２，５００ほどの会社が関わっているのです。その多くが、

中小企業や町工場といった本当に小さいな会社で造っているような技術が多いのです。こ

こでは、防衛装備品の特殊な部品を造っておりますので、防衛の需要が１００％に近く、

その生産がなくなると経営が続けられなくなってしまうという会社も非常に多くあるわけ

です。こういったものを全部ひっくるめて、いわゆる防衛産業と呼んでいるわけです。一

口で特徴を言い表すことは難しいですが、小さな会社から大きな会社まで幅広く携わって

いるというのが、日本における防衛産業になります。

では、現状について申し上げますと、大手の会社も非常に厳しい状況にあります。前提

としましては、ここ１０年で日本の防衛予算はずっと減り続けており、この度政権が交代

してその予算が増えたと言われておりますが、実質上はあまり増えているとは言い難い状

況です。

もう少し細かくご説明しますと、日本の防衛予算というのは、約半分、４割以上は人件
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糧食費が占めております。そこに、米軍基地に関する経費などが入ってきますので、物件

費という、防衛装備品などを買うお金は２０％ほどと本当に少なくなってくるわけです。

そして、人員削減で人件費も減っておりますが、そこは家計で言う減らせないローンのよ

うなもので、急激に減ることはありません。また、防衛省・自衛隊には、複数年に分けて

支払を行っている歳出化経費のような減らせない予算も多く、結局切りしろになるのは物

を買うお金になってしまうわけです。その結果、物件費が減少していき、装備品の数も減

らさざるを得ないという状況が続いてきたのです。

大手企業も、民需部門の景気が良かったときは、利益が出なくても防衛装備品の生産を

その余力でできるということもあったと思います。しかし、ご承知のとおり景気が厳しい

中、円高や震災の影響といった民需部門にとって非常に厳しい風が吹いてくると、企業も

余裕がなくなってしまい、無駄の洗い出をしてみると、この防衛部門というものが無駄な

のではないかということになってくるわけです。

しかし、古くから防衛産業に携わっている企業は、ＩＨＩさんもそうだと思いますけれ

ども、国のために何か尽くしたいという創業の精神のようなものを持っているところが非

常に多いので、儲からなくても公に尽くす事業をしたいという思いで継続されてきたケー

スが多いと思います。最近は、企業形態そのものがホールディングス化したり、株主の意

向が強くなってきておりますので、社長さんが国のために尽くしたいという熱い気持ちを

持っていても、なかなか事業の継続がままならないという状況になっているわけです。そ

して、儲からない部門は撤退せざるを得ない状況になってきますが、事業継続のため、利

益が出ているような状況を作為的につくっているのが現状だと思います。ある意味、続け

られているのだから経営状況は悪くないと思われている方も多いですけれども、今日明日

にでもどこかの大手企業が撤退してもおかしくないような状況にまで追い込まれていると

思います。

そして、小さい企業は、そういう意味ではもっと大変です。防衛に使う部品はかなり特

殊なものであり、例えば、艦船に載せる電球の耐久性に至っては、普段私たちが使ってい

るものの何十倍、何百倍という要求があるわけです。そういうものに耐え得るものを造る

ためには、かなり特殊な技術と工具、設備を持たなければならず、設備投資や固定費とい

ったものに多額の費用がかかるわけです。

先ほどお話した物件費の減少により、実際、潜水艦については１年間予算が付かなかっ

たことがあります。護衛艦については、本当に何年も建造が行われないという状況になっ

ておりますので、小さい会社にとっては死活問題であり、今まさに倒産、撤退という選択

肢を余儀なくされているのが現状であります。実際に、ここ数年で倒産してしまったり、

撤退している会社が非常に増えております。しかしながら、そういうところでしか持って

いないオンリーワンの技術は結構ありますので、そういった会社が倒産してしまうと、本

当に困るのは防衛省・自衛隊であり、国民なのです。私たちの安心・安全に繋がる自衛隊

の装備がままならない、国内で造れなくなるということに追い込んでしまっているという

のが、今の現状になります。

かつては、工廠と言って、国で軍隊直属の軍需工場を持っておりました。本来、この部

分は国が守らなければならないと思っております。今は民間の企業にお任せしているとい

う状況になっておりますので、防衛省が積極的に関与すると癒着など良くないイメージも
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ありますから、どこまで国が関与してよいのかという問題もあります。防衛省と防衛関連

企業は、非常に関係が強いのによそ向きな顔をしているような矛盾があるわけです。

では、なぜ国の防衛関連企業によって防衛産業を維持していく必要があるのか。それほ

ど大変なことであれば、国内生産を諦めて外国から買ってくればいいのではないかと思わ

れる方も多いので、ここからは、なぜ国産なのかという話をしたいと思います。

実は、防衛産業における日本の技術はとても優れており、だからこそ残さなければいけ

ないという面があります。他方、日本では、お客さんが防衛省・自衛隊しかありませんの

で、一点物は量産物と比べて当然価格は高くなってしまい、外国から買ってきた方が安い

場合もあります。海外の装備品を見ますと、日本の何分の一、何十分の一で売っていると

いうこともあり、こちらの方が安くて性能も良さそうだし良いのではないかということに

なるわけです。よく海外で買った場合の値が出ますけれども、その価格で日本が購入でき

るわけではありません。一概には言えませんが、日本が購入しに行っても、何倍も価格を

つり上げられる場合もあるわけです。いずれにしても、量産している物の方が一点物より

も安いということは自然の理なのですが、それでも、日本が自分の国で造ったものを必要

とする理由があるのです。

まず、皆さんご承知のとおり、日本には日本国憲法第９条があり、専守防衛という防衛

の基本的な方針がありますから、戦場として想定される場所は、この日本国土ということ

になります。そして、日本の地形は非常に特殊ですから、日本の国土・国情にあったとい

う言葉をよく使いますけれども、この国内での運用を意識すると、海外から購入してきた

装備品はなかなかそぐわないということになります。そして、身につける物１つとっても、

日本人は、アメリカやドイツの人達とは体型が違うわけですから、その１つ１つの使い勝

手を改修し改善するためには、結局、日本の企業が関わる必要が生じてまいります。

それから、日本にはいろいろな法的制約があります。例えば、砲を撃つ場合でも、日本

の演習場は狭いですから、わざと射程を短くしたり、音が出ないようにしたり、また、使

っている人の安全を重視する必要もあるわけです。しかし、それは戦争をしている国には

まったく必要のない機能なのです。日本で使用するのは自衛隊であり、主な使用場所は訓

練場ということになるわけですから、当然、近隣住民に配慮する必要があり、安全性や騒

音など、様々なことを加味した上で装備品を使用することになります。そのような、かな

り特殊な事情の中で使用することを考えると、海外品を購入して日本で加工するよりも、

最初から国内企業で生産した方が、長い目で見ると非常に良いということになるわけです。

それから、装備品が故障した場合です。外国から購入したものだと、壊れても日本では

勝手に修理ができない場合がよくあります。ライセンス国産をしていても、ブラックボッ

クスなどがありますので、母国に戻さないと修理ができないというケースも多くあります

が、実際に修理に出してみると、何年も修理から返って来ないということもあるのです。

自衛隊の方々は極めて優れた運用者ですので、自分たちでいろいろなやり繰りをして繋い

でいますが、実際には、外国からの買い物にはそういうリスクがあるのです。

また、海外で紛争になっている国は、自分のところが最優先になりますし、やはり日本

人とは感覚が違いますから、「バカンス中で３ヶ月は作業できません。」などと平気で言

われたりします。そうすると、訓練に支障が出てしまい、練度にも影響しますので、極端

に言うと、この自衛隊という組織そのものが弱くなってしまうということにもなるわけで



- 5 -

す。

そういう意味では、非常に迅速に修理する日本の企業は凄いです。例えば、船が出航す

るときに何か不具合が発生すれば、企業の方は夜中でも飛んで来られますし、本当に皆さ

ん、そういうことが当たり前だと思っておられます。自分たちは制服こそ着ていないけれ

ども、自衛官の一部というか、第２の自衛官だというくらいの意識の高い方が非常に多く、

就航後に不具合があってはいけないということで、どこからでも駆けつけて修理をすると

いうことがあります。そういう人間関係、浪花節の話では通用しないと言われますが、や

はり最後はそういう部分で保っているというところがあります。

少し余談になりますけれども、３．１１東日本大震災のときも、海上自衛隊の船５０隻

近くがすぐに被災地へ向けて出航いたしました。７２時間以内に手を打たなければ人命に

かかわるということで、乗員の方が乗船に間に合わなくても出航するほどのスピードで行

動されていました。あのような津波の現場ですから、陸にあるべきものが海にあり、海に

あるべきものが陸にあるという惨状で、海に浮かぶ瓦礫によって船が次々に故障してしま

いましたが、そのときにも、関連企業の方々が駆けつけて部品を提供したり、見えない力

で支えていたという、いろいろな話を漏れ聞いております。後日、その行為に対して請求

を送るような人はいなかったようです。また、震災時に造船所に入っていて、装備を全部

降ろしていた船が緊急出航するときには、通常は搭載するのに何週間もかかる作業を、造

船所の方々が徹夜で行い、短時間で作業を終わらせたという話も聞いております。余談で

した。

次に、国産とすべき理由としましては、やはり造れるということの強みなのです。そこ

に技術があるということは脅威になります。ある意味、日本において、原発もそうなのか

もしれませんが、造れるかもしれないというポテンシャルを感じさせるということは非常

に脅威になります。私は、技術抑止力という言葉を流行らせたいと思っておりますけれど

も、そういう意味が非常に大きいと思います。

なぜ戦車のような使わないものを造るのかとよく言われますけれども、世界を見渡して

も、国産でこのような高度な装備を造れる国は非常に少ないのです。造れるというだけで

も、それは本当に大きく、非常に羨ましがられるわけですし、あるいは、ほかの物を買う

ときにも、それがバーゲニングパワーにもなってくるのです。使わない物はもったいない

という感覚は非常に一般化した感性ですけれども、抜かない名刀と言いますか、使わない

けれども持っていることによって侵攻を抑止するというふうにご理解をいただければいい

かと思います。

装備を造っている方にとっては、やはり使わないことを願って造っているということを

よく言われます。抑止というのは、攻めて行けば自分たちの方が損害が大きくなるので止

めようと思わせるということですから、そういう意味では、今の日本は技術力によって抑

止というものがなされている部分も大きいと思います。当然、日本には日米同盟もありま

すし、ほかの要素もありますけれども、そういう部分は大いにあると思います。

それから、もう１つ国産であるべき理由を申し上げますと、改修がスピーディーにでき

るということもありますけれども、部品の供給という面もあるのです。これは、１つでも

部品が足りなければ飛行機は飛ぶことができませんので、非常に重要なことなのです。ア

メリカなどの諸外国は、割と短期間のうちに新しい装備品を導入していきますが、日本の
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場合は、いろいろな財政事情もあって２０年スパンで使用しております。そうすると、外

国から購入しても、その輸出した国は２０年間も部品を造っておりませんから、部品が壊

れた場合に直すことができなくなります。これは日本の独特の事情になりますけれども、

やはり国内で造っていればその辺が担保されるということで、国産は非常に意味のあるこ

とになるわけです。外国の量産物は非常に安くて魅力的ですが、長い目で見ると、最初は

経費がかかりますが、実は国産の方が得だという考え方をする必要があるかと思います。

そこで、国内の防衛産業を守っていく必要があるだろうということになりますが、日本

では、お客様は防衛省・自衛隊だけだということになりますので、それを解消して輸出が

できるようになれば助かるのではないかとよく言われているわけです。昨年も武器輸出三

原則の緩和という話がありましたが、これが防衛産業にとってのお助けマンみたいになる

のではないかと言われております。

それでは、武器輸出三原則について簡単にご説明いたします。

これは１９６７年の佐藤内閣のときに定められたもので、非核三原則と勘違いされるな

ど、物騒な取り決めであるようなイメージがあります。

日本は、朝鮮戦争が始まったことをきっかけに装備品の製造を自らの手で行うようにな

り、いわゆる武器の輸出を行っておりました。その中で、共産圏や紛争当事国、国連で輸

出が禁止された国に対する武器の販売を止めようと決めたのが、そもそもの武器輸出三原

則だったのです。ですから、それ以外の国に武器を輸出しても何ら問題はありませんでし

た。ところが、１９７６年の三木内閣になったときに、武器輸出三原則が拡大解釈されて

しまい、武器の輸出をすべて禁止してしまったのです。そうすると、そもそもの武器輸出

三原則の理念とは大きく変わり、言葉だけが一人歩きし、何か物騒なイメージになってし

まったのが今の武器輸出三原則になります。

これではいろいろな弊害があるので、規制の緩和をするか、あるいは佐藤内閣のときの

武器輸出三原則の考え方に戻せば良かったのですが、一度定められてしまったものを廃止

したり緩和したりするには、いろいろな議論が生じてしまうわけなのです。

他方、先ほどから申し上げているように、日本の装備品は一点物が多く、自衛隊向けの

特殊な物作りになっておりますので、それが世界のニーズと合っているかというと、これ

はまた難しいわけです。当然、日本の技術力をもってすれば要望に合わせた物は造れます

が、それにはコストもかかりますから、そこまでして民間の企業がそこに資源投資をする

という気持ちにはなれないというのも現状だと思います。

また、企業イメージもあります。企業の多くは、弾薬などの防衛装備品を造っていると

いうことをあまり言いたくないのも事実です。武器商人などと言われそうなネガティブな

イメージを持たれないようにしたいという考え方が企業にはあると思います。

それから、海外の量産装備と競争になった場合、価格競争になることは目に見えていま

す。そうすると、日本の企業に勝ち目はありませんし、そこに飲み込まれてしまい、下手

をすると潰されてしまうという思いもありますので、競争に参加することに対してあまり

メリットがないという見解をお持ちの企業の方たちが非常に多いようです。ガラパゴス化

してるのではないかと指摘される方もおられますけれども、いろいろな事情があって非常

に気後れする部分が多いと思います。そして、日本のために自衛隊に向けて頑張っている

という意識の強い方が多いですから、別に外国に渡すつもりはないという方も結構いらっ
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しゃいます。そういう意味では、規制が緩和されて輸出ができるようになっても、なかな

か簡単に日本の防衛関連企業がハッピーになるというわけではないのです。

しかも、世界各国は、兵器を売るために諸外国に対して熾烈なセールスをしているわけ

です。外交官や、駐在武官、首相も、全部が営業マンになって売り込んでおりますが、日

本の場合は、自衛官や首相が外国へ行って戦車を売るということは想像しにくいと思いま

す。海外では国を挙げて防衛装備品の売り込みを行っておりますが、日本では民間の企業

努力に委ねられておりますので、非常に厳しい状況にあります。現地に事務所を構えたり、

行ったり来たりするだけでも多額な費用がかかります。

また、輸出にはそぐわないものもあります。やはり火力や大砲などを日本が売るという

ことは非常に考えにくく、規制を緩和しても利点がないところも多々あります。他方、日

本製の部品はレベルが非常に高く、引き合いがあるところも多いと聞いておりますので、

そういうところに関しては緩和していくのも１つの道ではないかと思います。

決して規制の緩和を否定しているわけではなく、これが防衛産業の救いになるというよ

うなイメージを持たれている方もいらっしゃいますので、必ずしもそうではないというお

話をさせていただきました。

そもそもこういう話が出てきた背景には、近年の防衛予算の削減によって防衛産業の衰

退が危ぶまれており、何とかしてこれを維持しなければならないという思いがあります。

予算が減っているのにもかかわらず、装備品の精度は上がってきており、さらに世界的な

傾向としてハイテク化が進んでいることから、維持管理費の方が高くなっているのが現状

です。そうすると、予算を維持整備に費やすことになり、ますます新しい装備が買えない

という悪循環に陥っているという背景があります。防衛省・自衛隊としても危機感があり、

何とか光を見出だそうといろいろなことを模索している状況です。

武器輸出三原則の緩和を推し進めることによって、いろいろな可能性を見出せる分野も

あります。先ほど申しあげたように、部品です。生産国が造らなくなった装備で日本がラ

イセンス国産しているものなどは、同じものを使っている他国から日本の技術力を求めら

れているという可能性もあると思います。

輸出にそぐわないものに関して、日本の中にいろいろな法規制があります。この近くに

中国化薬さんもありますけれど、火薬類取締法の規制がございます。また、日本製鋼所と

いう企業も広島県内にありますが、ここでは武器等製造法の制約がございます。安全上致

し方ないこともありますが、武器等製造法は、朝鮮戦争時に制定された法律で制度疲労を

起こしており、改正した方が良いのではないかという意見もあります。具体的にどういう

問題があるかというと、例えば、１室では１作業しかできないという規定があります。１

２ヶ月工期の製造過程の中で、１ヶ月で部品を製造してしまうと、残りの１１ヶ月はその

部屋で他の作業ができないというような制約です。このようなところを少しでも緩和でき

れば、企業の負担が減っていくという部分もあります。規制緩和をすることでコストを減

らす道があるのではないかと思います。しかしながら、所管官庁が防衛省ではなく、経済

産業省や他省庁との関連になりますので、省庁横断で検討していくことも、これから必要

になってくると思います。

先般、武器輸出三原則が緩和されましたが、これは国際平和協力活動と国際共同開発の

分野においてでございます。まず、国際平和協力活動を実施するにあたり、現地に持って
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行った装備品は必ず持って帰らなければならないということになっていました。自衛隊の

車両などを現地の人に役立ててもらうため、また、柔軟に国際平和協力活動ができるよう

にしようということで緩和されたものでございます。例えば、今回ハイチに自衛隊が行っ

ておりましたけれども、昔の工兵にあたります施設部隊の重機を置いてくるという試みが

なされたわけです。

それともう１つは、国際共同開発という項目です。戦闘機などは高い買い物になってお

り、一国だけでは到底開発できるような代物ではございません。世界的に景気が落ち込ん

でおり、各国の財政事業も非常に厳しい状況です。そういう意味で、国際共同開発がトレ

ンドになっております。日本は、武器輸出三原則の規制で、アメリカとの共同開発であり

ますＢＭＤというミサイル防衛の例外を除いては、この共同開発に加われなかったわけで

す。これがどういう影響があるかと言いますと、他国が最先端の技術を磨こうと侃々諤々

やっていても、日本は仲間外れですから、技術格差ができてしまうという問題が発生しま

すし、意見交換会やシンポジウムにも参加できない現状でした。当然、日本が独自で開発

するには財政的に非常に厳しいという事情もあります。見方を変えると、共同開発した国

々と戦争するということは考えづらいことでもあり、抑止的な面も指摘できるのではない

かとも思います。これは、日本の平和を求めるとの思想にも合っているということで、門

戸を開くことになったわけでございます。

これまで国産化ということでやってきたわけですけれども、国産と国際共同開発は対局

にあるわけではなくて、国産の技術があるから仲間に入って良いという世界です。国産の

技術がなくなってしまうとお呼びがかからなくなってしまいます。国際共同開発を推し進

める上でも、日本の技術を磨かなければならないし、新規の研究開発に投資する必要があ

るということは理解しなければいけないわけです。研究開発する分野を特化できるという

メリットがあるにしても、まったく技術開発しなくても良いというような誤解をしないよ

うにしなければいけないわけです。そうしないと、単なるキャッシュディスペンサーにな

ってしまう可能性もありますので、日本の技術を磨いていかなければいけないと思います。

日本も国際共同開発というところに出て行くからには、防衛省・自衛隊だけではなく、

新たな国際感覚というものが必要になるかもしれません。国際共同開発というのは、日本

の技術を盗まれるリスクもあるわけですが、非常に慎重に日本の技術を持って行く必要が

あると思います。これは皆さんもよくご存じだと思いますが、かつてＦ－２が生まれた時

に日本が出した技術がＦ－２２に使われているという非常に悔しい思いをした経験からし

ても、慎重な対応が必要になります。つまり、すべてを共同開発するわけではなく、日本

独自のものと両輪でいく必要があると思います。

先ほど、部品レベルの輸出ができる余地があるという話をしましたが、輸出をこれから

考えていくならば、完成品も可能性はあります。一部報道でも、オーストラリアが潜水艦

をほしがっていると出ております。通常型潜水艦の技術では日本が世界１位で、非常にニ

ーズの高いものもあります。

それ以外にも、東南アジア諸国は、中国などの進出を睨んで軍備を増強しております。

これは止むに止まれない事情です。装備を造ろうと思っても簡単に造れるわけではありま

せんので、買いたい、技術がほしいという国が多いわけです。実際に、東南アジア諸国は、

日本が装備品を売ってくれればいいのにと言っていると聞いております。そういう意味で、
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非常に潜在需要があります。日本でこのようなことを検討していくには１０年くらいはか

かる話になるのでしょうけれども、東南アジア諸国もそんなに待っていられるわけでもな

く、現実的ではないのかもしれませんが、アジアの平和に資する可能性があるのではない

かという気がしております。輸送機などであれば武器にあたらないものもありますし、か

つて海上保安庁が使っている同じ巡視艇をインドネシアに供与したという例があるよう

に、キャパシティービルディングという試みで海域の安全を守るためのノウハウの提供も

しています。私は、オールジャパンでアジアの国のためにノウハウや「もの」という平和

に資する実質的な協力ができれば、日本の技術力が生きるのではないかとのイメージを持

っています。また、ＯＤＡの活用も視野に入れていいのではないかという気がします。今、

ＵＳ－２という救難飛行艇を民間転用という形で海外に売るという話が進んでいます。国

を挙げてというよりも、民間企業がやるということになっておりますので、手続きが煩雑

であったり苦労されているようです。この苦労を乗り越えて１つ事例ができれば、日本の

国産技術が他国の安全に生きたということになり、次に繋がることになると思います。こ

のように、完成品の輸出は海外から求められているわけですから、産業全体を元気にする

話でもありますし、外交力にも繋がると思います。

では、輸出を考えるにあたり、どういうメリットがあるかと言いますと、まず始めに、

同盟国・友好国との関係が強化されることがあります。また、量産ができるようになれば、

価格低減にも繋がるというメリットも考えられるかもしれません。それから、対象国に対

しての影響力、信頼です。相手国は売る方に依存することになりますので、外交上の優位

性がありますし、戦争をしないという抑止にもなります。相互依存の関係で国と国との関

係の強化に繋がることも非常に大きいと思います。紛争に使われるのではないかというよ

うな壁はあるのですけれども、お金で外交できる時代でもなくなりましたので、技術力を

外交力にしていくこともこれから先の課題になってくる気がしております。

このような明るい展望を見据えて進めていきたいのですけれども、先ほども言いました

が、企業の考え方もありますし、初期コストもかかります。つまり、日本が使っている潜

水艦をそのまま売るというわけにもいきませんから、改造したりするとお金がかかり、あ

まり美味しい話ではないということになり、企業が体力を弱めてしまうという側面もある

ように感じます。

早急に行う必要がある取り組みも別にあると思います。それは入札制度の改革です。私

は、個人的には必要になってくるのではないかと思っております。一般的な考え方とは違

うかもしれませんが、今は、ほとんどの契約が競争入札の制度で行われており、技術力よ

りも価格が優先されているケースが多いように思われます。例えば、電池を購入したけれ

どもすぐに使えなくなってしまった、手袋を買って洗濯したら色落ちしたなど、その程度

であれば笑い話で済みます。しかし、これが国民の安全にかかわるようなことにまで及ん

できているのです。今は、潜水艦、戦車であっても競争入札という形式を取らざるを得な

いという状況にあるため、当然そこには価格競争も生じており、企業はコストダウンを優

先しなければならないという状況になっております。そうすると、必要な搭載物を諦めた

り、隊員の安全にかかわるようなものを取りやめたり、いつ重大な事故が起こってもおか

しくないという状況にもなっているのです。随意契約は良くないという一般的な価値観は

ありますけれども、この入札制度を防衛装備品の取得に当てはめるのは非常に危険である
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ということを申し上げたいと思います。

防衛の装備品を造ることができる会社は非常に限られております。競争入札を実施して

も、同じ会社が造ることになるわけですから、単純に価格が下がることになるだけです。

買う側としては安い方がいいわけですが、安い価格で同じ物は造れませんので、当然それ

に伴うリスクが上がるということを認識しなければなりません。それが、ひいては国の、

国民のリスクに繋がるという意識を私たちは持つ必要があるわけです。すべての契約を競

争入札に当てはめることは非常に無理がありますし、価格の面においても良い物が作れな

くなります。艦船の建造につきましても、造れる会社が数社しかありませんので、一番艦、

二番艦と建造する会社を決めて、すべての会社が作れるような形になっておりました。こ

れは談合ではないかと言われますけれども、造れる会社は数社しかありませんし、そこが

造らなければ外国から輸入するしかないわけです。今までは、一番艦よりも二番艦を工夫

していいものを造ろうとか、各社の技術者がいろいろな意見を出し合って技術を向上させ

てまいりました。ところが、今は入札制度が変わったことにより、同業者は敵でありライ

バルです。昨日まで技術者同士の交流をしていた者たちが、不用意に情報は出しませんし、

隠すようになってしまいました。そうすると、防衛企業各社の関係も悪くなりますし、い

い技術も残らないわけです。

航空機業界も、本来であれば各社それぞれに得意分野があり、そこを活かそうと思うこ

とが普通の感覚だと思いますが、それが難しくなったことでいろいろなトラブルが起きて

います。陸上自衛隊のＵＨ－Ｘ談合事件という事案がありましたけれども、あの事件も、

国産のいいものを造りたいという純粋な思いから起きてしまったのだと思います。ですか

ら、民間で行っている入札制度を防衛装備品の調達に無理に当てはめるというのは非常に

危険があると思います。今は危険な事例が出てきておりませんが、現行の入札制度に変わ

ってからの年数を考えると、これから徐々に出てくる可能性がありますし、そうなる前に

早急に手を打つ必要があると思います。

今申し上げました、世間で言われている防衛産業のイメージですが、報道にも誤解が多

くありますし、何か胡散臭いという感じを持たれているようです。過大請求や談合事件な

どいろいろなニュースが出てきますので、悪いイメージを持たれているかもしれませんが、

実は、バックグラウンドにいろいろな制約や事情があるわけです。先ほども申し上げまし

たけれども、今、企業は株主を重視しておりますので、防衛産業に携わっているために赤

字になっているとは言えない状況です。「ひゅうが」という大きいＤＤＨ（ヘリコプター

搭載型護衛艦）は、当初１００億円の赤字でした。結果的に赤字の補てんをしましたが、

この船を造れるのは我が社しかいない、何とかやり繰りをして建造をしないと日本がだめ

になってしまうという思いで事業を継続されたわけです。最近もそのような案件がいくつ

かありましたけれども、実はそういうバックグラウンドがあり、それが過大請求につなが

っているということもご承知置きいただきたいと思っております。

防衛産業というのは、そういう意味で本当に国の戦力なのです。自衛隊員が２７万人お

りますが、有事や大規模災害、地震が起きたときの対応、そして侵攻への備えも考えると、

この人員で日本を守るためには強力なサポーターが必要であり、防衛産業はこの国にとっ

てなくてはならない存在なのです。そういう意味で、防衛省・自衛隊を支える防衛産業の

力は、日本にとってこれからも欠かせないものであります。防衛産業を守るというと、何
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かよくないイメージがありますけれども、後ろめたいことではなく、堂々と国の対策とし

て行っていく必要があるということを申し上げて、そろそろお時間となりましたので、終

了とさせていただきます。

最後までご静聴いただきましてありがとうございました。

司 会：どうもありがとうございました。予定している時間となりましたが、ここで是非

ご質問をという方がいらっしゃいましたら、１問か２問お受けしたいと思います。

なお、質問の内容につきましては、当局のホームページで紹介させていただきます。

お名前等は控えさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

質問者：今日は、一般のマスコミからではなかなか知ることのできない防衛産業の現状と

問題点について分かりやすくお話いただきましてありがとうございます。質問なの

ですが、ある国がサイバー攻撃を仕掛けてきて先端技術を盗むということがアメリ

カで問題になっておりますけれども、我が国の防衛産業の先端技術に対してもサイ

バー攻撃が行われているのではないかと考えておりますが、そのあたりの現状とそ

れに対する我が国の防衛態勢に関して、先生のご見解をお聞かせ下さい。

講 師：ありがとうございます。かなり狙われていると思いますし、実際にそのような事

案が起こっているようですけれども、追いかけっこになりますので、皆さん非常に

対応に苦慮されているとは思いますが、防衛省・自衛隊もさることながら、各防衛

関連企業はかなり高い意識を持って対処されているように聞いています。当然、小

さい企業もそこに設備投資をしており、ここ数年実際にかなりのお金がかかってい

るということも聞いております。これも民間努力に任せている部分がありますので、

少し手当があってもいいのではないかと思います。

また、どうしても追いかけっこになっていきますので、本来ならば防衛省なり国

が集約してやらなければいけないのでしょうけれども、バラバラでやっているとい

う現状はあると思います。ただ、本当に重要なものは紙にして金庫にしまったりし

ているところは多いので、そもそも危険にさらされる環境にはないということも聞

いており、皆さん、そのあたりをかなり熟慮して機密事項などは管理されてるよう

に聞いております。

司 会：ありがとうございました。まだお受けしたいところですが、予定の時間を過ぎま

したので、誠に残念ながらこれで質疑応答を終了させていただきたいと思います。

桜林様、どうもありがとうございました。

最後になりますけれど、本日工場見学でお世話になりましたＩＨＩ呉第二工場の

方々にもこの会場に来ていただいております。皆さま、感謝の意味も込めまして、

もう一度盛大な拍手をお願いしたいと思います。

以上をもちまして、本日の防衛セミナーを閉幕させていただきます。

本日は誠にありがとうございました。


