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――技術集約型共同研究の推進と産学官の連携のあり方を中心として―― 

 

大島 孝二 

 

<要 旨> 

防衛装備品に係る国際共同研究開発では、国際協力と国内政策との調和と協調に重点が

置かれている。それらを最適化するための形態として、より技術的なリスクの高い基礎研

究や要素研究などを対象に、各国の保有技術を集約して劣勢な技術を補完していく「技術

集約型共同研究」が有用と考えられる。また、我が国として「技術集約型共同研究」を中

心とする国際共同研究開発を推進していくための要件としては、欧米の国際共同研究開発

システムや民生品分野の研究開発システムと同様な「産学官の連携による研究開発システ

ム」を構築し、国内の防衛産業・研究開発基盤を強化していくことが重要である。 

 

はじめに 

近年、防衛装備品の分野、すなわち軍事・防衛用のハードウェア、ソフトウェア及びそ

れらで構成されるシステムの分野においては、欧米を中心として国際共同研究開発1の動き

が高まっている。かつての欧米においては、防衛装備品の研究開発や調達は、国家の安全

保障政策の一環として位置付けられ、国家の専管事項としての色彩が強かった。しかし、

最近では、国家間で資金や技術を補完することの利点が重視され、国際共同研究開発が常

態化しつつある。 

例えば、欧米間では北大西洋条約機構（NATO）加盟国を中心に、統合攻撃戦闘機（Joint 

Strike Fighter）や中距離ミサイル防衛システム（MEADS）が共同開発されている。また欧

州内では 2004 年に欧州防衛庁（EDA）が発足し、部隊防護（Force Protection）や無人航空

機（UAV）に関する共同研究がスタートしている。ただし、欧州では EDA のような共同

研究開発の枠組みが発展する一方で、各国の国防政策や研究開発体制、伝統的な調達ルー

ルの間のギャップの改善が課題となっている。一方、技術の動向に目を転じれば、情報通

信技術（ITC）などの多くの先進技術が軍民両用技術（dual-use technologies）2となってお

                                                           
1 国際共同研究開発とは、2 国以上の国家が共同で防衛装備品に係る研究又は開発に取り組む行為を

表す。 
2 技術は一般に、軍事技術、民生技術、軍事・民生双方の特徴を兼ね備える軍民両用技術に区分され
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り、防衛装備品・防衛技術分野と民生品・民生技術分野との相互依存関係が加速度的に深

化している。こうした情勢を踏まえると、今後の国際共同研究開発は、参加国間のさらな

る国際協力と自国の国内政策との調和と協調を図りながら、企業活動のグローバル化や民

生技術の活用に対応し、効果的かつ効率的な共同研究開発の形態を追究していく必要があ

ろう。 

これまで我が国は、国際共同研究開発を米国との間で進めてきた3。弾道ミサイル防衛

（Ballistic Missile Defense: BMD）用能力向上型迎撃ミサイルの開発やそれを支える要素技

術の研究などがその例である。しかし、欧米間、欧州内で拡がる多国間での共同研究開発

の潮流は、我が国にとっても無縁ではなくなりつつある。例えば、防衛省は 2001 年 6 月の

「研究開発の実施に関わるガイドライン」で、自主的な開発、米国との協力に加えて、米

国以外の諸外国からの技術導入等についても「留意していく」との表現で、その有用性を

示唆した4。最近では 2008 年 3 月の「総合取得改革推進プロジェクトチーム報告書」が、

軍民両用技術分野を足掛かりに米国以外の各国とも技術交流を推進することを明記してい

る5。欧米同様、自国外にある技術資産を有効活用するとともに、それによって経費の節減

を図る狙いがある6。そのような構想が成果を生む前提としては、各国の技術及び研究開発

の方向性の十分な把握や、国際共同研究開発の利害得失の検討が必要であろう7。 

以上のような情勢や問題意識を踏まえ、本論文の第 1 節では、国際共同研究開発に先駆

                                                                                                                                                                 
るが、それらは研究開発活動の財源の出所に拠らず、最終使用目的で区分される。軍民両用技術は、

民生技術が軍事目的に応用(スピンオン)され、又は軍事技術が民生目的に応用(スピンオフ)された

場合の技術を表す。松村昌廣『日米同盟と軍事技術』（勁草書房、1999 年)、21～32 ページ。 
3 日米共同研究開発の実施においては、日米間の相互防衛援助協定及び同協定に基づく細目取極に従

う交換公文（EN）のもと、日米防衛当局にて了解覚書（MOU）を締結している。日米間の共同研

究開発は 1988 年から開始され、2009 年 8 月現在で、終了も含め共同開発 1 件、共同研究 16 件が

実施されている。 
4 防衛庁「研究開発の実施に関わるガイドライン」（2001 年 6 月）、7 ページ。 
5 防衛省「総合取得改革プロジェクトチーム報告書」（2008 年 3 月）、22 ページ。米国とは新規研究

開発案件の調査や技術者交換計画の活性化、米国以外とは相互比較試験の実施や職員の派遣、情報

交換などを推進することが明記されている。 
6 防衛省技術研究本部が 2007 年 4 月に策定した「中長期技術見積り」では、技術ポテンシャルの向

上及び我が国と諸外国の保有する技術資産の有効活用とそれに伴う国費の節約を図るため、民生先

進技術の取り込み、国内の各種研究機関や諸外国との技術情報の交換及び共同研究等による技術交

流を積極的に行うこととされた。防衛省技術研究本部「中長期技術見積り」（2007 年 4 月）、35 ペ

ージ。 
7 防衛省「総合取得改革プロジェクトチーム報告書」22 ページ。今後の技術交流の推進として、効

果的・効率的な研究開発に資する国際協力を推進するため、各国との技術交流をより活性化するこ

とを念頭に、米国との間においては、さらなる交流の深化を図るとともに、軍民両用技術分野を足

掛かりに米国以外の各国との技術交流を推進することが明記されている。併せて、防衛省として国

際協力を推進するためには、各国の技術及び研究開発の方向性に関する技術調査等を実施し、国際

共同研究開発の活性化の背景や利点・問題点について検討を進めなければならないことも提示され

ている。 
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的に取り組んでいる欧米の取り組みの現状と特徴を整理する。第 2 節では、欧米の今後の

動向から国際共同研究開発の成立要件を導出し、最適な研究開発の形態を提示する。第 3

節では、国際共同研究を推進していくための我が国として整備すべき研究開発体制を提案

する。 

 

１ 欧米の国際共同研究開発の現状と特徴 

(1) 米国の国際共同研究開発 

米国では、防衛装備品の研究開発を国家安全保障政策の一環として位置付け、世界をリ

ードしてきた。しかしながら近年、一国家による経費と技術の限界は否めず、同盟国との

共同研究開発を積極的に推進している。米国との国際共同研究開発を進める上で、技術戦

略や研究開発体制の相違、企業力の格差は、米国と共同国との経費や技術の分担、さらに

は成果の配分に不均衡を生じさせる可能性もある。そこで、米国の研究開発に対する基本

的な考え方を整理するとともに、国防省の研究開発活動の特徴についてまとめる。 

 

ア 国際共同研究開発に対する基本理念 

米国の国際共同研究開発に対する基本理念は、武器輸出管理政策8及び国防戦略に見るこ

とができる。まず武器輸出管理政策では、武器輸出管理法の第 1 条において、「近年の武器

の高度化と価格の高騰は、一国のみでの武器の研究開発・生産を困難にしていること、及

び同盟国軍が共同で敵の行動を抑止し対処するためには、共通の兵器システムを装備する

ことが極めて重要であること、そのために、共同によるデータ交換、研究開発、生産、調

達及び後方支援を促進していくこと」とされている9。また、通常兵器移転政策（Conventional 

Arms Transfer Policy）10によれば、国際社会の平和を不安定化させる武器輸出や技術移転を

厳しく管理するとともに、国際的な安全保障と米国の外交政策上の利益（国益）を擁護し

つつ、同盟国及び友好国の合法的な防護要件を満たす武器輸出を積極的に支援することが

基本的な考え方とされている。その目標としては、同盟国及び友好国と協力し、技術の優

位性を維持し、侵略を抑止又は阻止するために必要な共同体制を構築するための相互運用

性を確保することとされている。さらに意思決定基準（General Criteria）については、国際

                                                           
8 米国では、武器輸出管理を「武器輸出管理法」 (Arms Export Control Act: AECA) で定め、細部を「武

器国際貿易規則」(International Traffic in Arms Regulations: ITAR) に規定している。 
9 The Arms Export Control Act, Public Law 94-308, June 30, 1976, <http://www4.law.cornell.edu/uscode/

22/usc_sec_22_00002751----000-.html>, accessed on July1, 2009. 
10 1995 年 2 月、ビル・クリントン (William Jefferson Clinton) 政権において、通常兵器移転に関する

大統領決定命令 (Presidential Decision Directive: PDD-34) の作成と同時に発表された。 
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協定及び武器輸出の方針との整合性、確実な秘密保全措置、同盟国との相互運用性や負担

の度合、自国の防衛産業基盤への影響などが要件とされている。 

ただし、武器輸出管理政策は、国務省が一義的な責任を担い、商務省が軍民両用技術や

関連技術情報の輸出管理を行っている11。さらに国益を巡る国家間の調整も必要となり、

武器輸出管理政策を取り巻く意思決定システムは複雑であり、原則的にはケースに応じて

処置される12。 

次に国防戦略については、これまで、「国家安全保障戦略」（National Security Strategy: NSS）

に基づき、これを科学技術面から支援する「国家安全保障科学技術戦略」（National Security 

Science and Technology Strategy: NSSTS）13及び情報化時代の戦争の方向性を示す、「統合ビ

ジョン 2010」（JV 2010）14、4 年後の 2000 年にその改訂版として「統合ビジョン 2020」（JV 

2020）15が発表された。さらに、9.11 米国同時多発テロが発生した 2001 年 9 月には、「4 年

毎の見直し 2001」（QDR 2001）が発表された16。これらの中では一貫して、科学技術投資

による技術革新と技術優位による軍事的優位性の維持を基本戦略として明確に位置付けて

いる。 

2006 年 3 月に公表された QDR 200617では、潜在的競争国に対する科学技術分野での優

位性の維持が、将来の軍事競争を阻止する力になるという認識に基づき、他の政府機関、

同盟国、友好国との協力を重視し、科学技術分野における米国の優位性を維持するととも

                                                           
11 国務省は米国輸出管理規則 (U.S. Export Administration Regulations: EAR) により管理している。 
12 日本機械工業連合会「平成 16 年度 武器輸出 3 原則の見直しと防衛機器産業への影響調査報告書」

（2005 年 3 月)、17～18 ページ。 
13 Office of Science and Technology Policy, National Security Science and Technology Strategy (Washington 

D.C.: Office of Science and Technology Policy, September 1995). NSSTS では、国家安全保障の観点か

ら科学技術投資による軍事的優位の維持が掲げられ、戦闘用器材の技術優勢、基礎・応用研究の

バランスなどが重視されている。 
14 Joint Chiefs of Staff, Joint Vision 2010 (Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff , July 1996). 多様な戦闘

（全スペクトラム戦闘）に対処するために、戦闘空間全域での情報優越のための科学技術に適正

な投資を行い、効率的な戦闘用器材の開発が必要とされている。 
15 Joint Chiefs of Staff, Joint Vision 2020 (Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff, June 2000). JV 2010 の概

念を拡張し、技術の進展が戦略環境の変化を加速し、技術革新が米軍には不可欠とする一方、全

ての技術分野で優位性を維持することは難しく、技術革新に伴う知的革新により人的資質の向上、

組織・ドクトリンの変革が重要との認識が示されている。 
16 Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report (Washington D.C.: Department of Defense, 

September 2001). 防衛計画作成の基本を、脅威ベースモデルから能力ベースモデルへ移行するとと

もに、本土防衛を優先し、テロ攻撃等の非対称脅威への対応や BMD による国防戦略へ転換し、技

術優位を維持するための民間企業への依存についても提起されている。また、物的戦力から知的

戦力へのシフトにより、プラットフォーム型戦闘からネットワーク型戦闘への移行も示されてい

る。 
17 Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report (Washington D.C.: Department of Defense, 

February 2006).  
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に、リスク・ベース・アプローチ18を図っていくこととされた。また、全ての技術分野で

優位性を維持することは困難であるとの認識が示された。そこで、装備協力に関しては、

ミサイル防衛での日米両国の共同研究開発の推進を例として挙げ、同盟国や友好国に対し

ては、国防省が軍事作戦で用いる防衛装備品を貸与する権限を拡大し、必要な場合に高度

な軍事技術を提供できるよう輸出管理活動と法律の見直しを行うこととされた。 

これらに基づき、研究開発の具体的な方向性を示す、「国防科学技術戦略」（Defense 

Science and Technology Strategy: DSTS）19が策定され、中長期的に国防戦略と装備体系構想

とを明確に関連付け、各種の細部計画により各軍・機関において予算要求が進められてい

る20。このように、米国では、国際共同研究開発に対する基本的な考え方を武器輸出管理

政策及び国防戦略の中で明確化し、国家としての技術の優位性を維持する一方、同盟国や

友好国との共同研究開発を積極的に推進する姿勢を示している。 

 

イ 米国の研究開発体制の特徴 

米国は、以上の基本理念に基づき、共同研究開発を同盟や友好関係に基づく緊密な活動

の一環として捉え、自国との間に強固な政治的かつ経済的な関係があり、軍事的な必要性

を共有し、かつ軍事技術基盤を保有する国家との間で推進してきた21。また国防省は、先

進技術の創出と研究開発の推進のために多額の予算を投入し、軍事技術分野を独自の体系

として確立してきた22。研究開発組織としては、新たなアイデアと知識を提供する大学、

                                                           
18 取得プロセスおいて、コストを唯一の基準とするコスト・ベース・アプローチではなく、技術及

び維持管理のリスクを踏まえて検討する手法である。 
19 DSTS では、技術的優位が、平時は抑止の基盤となり、危機時は同盟国に信頼を与え、戦時は戦闘

の有効性を増強して死傷者や損失を極限するとし、知的戦力の向上、迅速な先端技術の取込みや

技術移転、軍民両用技術の積極的利用等に注目している。特に、非対称脅威への対応や RMA（軍

事における革命）の実現に配慮し、ライフサイクルコストの低減と基礎研究への投資を重視して

いる。 
20 軍事的な基礎研究を示す「基礎研究計画(BRP)」、取得計画や戦闘能力の重要技術を示す「国防技

術分野計画(DTAP)」、統合戦闘能力の向上に必要な技術を示す「統合戦闘科学技術計画(JWSTP)」
が作成される。 

21 J.S.Przemieniecki, Acquisition of Defense Systems, (Washington D.C.: American Institute of Aeronautics 
and Astronantics, Inc., 1993), pp.344-345. 防衛装備品の研究開発をはじめ、研究開発・試験評価に関

する情報交換プログラム(IEP)、外国製品比較試験プログラム (FCTP)、技術者・科学者交換プログ

ラム(ESEP)など多岐にわたり、各活動は相互に関連し、IEP が共同研究開発へ発展するケースもあ

る。日米間でも、国際装備協力の一環として、日米共同研究開発、情報交換協定 (DEA)、対米武

器技術供与、日米装備・技術定期協議 (System and Technology Forum: S＆TF)、ESEP を推進してい

る。 
22 第二次大戦以降、軍事技術が民生技術と明確に区別されてきた理由として、特殊仕様 (Military 

Spcification) や武器調達(Armed Service Procurement Regulation)、機密性の保持、会計方式などの軍

事技術特有の制度の確立が挙げられる。松村博行「アメリカにおける軍民両用技術概念の確立過

程――スピン・オフの限界から軍民両用技術の台頭へ」『2000 年度立命館国際関係論集』（2001 年
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作戦部隊と関係の深い各軍の研究所、ハイリスク・ハイペイオフなプログラムを担当する

国防高等研究計画局（DARPA）、統合的な資源の支援を行う政府関係部局、技術革新と技

術移転を提供する産業界、相互運用性を高めるための共同研究プログラムを実施する同盟

国が挙げられる。特に、高い研究開発能力を維持し、国際共同研究開発を先導してきた大

きな要因として、国内的には DARPA の存在と防衛企業の再編、国際的には NATO の活用

が挙げられる。 

DARPA は、敵の保有する予想外の技術への対抗と革新的な技術の創出を目指し、米軍

の技術優位性の維持に貢献してきた23。特にハイリスク・ハイペイオフな研究に照準を合

わせ、先進技術研究の早期実用化、基礎研究と軍事利用の間のギャップの解消、軍事的有

用性が不透明な新技術の研究などを推進してきた。DARPA には国防研究費の約 25％が充

当され、その予算の約 90％を大学や企業に投資している。大学や企業とはより柔軟な契約

を追求し、公募型の競争提案や大学・企業への研究提案の募集、国際的な技術調査など、

多彩な手段を用いて先進技術の発掘と獲得を狙っている24。 

防衛装備品への技術移転の形態については、DARPA が軸となり、大学が軍の研究プロ

ジェクトの革新的な研究を、企業がそのプロジェクトの試作を請け負い、軍の研究部門が

運用要求と試験評価を行うという分業体制が確立している。例えば、新素材・マイクロチ

ップなどの材料・部品については DARPA が大学・企業に研究・試作させ、その成果をシ

ステムに組入れたものを提案させている。携帯型 UAV などの小型システムは、DARPA が

各軍にシステムを提案・推奨し、各軍が企業と研究開発契約を締結している。グローバル

ホークなどの大型システムは、DARPA が試作品を開発・評価し、各軍が有用性を確認し

た上で企業から調達している。今日の米国の軍事技術力は、国防省による、DARPA での

先進研究の推進と防衛企業に対する強力なイニシアティブの発揮により支えられてきたと

いえよう。 

冷戦後以降の国防関連予算の大幅削減傾向を背景として、1990 年に 60 社以上あった防

衛企業が、2001 年には Lockheed Martin、Boeing、Raytheon、Northrop Grumman、General 

Dynamics を中心に統廃合された。この再編の過程では、General Dynamics のように不採算

                                                                                                                                                                 
4 月）、65 ページ。 

23 DARPA, Strategic Plan 2007 (Washington D.C.: DARPA , February 2007), p.1. 1958 年、ドワイト・アイ

ゼンハワー (Dwight David Eisenhower) 大統領は、ソ連のスプートニク衛星打上げに対抗し、軍事

技術を国家安全保障上の最優先事項と位置付け、DARPA を設立した。長官直属の国防省の部局

(Defense Agency) とし、各軍から独立させることにより、国防省全体に技術的な対処策を提供し、

国防省自体の変革・再編の技術的な原動力を担っている。成果としては、サターンロケット、GPS、
Arpanet (Internet へ発展)、プレデターなど多数ある。 

24 自律走行車レース (Grand Challenge、URBAN Challenge) や DARPA Tech を定期的に開催している。 
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部門を切り離し、得意な戦車や潜水艦部門に資源配分を集中させるパターン、Lockheed 

Martin のように軍民両用に技術を多角化するパターンが見られた25。 

こうした防衛企業の再編は、防衛装備品の安定供給や契約経費の低減に寄与したのみで

なく、艦船や航空機などを中心とする国内の大企業間の競争力の確保、技術研究能力やシ

ステム設計力、システムインテグレーション能力の向上などの大型システムの研究開発基

盤の強化を促した26。一方、防衛装備品によっては、市場の寡占化が進捗し、価格の低減

効果は低迷した。さらに巨大企業の出現は、欧州企業の危機感を煽り企業の再編を促した。 

米国やその同盟国の技術優位性は、NATO での共同研究開発や技術情報の交換により維

持されてきた。NATO では、当初から多国間の装備協力の必要性が認識され、冷戦期は米

国主導の装備協力が展開されてきた27。特に 1980 年代には、予算の縮小、防衛装備品の高

性能・高価格化、軍の改革や防衛産業の再編などにより、防衛装備品の研究開発を含めた

装備協力が深化していった28。冷戦終結後は、後述するとおり欧州独自の研究開発への指

向も一層強まる中で、NATO としても 1998 年に設置された技術研究局（RTO）29を中核と

して、共同開発へのステップとなる研究活動にも注力し、組織的な研究開発体制を維持し

ている。開発に関しては、各国装備担当者会議（CNAD）を調整の軸として、生産・後方

支援までも含めた組織的な管理を行っている30。 

以上のように、米国では、DARPA の活用と防衛企業の再編により、国内の産学官の連

携体制を強化し、研究開発能力を維持してきた。その一方で、自国及び同盟国の技術優位

性を維持するため、NATO の共同研究開発体制を活用してきた。 

 

(2) 欧州の国際共同研究開発 

欧州の国際共同研究開発の発展過程では、国防資源の規模や安全保障への取り組みのス

タンスが異なる国家どうしが、国益の対立と調整を繰り返し、統一的な組織や制度を確立

                                                           
25 小林哲也他『冷戦後の米国軍需産業』（日本経済評論社、1997 年）、208～223 ページ。 
26 例えば、DDG-1000 Zumwalt の建造では、1998 年度からシステム・コンセプト設計（船体形状、

推進方式、センサーから武器に至る構想）が Northrop Grumman 傘下の Ingalls Shipbuilding と

Raytheon、General Dynamics と Lockheed Martin の 2 チームの競争で進められた。 
27 Ron Matthews, European Armaments Collaboration (Switzerland: Harwood Academic Publishers, 1992), 

pp.43-44. 
28 Ibid., p.26. 
29 NATO Handbook <http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb141201.htm>, accessed on July 1, 2009.

RTO は、NATO の技術研究の調整と統制に関する責任を有し、加盟国の軍事的要求を満足するた

めに、長期的な技術研究戦略を策定している。また、Research Technology Board (RTB) と Research
Technology Agency (RTA) を運営し、NATO の軍事委員会と CNAD の両方に活動報告と情報提供を行

っている。研究活動では各国の研究員及び運用関係者を交えた連携体制により研究が進められている。 
30 例えば、ユーロファイター2000 (TYPHOON) や NATO ヘリコプター (NH90) などがある。 
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してきた。欧州各国の調整プロセスや共同政策は、今後の国際共同研究開発の取り組み方

や枠組み作りの指針となる。ここでは、欧州の共同研究開発の経緯と現状について、EDA

の設立と防衛企業の再編、EU との連携について整理する。 

 

ア 国際共同研究開発体制の設立と始動 

冷戦期、東西両陣営は同盟国間の軍事力の強化と相手陣営の武力行使の封じ込めを狙い、

防衛装備品の研究開発協力を深化させてきた。欧州独自の兵器調達組織の設立は、1976 年

2 月に NATO 内部に設置された独立欧州計画グループ（IEPG）に遡るが、重要な装備協力

の多くは NATO 内でも米国との間で実施されてきた31。また、EC（欧州共同体）設立条約

第 296 条により、大半の防衛装備品の調達を EC/EU 市場ルールの適用除外とし、欧州各国

は独自の調達規則を設定し、自国の防衛産業を保護してきた。特に、外国企業から防衛装

備品を購入する場合、購入の見返りとして当該企業から、部品、ライセンス生産の権利、

技術供与、装備に無関係の商品や観光インフラ支援など様々な見返りを受けるオフセット

取引が重要な経済政策や交渉手段の一部として定着していた。 

1990 年代に生起した旧ユーゴ紛争、特にボスニア紛争では、NATO の米国への過度な依

存と欧州独自の行動能力や影響力の欠如が浮き彫りとなり32、欧州委員会は、欧州独自の

軍事活動基盤の確立、さらには欧州全体での防衛装備品の研究開発の効率化を図るため、

装備協力に積極的に関与することになる。1991 年 12 月の EC のマーストリヒト会議にお

いて、西欧同盟（WEU）は、欧州装備庁（European Armaments Agency）の創設を目的とし

て、装備協力のさらなる拡充の可能性の検討に合意した33。1992 年 12 月に IEPG 加盟国の

国防相は、IEPG と WEU の関係を強化するため、IEPG の機能を WEU に移管することに

合意し、1993 年 5 月の WEU 理事会において、独自の兵器調達機構である西欧装備グルー

プ（WEAG）の創設を決定した。WEAG では、1996 年 11 月に機能強化のための常設機構

として西欧装備機構（WEAO）を発足させた34。WEAG/WEAO では、参加国が同一の責任

                                                           
31 福田毅「安全保障政策――装備協力と EDA の活動」国立国会図書館調査及び立法考査局『拡大

EU――機構・政策・課題』（2007 年 3 月）、241 ページ。 
32 EU 全体の研究開発費が米国の 3 分の 1 程度という状況に象徴される米国との能力ギャップに加え

て、欧州諸国は各国のニーズに合わせて装備システムを開発してきた結果、欧州全体の兵力は十

分でも、それを機動的に運用する能力が欠落し、重複と無駄が生じていた。また欧州緊急展開部

隊の創設において、旧式装備では紛争介入から平和維持、治安維持に至る活動が困難との認識が

広がっていた。 
33 福田毅「欧州防衛庁 (EDA) の創設と欧州装備協力の課題」『国際安全保障』第 34 巻第 4 号（2007

年 3 月）、98 ページ。翌年に調印されたマーストリヒト条約（欧州連合条約）にもその内容が明記

された。 
34 WEAO の加盟国は、IEPG/WEAG 加盟国のうちベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリ

シャ、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、トルコ、英
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と権限を有し、NATO との関係に配慮しつつ、政府間の調達計画の協力促進、研究開発協

力・防衛産業基盤の強化、装備市場の統一などが目的として掲げられたが、全会一致の原

則が大きな障害となり、実際に機能したのは、希望国が参加する研究協力のみであった35。

2000 年 5 月の WEU 理事会では WEAG の EU への移管が決定し、2000 年 11 月には参加国

が 19 カ国に至った36。その後、WEAG は 2005 年 5 月、WEAO は 2006 年 8 月に各々廃止

され、EDA にその機能が吸収されることになる。 

WEAO の発足と同時期の 1996 年 11 月、共同装備協力機構（OCCAR）が設立された。

これは WEAG の活動の停滞に見切りをつけた仏独両国が、1995 年 12 月の首脳会談で仏独

装備庁の発足に合意し、さらに英国、イタリアが賛同して、4 カ国で創設されたものであ

る37。OCCAR 参加国は、協力原則として、①装備協力の合理化によるコストの削減、②欧

州防衛産業の基盤の強化、③公平な見返り（juste retour）原則の柔軟化（資金拠出国が共

同プログラムに財政貢献した分と同額の契約を拠出国企業に付与）、④他の欧州諸国への門

戸開放、⑤各国の長期的な装備に対する要求の調整に合意している38。OCCAR では、WEAG

に比べて参加国の軍事力が比較的同等であり、公平な見返り原則の運用が容易であるため、

航空機、艦船、ミサイル及び車両などの大型システムの研究開発が成立している。 

この時期、米国の大規模な防衛産業の再編に欧州各国政府は危機感を抱いた。米国企業

の欧州市場への進出、さらには欧州企業の買収を恐れたからである。それまで欧州の各国

政府は、防衛産業の再編に対して積極的に関与してこなかったが、1996 年 1 月に、欧州委

員会は、「欧州防衛関連産業が直面する挑戦」と題するコミュニケを発出し、欧州の防衛産

業の衰退に強い危機感を表明し、装備市場の統一を強く促した。その結果、1998 年 7 月に

英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデンの 6 カ国は LoI（Letter of Intent）

を取り交わした39。これは、他国の企業や多国籍企業の活動を差別化しないことを原則と

                                                                                                                                                                 
国である。 

35 協力内容は、パネルⅠ: コスト効果のための共同装備プログラム、パネルⅡ: 技術研究協力、パネ

ルⅢ: 装備協力手続き及び経済政策に区分される。 
36 オーストリア、チェコ、フィンランド、ハンガリー、ポーランド、スウェーデンが新規加盟した。 
37 2003 年にベルギー、2005 年にスペインも加わり、オランダ、ルクセンブルグ、トルコが個別の研

究開発プログラムに参加している。 
38 OCCAR, “OCCAR Founding Principles,” <http://www.occar-ea.org/view.php?nid=140>, accessed on July1, 

2009. 具体的な検討項目としては、最適な価格・利益率を優先するプログラム管理方法、超国家的

な統合グループによるプライムコントラクターの設定、過去の実績に拠らない企業選定と産業・

技術の支援、マルチプログラム・マルチイヤーでの参加国の受注バランス均衡の実現などに取り

組むこととされた。さらに、将来に向けた統合プログラムの準備として、各国の財政支出と資金

運用の委任のあり方、各国共通の技術方針・調達方針の確立、統合プログラムオフィスの設置と

管理、統合的な後方支援及びサービスライフの管理、試験施設の設置などが挙げられている。 
39 LoI 調印国は、2000 年 7 月に枠組み協定を締結し、①各国間の装備品や部品の緊急時を含めた確

実な供給の保証、②装備品の移転・輸出手続きの統一と簡素化による多国籍企業の業務の軽減、
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し、防衛産業の再編を促進することを目的とした。具体的には、各国の法制度の相違の解

消、装備市場のルールの統一、多国籍企業活動の障壁の除去に取り組み、防衛産業の再編

のための基盤整備を促した。各国とも、防衛装備品に関する最終的な意思決定権を国際組

織に委ねることには消極的であったが、EU 及び防衛企業の努力により、1990 年代後半か

ら2000年にかけて大規模な防衛産業の再編が進捗した。この結果、防衛企業はBAE Systems、

EADS、Thales の 3 社に統廃合され、米国に対抗し得る防衛企業が誕生した。なお、欧州

企業の再編の形態は、国内企業間のみの限定的な統合や欧州全体を視野に入れた外国企業

間の統合など、各国の国内企業の保護の面とグローバル化への対応の面の両方が映し出さ

れている40。 

 

イ EDA の創設と EU との連携 

1999 年 3 月の NATO によるコソヴォでのユーゴスラビア空爆と 2001 年の米国中心の有

志連合によるアフガニスタン攻撃において、欧州諸国は、米国に依存しない独自の軍事力

の必要性と米国との能力ギャップを改めて認識した41。EU は、2001 年に能力改善の目標

計画である欧州能力行動計画（ECAP）を策定した42。ただし、ECAP には装備協力の枠組

みがなく、ここで改めて各国の装備協力を管理するための EDA の創設が求められた43。英

国、フランス、ドイツ、イタリアの働き掛けにより、2003 年 6 月の EU テッサロニキ・サ

ミットにおいて、2004 年内に EDA を創設することで合意し、2004 年 7 月の欧州理事会に

                                                                                                                                                                 
③各国の政府や企業の情報交換における秘密情報の保全、④共同研究開発のあり方、⑤センシテ

ィブな民生技術の保護と政府権利保有の先進技術情報の取り扱い、⑥装備品に対する要求の調整

の検討を行った。LoI に基づく研究開発として、燃料電池、ロボテックス、赤外線センサー、情報・

データ融合、M&S (Modeling and Simulation) の実施が取り交わされている。 
40 航空機国際共同開発促進基金「米国及びヨーロッパの航空・防衛産業の現状と再編成」(2003 年）、

9 ページ、<http://www.iadf.or.jp/8361/LIBRARY/MEDIA/H15_doukochosa/h15_3-1.pdf#search='米国及

びヨーロッパの航空・防衛産業の現状と再編成'>、2009 年 7 月 1 日アクセス。例えば、BAE Systems
は、英国の代表企業が国内の企業を統合したケースであり、英国の国内防衛産業の保護の面が見

られた。EADS は、フランス、ドイツ、スペインの企業が対等に統合したケースであり、欧州で

はじめて国境を越えた統合企業である。Thales はフランスの代表企業が他国の企業を買収して統

合したケースである。 
41 鈴木一人「欧州共同防衛調達と戦略産業政策」『新しい米欧関係と日本』日本国際問題研究所（2004

年 3 月）、89 ページ。特に戦略長距離輸送能力、偵察能力、精密誘導兵器に関して米国との格差が

大きく、WEU は衛星センターを保有しているものの、米国の情報収集能力には及ばず、C4ISTAR 
(Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 
Reconnaissance) などの能力不足も指摘されていた。 

42 European Union's General Affairs Council, “Statement on Improving European Military Capabilities,” 
European Union, pp.19-20 November 2001. 今後の重点として、展開部隊の防護能力や機動性、兵站、

地上部隊の規模、戦闘時の救難捜索、精密誘導兵器、C3I などを挙げた。 
43 福田「欧州防衛庁 (EDA) の創設と欧州装備協力の課題」97 ページ。 
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おいて EDA の設立規程が採択された44。 

EDA の加盟国は、EU27 カ国のうちデンマークを除く 26 カ国である。EDA の任務は、

欧州安全保障・防衛政策（ESDP）の遂行であり、具体的には、能力の開発、防衛関連の研

究開発の促進、装備協力の促進、競争力のある欧州防衛装備品市場の育成と欧州の防衛技

術・産業基盤（DTIB）の強化が挙げられた45。EDA では、2006 年 10 月に今後 20 年間の

防衛能力整備の指針となる長期ビジョン（Initial Long-Term Vision）を発表し、ESDP の運

用において将来的に必要な能力として、①相乗効果、②敏捷性、③選択、④継戦能力を挙

げている46。これらを達成するために、技術面に関しては、IT を中心とする迅速な民生技

術の活用とモジュール方式、プラグアンドプレイ方式及びネットワーク方式を活用するこ

と、さらに DTIB を強化するための研究開発への投資の促進などについても言及している。

2006 年 12 月には、ESDP に基づく行動を実施するための防衛能力開発プランの基本方針が

策定された。この中で、現状の課題や不足能力の抽出と優先順位付けの実施、長期ビジョ

ンの能力指針の策定、各国の国防計画と事業のデータベース化、能力開発計画立案作業の

教訓の抽出が挙げられた。2007 年 5 月には DTIB 戦略が策定され、能力に関する要求や中

核となる技術、防衛産業の能力に関する優先順位を明確化すること、要求を整理・統合す

ること、国防関連の研究と科学技術への投資を増やすこと、EDA 域内での国防資源の相互

供給を保障すること、欧州での競争と協力を推進することが示された。2007 年 7 月には、

加盟国の国防計画、予算、事業の情報を共有するデータベース整備に着手し、同年 11 月に

は国防研究・技術開発戦略の枠組みの策定を行い、欧州が強化すべき主要な技術や産業基

盤をリストアップするとともに、数値目標が示された47。 

EDA の予算支出の方法としては、多くの加盟国が参加して EDA が支出するカテゴリー

A、少数国が参加して政府が支出するカテゴリーB に分けられる48。企業の参加形態は、プ

                                                           
44 福田「安全保障政策」248 ページ。 
45 EDA ホームページ、<http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Background&id=122>、2009 年

7 月 1 日アクセス。 
46 EDA, An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs (Brussels: EDA, 

October 3, 2006), pp.16-18. 例えば、①相乗効果とは、攻撃型 UAV、精密兵器、高感度センサー、

指揮統制システムを活用した陸海空の統合部隊による精密攻撃・情報収集・後方支援、非政府組

織を含む他組織との紛争管理やメディアの活用、②敏捷性とは、C3ISR を活用した UN、NATO、

EU 及びその他の友好国との迅速な部隊編成と展開、戦術・作戦レベルでの敏捷性の確保、③選択

とは、サイバー攻撃や電磁兵器、指向性エネルギー兵器などの活用による非殺傷兵器と殺傷兵器

との状況に応じた選択、④継戦能力とは、確実かつ適時な供給ラインの確保と管制、相互運用性

の確保等を示している。 
47 国防予算のうち調達・研究開発費を 19.4％から 20％、研究開発費を 1.2%から 2.0％、加盟国間の

共同研究開発費を 10%から 29%に各々引き上げることなどが合意された。 
48 カテゴリーA としては、UAV の自律航行に関する研究、次世代合成開口レーダーの要素技術の研

究、Force Protection の研究、シミュレーションによる閉海域での潜水艦の挙動の模擬・研究が実
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ログラムに応じて、プライム・ベンダーやコンソーシアムの形態などが採用されている。

なお EDA は 3 年分の予算を取得するシステム（three-year budget）を導入しているが、英

国は 3 年間の予算の詳細な予測は困難との見解から見直しを唱えている49。また、NATO

のプログラムとの差別化50を図るとともに、密輸や不法移民を防ぐための国境管理や海洋

監視などの民需に転用する方針も示されている51。さらに、EDA 以外で実施されている共

同プログラムとの関係の整理も必要であり、例えば、2007 年に仏独両国で調印した将来輸

送ヘリ開発事業は、EDA 参加国が強い関心を示しコスト分担も可能であることから、EDA

のプロジェクトに移行する予定である52。ただし、現段階で主に EDA が実施しているのは、

各国の技術や研究の協力領域を見出すことであり、大型プロジェクトの共同開発を実施す

る段階には至っていないのが現状である。 

 一方、欧州の防衛装備品の研究開発は、民生技術から軍事技術へのスピンオンを重視し

ており、民生部門を主体とした EU の研究開発能力の強化は、防衛装備品の研究開発能力

を押し上げている。1984 年に、EC の研究開発に対する予算支援策として、「研究・技術

開発枠組計画」（Framework Programme: FP）が策定され、2003 年 3 月の欧州理事会では、

FP の軍民両用技術を重視していくことが示された。2007 年からスタートした FP7 では、

軍民両用技術の適用分野として、国土防衛のための国境監視、重要インフラの防護、大量

破壊兵器（WMD）からの防護等の研究開発も進められている53。各プログラムは、計画期

間毎に専門家グループによって評価され、計画の継続・見直しが行われる。また産学官の

連携を主体に、全欧州規模での研究員や大学教員の人的交流や EU 域内での研究者や技術

者の異動、研究機関や大学から企業への技術提供の促進、最先端技術のノウハウを共有す

る政策や企業の技術革新の支援等を推進している。 

                                                                                                                                                                 
施されてきた。2008 年には、NEC (Network Ennabled Capability)、CBRN 対処、ISTAR (Intelligence, 
Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance) などの研究が進められている。一方、カテゴリ

ーB としては、ソフトウェア無線機 (ESSOR)、多機能・軽量な航空機搭載用レーダー及びシステ

ムの研究 (SIMCLAIRS) などがある。 
49 Alexander Weis, “Interview,” Defense News, February 4, 2008. 
50 Ibid. UAV プロジェクトでは、NATO の短期的な開発計画との重複を避けるため、中長期的な次世

代データリンクや小型軽量の搭載用レーダーを対象としている。 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 European Commission, “The Seventh Framework Programme (FP7),” <http://cordis.europa.eu/fp7/

home_en.html>, accessed on July 1, 2009. 欧州共同体の 2013 年までの 7 年間、欧州原子力共同

体の 2011 年までの 5 年間の計画が示され、協力、構想、人材、能力に区分される。基礎研究

の優先分野は、保健、食料・農業・バイオテクノロジー、ICT、ナノサイエンス・ナノテクノ

ロジー・材料・新生産技術、エネルギー、環境、運輸、社会経済学・人文科学、宇宙、安全で

あり、宇宙と安全を強化し、最近は、労働力を補うロボットの研究開発にも注力している。各

分野のプログラムは、欧州委員会の公募により、3 カ国以上の異なる研究機関が参加すること

で成立し、原則として EU から研究資金の半分が支出される。 
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 以上のように、欧州各国は、EU による調整を軸として、EDA の設立や国境を超えた企

業再編、EU の軍民両用技術の活用の促進など、共同研究開発に向けた組織、制度の枠組

み作りのための政府間の調整を重ねている。そこでは、欧州独自の軍事能力の強化と米国

との能力ギャップの解消、各国の予算や技術力の結集と重複事業の回避、安全保障共同体

化の促進と共同国間の敵対行動の抑制、さらには欧州としての戦略的な産業基盤の強化と

国際競争力の確保などを目標としている。 

 

２ 今後の国際共同研究開発の方向性 

(1) 欧米の国際共同研究開発の動向 

ア 米国の国際共同研究開発の動向 

米国は同盟国による国際共同研究開発の可能性を追求し、自国の技術優位性を確保する

とともに、研究開発経費の負担の軽減、産学官の連携による国内研究開発体制を強化して

きた。近年、米国では、スマート・パワーが注目されている54。スマート･パワーの活用と

は、強力な軍事力や経済力などのハード・パワーや米国の保有する優れた先進技術などの

魅力的なソフト・パワーを活用し、国際社会の中で行動の正当性を確保しつつ、目的実現

と影響力の拡大を図ることである。国際共同研究開発はこの役割に適うものであり、同盟

関係や国際協力関係を重視し、資金と技術を駆使して研究開発を先導することは共同国に

甚大な影響力を与える。軍事技術大国である米国にとっての国際共同研究開発は、スマー

ト・パワーの発揮の場となり得る。 

米国は近年、二度のイラク戦争や覇権的な秩序維持のための国際公共財の提供などに膨

大な国防費を投資してきたが、同盟国の安全保障への「ただ乗り」に対する不満も見られ

ている55。これに加え、近年の武器の高性能化や価格の高騰、共通の敵に共同対処するた

めの防衛装備品の必要性から、同盟国間のコストバランスを追求し、国際共同研究開発を

通じた応分の負担を求めてくる可能性が極めて高い。そこで、米国が求める国際共同研究

                                                           
54 Richard L. Armitage and Joseph S. Nye, Jr., “CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure 

America,” (Washington D.C.: CSIS, December 11, 2007). スマート・パワーとは、軍事力や経済力など

の国家が入手したいものを得るために用いるハード・パワーと、理念、文化、技術などの強制な

しに人々を米国の側に引きつけるソフト・パワーの双方を巧みに結合する能力であると定義して

いる。 
55 例えば、ポール・ケネディ (Paul M.Kennedy) 米エール大学教授は、戦略的な傘の提供者とその下

で守られる諸国との複雑な関係に言及し、米国はかつてのローマや英国のように、国際公共財の

提供者として戦略の傘を維持するために莫大な金銭と血とエネルギーを投じ消耗してきた半面、

「ただ乗り」諸国に巨額の富をもたらしてきたと指摘している。ポール・ケネディ「地球を読む

――米国の傘 崩壊危機」『読売新聞』2008 年 3 月 9 日。 
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開発の実施形態としては、「同盟に基づく場合」と「同盟国以外の広範な友好国との国際協

力に基づく場合」が考えられる。 

同盟に基づく共同研究開発においては、資金と技術を自国で賄うには厳しい情勢にあり、

経費の分担と先進技術の獲得に積極的に取り組んでいくであろう。米国をはじめ先進国が

進めるミリタリー・トランスフォーメーション（軍事変革）は、戦略・戦術ドクトリン、

組織・編成及び装備を変革の対象としている。特に装備に関しては、NCW（Network Centric 

Warfare）/NCO（Network Centric Operations）の考え方56に基づき、ICT などの先進技術を駆

使した兵器体系のドラスティックな変革を進めるものである57。軍事変革において、ICT

に係る先進技術の取得と共同国間の装備システムの連接による相互運用性の確保は不可欠

である。さらに個々の防衛装備品に関しても、システムインテグレーション技術やソフト

ウェア技術などを駆使し、全体システムの中での相互運用性や相互連接性の確保、部品の

共通化や性能向上・機能改善の容易性が要求される。そこで米国は、仕様や規格の標準化

に関する主導権を発揮し、自国企業の優位性を確保していく可能性が高い58。他方、防衛

企業に関しては、空中給油機（Multi-Role Tanker）の開発における Northrop Grumman と

Airbus の親会社である EADS の提携に見られるように、国際的な事業提携も進展している。

こうした状況は、企業を保有する政府間の協力関係を促し、国際共同研究開発を促進させ

る方向に作用している。 

次に、国際協力に基づく共同研究開発は、国際テロ、WMD やその運搬手段であるミサ

イルの拡散等、現代の新たな脅威に対して、情報収集から対処に至るまで、国際的な連携

を図るための防衛装備品が対象となる。具体的には、船舶の警戒・監視のためのシステム

                                                           
56 ネットワークを中心とする戦い／作戦であり、情報優越を戦闘力として活用することである。 
57 情報通信器材、センサー、火器等の多様な防衛装備品をシステム化し、さらには異種システムを

システム化するシステム・オブ・システムズ (SoS) の概念を導入することにより、陸地から海洋、

宇宙空間までの広範な領域において、警戒・監視から攻撃までの活動を支援している。米海軍で

はビークルのセンサーや射程などの不足能力をシステム間の有機的な連接により補完している。

例えば、複数ビークルのセンサーや武器をネットワークで連接し、あるビークルのセンサー情報

で別のビークルが攻撃する共同交戦能力 CEC (Cooperative Engagement Capability) や異種センサー

を連接・融合して目標情報の精度向上や情報の共有を行う TCN (Tactical Component Network) が挙

げられる。米陸軍でも FCS (Future Combat Systems) の一環として、戦車、車両、UAV、兵士及び

陸上設置センサー等を映像伝送も含めてネットワークで連接する Blue-Force Tracking 構想が進め

られている。 
58 システム分野では、アーキテクチャー・フレームワークの統一やオープン・アーキテクチャー化、

無人機・ロボット分野では、各軍種の無人機の連接制御や部品のモジュール化、M&S 分野では、

シミュレーション技術標準の HLA (High Level Architecture) の採用、通信分野では、変調方式等の

変換が可能なソフトウェア無線機の SCA (Software Communication Architecture) の統一などの標準

化に取り組んでいる。 



防衛装備品の国際共同研究開発の方向性と我が国の対応 

161 

の整備59や CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive) 攻撃に対処す

るための研究開発60などが挙げられる。これらの分野では民生技術の活用も必要となり、

米国は各種の国際条約の枠組みを活用し、各国が保有する先進技術を集約し、国際協力の

必要性を醸成、先導していく可能性が高い。その他、各国が研究開発において重視してい

るビークル関連事業なども国際協力の対象となる61。 

以上のように、米国は今後、防衛装備品に係る研究開発経費の高騰、適応技術のハイテ

ク化や研究開発のハイリスク化、さらには近年の同盟国や有志連合による組織的な活動の

拡大などにより、同盟国や友好国との資金や技術の補完形態として国際共同研究開発を活

用していく。こうした共同研究開発は、装備システム間の相互連接性の確保、相互運用性

の確保を保障し、作戦の円滑かつ効率的な遂行にも寄与する。 

 

イ 欧州の国際共同研究開発の動向 

欧州各国は、安全保障に直結する防衛装備品の研究開発に対する意思決定権を国際組織

に譲渡することに抵抗感を抱き、国際協力の推進と国内政策の保護とのギャップの調整を

余儀なくされてきた。特に、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデンなどの強

大な国内防衛産業や国防資源を有する装備大国グループと、防衛産業の規模が小さく国防

資源も貧弱な装備小国グループとの利害の対立が問題となってきた62。装備小国は、装備

大国の市場支配や自国の中小企業の吸収を懸念し、装備市場の統一に関して消極的であっ

                                                           
59 米国は 2007 年 10 月に、米海軍、海兵隊及び沿岸警備隊の統一的な海洋戦略として、「A Cooperative 

Strategy for 21st Century Seapower」を発表した。この中で、米国でさえも一国で海洋の安全を保障

し得る資源を有していないとの認識から、同盟国やパートナー国との連携を重視し、海洋空間認

識 (Maritime Domain Awareness) の必要性を挙げている。これは、全地球規模で広域又は局地的に

船舶等の動向を正確かつ継続的にモニターし、早期に脅威を特定していく活動であり、国際的な

協力に基づき、あらゆる情報源から船舶等の情報を収集し、データベースを構築していく必要が

ある。船舶自動識別装置 (AIS) の装備に加え、監視機能の強化や海洋観測のための研究開発を推

進する可能性が高い。 
60 生物・化学兵器対処に関しては、英国やドイツとの間で、生物・化学兵器攻撃に対する探知・識

別・除染システムの共同研究開発が進められている。また、日米両政府は化学兵器テロや攻撃に

対処するため、2008 年 3 月に携帯型化学剤自動検知器 (PACAD) の共同研究に関する了解覚書 
(MOU) を締結した。これらの研究では、関連技術やノウハウを保有する同盟国以外の友好国とも

共同研究開発を推進する可能性が高い。 
61 後方支援用の海空輸送ビークル、モジュール方式を採用した陸上多用途ビークルなどの国際的な

需要に着目し、例えば、CH-47 や CH-53 で運搬可能な陸軍・海兵隊用の多用途装甲車 (Joint Light 
Tactical Vechile) プログラムは、NATO 加盟国以外にも広く研究開発への参加を募り、2013 年の実

用化を目指している。Kris Osborn, “DoD’s JTLV Becoming International Effort,” Defense News, August 
4, 2008. 

62 2004 年の中小企業も含めた英国、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、スペインの 6 カ

国の企業の売上は、欧州全体の 98.3%を占め、国防費も EU 加盟国の国防費総額の約 80% を支出

している。 
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た。一方、装備大国でも、例えば英国は研究開発投資の重複の回避、他国の保有する先進

技術へのアクセスなどのメリットがない限り、欧州内での共同研究開発に対して消極的で

あり、むしろ伝統的に米国との関係を重視してきた。他方、フランスやドイツは、欧州の

技術力の向上と競争力の確保、相互運用性の確保を重視して OCCAR を積極的に展開し、

イタリアやスウェーデンも技術の補完機能として国際共同研究開発に積極的に関与してい

る。EDA 創設後も防衛装備品に関する要求事項、企業の選定、経費分担、情勢の変化に伴

う適時の計画見直しなどの調整を余儀なくされているのが現状である。 

今後の方向性として、まず研究開発を段階別に見ると、研究段階では各国とも国防研究

機関、民営化研究機関、大学などを活用し、NCW や CBRN、M&S (Modeling and Simulation)

など共通の重点研究分野に取り組んでいる。そこで、装備大国・小国を問わず、各国の保

有する先進技術の集約化と研究組織相互の交流や競争、民生分野との連携を図りながら、

基礎研究、大型システムの要素研究やシステム研究が進展する可能性は極めて高い63。特

に、研究段階における EU との連携や研究成果の相互活用は、今後さらなる進展が見込ま

れる。一方、開発段階では、これまで NATO 及び OCCAR に属する装備大国間において、

戦闘機、艦艇、車両、ミサイルなどの大型システムの共同開発が推進されてきた。ただし、

大型システムの共同開発は、各国の開発計画や予算の変動に大きく左右され、開始後に離

脱するケースも生じるなど、防衛装備品に応じた共同開発国の組み合わせの多様化は避け

られない64。 

次に研究開発の対象について見ると、共同運用・共同任務に係る防衛装備品の共同研究

開発に関しては、今後、進展が大いに期待される65。特に、輸送や通信などの統合運用に

資する防衛装備品の研究開発分野では、平和維持活動や地域紛争への対処など、運用面で

の相互協力が共同研究開発を牽引していく可能性が高い。EU は、軍民両用技術の中核で

                                                           
63 例えば、UUV、母艇、他の水中ビークル間の水中秘匿音響通信に関する研究について、ドイツ、

イタリア、スウェーデン、オランダ、ノルウェー、デンマーク、フィンランドが参加して、各国

の技術力や研究能力に応じた研究協力が展開されている。 
64 例えば、1992 年、英国、フランス、イタリアによりフォルバン級駆逐艦計画 HORIZON が OCCAR

で開始されたが、1999 年に防空能力に関する要求性能や搭載装備品の選定の不一致などにより英

国が離脱した。他方、英仏両国の新型空母クイーンエリザベス級 CVF (Carrier Vessel Future 
Programme) と PA2 (Porte-Avions2) の共同開発では、英国が STOVL (Short Take Off/Vertical Landing)
方式を、フランスが CTOL (Conventional Take Off and Landing) 方式を採用するなど設計段階から難

航したが、両国とも建造費の大幅削減に直面し、2004 年 5 月に合同会社(MOPA2)を設立し、2006
年に設計コストの分担合意がなされ共同開発が成立した。 

65 2008 年 10 月の EU 国防相会合において、米国の金融危機などによる国防支出の削減を背景に、輸

送機やヘリコプターなどの共同利用に基本合意し、通信器材などの防衛装備品の共通化を進め、

EU 全体の防衛力、平和維持活動や地域紛争への対応能力を効率的に高めていくことが示された。

また、フランスは EU 加盟国間で空母、フリゲート艦、艦載機などの国防資産を共有する EU 
Aeronaval Group を提唱している。 
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ある ICT 分野に注力しており、ICT を活用した防衛装備品の研究開発は大幅に伸展するこ

とが予想される66。 

さらに研究開発の枠組みについて見ると、今後の事業拡大は、EDA の権限の強化と EDA、

OCCAR、LoI の関係の整理に重点が置かれる。例えば、OCCAR は大型システムの開発実

績もあり、装備大国間の開発事業の先導役でもあることから、OCCAR を活用しつつ、将

来輸送ヘリ開発事業のような EDA への事業の移管の形態も考えられる。一方、UAV プロ

ジェクトに見られるように NATO の研究開発との棲み分けも重要であり、EDA では、将来

の NATO の研究開発に対する技術提供と欧州防衛企業の主導的な参加を目指して、欧州内

での中長期を見据えた研究への取り組みを強化することが予想される。ただし、EDA はあ

くまでも政府間協議機関であり、各国が装備に関する権限の移譲を拒んだ場合、EDA の権

限は強化されず、機能不全に陥ることも想定される67。現在も、多くの国が自国の防衛産

業保護と防衛装備市場の統一の選択で揺れており、今後、装備大国の強力な主導と柔軟な

譲歩、装備大国と装備小国間の公平な利益分配を確保できるかが焦点となり、フランスや

ドイツのさらなる主導力と英国の巻き込みが重要となる68。 

米国との関係については、2007 年に「不確実な世界における大戦略の方向性」（Towards 

a Grand Strategy for an Uncertain World）が発表され、欧米間の広範な分野での協力の必要性

が強調されている69。他方、米国と EDA との情報交換は進捗しておらず、欧州は防衛装備

品に対する独自の仕様・規格の標準化を適用していく動きもあり、EU の標準化戦略は米

国との対立を生じる可能性もある70。また伝統的に米国との関係を重視してきた英国は、

EDA がより NATO から独立した組織となっていくことに難色を示している71。欧州独自の

共同研究開発体制の強化は、装備面での対米依存を徐々に低下させ、欧州と米国との防衛

企業を巻き込んだ新たな角逐の火種となっていく可能性も否めない。特に欧州の国家を超
                                                           
66 NATO 加盟国は 2008 年に、情報システムを狙った破壊行為に対処するための「サイバー防衛セン

ター」をエストニアの首都タリンに設置した。今後、NATO 本部と連携し、サイバーテロに関す

る情報分析や防衛技術の開発を本格化する。 
67 EDA は、2006 年 7 月に「防衛調達に関する行動規範」を発効し、核兵器及び核推進システム、化

学・生物・放射線物質、暗号装置など、安全保障に重大な影響を及ぼす項目を除く 100 万ユーロ

以上の各国の調達情報をウェブサイトで公開し、全ての欧州企業に公平な受注機会を与える取組

みを始めたが、装備小国や中小企業の不利は変わらず、2007 年 1 月時点で行動規範参加の 22 カ国

中 9 カ国が未公開である。また、スペインは防衛産業保護政策を、ハンガリーはオフセット取引

を禁止されることを懸念し、行動規範への参加を見送っている。福田「安全保障政策」255 ページ。 
68 Julian Hale, “EDA Keen to See Britain More Involved,” Defense News, February 11, 2008. 
69 Klaus Naumann, et al., “Towards a Grand Strategy for an Uncertain World: Renewing Transatlantic

Partnership,” CSIS Europe and International Security Programs, January 10, 2008. 
70 民生品に関しては、欧州標準化委員会(CEN)が認証するデジュール方式により、産官一体となった

市場確保のための戦略を展開しており、防衛装備品に関しても、無線機、無人機・ロボット及び

M&S など多くの分野で仕様・規格の標準化が推進されている。 
71 Julian Hale, “EDA Keen to See Britain More Involved,” Defense News, February 11, 2008. 
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えた防衛企業の再編により、複数国の政府が一企業と調整するケースも見られるなど、一

国の政府の影響力が低下した結果、欧米の防衛企業間の競争が活発化し、欧米間の対立の

構図を鮮明にする恐れがある。一方、欧州独自の共同研究開発の強化は、NATO の研究開

発基盤を崩すことではなく、米国に依存しない自立的な対処能力の確保にあり、これが引

いては、NATO の防衛能力の強化につながるという見方もできる72。 

 

(2) 国際協力と国内政策の調和と協調 

各国の研究開発の最終的な目標は、自国の安全保障の強化と国益の擁護にあり、逆に研

究開発はそれを達成する最適な手段として位置付けられてきた。一方、国際共同研究開発

を円滑に推進するための共同国間に求められる条件を欧米の状況から整理すると、①共同

国間の同盟などに基づく信頼関係、②基本的な外交・安全保障政策の統一、③共同管理組

織への権限の委任、④経済・財政や技術・産業に係る政策、運用構想・装備体系構想及び

防衛装備品に対する要求事項の調和、⑤技術管理・移転、調達、情報保全のルールの統一、

⑥他国企業や多国籍企業に対する差別化の排除などが挙げられる。国際共同研究開発は、

国際的合意を導く強力な変化要因がなければ、各国の安全保障の強化と国益の擁護に基づ

く国内政策のもと、これらの条件を満たしていくための国際交渉と国内合意の駆け引きと

妥協の中で帰結していくことは欧州の EDA 創設までの状況からも明らかである。すなわ

ち、国際共同研究開発の成立性は、「国際協力」と「国内政策」の調和と協調をいかに図っ

ていくかに係ってくる。そこで、同盟国や友好国との「国際協力」を重視した場合及び「国

内政策」を重視した場合の各々の研究開発の利点について、安全保障、政治外交、装備、

技術、経済及び産業に分けて整理すると、表 1 のとおりである73。 

 

 

                                                           
72 鈴木「欧州共同防衛調達と戦略産業政策」103 ページ。 
73 米国の国際共同研究開発を経済的、運用上及び政治的観点から分析したものとして次がある。Mark 

Lorell, Julia Lowell, Pros and Cons of International Weapons Procurement Collaboration (Santa Monica: 
RAND Corp., 1995), p.8. また、米国の装備協力を運用面、経済面、技術面、政治面、産業面に分け

て示したものとして次がある。重村勝弘「武器輸出禁止政策の緩和と国際装備協力」『DRC 年報』

2004 年版（2004 年 10 月）、108 ページ。 
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表 1 国際協力あるいは国内政策を重視した場合の研究開発の利点 

・国内防衛企業の保護

・自国の防衛産業基盤の維持

・市場の寡占化の防止と企業間の競争力の確保

・共同国間の防衛産業基盤の維持

・企業の多国籍化による政府間調整の促進

産業

・自国の調達ルールやオフセット取引の保護

・予算の調整が容易

・市場の拡大に伴うスケールメリットによるコスト低減

・研究開発（試験を含む）の重複回避とコスト分担

経済

・自国の技術優位性の確保

・自国の技術基盤の維持・育成

・自国の知的財産権の確保

・技術力の弱点の相互補完

・技術上のリスクの低減

・試験やデータ収集の効率化

・研究開発期間の短縮

・技術力のギャップの改善

・スピンオン・スピンオフの促進

・政府の支援による企業や研究所間の技術情報交換の促進

技術

・独自の性能・機能に対する要求の反映や形態管理

（性能向上・機能改善）の実施に関する決定権の確保

・独自の軍事力や運用能力の確保

・独自の秘匿性の確保

・相互運用性の確保

（共同作戦能力の向上と兵站の効率化）

・仕様・規格の標準化等による共用性、拡張性、連接性の
確保

装備

・独自の政治外交政策の確保

・バーゲニングパワーの確保

・政治的影響力の行使政治外交

・独自の安全保障政策の強化

・研究開発構想・計画に対する決定権の確保

・同盟国・友好国との安全保障政策の強化安全保障

国内政策を重視した場合国際協力を重視した場合項 目

・国内防衛企業の保護

・自国の防衛産業基盤の維持

・市場の寡占化の防止と企業間の競争力の確保

・共同国間の防衛産業基盤の維持

・企業の多国籍化による政府間調整の促進

産業

・自国の調達ルールやオフセット取引の保護

・予算の調整が容易

・市場の拡大に伴うスケールメリットによるコスト低減

・研究開発（試験を含む）の重複回避とコスト分担

経済

・自国の技術優位性の確保

・自国の技術基盤の維持・育成

・自国の知的財産権の確保

・技術力の弱点の相互補完

・技術上のリスクの低減

・試験やデータ収集の効率化

・研究開発期間の短縮

・技術力のギャップの改善

・スピンオン・スピンオフの促進

・政府の支援による企業や研究所間の技術情報交換の促進

技術

・独自の性能・機能に対する要求の反映や形態管理

（性能向上・機能改善）の実施に関する決定権の確保

・独自の軍事力や運用能力の確保

・独自の秘匿性の確保

・相互運用性の確保

（共同作戦能力の向上と兵站の効率化）

・仕様・規格の標準化等による共用性、拡張性、連接性の
確保

装備

・独自の政治外交政策の確保

・バーゲニングパワーの確保

・政治的影響力の行使政治外交

・独自の安全保障政策の強化

・研究開発構想・計画に対する決定権の確保

・同盟国・友好国との安全保障政策の強化安全保障

国内政策を重視した場合国際協力を重視した場合項 目

 

 「安全保障」に関しては、防衛装備品の共同研究開発を通じた相互の協力と依存により、

強力な信頼関係が形成され、同盟・友好関係の強化が図られる。一方、安全保障政策や防

衛装備品の研究開発計画に対して共同国の影響を受ける可能性がある。「政治外交」に関し

ては、共同国に対する政治的影響力の行使が可能となる。例えば武器輸出政策に関与し、

自国の国益に適う方向へ舵を取らせる交渉力となる。一方、共同国の政治外交政策に巻き

込まれる恐れがあり、一国家のバーゲニングパワーも低下する。「装備」に関しては、戦闘

から災害援助、人道支援や国際協力活動への対応において、共同国間の相互運用性が確保

され、共同作戦能力の向上及び兵站の効率化が図られる。特に、防衛装備品の仕様・規格

の標準化により、共用性や相互連接性が確保され、機器のモジュール化が進展し、機能の

拡張性や整備性も向上する。さらに安全基準・技術基準の統一による信頼性の向上、試験

方法の統一による効率化も図られ、防衛装備品の更新・改善や部品の調達も容易となり、

コスト低減も期待できる。一方、防衛装備品の性能・機能に対する要求や研究開発期間、

性能向上・機能改善などの実施が制限され、独自の運用能力に支障を来たす恐れもある。

秘匿性の確保には共同国間の取り極めが必要となる74。「技術」に関しては、共同国間の技

術力の弱点の相互補完、技術上のリスクの低減、試験やデータ収集の効率化、研究開発期

                                                           
74 例えば、日米間においては 2007 年 8 月に日米軍事情報包括保護協定 (GSOMIA) が締結されてい

る。 
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間の短縮などが図られ、波及効果として、共同国間の技術力のギャップの改善や民生品と

のスピンオン・スピンオフの促進が期待される。特に、システムのモジュール化は各国の

協力・分担を容易にする。また、政府の支援を得て企業や研究所間の技術情報交換も促進

される。一方、自国の技術優位性の確保、技術基盤の維持・育成、さらには知的財産の確

保が難しくなる。「経済」に関しては、市場の統一と拡大により、スケールメリットによる

コスト低減が期待され、研究開発の重複の回避やコスト分担により一国の負担は軽減され

る。一方、自国の調達ルールやオフセット取引の保護が制限され、拠出経費の分担の調整

も必要となる。「産業」に関しては、共同国間の防衛企業の再編や研究開発予算が確保され、

共同国間の防衛産業基盤が強化される。また、国家を超えた防衛企業の再編は、複数政府

が一企業と契約する形態をもたらす結果、各国政府が共同で企業と交渉するメカニズムが

整備される。一方、国内企業の保護、自国の防衛産業基盤の維持・育成は制限され、特定

企業による市場の寡占化が進捗し、企業間の競争力も低下する。 

以上を踏まえ、国際共同研究開発の推進では、国際協力の利点を最大限活かしていく必

要がある。その上で、各国が国際協力の恩恵を享受し、国内政策の推進にも資する国際共

同研究開発の形態を模索していく必要がある。 

 

(3) 技術集約型共同研究の推進 

ここでは、国際共同研究開発において、国際協力の利点を活かし、国内政策の推進にも

資する協力形態として、「技術集約型共同研究」が有効に機能することを提案する。図１に

防衛装備品の研究開発の流れとその中での技術集約型共同研究の位置付けを示す。技術集

約型共同研究とは、防衛装備品の研究開発において、より技術的なリスクの高い基礎研究

や要素研究、防衛装備品への適用のための応用研究やシステム研究を対象とし、その中で

各国相互の先進技術の提供と集約化を段階的に図り、試験・評価を行いながら各国の劣勢

な技術を補完していく技術補完型の研究形態である。研究後は、各国や共同国間でシステ

ム設計や開発に取り組み、試験・評価を行いつつ、防衛装備品の能力を高めていく。 
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図１ 防衛装備品の研究開発と技術集約型共同研究の位置付け 
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「技術集約型共同研究」が有効に機能する背景として、近年の防衛装備品を取り巻く変

化が挙げられる。昨今の防衛装備品のハイテク化の趨勢は、各国の基礎研究への投資比率

を高めており、各国の中長期を見据えた研究項目には共通する項目も多い。こうした状況

下、各国の技術力に関しては、経済・産業政策にも深くかかわり、特定分野の技術力の優

劣は否めず、防衛装備品への適応技術が広範化、高度化、学際化している状況では、一国

独自による研究には限界が生じている。また近年の研究開発方式の特徴として、研究開発

工程の途中で設計、試作、試験評価、改善を繰り返していくスパイラル方式を応用して、

明確な性能目標値を設定せず、防衛装備品の早期装備化後にハードウェアやソフトウェア

に係る要素研究を継続し、それらの成果や最新技術を反映させながら設計、試作、試験評

価、改善を繰り返し、段階的に性能を向上させていく進化的スパイラル方式が採られてい

る75。これには継続的な研究への取り組みが求められる。さらに、欧州の状況から、開発

段階での共同国の拡大は要求事項や計画の相違から容易ではない。そこで、研究段階にお

いて多国間協力を推進し、開発段階では研究成果を活用した複数国での開発や一国での独

自開発など多様な形態を追求するとともに、各国内での民生分野へのスピンオフの促進が

効果的である。例えば秘匿機能を有する防衛装備品などは、秘匿機能以外の要素研究を共

同研究の形態で実施し、秘匿機能を組み込んだ最終的な開発は国家毎に委ねる選択肢もあ

り得る。以上を踏まえ、「技術集約型共同研究」の国際的かつ国内的な期待効果について、

                                                           
75 米国で発展した研究開発手法であり、例えばイージス BMD では、迎撃ミサイルの開発・運用を進

める一方で、赤外線シーカーなどの要素研究の成果を段階的に反映させている。防衛省でも、早

期に装備化する必要性が高く、最新の運用上の必要性や技術を開発実施中に取り込む必要性が高

いと判断される技術開発を「進化的開発」と定義し、「進化的開発に関する訓令」（平成 18 年防

衛庁訓令第 70 号）を制定した。 
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前項の項目に分けて整理すると次のとおりである。 

「安全保障」に関しては、政府主導の先進技術の発掘とハイリスクな基礎研究への投資

が欧米諸国の共通の特徴であり、この分野での協力は同盟国・友好国との関係の強化に資

する。また先進技術の集約により、高性能な防衛装備品の創製を可能とし、先進技術の提

供国は共同研究開発に対するイニシアティブを発揮し得る。逆に先進技術に対する閉鎖的

な姿勢は、他国の警戒心を生み、同盟国や友好国との信頼関係の低下を招く。「政治外交」

に関しては、技術力が総合的に対等の場合、共同国間の技術の弱点分野の相互補完の関係

は政治的なイコールパートナーとして有効に機能する。一方、技術力に優劣がある場合、

技術優位国は技術劣位国に対して政治的な影響力を行使できる。「装備」に関しては、防衛

装備品の機能面での検討の大半が開発段階で実施されるのに対して、性能面での検討に関

しては研究段階での先進技術を駆使した実施が支配的であり、国家間の研究協力と学際的

な研究の推進が極めて重要となる。また防衛装備品に求められる耐環境性、高信頼性、小

型軽量、大容量大出力、低コスト化、システムインテグレーションなどは、民生分野に期

待できない高度な技術的課題が含まれており、これらの解決には開発段階の対応のみでは

困難であり、研究段階での国家間の研究協力と学際的な研究能力の集約化が欠かせない。

特に近年は、防衛装備品のネットワーク化やシステム化が加速し、一つのプラットフォー

ムへの機能の集中から、機能の分散へと移行している。その結果、防衛装備品に特有の耐

環境性や高信頼性に加え、より高速・高精度な情報通信・情報処理も求められ、これに伴

う価格の高騰を抑える低コスト化の検討も必要となる。さらに、仕様・規格の標準化に関

しても、その範囲はシステム構成や通信方式、さらには試験方法や設計基準・安全基準に

及び、各国の防衛装備品をシステムとして連接する状況も想定され、研究の初期段階から

システムインテグレーション技術やソフトウェア技術、試験設備などを共有していくこと

が効果的である。「技術」に関しては、技術的なリスクの高い研究段階において、国家間の

技術の相互補完関係を構築し、各国保有の先進技術を集約しながら研究協力や試験協力を

行うことにより、リスクの低減や研究期間の短縮が可能となる。先進技術に関する国家間

の連携やグローバルな競争が一技術から次の先進技術を生み出すイノベーションの連鎖を

促す。したがって、より先進性を追求する防衛装備品の分野では、国家として戦略性の高

い技術を自国で育成し、知的財産を確保していく一方、これが保護主義に繋がらないよう

にグローバルな連携と競争の中で発展させていく循環が必要である。特に市場規模が限定

され、企業再編等で市場の寡占化が進捗している防衛装備品の分野で競争性を確保するた

めには、開発段階以前のよりハイリスクな研究段階に競争性を導入することが効果的であ

る。「経済面」に関しては、材料や素子などの要素研究の成果が、防衛装備品の価格の設定
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において支配的な要因となる。各国の共通性の高い研究分野での重複投資を避け、開発段

階での期間や経費を抑制していくためにも研究段階での協力は効果的である。「産業面」に

関しては、高度な研究協力の推進が、一企業の技術力に依存せず、複数企業、さらには大

学や研究所などを含めた政府主導の産学官の協力体制の強化に拍車を掛け、国内の産業基

盤・研究開発基盤の強化につながる。また、多様な分野の企業の参入や新たな事業の創出、

共同研究の成果の民生分野へのスピンオフも期待できる。 

このように、「技術集約型共同研究」は国際的かつ国内的な効果が期待できる。すなわち、

国際協力の利点を活かし、国内政策の推進にも資する協力形態として有効に機能する。 

 

３ 国際共同研究開発の要件と我が国の取り組むべき課題 

国際共同研究開発において、特に技術集約型共同研究の推進を見据えた場合、産学官の

連携が要件となる。本節では、国際共同研究開発における産学官の連携の必要性について

述べるとともに、我が国の推進すべき産学官の連携のあり方について提案する。 

 

(1) 国際共同研究開発における産学官の連携の必要性 

 ここでは今後の国際共同研究開発の実施において、欧米及び民生品の研究開発体制の特

徴を踏まえ、国内での産学官の連携体制の構築が要件になることを述べる。 

 

ア 国際共同研究開発システムと国内研究開発システムとの連携 

前節で述べたとおり、欧米の国際共同研究開発は各国の政府、企業、政府系・非政府系

研究所及び大学が協力し、産学官の連携により機能している。したがって、欧米諸国と効

果的かつ効率的な共同研究開発を実施するためには、産学官の連携体制を軸とした国内研

究開発システムを構築し、各国と各組織間の横断的な連携を図っていく必要がある。特に、

技術集約型共同研究は、共同国相互の技術の補完機能として効力を発揮することから、各

国保有の技術力や研究能力を最大限に活用しなければ、パートナーとしての関係が成立せ

ず、逆に片務的な関係は効力を損なう。米国では、研究から開発に至る各段階で、企業や

大学を組み込んだ効率的な役割分担が行われており、基礎研究成果の防衛装備品への応用

を検討する分野にも人員、予算を投入している。欧州各国も、防衛装備品の高性能化を背

景に、EU主導による産学の人材交流や基礎研究における大学や研究所の有する研究能力、

高付加価値な技術や研究成果の活用に積極的に取り組んでいる。 

これまで開発段階では広範な要素技術を必要としてきたが、研究段階でも学際化が進み、



防衛研究所紀要第 12 巻第 2・3 合併号（2010 年 3 月） 

 

170 

大学や研究所の異分野の研究交流が求められている。例えば、ロボット研究では、機械工学、

情報工学、生物工学など多くの要素研究を必要とする。研究の学際化は、インターネットな

どの情報交換システムの普及と相俟って、地理的、財政的、又は官僚主義的な障壁を乗り越

えてグローバル化し、迅速かつフラットな研究グループの構成へと進化している76。このよ

うな学際的な情報交換や研究交流を活性化させることにより、技術のブレークスルーを生む

ケースや技術的なリスクを大幅に低減できる可能性も期待できる。また、進化的スパイラル

方式では、研究の安定的かつ継続的な能力向上のための取り組みが求められ、より専門性が

高く、持続的な研究活動が可能な研究所や大学の活用は最適である。さらに、共同研究では、

特許・ノウハウなど多くの知的財産が生じる可能性が高く、知的財産の共同国への還元や保

全措置などの対応は、政府、企業、研究所・大学など各組織間で行政や研究実務の視点から

管理方法を検討していく必要がある。特に現行の特許の取り扱いは、各国固有のルールの適

用が原則であり、複数国間の係争を調停する手段がない。そこで、例えばパテントプール77の

ような方式を共同国間で採用するなどの事前取り決めにより、特許の利用を促進する一方、

侵害などの係争のリスクを低減していく必要がある78。 

以上から、国際共同研究開発システムとの連携のための国内研究開発システムとは、図

2 に示すように、各国の政府、企業、研究所・大学などの各組織が各レイヤーで横断的な

関係を構築し、大学や研究所、企業の有する国内の先進技術研究の成果を国際共同研究開

発に反映させ、技術的な問題解決や情報共有を図っていくとともに、共同研究により得ら

れる高水準の技術情報や成果については、国内における民生分野の産学連携の研究開発シ

ステムを活用して速やかに評価・活用し、スピンオフを活性化させていくような互恵と循

環のシステムである。一方、国内においても産学官が強固に連携し、縦横の産学官の連携

システムを構築していくことが、効果的かつ効率的な国際共同研究開発を促す。 

 

 

                                                           
76 William R. Brody, “College Goes Global,” Foreign Affairs, Vol.86, No.2 (March/April 2007), pp.12

6-129. 
77 パテントプールとは、ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれが有する権利又は当該権利

についてライセンスをする権限を一定の企業体や組織体に集中し、当該企業体や組織体を通じて

パテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいう。公正取引委員会「知的財産

の利用に関する独占禁止法上の指針」（2007 年 9 月）、10 ページ。 
78 防衛省技術研究本部「各国の国防研究開発体制に関する調査研究」（2008 年 3 月）、213～214 ペー

ジ。 
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図 2 国際共同研究開発システムと国内システムとの関係 
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イ 民生品の研究開発システムと防衛装備品の研究開発システムとの連携 

近年の防衛装備品には、民生技術から生じた軍民両用技術が積極的に適用されている。

こうした取り組みを効果的かつ効率的に支援するには、民生分野で展開されている産学の

連携体制を、防衛装備品の分野においても政府主導で展開していくことが重要となる。 

 

（ア）民生技術の活用の促進 

米国では、ドワイト・アイゼンハワー（Dwight David Eisenhower、在任期間 1953～61 年）

大統領以降、軍事技術を国家安全保障上の最優先事項と位置付け、民生技術と明確に区別

してきた。しかしながら、近年の RMA（軍事における革命）やトランスフォーメーショ

ンの進展により様相は変化している。武器の有用性を支配する重要技術に、これまでの個々

の艦船や航空機などの攻撃力、防護力及び機動力に係る技術に加え、陸上、空中、海中を

問わず、各種センサーや無人機、母機、司令部間を高速通信でネットワーク化するための

ICT やソフトウェア技術なども加わっている。軍事・非軍事を問わず情報化が進展する中、

ICT やソフトウェア技術は民需市場での研究も活発であることから、民生技術を防衛装備

品に積極的に組み込み、性能やコスト低減において相乗効果を生み出している79。また、

民生分野のロボット技術を活用した戦闘用装備の無人化や民生技術を活用した非殺傷兵器

                                                           
79 Office of the Assistant Secretary Economic Security, Dual Use Technology:A Defense Strategy for 

Affordable, Leading-Edge Technology (Washington D.C: Office of the Assistant Secretary Economic 
Security, 1995), pp.3-6, <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA292882&Location=U2&doc=
GetTRDoc.pdf>, accessed on July1, 2009. 
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の開発、環境や燃費に配慮した防衛装備品の開発なども進展している。今後の戦力を支え

る ICT の先には、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術、バイオ技術といった民

生分野の牽引する先進技術が控えており、現有の防衛装備品の延長線上の技術に加え、中

長期的な視点で広範な技術シーズを探ることが、軍事力の飛躍的な向上や新たな防衛装備

品の創製を促す。欧米ではこうした状況を受け、産学官の連携を軸に民生技術のスピンオ

ンを重視した政策を推進している。技術集約型共同研究では、各国の保有する広範な民生

技術を積極的に取り込み、軍民両用技術として発展させていくことも重要な役割となる。 

軍民両用技術の適用は、民生品と防衛装備品の各々に特有の経済活動の交差を促すこと

から、両方の製品や技術の特徴を把握し、管理上の相違点などを解決していく必要がある80。

ここで、民生品（民生技術）と防衛装備品（防衛技術）の一般的な特徴を示す81。 

 

表 2 民生品（民生技術）と防衛装備品（防衛技術）の一般的な特徴 

政府主導産学主導研究開発形態

寡占化、低生産性、少量生産激しい競争、高生産性、大量生産製品化の特徴

研究開発と生産が別の場合あり

（プライム・ベンダー、コンソーシアムなどの形態）

研究開発、生産、サービスまでを一括契約形態

ウォーターフォール方式

進化的スパイラル方式（一部）

進化的スパイラル方式開発方式

高仕様低仕様（装備品等との比較において）耐環境

試験・運用市場評 価

企業間で一部共有一企業による独占技術の共有

国家秘匿企業秘匿情報管理

運用者消費者要求元

中長期短期更新期間

限定的な競争グローバルな競争競 争

高効果、高性能、先進性高効率、経済性（低価格化）、利便性目 標

防衛装備品（防衛技術）民生品（民生技術）項 目

政府主導産学主導研究開発形態

寡占化、低生産性、少量生産激しい競争、高生産性、大量生産製品化の特徴

研究開発と生産が別の場合あり

（プライム・ベンダー、コンソーシアムなどの形態）

研究開発、生産、サービスまでを一括契約形態

ウォーターフォール方式

進化的スパイラル方式（一部）

進化的スパイラル方式開発方式

高仕様低仕様（装備品等との比較において）耐環境

試験・運用市場評 価

企業間で一部共有一企業による独占技術の共有

国家秘匿企業秘匿情報管理

運用者消費者要求元

中長期短期更新期間

限定的な競争グローバルな競争競 争

高効果、高性能、先進性高効率、経済性（低価格化）、利便性目 標

防衛装備品（防衛技術）民生品（民生技術）項 目

 

 

 民生品（民生技術）は産学主導の研究開発形態であり、今後、民生品（民生技術）を積

極的に活用し、防衛装備品（防衛技術）に適応していく場合、防衛分野でのシステムへの

組み込みや改善、更新を見据えると両者の形態を合わせていく努力が必要となる。経済性

を最重視する民生品を防衛装備品に活用していく場合、整備・補給を含むライフサイクル

全体に配慮し、製品や部品の更新間隔や仕様・規格の違いなど、防衛装備品との差異を考

慮しなければならない。民生技術を防衛装備品へ適用する場合、耐環境性や小型軽量化へ

                                                           
80 松村「アメリカにおける軍民両用技術概念の確立過程」78 ページ。 
81 民生品と装備品の特徴を比較した例として次がある。John A. Alic, et al., Beyond Spinoff (Boston: 

Harvard Business School Press, 1992), p.44. 



防衛装備品の国際共同研究開発の方向性と我が国の対応 

173 

の対応など、防衛装備品に特有の新たな研究が生じるとともに、高い安全性や信頼性を確

保するために、測定技術やM&Sなどを活用した試験評価法も充実させなければならない。

特に、使用環境や被攻撃を考慮した対策などの耐環境性の向上は、技術的に高い障壁とな

る場合がある。これまでの防衛装備品の研究開発は、研究から開発、生産への移行におい

て、各工程を完了させて段階的に移行するウォーターフォール的なプロセスと組織の役割

分担により実施されてきた。現在、製品を市場に投入し、定期的に技術的な改善や更新を

施していく進化的スパイラル方式の導入、優れた民生品（民生技術）を防衛装備品に適用

し、試験評価後に迅速に装備化していく ACTD（先進概念技術実証）82のような研究開発

手法の導入など、民生分野の特徴を活かした研究開発手法は着実に導入されている。進化

的スパイラル方式や ACTD は組織的な連携も必要とし、基礎研究を担う大学や研究所と、

システム研究や開発を担う企業との連携や情報交換がプロセスの進展を左右する。 

民生分野に関しては、我が国でも 2008 年 6 月に産学官の連携や研究者の交流を支援する

研究開発力強化法83が成立した。今後、産学の連携を軸としたノウハウの集積や広範な技

術リソースの活用などの技術管理政策が進展していくことは確実である。より先進性を重

視する防衛装備品の分野においても、政府主導による大学や研究所、民生分野の産業を巻

き込んだ産学官の連携は効力を発揮する。一方、防衛分野に民生分野のグローバルな産学

の連携の体制が浸透することは、国際共同研究開発を進展させる方向に作用する。 

 

（イ）国際協力に資する防衛装備品の多様化への対応 

新たな脅威の出現や軍事力の役割の拡大は、国際協力の形態を同盟国から友好国との協

力へと拡大させ、防衛装備品の用途を攻撃・防御から警戒・監視、災害・人道支援へと多

様化させ、さらに防衛装備品の関連技術を情報処理、生物・化学、エネルギーなど民生分

野へと拡大させてきた。これは、防衛装備品の研究開発も、民生分野の産学官の連携を基

盤とする研究開発と緊密な関係を構築しなければならないことを意味する。 

昨今、ICT などの進展により、脅威の対象は WMD やハイテク兵器からコンピュータウ

イルスなどのサイバー攻撃に至り、情報戦や NCW は加速的に地球規模へと拡大していく。

                                                           
82 民需の成熟技術を用いて概念実証に必要な最小限の試作を行い、軍事的有用性を評価し、取得期

間を短縮する方式である。ユーザーの要求が満足された場合には直接取得し、軍事的有用性が実

証された場合には装備品開発に移行し、実証されない場合には中止する。防衛省でも、研究成果

や成熟した技術を用いて組立てた簡易システム等の有用性を運用者側で確認し、早期かつ安価に

調達するとともに、じ後の研究開発にも反映させるため、「運用実証型研究の実施要領について（通

知）」（平成 18 年管開第 7067 号）を制定した。 
83 科学技術の国際競争力を強化するために、自由民主党の科学技術創造立国調査会・研究開発力強

化小委員会・立法作業チームが法案作成にあたり、2008 年 6 月 5 日に成立した。 
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この結果、ICT などの民生の先進技術そのものが、優先度の極めて高い脅威の一つとして

認知されている。こうした新たな脅威に対しては、国家の軍事・非軍事の両分野の技術や

情報を結集し、国際的な協力により対処していく必要に迫られている。 

一方、軍隊の任務・役割も多様化している。軍隊が行う戦争以外の作戦としては、国連

平和維持活動や人道復興支援活動をはじめ、WMD や先端軍事技術の拡散防止活動、難民

への対応や非戦闘員の退避（NEO）、陸上・海上の捜索・救難活動、大規模災害対処、海

賊行為への対処、警察力を超えるテロ対処などが想定される。また、各国軍隊の活動範囲

は広域化し、国際平和維持活動など参加国や派遣先の国家との連携の機会が増え、防衛装

備品の相互運用性も求められている。我が国においても、2006 年の自衛隊法（昭和 29 年

法律第 165 号）の改正によって、国際平和協力活動等が自衛隊の本来任務と位置付けられ、

国際協力の範囲は拡大し、軍隊以外の警察組織や保安組織、非政府組織などとの協力の機

会も増えている。さらに、昨今の安全保障環境の変化の速度は速く、脅威が出現した場合、

急峻な対応を余儀なくされる。この場合、平時からの監視任務や情報収集活動による脅威

の早期の特定が不可欠であり、特に海上における脅威の特定と対処においては、国際的な

協力による広域の情報収集、情報共有のための活動が求められる。このような情勢の変化

は、軍事・非軍事の境界を曖昧にしていく一方、非軍事で求められる情報通信分野、生物・

化学分野、ロボット分野、医療分野などの広範な分野の民生技術を必要とする。 

ここで、防衛装備品の活用形態と技術的特徴のイメージを図 3 に示す。横軸は防衛装備

品の活用形態であり、縦軸は技術的な特徴を示す。国家防衛に係る防衛装備品は、軍事技

術集約型の傾向が強いのに対して、国際活動やテロ対処などの脅威に対する防衛装備品は、

民生技術集約型の傾向が強い。今後、防衛装備品の研究開発の実施は、活用形態に合わせ、

国家単独、同盟国間協力、友好国とのグローバルな国際協力による形態が考えられる。国

家防衛に係る防衛装備品では、国家独自あるいは同盟を主体とし、高度な技術協力を目指

すための産学官の連携体制の構築は不可欠であるが、国際協力活動やテロ対処などに係る

防衛装備品に関しても、民生技術を活用した民生技術集約型の研究が有効に機能すること

から、民生分野と同様の産学官の連携体制の構築が要件となる。 
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図 3 防衛装備品の活用形態と技術的特徴のイメージ 

 

 

 

(2) 我が国の産学官の連携のあり方 

これまで述べてきた国際共同研究開発における産学官の連携の必要性を踏まえ、我が国

の防衛装備品に係る産学官の連携のあり方について提案する。 

 

ア 防衛装備品に係る研究開発体制の状況 

最近の民生分野における技術や研究開発を取り巻く情勢として、環境技術や医療技術、

航空宇宙技術を政府が外交交渉のツールとして活用するケース、大学の研究成果などの国

際的な特許の保護に政府が関与するケース、さらには企業の開発事業を政府が国家プロジ

ェクトとして支援するケースなど、政府の関与や支援の機会は確実に増えている。また、

組織は一般に、初期段階では機能別に分化し、成熟していくに従い、業務の横断的な連携

の必要性や重複の回避などから連携・統合へ移行する傾向を強める。大学についても国立

大学の法人化や研究評価などの実績主義と相俟って、教育等の固有の役割を維持しつつ、

企業との協力関係をより強めており、産学官の連携の動きは着実に進展している。防衛装

備品の国際共同研究開発に関しても、技術集約型共同研究を実効ならしめるためには、政

府主導により、基礎研究や先進技術創出の担い手である大学・研究所、開発や生産の担い

手である企業との連携を強化し、研究協力や技術情報交換、人材交流を中心とした迅速性
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かつ実効性のある技術革新トライアングルシステムを構築する必要がある。 

ここで、我が国の防需・民需の研究開発体制の特徴を図 4 に示す84。欧米の防衛装備品

の研究開発が産学官の連携で実施されているのに対して、我が国の国内の防衛装備品の研

究開発は太線で囲まれた範囲の活動に限られてきた。他方、民需に関しては、文部科学省

の大学や研究所に対する基礎研究支援、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、日本

経済団体連合会及び日本学術会議が主催する産学官連携サミットや産学官連携推進会議に

よる事業支援などにより産学官の連携が機能している。また、地方自治体においても地域

の企業・大学間との研究協力を推進している。防衛装備品の国際共同研究開発では、日米

間の MOU に基づく共同研究開発とその枠組みのもとでの関連防衛企業の参入にとどまっ

ている。他方、他省庁・他機関の国際協力に関しては、地球温暖化問題など一国では解決

困難な問題への協力、情報通信、環境、エネルギー、宇宙、医療などの国際事業への参加

など国際協力を実施できる環境にあり、国際的な貢献度が国家の評価にも影響する。また、

文部科学省や外務省などが主体となり、二国間協力や OECD 等の多国間枠組みで国際協力

を推進している85。さらに、企業や大学も、海外との技術・研究協力を活発に展開してお

り、最近では研究拠点を海外に移すケースも見られる。今後の国際共同研究開発に関して

は、斜線で示した組織間の関係の強化が課題となる。 

 

                                                           
84 松村の「冷戦期のイノベーション・システムと軍事研究開発セクターの特徴」として示された米

国のモデルを参照し、我が国のモデルを作成した。松村博行「米国における軍民両用技術開発プ

ロジェクトの分析――ナショナル・イノベーション・システムの視点から」、日本国際経済学会第

65 回全国大会報告論文（2006 年 10 月）、7 ページ。 
85 科学技術国際協力経費で見ると、欧米先進国とは宇宙・原子力分野、アジア諸国とは自然科学・

農学・医学分野が中心である。発展途上国とはアジア地域を主体に国際機関への ODA 支援が中心

であり、協力分野は農業、環境、エネルギー、製造技術などである。「科学技術国際協力の現状」

文部科学省科学技術政策研究所調査資料 101（2003 年 11 月）。 
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図 4 我が国の防需・民需の研究開発体制の特徴 
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イ 防衛装備品の研究開発における産学官の連携モデル 

防衛装備品の研究開発における産学官の相関関係と期待すべき役割を図 5 に示す。防衛

装備品の研究開発では、①防衛省と防衛関連企業・非防衛関連企業（以下、企業という。）

との関係、②防衛省と大学及び独立行政法人等の研究所（以下、大学等という。）との関係、

③企業と大学等との関係、④防衛省と他省庁との関係について、研究開発活動の中での役

割の整理と連携強化のための施策の検討が必要となる。以下、各々の関係について述べる。 
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図 5 防衛装備品の研究開発における産学官の相関関係と期待すべき役割 
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（ア）防衛省と企業との関係 

欧米では、国防産業を戦略的産業と位置付け、政府が安全保障の観点から産業基盤の維

持・育成やその活動に関与し、大規模な企業の再編を促してきた。一方、我が国はこれま

で、研究基盤の整備や生産体制の近代化を企業努力に依存し、武器輸出三原則等により国

際共同研究開発への参入も制限してきた結果、総売上高に対する防衛比率が僅か 1～10%

以下の大企業や、特殊技術を有する防衛専従の中小企業が、少量多品種の防衛装備品に対

して厳しい競争を強いられてきた86。今後、民生技術の導入の促進により、非防衛関連の

中小企業やベンチャー企業が防衛関連事業に参入すれば、産業界への依存は一層高まる。

一方、国内の防衛装備市場の規模は小さく、単純に市場原理に任せれば、防衛産業基盤は

崩壊の危機に直面し、一旦崩壊すれば、その回復に多大な経費と時間を要する。企業は今

後も防衛装備品に係る技術やノウハウを蓄積し、国際共同研究開発の主体となることに変

                                                           
86 世界の防衛納入額上位 10 社（Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman 等）の防需依存度の平

均が 65%であるのに比べ、 2007 年度の我が国の防需依存度は、例えば三菱重工業が 13.3%、川崎

重工業が 7.6%、石川島播磨重工業が 4.4%、三菱電機が 3.9%、日本電気が 3%、東芝及び富士通が

1.5%である。安全保障と防衛力に関する懇談会（第 6 回）資料「防衛産業基盤について（経済産

業省）」7 ページ、<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ampobouei2/dai6/siryou2.pdf >、2009 年 7 月 1 日ア

クセス。 
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化はなく、欧米諸国と同様、政府の安全保障政策の重要な役割の一つとして、防衛産業基

盤の維持・育成を推進しなければならない。 

そこで今後、欧米企業と対等な関係で研究開発を行うための国内企業の強化として、官

民相互が国家安全保障におけるイコールパートナーとしての共通認識を醸成することが重

要である。具体的には、防衛省側の中長期を見据えた運用構想に基づくニーズの提示と企

業側の技術的可能性などのシーズの提案に関する情報交換の機会を設けるとともに、技術

者の部隊訓練などへの参加による防衛装備品の実運用状況の把握を促し、国際共同研究開

発の対象事業を見出すことが重要である。防衛省側では、非防衛関連企業を含めた企業の

保有技術や能力の調査、技術者確保のための計画的かつ継続的な事業の発注と補助金の助

成、共同研究事業に対する税制優遇措置を支援する必要がある。我が国は、防衛企業の防

需依存度が欧米に比べ極めて低く、多くの企業が民需中心で防衛産業に係っている。こう

した欧米と異なる形態において、防衛企業間の大規模な再編は難しく、欧米の防衛装備品

を主体とする統合を考慮すると、現実的な対処としては、ハイリスクな委託研究事業など

を通じて、各企業の通信電子部門や水中音響部門など各部門単位での提携を支援すること

により、企業間の共同研究開発の基盤を整備し、各部門別の研究開発能力の強化を目指す

必要がある。加えて、大型の防衛装備品のシステムインテグレートや将来の性能向上・機

能改善を踏まえた設計、システムを構成する防衛装備品の性能や価格のトレードオフなど

を推進するため、重工企業と武器企業などの事業協力を支援し、効果的かつ効率的にシス

テムコーディネートできる体制を研究開発の初期の段階から確立することも肝要である87。

これには、民生部門で検討中の共同研究組織への法人格の付与も視野に入れる必要がある88。

さらに各防衛企業内でも民生部門中心の運営形態を活かし、社内での防衛部門と民生部門

との技術情報の交換によるスピンオンの促進や、政府資金を供与して行う委託研究開発に

係る特許権について、受託者に帰属させることを可能とする日本版バイ･ドール条項（産業

活力再生特別措置法第 30 条）を活用し、防衛装備品に係る特許の民生部門での活用を促進

                                                           
87 艦船や航空機などの大型システムを製造するために、船体や機体、エンジンに加え、搭載武器や

搭載センサーなどを含めたシステム全体をコーディネートしていく体制を示している。例えば、

米国では 1998 年の DD21（現在の DDG-1000）の開発で、Litton Industries の Ingalls 造船所と Raytheon 
Systems、Bath Iron Works と Lockheed Martin とが事業提携してチームを組み、2 チームによる競争

を実施した。 
88 企業が共同研究で優遇措置を受ける方法として、①共同子会社を設立した場合、法人格があり大

規模な研究開発が実施できるが各企業の拠出金は税制優遇を受けられない。②有限責任事業組合

(LLP) の場合、拠出金の税制優遇は受けられるが法人格がないため大規模な研究に適さず、特許

権は発明した組合員個人に帰属する。③鉱工業技術研究組合の場合、法人格があり拠出金の税制

優遇は受けられるが、会社への転換は認められない。そこで経済産業省では、環境や省エネ技術

を対象に、鉱工業技術研究組合を会社に転換可能とする案をもとに「研究法人（仮称）」を検討中

である。『日本経済新聞』2008 年 8 月 22 日朝刊。 
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させる必要がある。特許の柔軟な利用を促進するために産学官でのパテントプール方式の

活用なども一考の余地がある。 

 

（イ）防衛省と大学等との関係 

欧米の状況から、国際共同研究開発において、基礎研究の源泉である大学等の活用は不可欠

である。特に今後の防衛装備品の研究開発では、これまでの装備体系の延長線上の技術分野の

調査に加えて、広範な技術シーズを調査して防衛装備品への適用の可能性を探っていく逆方向

の検討が、飛躍的な性能向上や新たな防衛装備品の創製のための原動力となる。大学における

技術移転機構（TLO）89の整備や 2004 年 4 月の国立大学の法人化、政府の競争的研究資金の導

入は、民生分野の産学連携を着実に深化させている90。戦後、防衛省と大学等との交流は極め

て限られてきたが、こうした情勢の変化は防衛分野においても連携の好機となる。 

米国では DARPA が主体となり、各軍種の考えに捕われず、国内外の広範な技術情報を

収集し、防衛装備品への適用の可能性を調査している。我が国としても専門組織の設置や

専門要員を養成し、民間シンクタンクや大学等の有識者・研究者から広く情報や意見を収

集していく必要がある。今後、研究の学際化が進捗し、例えばセンサー研究に関しても、

生物学、化学、情報工学など、多くの専門分野の成果を必要とすることから、学際化に対

応し得る情報ネットワークの整備とトータルコーディネートを推進する組織・人材を育成

する必要がある。また、防衛省がリスクの高い萌芽的な先進技術のインキュベーターとな

り、研究助成金の交付や大学発ベンチャー企業に対する資金援助ができる予算措置を講じ

る一方、研究者との交流を通じて大学等の重要な基礎研究の海外への流出の回避などにも

配慮していく必要がある。他方、大学等との契約方式の整備も急務であり、大学等と防衛

省との契約において、基礎研究や試験などの各段階に適した専門技術支援91や委託研究な

どの契約形態、経費算定基準を規定していくとともに、特許・ノウハウなどの知的成果の

取り扱いについても日本版バイ・ドール条項の適用を促進する一方、技術情報の秘匿や保

護に対する規制も実施しなければならない。 

 

（ウ）企業と大学等との関係 

今後、防衛装備品に係る高度な技術研究を維持するためには、大学等の持続可能な研究

                                                           
89 須藤政彦、工藤力『特許による世界戦略』（弘学出版、2000 年）、112～114 ページ。 
90 メディカルインパクト『技術移転ガイドブック』（羊土社、2005 年）、15 ページ 
91 専門技術支援 (System Engineering Technical Assistance: SETA) とは、発注者が行うシステム要求仕

様書の作成、システム設計及び試験評価などを、受注者（製造会社）とは独立した民間専門家に

技術面からサポートしてもらう契約形態であり、米国防省ではシステム調達で成果を上げている。 
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基盤が不可欠であり、民生分野と同様に企業と大学等の積極的な研究協力を推進する必要

がある。特に、基礎研究から応用研究、開発への円滑な連接は、まさに大学等と企業との

連携に係り、企業が主体で検討する仕様・規格の標準化、耐環境性、高信頼性、小型軽量、

大容量大出力、低コスト化、システムインテグレーションなどにも高度な研究要素が含ま

れ、研究協力は不可避である。企業は、大学等の TLO などを活用し、先進的研究の成果や

先進技術の積極的な適用を図るとともに、企業と大学等の間の研究情報の交換や人材の交

流を通じて、研究から開発、性能向上・機能改善に至る継続的な協力体制を構築する必要

がある。また、優れた防衛装備品の創製には、体系的な試験データの収集と高精度な試験

評価の実施が不可欠であることから、試験評価体制の整備として、大学等から統計分析手

法や M&S などの評価ツールの開発に関する支援を受ける必要がある。 

 

（エ）防衛省と他省庁との関係 

他省庁との連携では、他省庁の有する政治外交力を活用するとともに、省庁間の予算や

事業の効率的な運用を目指していく必要がある。各省庁の有する他国の技術力や先進技術

の情報に関する収集能力を活用し、国際共同研究開発を共同国相互の技術や研究の補完機

能として有効に活用するために、補完可能な技術分野を特定していく必要がある。内閣府

の総合科学技術会議は科学技術政策の司令塔役として省庁の縦割りを排した総合的な戦略

の策定や予算・人材の効率的な資源配分などの役割が期待されている92。ただし現在、防

衛大臣は会議員に指定されていないため、今後、定常的な参加が望まれる。文部科学省で

は第三期科学技術基本計画の重点推進 4 分野として、ライフサイエンス、情報通信、環境、

ナノテクノロジー・材料が指定され、その他の推進 4 分野として、エネルギー、ものづく

り技術、社会基盤、フロンティアが指定されているが、これらの項目にはスピンオンの可

能性のある技術も多く含まれる93。また、2002 年から文部科学省の事業として開始された

21 世紀 COE（Center of Excellence）プログラム94や 2005 年から経済産業省が新エネルギー・

                                                           
92 総合科学技術会議は、我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立場から科学技術政策

の企画立案及び総合調整を行うことを目的として、2001 年 1 月、内閣府に設置された。内閣総理

大臣が議長を務め、関係閣僚と学識経験者 14 名の議員で構成されている。 
93 例えば、ライフサイエンス分野の創薬は負傷兵士の治療への応用が期待され、情報通信分野の次

世代ネットワーク技術やユビキタス領域は C4ISR 構築の基盤であり、特に量子暗号は堅牢な指

揮・通信システムの構築を可能とする。環境分野の有害廃棄物のリスク管理技術は兵器破棄、遺

棄兵器処分に応用でき、ナノテクノロジーは小型偵察ロボット、小型ロケット、小型衛星への活

用が期待され、スマート材料やバイオ材料はステルス化に寄与し得る。エネルギー分野の燃料電

池は潜水艦用原動力や将来戦闘システム (FCS) の電源に、製造技術分野はロボットや精密装備品

製造に、社会基盤分野は他省庁との協力任務の装備に、フロンティア分野はリモートセンサーや

情報収集衛星に活用可能である。 
94 21 世紀 COE プログラムは、我が国の大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成し、研究水準の向
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産業技術総合開発機構（NEDO）と協力して取り組んでいる技術戦略マップ95の対象分野に

も軍民両用技術の対象が多く含まれている。 

こうした状況から、国際共同研究開発へのステップとして、各省庁間の横断的な協力と

国内の研究事業の効率的な集約を目指してく必要がある。予算面では、政府の研究費の負

担額は我が国の経済規模に対して決して高くはなく、むしろ民間企業部門の研究開発投資

の比率が高い96。今後の防衛装備品への民生技術の適用の促進を踏まえると、中長期的な

基礎研究を経費面で支援する省庁間協力は不可欠である。現在、海洋基本法、宇宙基本法

及び地理空間情報活用推進基本法に基づき、各種の政策会議や推進会議が設置され関係省

庁間の事業協力や横断的な予算配分が試みられている。今後、海洋関連技術や宇宙関連技

術、国際的に関心の高いテロ対処関連技術97など、省庁間で協力し得る技術研究分野の連

携体制を強化し、研究開発予算の効率的な運用を図っていく必要がある。 

 

おわりに 

本論文は、欧米の国際共同研究開発の現状と特徴の分析を踏まえ、また今後の動向を見

据えつつ、国際共同研究開発の成立要件が国際協力と国内政策との調和と協調にあること

を見出した。そして国際協力の利点を活かし国内政策の推進にも資する協力形態として「技

術集約型共同研究」が有効に機能することを提示した。さらに、「技術集約型共同研究」を

中心とする国際共同研究開発の推進において、欧米及び民生品の研究開発体制との連携を

図るために「産学官の連携による研究開発システム」の構築が必要となることを示した。

その上で、我が国の目指すべき産学官の連携のあり方についても提示した。 

政府主導の先進技術の発掘とハイリスクな基礎研究への投資は、欧米諸国に共通の特徴

                                                                                                                                                                 
上と人材育成を図り、国際競争力を確保することを目的としている。その中には、生物、情報処

理、デバイス、マイクロシステム、MEMS、宇宙利用、海洋、通信などの基礎研究が含まれてい

る。 
95 技術戦略マップは、研究者や企業が目標とする研究の方向性を示す導入シナリオ、各技術の位置

付けを示す技術マップ、各技術に求められる機能等の向上・進展を時間軸上にマイルストーンで

示す技術ロードマップで構成されている。対象技術分野は、情報通信、 ナノテクノロジー・材料、

システム・新製造、バイオテクノロジー、環境、エネルギー、ソフト、融合戦略領域である。 
96 2009 年版『科学技術白書』によれば、2006 年度の我が国の研究開発投資は約 18 兆 5 千億円で前

年度より増加したものの、その要因は民間企業部門の投資増であり、我が国の政府負担率は 18.1%、

欧州諸国は 30%を超え、米国や中国も 25～30%に達している。 
97 テロ対処関連技術としては軍民両用技術が多く、例えば、ユビキタス・コンピューティングを活

用したテロ探知・特定のための探知識別技術、MEMS を用いた小型センサー技術、衛星通信やア

ドホック中継機能を用いた通信技術、人工知能やデータベース技術を用いた指揮統制技術、テロ

攻撃のための非致死兵器技術、生物・化学兵器対処技術、サイバーテロ防護のための量子暗号や

生体認証を用いた情報防護技術が挙げられる。 
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であり、各国の中長期的な重点技術研究の共通項目に対する「技術集約型共同研究」の推

進は、国家間の技術の相互補完関係を構築し、共同国との関係を強化する。一方、高度な

研究協力の推進が、企業、さらには大学や研究所などを含めた政府主導の産学官の協力体

制の強化を促進し、国内の防衛産業基盤・研究開発基盤を強化する。 

我が国は明治維新以来、欧米へのキャッチアップを目標とし、欧米の基本的な技術を導

入し、さらには独創性を加え、特に戦後は企業主体の徹底した開発主導型に移行して、素

材加工から部品製造、組み立て技術に至るフルセット型の産業構造とそれを支える技術力

を備え、世界をリードする製品を生み出してきた。その一方で、大学や政府系の研究所な

どを中心として基礎研究力を高め、材料技術や電子通信技術などの中核技術を育成してき

た。しかしながら近年、我が国の科学技術関係費に占める基礎研究費は他の先進国と比べ

伸び悩み、科学技術政策の重点化に伴う実績重視の傾向と長期を要する基礎研究離れ、大

学等の産業直結型の研究への傾倒、企業の基礎研究からの撤退など、技術力を支えてきた

基礎研究の低迷が懸念されている。 

防衛装備品に関しても、米国が軍事技術を国家戦略の中で育成し、また欧州主要国も防

衛装備品の研究開発に技術力を結集して取り組んできたのに対して、我が国では防衛技術

そのものが限定された企業との間でのみ扱われ、孤立してきた状況は否めない。こうした

状況を打破し、防衛装備品の研究開発における産学官の連携を実行ならしめるためには何

らかのトリガーが必要である。共同研究を通じて他国からの技術的な刺激を受けることが、

産学官の連携のトリガーとなり、共同研究を行う他国との競争及び新規技術の開発を促進

するであろう。その際、政府からの戦略的な資金的支援の拡充も不可欠である。 

今後我が国は、国際共同研究開発を推進していくにあたり、潜在的に優れた技術イデオ

ロギーと高い技術力を戦略的に開花させながら、国際協力と国益のバランスの中で「技術

立国・知財立国」としての地位を確立し、同盟や国際社会の中での役割を果たしていかな

ければならない。 

 

（おおしまこうじ 1 等海佐、前研究部第 3 研究室主任研究官） 


