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日本の総合航空機宇宙産業・運航企業を賦活させたい官民のOB有志による懇談会
（この懇談会には、現職は含まれていません）
このページと同じものは

2009-9-5（2010-7-12現在Rev-2）事務局江崎通彦

http://dtcn-wisdom.jp/00001-H21-9-5.pdf

このページと大きな関連のあるページhttp://te-wisdom.net/

からダウンロードできます

を必ず見てください

（課題）
日本の航空機宇宙産業が賦活するための「問題点の指摘とその対策」
この「問題点の指摘とその対策」課題は、次の２つの要点と対策に絞り込むことができ、国民の税金の無駄使いをな
くするため、政権が代わった今、実現するべき課題です。
Ⅰ．要点
１． 以下は、日本の航空機装備品（機体を除く）が、輸入商社経由の国際相場の約2倍の価格にあわせて予算を取得、
国産化をした結果、それが日本国内の相場になってしまって、国際競争力をなくしてしまいました。したがって、
ここでは、その原因の経過を述べ、その国産航空機装備品の国際競争価格への回復対策をして、国際競争力のある
防衛省の調達、あわせて、民間市場向けの完成機生産とその維持サポート体質への切り替えるため、過去の経緯に
囚われない、効果のある軟着陸対策の懇談結果を示すものです。
その回復への入口は http://dtcn-wisdom.jp/00001-aichi.pdf で見れます。
２． 上記とあわせ、2009に表面化した、JALの再建問題に発する、航空機運航業も、抱える同様な問題点のある分野
で、日本のエアーライン運用業についての問題の指摘と改善対策を述べてあるURL http://te-wisdom.net/の内容の
対策についても、経緯に囚われない、多くの方の具体化の協力をお願いする提言をするものです。
Ⅱ．原因と対策
１．原因
(1) 要点項目１の原因となった経過のもとと考えられる原点の文書の部分は、本書の3ページで見ることができます。
その文書「航空機の調達の解説」の全文は、http://dtcn-wisdom.jp/J-personal%20use/kukuukino-choutatu.pdfで見る
ことができます）
(2) それと並行して、米国から日本に輸入する、輸入航空機装備品の暗黙のカルテルができあがった経緯は、YS-11
のプロダクトサポートで、米国にわたりその後、日本人でありながら、米国のピエドモントおよびコンティネンタ
ルエアーラインの上級副社長まで登りつめられた鶴田国昭氏のwebサイト
http://te-wisdom.net/EJ-file/05-03-15%20t-report-EJ.pdf に示されています。
(3) その結果、日本の航空機総合産業は世界に30～40年立ち後れた体質になってしまっと同時に、国防調達費の高
い国の体質になってしまいました。
その体質については、「BizPlus：コラム：原田 泰氏の2010/02/08「経済学で考える」第92回「日本の防衛費は本当
に多い・・・・ http://te-wisdom.net/shiryou/2010-2-8-nihon-no-boueihi.pdf」で知ることができるように、英国、
フランスとほぼ同じ防衛予算でありながら、自主開発の戦闘機や、そのエンジンの開発さえもできない体質になっ
てしまっています。
(4) これら原因は、上記の鶴田国昭氏のWEBサイトで見ることができるような経過で自然に出来上がっていった暗
黙のカルテルがありました。これを、暗黙のカルテルとみなすことのできる公正取引委員会の定義は次のようにな
っています。
「事業者間に何らかの合意や了解が成立し，
それに皆が従うものと思ってそれぞれ同一行動に出ることをいいます。したがって，

制裁の伴わない紳士協定はもちろん，明白な協定という形をとらない口頭の約束や暗黙の了解でもカルテルに該当します」と定
義されており、また、その本文は、http://dtcn-wisdom.jp/J-Admini-Reformation/koutori/karuterunokaisetu-koutori.pdf で

見ることができます。
(5) また談合（カルテルを含む）の恐れがあると疑われるときは、申告せよという防衛省の内部の通達は、防衛省
監査本部から出されています。その通達の抜粋の写しは
http://dtcn-wisdom.jp/J-personal%20use/compliance-G-bassui.pdf で見ることができます。従って、上記の
http://te-wisdom.net/EJ-file/05-03-15%20t-report-EJ.pdfに記述のある経緯を知ったからには、国の経費を節約する
視点と、かってのインターネットがなく、またほとんどの日本人が英語をはさせなかった過去の時代の商社経由の
輸入航空装備品の購入の方法しか知らなかった時代から脱却をするため「ネゴ能力のある航空装備品の直接メーカ
ーからの購入ルート」に切り替え、この問題の軟着陸解決策を具体化するべきと考え、この有志による懇談会の視
点と提言が役にたちます。
(6) 「ネゴ能力のある航空装備品の直接メーカーからの購入ルート」の提言は、2010-3月に設置された防衛省開発
航空機の民間転用に関する検討会に対して、2010-6-17に、http://dtcn-wisdom.jp/00001-2010-6-17.pdf で見られ
る内容で、防衛省の意見窓口を通じて、提出してあります。
(7) 一方、現実面での経過は、戦後日本で航空機を生産するようになって以来、国産航空機装備品企業は、上記の
(1)～(4)の経緯、経過により、防衛省（庁）向けの製造予算が取れるので、それに合わせて、国産化試作段階が終わ
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った後も、作業実績（特に工数）を、一つのワークオーダー、かつ一律逓減率90%としてまとめ、余った工数の明
細を外部にわからないようにし、かつ表沙汰にならぬようにひた隠しにしてきました。またそのため、防衛省（庁）
の予算もそれに合せて、承認され消化・実施されてきました。
(8) それに気がついていた一部の防衛省（庁）の人、OBは、過去の責任追及を避けるためその対策を、工数の明細
までは立ち入れない。しかし、そのチェックのための人員がいない、という理由によりその調査と対策ができず（例
に日本電気水増し事件のときなどに、形式的な調査はしたことはあるようですが）、また一方、その航空機装備品
メーカー企業各社においても、それが社会的に知られるようになると、自らの企業の社会的なイメージが崩れるの
で、ひた隠しにし、この事実を隠してきました。
（最近では、それが社会的に知られると困る、行政の防衛調達の状況から、表向き「儲からない（数量が尐ないの
で）」という理由で、防衛装備品の業界から撤退をしたいという表明をしている企業が多く出てきています）
（また、防衛装備品の生産を担当する企業においては、作業工数に余裕があっても、防衛需要は、金額的に尐ない
ので、儲からないともいえる面がありますので、それを表向きの理由にしています）
(9) これを改めるための基本的な考え方は、必要以上に、過去に遡らない方針をしめす「行政改革の一方法」によ
る以外には方法がありません。
この内容はhttp://dtcn-wisdom.jp/J-Admini-Reformation/J-Admini-Reformation-K.pdf からダウンロードできます。
(10) そして、これをしないと、我国の、 国際競争力のある、装備品を装備した国産完成航空機の製造とその運
航サポート、競争力のあるエアーライン産業の育成の具体化は、できないとこの官民のOB有志による懇談会で考
えてきました。
以上をどこから手をつけていけばよいかの視点と、そのための詳しい対策手順は、URL
http://dtcn-wisdom.jp/00001-aichi.pdf とhttp://dtcn-wisdom.jp/00001-2010-6-17.pdf よりダウンロードできるよ
うにしてあります。
２． 対策
以上を、要するに、下記の２点の視点より改善すれば、過去の経緯からの言い逃れはできるようになりますので、
ぜひ現職の方で、具体化するようお願いいたします。
①

防衛省が率先して、米国の相手側メーカーと直接ネゴ（技術、品質保証条件、価格の面）をして、従来の商社経
由の、調達をせず、直接契約による装備品取得をする
（この件の提案内容は、2010-6-17に防衛省開発航空機の民間転用に関する検討会どのへの提言：第１回 資料-6
「国内に防衛生産・技術基盤を保持する意義」の第２項「バーゲニング・パワーの源泉」についての方策について
の提言として、防衛省の意見窓口から検討会事務局の防衛省装備局航空機課と連絡のつく委員に 「第１回 資料
-6 「国内に防衛生産・技術基盤を保持する意義」の第２項「バーゲニング・パワーの源泉」についての方策につ
いての提言」（http://dtcn-wisdom.jp/00001-2010-6-17.pdf でダウンロード可）として、:たたき台（素案）の提
言しています。

②

あわせて、急に価格が下がるものについては、下記のルールを使う。
防衛省の新インセンティブ契約制度 H20-10-1 を利用する
内容：現行制度につき、インセンティブ効果を高め、活用を拡げるため、技術提案に限らず、設備投資や生産管理
の改善等様々な低減努力を対象に加え、「各年度のインセンティブ配分率を柔軟化するなど、制度全体を見直して、
新 制 度 を 平 成 20 年 度 より 導 入 」 http://www.epco.mod.go.jp/insenthibu_gaiyou.pdf （ 同 じ 内 容 の 写し は 、
http://dtcn-wisdom.jp/00001-H20-10-1-shin-innsentive-seido.pdf よりもダウンロードできます）
この内容は、平たく言えば、細かな技術的説明をしなくても、製造および調達効率などを上げて、とにかく品質、
性能を守りながら、コストが下がりすれば、それでよいと言う考え方になっているので、従来の行政予算消化型よ
り、急にコストが下げやすくなっており、これを理由に、装備品の価格を、国際競争価格まで、コストを下げやす
くなっています。この制度を使えばよい。

により、2010-6-17の提言、http://dtcn-wisdom.jp/00001-2010-6-17.pdf を、行政、各企業ともに、日本の総合航空
機産業の賦活のための基本事項として、まず具体化することを、現職の皆様に、お願いする次第であります。
(補足) また、以上と同じような考え方、提言の内容を、JAL、ANAをはじめとする、日本のエアーラインにおいても、
応用され、日本のエアーラインの国際競争力を向上されるよう、お願いするものであります。
（ちなみに、このような意見窓口は、一つに絞るベしと、最初に提言をしたのは、平成12年6月の、この懇談会の事務
局をやっている江崎通彦が委員として参加した調本２１世紀員会 提言
http://dtcn-wisdom.jp/21seikiiinnkaiteigenn-cpy.pdf のPDF25ページの防衛省の外部契約相手方に対する調達窓口の
一本化、意見要望の窓口の一本化の提言を、現在の防衛省OBの方と一緒に、文章化をしたのが、この提言方式の提言
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の最初のように記憶しています。・・・これは今では懐かしい記録となっています。
以上
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防衛庁の内部における一つの資料
「航空機調達の解説」
（216～218ページ）昭和58年ころの資料に次のような記述があります
この文書「航空機の調達の解説」の全文は、http://dtcn-wisdom.jp/J-personal%20use/kukuukino-choutatu.pdfで見るこ
とができます。 以下、問題部分の抜粋
15. 国産化
外国製品を我が国で製造することを国産かといい、大蔵大臣及び事業所管大臣（航空機は通産大臣）の許可をえて、外国企業と技術導入契約を結
び、所有権、ノウハウの使用料、提供料、を支払って（144 頁参照）
、、外国企業が製造する製品を我が国の企業が製造することで、この国産化の歳
費の決定は、海幕長（タイプミス？）
（正しくは各幕長とも思われる）が行い、国産化の方針及び基準等は「航空機用機器等の国産化に関する業務
実施要領について（通達）
（海幕航第 3504 号 45.7.9）に定めれている。
国産化をするためには相手方製造会社にライセンス料、ロイヤリティ量等を支払うので、国産化の製品は輸入品より割高になるが、これは有事の
際輸入ができなくなった場合のこと及び我が国の工業水準を高めるための過程として行っている。
（1） 適用範囲
既にに輸入している航空機用機体、エンジン関係機器、搭載電子機器、武器及び同部品（以下「機器等」）の国産化及び代替機器等の国産内開
発について適用する。
国産化は相手側の製造会社との交渉によってその範囲はきまるまのであるが、その内容範囲等についてはとサン的、基幹的、技術的の制約の関
係から発注者（航空機課）と協議する必要がある。
国産化のためには治グ工具党の生産設備、試験機器等の新設並びに製品の認定検査、初回試験等の費用の墓にライセンス料、ロイヤリティ量が
製品の価格に含まれるので、国産化の採用に当たっては費用隊効果と技術的効果を考慮して歳費をきめる必要がある。
(2) 国産化の方針
国産化が技術的に可能なものは次項の「国産化の基準」に従って国産化を推進するが、特に次のものについては優先考慮する。
ア 国産化率をおおむね価格比で 50%以上とし、当該機器等の国産化によるメリット（中枢部位の国産化等）及び維持整備に対するメリット等
を十分に満足するものであること。
ただし国産化開始後原則として一ヵ年以内にその見通しのある場合を含み、又は特殊の条件がある場合はそのつどの検討によるものとする。
イ 国産化価格（割掛費を除く）の目標を輸入価格又は類似品等の輸入価格以下とする。
割掛費については国産化要求度の強弱とうに応じ各品目ごといに検討して決定する。
ウ 機器等の輸入が国外調達原価ら見て不安定であるか又はそれが予想される場合は状況、緊急度とうによりそのつど検討する。
(4) （実際には、この項は(3)ではあるが、ミスタイプと考えられる）
国産化を担当する会社の選定基準は次による
ア 当該機器等が次に該当する場合はそれぞれの法令にもとずく認可を受けている会社であること。
a． 航空機製造事業法に基づき認可を要する品目
b． 武器製造事業法に基づき認可を要する品目
c． 国産化のために必要な技術提携について「外国為替及び外国貿易管理法」に基づき認可または許可を要する品目
イ． 当該機器等の類似品をすべて開発又は製造をした経験を有し、また当該国産に必要な技術及び設備を有するか又は小規模の新規投資により
その充足が可能であって十分に品質を確保する能力を有すること。
ウ．当該機器等の国産化に要求期限がある場合、所要の要求に十分応じうる能力を有する会社であること。
エ．当該国産化が決定した場合、当該機器等の維持、修理支援にちゅいて当該会社で行う意志と能力を有する会社であること。
(5) 手続
ア. 国産化手続「航空機用機器等の国産化に関する業務実施要領について（通達）」による。
イ．提案者
a. 需給統制隊司令、木更津航空補給所長、各航空工作所長
「国産化の方針」により国産化を適当とするものがあるとき。
b. 業者
「国産化の方針」に該当する需給司令等及び海幕技術部長が判断されるとき。
c. 製造請負会社
新規生産の航空機等に関連する製造請負会社が国産化を一括計画する場合。
ウ. 提案先 海幕技術部長を経て海幕長に申請する
エ. 審査・検討 国産化に関する業務実施要領の通達に定める基準に従い海幕技術部長が行う。
オ. 決裁者 海幕技術部長
カ. 海幕長
キ. 通知者 業者及び製造請負会社並びに調本帳には海幕長が通知する。
需給隊司令党には海幕技術部長が通知する。
(6) 国産化率
国産化率のうち外貨をもって支払われた輸入品、輸入材料費、技術提携費等（ロイヤリティ、ライセンス）を差し引いたものを国産額と考え、
これの調達価格に対する百分比を国産化率という。
国産化率＝（調達価格－支払外貨）／調達価格
調達価格：GCP 又は手数料を含んだ契約価格である。
支払外貨：契約金額のうち外貨をもって支払われる額である。
製造会社が使用する輸入の部品及び材料並びに技術提携費と、商社の輸入する輸入品価である。支払外貨の代価は GCP 又は手数料
を含まない。
この国産化率は為替レートが円安になれば国産化率は低下し、円高になれば国産化率は上昇するもので、これは金額的な尺度で国産化率を想定
したものであって、技術的な見地に立つた国産化率ではない。
支払外貨に GCP または手数料を含まないのは国産化率をいくらかでも高率にするためである。
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