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国防削減下におけるアメリカ軍事産業の再編過程

河　音　琢　郎

は　じ　め　に

　１９８９年の東欧諸国の体制転換を起点としたいわゆる冷戦の崩壊とともに，アメリカ軍事産業は

国防削減の荒波に投げ込まれることとなり ，９０年代にはトラスティノクな産業再編が進行した 。

しかし，この過程は単純になし崩し的に進んだわけではない。産業集約化の過程は国防省をはじ

めとしたアメリカ政府の積極的イニシアティブとオリエンテーションの下に展開された 。

　本稿の課題は，このような９０年代国防削減下において進行したアメリカ軍事産業の再編の実態

を， 国防省をはじめとした政府の政策動向との関わりを中心に分析し，荒削りではあれその全体

像を描写することにある 。

　本稿では，まず第一に，以上の課題に取り組む準備作業として，９０年代の国防削減を規定した

諸契機について，経済的側面からの要請と軍事政策的側面からそれぞれ考察し，軍事産業集約化

を分析する視角を確定する（Ｉ）。 それを踏まえて，国防省を中心に実践されてきた産業集約化

政策の内容について，主要政策手段別にその概要を叙述した後（ｎ），軍事産業再編の過程につ

いていくつかのケースに分けて論じることにより ，その全体像を浮かび上がらせたい（皿
．）。 こ

のようなプロセスを通じて，９０年代軍事産業再編が果たした，アメリカ政府の財政政策上，産

業・ 技術政策上の意義を明らかにするための視座の確定ができればと考えている 。

Ｉ． 軍事政策の再構築

　１ ．国防削滅の経済的背景

　９０年代の国防削減がソ連 ・東欧の体制転換を一大契機としたものであ ったという点については

論を待たない。しかし同時にそれは多大な軍事支出の負担がアメリカ経済に重くのしかかり ，こ

れを疲弊させるという ，経済的要因をもまたその底流に抱えたものであ った 。

　その第一の内容は，軍事費拡大による財政悪化の進展である 。平時最大といわれたレーカン軍

拡が，８１年の大幅減税とならんでこの時期のアメリカ財政赤字拡大の主たる要因の一つであった

ことは今や明瞭である 。第１表は８０年代以降のアメリカ連邦財政のトレンドを財政収支および主

要歳出入費目別に対ＧＤＰ比でみたものであるが，これによれば，第１期レーガン政権時の財政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６３４）
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第１表主要財政指標の対ＧＤＰ比変化率 ：１９８０－１９９９年度
単位 ：％

歳　　　　　入
会計年度 財政収支￥

総額
個人
得税

法人
得税

社会
障税

１９８０ －１９８５＋ 一２ ．５ 一１ ．１ 一０ ．８ 一刈 ．９ ０． ７

１９８５－１９９２＋ Ｏ． ４ 一０ ．１ 一〇 ．４ ０． １ Ｏ． ３

１９９２－１９９９＊十 ５． ８ ２． ９ １． ４ Ｏ． ６ ０． １

歳　　　　　　　出

会計年度 裁量的経費 義務的経費

総　　額

国防費
民生裁量

経費
社会保障

金

医療関連経費

その他義
的経費

利払い費

１９８０ －１９８５＋ １． ３ １． ２ 一１ ．２ Ｏ． ２ Ｏ． ４ 一０ ．４ ユ． ２

１９８５－１９９２＋ 一〇 ．６ 一ユ ．２ 一〇 ．１ Ｏ． １ １． Ｏ 一０ ．６ ０． １

１９９２ －１９９９＊十 一２ ．７ 一ユ ．８ 一０ ．２ 一〇 ．２ Ｏ． ６ 一〇 ．５ 一０ ．６

注）　 ＊ユ９９９会計年度はＯＭＢによる推計値
。

　　 十それぞれの期問における変動幅 。

　　￥財政収支は統合予算べ一ス 。

出所）Ｏ笛ｃｅ　ｏｆ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｂｕｄｇｅｔ［ユ９９９１ ，より作成 。

　　　　　　　　第２表軍需部門への依存度（産業別）

産　　　　業 １９８０年 １９８５年 産　　　　業 １９８０年 １９８５年

造　　船 ６１ ９３ 電子機器 １６ ２０

銃　　器 ７９ ８６ 鉄　　鋼 ６ ユ２

ミサイル ６９ ８４ 航空輸送 ｎａ
１０

タ　ンク ６８ ６９ 石油精製 ４ ６

航空機 ３７ ６６ コンピュータ ５ ５

通信機器 ４２ ５０ 産業化学 ４ ５

工作機械 ８ ３４

半導体 ９ ５

エンジニアリング機器 ２３ ２８ 自動車 ３ ３

光学機器 ユ３ ２４

単位 ：％

１４７

　　　　　注）各産業分野の全産出高に占める軍需品産出高の比率 。

　　　　　出所）Ｍａｒ
ｋｕｓｅｎ［１９９８１ｐ５３

赤字の拡大幅２５ポイントのうち，その約半分に当たる１２ポイントが国防費の拡大を要因とした

ものである 。周知のとおり ，この当時のアメリカ財政赤字の巨額化は，単にアメリカ国民経済の

みならず，世界経済の錯乱要因として問題にされたのであった 。

　マクロ面からミクロ面に目を転ずると ，軍拡から軍縮への転換は，アメリカ企業の競争力問題

と不可分の関係をもっていた。Ｍａｒ
ｋｕｓｅｎ［１９９８１ ，Ｈａｍｓｏｎ

＆Ｂ１ｕｅｓｔｏｎ［１９８８１は ，第１期レー

カン政権における軍拡が，広範囲にわたる産業分野でアメリカ製造業の軍需への依存度を高めた

ことを指摘し，これが競争的な民生部門への企業の投資に対するティスインセンティフ要因とな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）り， アメリカ企業の国際競争力を掘り崩す結果となっ たと主張している（第２表）。 さらに，軍事

費と企業の競争力との関連は，これまでのアメリカに特徴的であった，軍需に依拠した技術開発

のあり方という点からも問題とされた。すなわち ，一方では，軍需製品の特殊化 ・奇形化の進展

とともに軍事技術の民生製品への転用の際の障壁が高くなり ，軍事技術開発が主導して民生技術

に波及してゆくという ，いわゆるスピン ・オフ効果の低下が問題として指摘されるようになった 。

他方，日本の製造業におけるような民生分野で開発された技術がアメリカ軍の兵器システムにお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６３５）
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いて不可欠な要素となったり ，これら海外企業が，もっ ぱら軍需に特化して開発された国内企業

の製品に比べてより高品質でコストの低い競争相手として台頭して来るという ，いわゆる民生技

術の軍事分野へのスピン ・オンといわれる事態も ，いくつかの産業分野で指摘されるようになっ
２）

た。 こうして，極論すれば兵器開発にともかく多大な資金を投ずることによってアメリカの技術

優位は保たれるというこれまでの軍需中心の技術開発政策のあり方に対して再考が求められるに

至ったわけである 。

　以上のような経済的背景を踏まえて考えるならば，レーガン軍拡からの転換とは，ソ連 ・東欧

の体制転換に伴う受動的な対応といった単純なものではないことは明らかであろう 。これらの経

済的背景の存在について着目しておくことは，９０年代の国防削減と軍事産業の集約化の諸契機を

考える上で必要なことである（この点については本節３ ．で後述する）。

　２　軍事政策の再構築

　８９年の東欧諸国の体制転換に伴い，アメリカ軍事当局者たちが直面した課題は，国防費削減の

圧力が段と強まる中，アメリカが引き続き大規模な軍事能力を保持し続けることを正当化しう

る論理を見出すことであ った。８９年のベルリンの壁の崩壊は，大量の軍事支出に対する負担がア

メリカの政治的 ・経済的地位を浸食しているという ，８０年代後半以降高まってきた議論にさらに

拍車をかけることになった。例えば，元国防長官のロハート ・マクナマラ（Ｒ．ｂ。。ｔＳ　Ｍ．Ｎ．ｍ。。。）

は， ８９年１２月 ，連邦議会上院予算委員会の公聴会において，アメリカは今後５年間で軍事支出を

半減しても安全保障は万全であり ，そのことにより国内の社会基盤等の再建のために数千億ドル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
の予算を当てる余裕ができると主張した。このような大規模な軍縮とそれによる「平和の配当」

を主張する議論が台頭を見せる中，それに対抗するために，アメリカ軍事当局は，軍事能力保持

を正当化する論理の再構築を急がされたわけである 。

　代替戦略として策定された内容は，おおむね以下のようなものであった。すなわち ，それは ，

アメリカおよび世界の民主主義的政治体制に敵対する ，強大な軍事力をもち ，大量破壊兵器を製

造・ 保有するかそれに着手しつつある諸国を，世界秩序の破壊を目論む「ごろつき国家」（Ｒ．ｇｕ．

Ｓｔ・ｔ・・）として，ソ連に代わる仮想敵国と位置づけるというものである 。しかし，このような諸

国には現実にはそれまでのソ連に比肩するだけの兵力規模をもつものは皆無である 。それゆえ ，

新しい戦略では，今日はこれら「ごろつき国家」が拡散している状況にあり ，複数の敵国が同時

に紛争に突入するケースを想定して，アメリカ軍が同時に複数の敵と戦いうるだけの軍事能力を

保持することが必要であると論立てた 。

　統合参謀本部を中心に練られた以上のような戦略は，国防省内では「新戦略」「地域防衡戦略」

と名付けられ，９０年春にはチ ェイニー国防長官，ブッシュ大統領へと提出され，速やかにホワイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
トハウスの公式戦略としての位置づけを占めるに至った 。

　ブッシュ政権のｒ新戦略」は，湾岸戦争という実戦を経ることでその地位をより堅固なものと

することになった。すなわち，湾岸戦争は，「新戦略」が仮想敵国として想定した「ごろつき国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
家」が現実の「脅威」であると印象づけるのに十分な役割を呆たした。また，「新戦略」が描い

たシナリオを確証し教訓化するという点でも湾岸戦争は国防省にとって貴重な機会となった。湾

岸戦争での実戦から得られた教訓として，国防省は，その最終報告において，¢アメリカ軍が有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６３６）



　　　　　　　　　　　国防削減下におけるアメリカ軍事産業の再編過程（河音）　　　　　　　　　１４９

するハイテク兵器の有効性と卓越性の実証，　空軍力における優勢の確保の重要性，　陸，海 ，

空， 海兵隊の国防４軍の統合戦力の重要性，＠大規模な軍隊を本国から戦場まで輸送する能力と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
しての「戦略的機動性」の確保の必要性，を挙げている 。国防省は，これらの教訓を明確化して

公に示すことを通じて，ｒ新戦略」の正当性とともに，その実践にとっ て必要な，将来に向けた

アメリカの軍事技術上の優位性の確保とそれに向けた投資の必要性をも強くアピールすることと

なった 。

　こうして実戦の経験という後ろ盾を得た「新戦略」は，クリントン政権に引き継がれて，ボト

ム・ アッ プ・ レビュー（Ｂ・ｔｔｏｍ－Ｕｐ　Ｒ・・ｉ・ｗ，以下ＢＵＲと略）という形で精綴化されていくことにな

る。 ＢＵＲの主要な課題は，ブッシュ 政権の「新戦略」に基づいて，ポスト冷戦時代に必要なア

メリカの戦力規模を確定することであった。周知の通り ，ＢＵＲは冷戦後の軍事能力の基準とし

て， 湾岸地域と朝鮮半島における「地域の強国における大規模侵略」を想定 ・例示し，二つの大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）規模地域紛争の同時的発生に即対応できるだけの戦力の構築を今後の戦力目標として設定した 。

ここでその内容を詳述することは差し控えるが，このＢＵＲにおいて今後アメリカ軍において遂

行される国防削減と保有されるべき軍事能力の規模は一応の決着を見たといってよい。９７年にコ

ーエン国防長官により提示された国防計画見直し（Ｒ．ｐ。。ｔ．ｆｔｈ．Ｑｕ．ｄ。。ｍ１．１Ｄ．ｆ．ｎ。。 Ｒ．ｖ１．ｗ）に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
おいても ，ほぼＢＵＲで出されたラインが踏襲され今日に至っている 。

　３ ．国防削減の経済的意味

　前節の概観で明らかなように，アメリカ軍事当局のスタンスの基本は，冷戦後においても軍事

超大国としての地位を保持し続けるというものであり ，ｒ地域防街戦略」やＢＵＲにおいて示さ

れた戦略は，そのための軍事予算の獲得を正当化する性格を色濃くもつものでさえある 。しかし

同時に，国防省は，この間進められてきた国防予算の削減に関して，一方的に守勢にまわ ったわ

けではなく ，むしろ逆に，積極的にその過程に関与してきた。この二つの行動を統一的に把握す

るためには，国防省をはじめとするアメリカ政府にとって，９０年代の国防削減がもつ積極的意義

が考察される必要がある 。

　第１図は，国防予算の歴史的推移を予算権限べ一ス（実質値，１９９２年価格，１９７７年 ・１００とした指

数）でみたものである 。これによれば，国防予算はレーガン軍拡により８５年度にピークを迎え ，

一定の高原状態を経た後，９０年代前半の削減を経て，後半には底を打つ，という経過をたどって

いる 。このトレンドを極端にデフォルメした形で推移しているのが，物資調達予算の動向である 。

８０年代前半の拡大，９０年代前半の縮減ともに，その振れ幅は極端に大きい。これに対して，Ｒ＆

Ｄ費の動向は，９０年代の全般的な国防予算縮小下にあって相対的にその削減規模は小さいもの

となっている 。

　このような国防予算の推移を念頭に置いて，１ ．で述べた国防削減の経済的側面からの要請を

軍事産業に対する産業政策という側面からとらえ直すならは，冷戦崩壊という事態の到来によっ

てもたらされた国防削減という機会は，アメリカ政府にとって，軍事産業のコスト競争力をはじ

めとした供給サイドにおける改革を推進し，ひいてはそのことを通じてアメリカの技術的優位を

強化する ，そのような契機として作用したのではないかとの推察が導き出される 。

　こうした視点から今日の軍事政策の争点をみると ，その政府内部における対立点は，必ずしも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６３７）
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第１図　国防予算権限（実質値）の推移 ：１９７７～２００４年
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　出所）Ｏ術ｃｅ　ｏｆ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｂｕｄｇｅｔ　ｌ１９９９１ｐｐ２３－２４，ｐｐ７５－７８，Ｔａｂ１ｅ１－ ３， Ｔａｂ１ｅ５ －１，より作成 。

直接的に国防予算の削滅規模にあるというよりも ，予算資源を，既存の軍事能力および国防産業

基盤（Ｄ．ｆ．ｎ。。Ｉｎｄｕ．ｔ。。。１Ｂ。。。）の保持に費やすのか，それとも将来的な軍事技術への投資に振り

向けるのか，その優先度に移っているように思われる 。例えば，将来の国防戦略に関する提言機

関として国防省内に設置された国防委員会（Ｎ．ｔ１．ｎ．１Ｄ．ｆ．ｎ。。 Ｐ．ｎ．１）は ，９７年１２月にまとめられ

た報告書において次のように述べている 。すなわち，同報告は，アメリカが現在，情報関連技術

における急速な進歩によって促された軍事革命の緒についているとの認識の下に，国防省はその

機会をうまくとらえて将来を見越した資源配分を行うべきであるとし，既存のシステムに主たる

焦点を当てている現行の武器調達システムでは，このような要請に応えるに不十分であるとの見

解を示している 。そうして，こうした既存装備の保持に重点を当てた資源配分のあり方は，二つ

の大規模な戦争がほぼ同時に起こるという ，実現可能性に乏しい事態の想定に基づいたものであ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
るとして，その再考にまで踏み込んだ提言を行っている 。

　このような提言が国防省総体の政策体系にいかなる形で組み込まれるのかは定かではない。し

かし，この見解に代表されるような，既存の軍事システムの効率化とそれを通じた将来への技術

的優位の獲得に向けた投資を促す契機として国防削減を活用するという視点は，９０年代の軍事産

業に対するアメリカ政府の政策対応の本質的特徴を示すものとして注目されてよい。次節以降で

は， このような視角から ，軍事産業集約化の過程とそれに果たした政府政策の役割について考察

していきたい 。
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戸　　
＼
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ｃ＼ Ａ

■

片ｏ・へ
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Ｏ
■

　　　　　　ｏ
へ　

’止ム ー△・一一

、

・二△ 一一
△’ ×

、

　’△‘

／　１
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１． 軍事産業集約化政策の展開

　９０年代の軍事産業に対する政府の産業政策は，一方で国防削減の過程で顕在化した過剰生産能

力の処理という課題を，既存軍事産業の効率化を推進する契機として位置づけるとともに，他方

で， 将来の軍事能力とアメリカの技術的優位の確保にとって必要な国防産業基盤を保持，育成す

るという ，一見相反するかに思われる政策課題を統一的に遂行しようというものであった。本節

では，このような国防省を中心とするアメリカ政府の軍事産業集約化の主要政策手段とされた ，

（工）軍事企業の合併政策と ，　集約化に伴う企業のリストラ費用への政府補助について，それぞれ

考察する 。

　１ ．軍事産業に対する政府の合併政策

　国防省は，巨大軍事企業のＭ＆Ａに対する認可権限という裁量を政策手段として軍事企業の

集約化に積極的に関与し，巨大軍事企業の合併の推進役として立ち振る舞うと同時に，国防省に

とって望ましい国防産業基盤の実現に向けて，集約化の方向付けに多大な影響力を行使してきた 。

　ソ連 ・東欧の体制転換直後の９０年代初頭においては，国防削減による軍事産業の過剰生産能力

の顕在化は必然となっていたものの，それにいかに対応するかという点では各企業の戦略は様々

で定まったものとはなっていなか った。Ｇ．ｎ。。。１Ｄｙｎ．ｍ１。。 なと事業分割を先行的に推進する企

業もみられたが，このような動きは一部にととまっ ており ，国防削減への対応はＭ＆Ａや事業

分割の可能性から民生分野への事業転換，海外への武器売却への依存なと総花的で，総じて模索
　　　　　　　　　　　１０）
の途上にあ ったといえよう 。

　このような軍事企業の戦略対応は，クリントン政権成止後，国防省が企業合併推進の姿勢を鮮

明にして以降，急速にＭ＆Ａの推進へと収敏していく 。１９９３年７月 ，ペリー国防長官は，巨大

軍事企業の幹部を召集し，国防省が劇的な産業集約化に着手するつもりであることを表明し，各
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
企業に対して早急な合併計画の策定を要請した。ほぼ並行して進められたＭ＆Ａに伴うリスト

ラ費用への政府補助の実施（この点については後述する）とも併せて，これが契機となり ，巨大軍

事企業のＭ＆Ａが頻発することとなり ，軍事産業の集約化は一気に進行し，９７年には

Ｌｏｃｋｈ
ｅｅ

ｄ－Ｍａｒｔｉｎ，Ｂｏｅｉｎｇ，Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ の３大勢力が形成されるまでに至った（第２図を参照）。

　この間，国防省は，連邦取引委員会（Ｆ．ｄ。。。１Ｔ。。ｄ． Ｃ．ｍｍ１。。１．ｎ，以下ＦＴＣと略）や司法省といっ

た反トラスト当局に対して国防企業の合併規制の緩和を再三にわたって要請し，また，個々の合

併のケースに際しても強大な裁量権を発揮した。事実，９０年代の軍事企業の合併に対する反トラ

スト当局の認否は全て国防省の意向にしたがった結果となっ ている 。

　反トラスト当局自身も９０年代において合併政策を大きく転換し，これが軍事産業分野において

も巨大Ｍ＆Ａの実現に大きく寄与するところとなった。例えば，ＦＴＣは，９６年６月に提出し

たスタッフ ・レポートにおいて，旧来の合併ガイドラインの変更を公式に表明し，従来の産業組

織論に基づいた短期的な価格や市場シェアを合併の指針にするだけでは不十分で，将来のイノベ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
一ションの視点を織り込んだ基準とすることを提案している（現割こは，同報告の提言を待たずに ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６３９）
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第２図　９０年代アメリカ軍事産業の企業再編

１９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７

Ｌｏｃｋｈｅｅｄ 合併

戦闘機部門１ 合併
Ｍａ前ｉｎ　Ｍ８ｒｉｅｔぬ Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａれｍ

ＧＥ　　　宇宙 ンステム部Ｆ

字宙部門
Ｌｏｍ１ ＧＥ

Ｆｏｒｄ　Ｍｏｔｏｒ６
宇宙部門

ＩＢＭ ＵｎｉＳｙＳ

宇宙部門 ＢＭ　Ｆｅｄｅｒａ１ 国防エレクトロ
Ｓｙ曲ｍ８ ニクスシステム

Ｂｏｅｍｇ Ｂｏｅｍｇ

Ｒｏｃｋｗｅ１１

ＭｃＤｏｍｅｉｌＤｏｕｇｌａ８
国防 ・宇宙部門

Ｒ帥ｈｅｍ
国防エレクトロニクス ノスァム

Ｒａ批ｈｅｏｎ

Ｃｏ叩ｏｍ脆Ｊｅｔｓ１ Ｅ－Ｓｙｓ屹ｍｓ ＴＩ

Ｈｕｇｈｅ８
宇宙システム部

ミサイル事業１

舳ｍ１晦ｍｉＣ８

セスナ機 業
Ｇｅｎｅｒａ１晦ｍｉ６９

Ｔｅ対ｍｎ

航空子会社
Ｎｏ舳ｍｐ Ｎｏ汕ｍｐＧｍｍ

Ｇｍｍｍａｎ ｅ８ｔｍｈｏｕｓ

封吐 〒　１　＾　　Ｌ　 庁１国防エレクトロ
ニクスシステム

注）…・〉は事業分割，一→は企業買収 。

出所）〃３惚舳＆んｇ吻肋ｏ郷，Ｖａｒ１ＯｕＳ１ＳＳｕｅＳ，より作成 。

町Ｃらの反トラスト当局の合併政策は既にこのような方向に軌道修正している）。 軍事企業の合併の場合 ，

このような反トラスト当局の基準は，国防省の調達 コストの削減に結びつくかどうかが合併認可

の中心的な基準として設定され　　それゆえ国防省の司法当局へのｒ助言」が合併認可に決定的

役割を果たすことができたわけだが　　，そこに示された調達 コストには，既存の軍事システム

のみならず，将来的な兵器システム ，技術の開発 ・製造 コストをも含む形で評価が進められた 。

　国防省は，上記のような形で軍事企業のＭ＆Ａを積極的に推進してきたわけだが，それにと

どまらず，合併認可の裁量を駆使して集約化後の軍事産業の構造の方向付けにおいても主導的役

割を果たした。後に個々の合併ケースの分析において詳述するように，国防省にとって好ましく

ないと判断されるケースに関しては，特定部門の事業分割 ・切り離しを要求したり ，合併そのも

のを否認するという形で，国防省は軍事産業構造のオリエンテーションに積極的に関わった。さ

らに，集約化が相当程度に進行し，Ｌｏｃｋｈ
ｅｅ

ｄ－Ｍａｒｔｍ，Ｂｏｅｍｇ，Ｒａｙｔｈｅｏｎの３大勢力が一応の成

立をみた段階に至り ，９８年のＬｏｃｋｈ
ｅｅ

ｄ－ＭａれｍとＮｏ廿ｈｒｏｐ
・Ｇｒｕｍｍａｎとの合併の不認可を合図

として，合併ブームの事実上の終了宣言をも行ったのである 。

　このように，９０年代に進展した軍事産業の再編 ・集約化の過程は，その開始から終了に至るま

で， 国防省の産業政策に主導されて展開してきたといえる 。

　２　Ｍ＆Ａリストラロ用への政府補助政策

　１９９３年７月 ，コーエン国防長官が各軍事企業にＭ＆Ａの積極的推進を宣言したのとほぼ時を

同じくして，ドイ ソチ（Ｊ．ｈｎ Ｍ　Ｄｏｕｔ．ｈ）国防調達担当副長官は，国防調達様式の変更を通達し

た。 その内容は，軍事企業の合併に伴って必要とされるいわゆるリストラ費用　　レイオフされ

た労働者への退職金等の支払いや工場閉鎖，移転に伴う設備費用など　　に関して，国防省との
　　　　　　　　１３）
既存の柔軟価格契約を対象として，その費用を契約支払額に加算できることとする ，というもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４０）
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第３表国防省によるＭ＆Ａリストラ費用支払額およびコスト削減見積額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位 １１００万ドル

Ｍ＆Ａ案件 リストラ費用支払額 コスト削減見積額 純コスト削減見積額

Ｈｕｇｈｅｓ／ＧＤ（ミサイル事業） １３２ ．５ ５０５ ．８ ３７３ ．３

Ｕｎｉｔｅｄ　Ｄｅｆｅｎｓｅ　ＬＰ ２９ ．１ ７９ ．７ ５０ ．６

Ｍａｒｔｉｎ－Ｍａｒｉｅｔｔａ／ＧＥ（宇宙部門） １５６ ．３ ３０５ ．４ ！４９ ．１

Ｍａｒｔｉｎ－Ｍａｒｉｅｔｔａ／ＧＤ（宇宙部門） ５０ ．７ １３９ ．６ ８８ ．９

Ｎｏ・ｔｈ・ｏｐ／Ｇ
・ｕｍｍａｎ

４６ ．７ ２６３ ．４ ２１６ ．７

Ｌｏｃｋｈ
ｅｅｄ／Ｍａｒｔｉｎ－Ｍａｒｉｅｔｔａ ４０５ ．９ ２， ６７５ ．８ ２， ２６９ ．９

Ｈｕｇｈｅｓ／ＣＡＥ・Ｌｉｎｋ ３５ ．Ｏ １４８ ．ユ １１３ ．１

総　　計 ８５６ ．２ ４， １１７ ．８ ３， ２６１ ．６

注）十リストラ費用支払額とは国防省が当該企業の合併に伴い生ずるコストに対して支払う総額。コスト削

　　減見積額とは，当該企業の合併により見込まれる国防調達 コストの削減見積額。純 コスト削減額は両

　　者の差引残高。いずれもそれぞれの合併開始時点から２０００年度までの累計見積額 。

　　 ＊Ｈｕｇｈｅｓ／ＧＤの取引は国防省によるリストラ費用支払い通達以前になされたため，詳細な見積を国防

　　省は行っていない。それ以外は全て国防省による通達にしたがった見積となっている 。

出所）Ｇｅｎｅｒａ１ＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇＯ脆ｃｅ１１９９８ａ１ｐ．３

であった。この調達様式の変更は，Ｍａｒｔｍ　Ｍａｒ１ｅｔｔａ 会長（当時）のアウクスティン（Ｎ．ｍ．ｎ　Ｒ

Ａｕｇ．ｔｍ。）が，Ｌｏｃｋｈｅｅ
ｄ， ＧＭ　Ｈｕｇｈｅｓ，Ｌｏｒａ１といった企業の幹部らとともに行 った要請に国防

　　　　　　　　　　１４）
省が応えたものであ った 。

　第３表は，これまで国防省により認可されたケースにおけるリストラ費用支払額を一覧したも

のである 。同表によりその規模を確認しておくと ，国防省によって支払われたリストラ費用の規

模は，最大のＬｏｃｋｈｅｅｄとＭａｒｔｍ－Ｍａｒ１ｅｔｔａ 合併のケースで４億トル程度である 。当事者により
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
公表されている合併に伴うリストラ費用見積総額約１７億ドルという数字をもとに判断すると ，４

分の１弱を国防省が負担することになる 。

　軍事企業のＭ＆Ａリストラ費用に対する政府補助の存在がマスコミを通じて明るみに出され

るや，これに対する各界からの批判が続出し，議会で活発な議論が展開されることとなった。リ

ストラ費用支払いに批判的な側は，そもそも一般企業のＭ＆Ａでは自己負担で賄われるのが当

然であるリストラコストを政府が肩代わりするのは税金の乱費であると主張した。また，労働組

合や地方政府からは，このようなリストラ費用負担は，軍事企業によるレイオフや工場閉鎖を政

府が正当化し鼓舞するものであるとの批判も現れた。これに対して国防省は，リストラ費用支払

いは，契約後のコストアノ プのリスクを政府が負担するという柔軟価格契約　　今日の国防契約
　　　　　　　１６）
の約半数を占める　　においては当然の措置であるとした上で，政府によるリストラ費用支払い

は， 軍事産業の集約化を推進することで支払額を上回るコスト削減を達成するものであり ，この

ことによりネ ットでみると納税者の資源の節約につながるものだとして自身の行動の正当化を試
　１７）

みた 。

　最終的に議会での議論は，国防省に対して，リストラ費用補助の対象をその支払額以上のコス

ト削減が認められるＭ＆Ａに限定すること ，およびその見積額を定期的に議会に報告すること
　　　　　　　　　　　　１８）
を義務づける形で決着を見た 。

　しかし，国防省が支払うリストラ費用は現実に確定された支出であるのに対し，そねに対比さ

れるＭ＆Ａを通じた コスト削減額はあくまで見積額にすぎない。この見積額が正確に算定でき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
るものでないことは，国防省自身の認めるところである 。さらに，柔軟価格契約の場合にはリス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４１）
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トラ費用支払いは当然の措置であるという国防省の見解についても ，それではなぜ，９３年の調達

様式の変更以前にはそのような措置が講じられていなかったのか，という疑問は残る 。

　このような議会での批判を受ける中で，国防省はＭ＆Ａへの補助金政策を続けることが困難

となった。結局，リストラ費用の支払いが実際に適用されたのは，９３～９６年までのケースに限定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
されることとなり ，その後の合併についてはいずれも非適用となっている 。このような推移から

考えると ，国防省による合併軍事企業へのリストラ費用の支払いとは，９０年代の合併全体を規定

したものというよりは，合併ブームの開始に当たって，その挺子の一つとして，いわば着火剤と

しての役割を果たしたものと位置づけられよう 。

皿． 軍事産業の再編過程

　本節では，これまでの分析により導かれた視角に基づいて，９０年代に進行した軍事産業の再

編・ 集約化の過程とそれに果たした国防省の政策的役割を，個々のケースについて考察すること

により ，その全体像の導出を試みる 。

　１　Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｍｍｉｃｓ のケース

　国防削減下でのＧｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍ１ｃｓ（以下，ＧＤと略）の企業戦略の基本は，将来の競争優位を

見込めない部門を大胆に事業分割 ・売却し，コアヒジネスヘの特化をはかるというものであった 。

この点で，ＧＤは，冷戦崩壊直後から積極的なＭ＆Ａ戦略を展開した，産業再編の先駆け的存

在であった 。

　１９９１年から９３年にかけて，ＧＤは，ミサイル事業をＧＭのＨｕｇｈｅｓ に， 戦闘機部門をＬｏｃ
ｋ－

ｈｅｅｄに ，宇宙システム部門をＭａｒｔｍ－Ｍａｒｌｅｔｔａ に， さらには唯一の民生部門であったセスナ機事

業をＴｅｘｔｒｏｎ に， それぞれ売却した（第２図を参照）。 ここで特徴的な点は，ＧＤにとって当面収

益の要と考えられる事業分野でさえも事業売却の対象とされたことである 。その典型が戦闘機部

門の売却である 。ＧＤが生産していたＦ－１６戦闘機は，低 コスト ・大量生産を売り物にしたドル

箱事業で，アメリカ軍の他，海外輸出においても大量の販冗実績を誇っており ，事業売却時点で

未だ開発段階であった日本のＦＳＸの源流ともなった。Ｌｏｃ
ｋｈ

ｅｅｄへの売却時点でなお，同部門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
は８００機以上の契約受注を確保していたといわれる 。しかし，将来のアメリカ軍の戦闘機開発競

争においては，ＧＤはいずれの開発計画にも参入できておらず，後塵を拝する状況にあ った。こ

こでは，当面の収益性よりも ，将来の，競争激化が予想される当該分野において生き残れるか否

かが，部門売却の判断として重視された格好となっている 。

　このような大規模な事業売却により ，ＧＤの抱える事業は，戦闘車両と原子力潜水艦，そして

情報システムの３つだけとなった。このような大胆なＭ＆Ａ戦略の結果，１９８９年時点で総売上

高１００億ドル，従業員１０万２ ，０００人あ った企業規模は，９４年には３０億トル，２万４ ，０００人へと ，そ

れぞれ３分の１ ，４分の１以下へと縮減した（第４表，第５表をそれぞれ参照されたい）。 他方で ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
このようなスリム化が好評を博し，ＧＤの株価は９１年から９３年の間に５倍以上に高騰を見せた 。

　こうしてコアヒジネスヘの特化をはかったＧＤは，残された部門における収益力の確保と規

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４２）
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第４表　主要軍事企業の総売上高の推移（１９８９－１９９８年）

１５５

単位 ：１０億ドル

１９８９ １９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８

Ｂｏｅｉｎｇ ２０ ．３ ２７ ．６ ２９ ．３ ３０ ．２ ２５ ．４ ２１ ．９ １９ ．５ ２２ ．７ ４５ ．８ ５６ ．２ Ｂｏｅｉｎｇ

ＭｃＤｏｎｎｅ１１Ｄｏｕｇｌａｓ １４ ．６ １６ ．３ １８ ．４ １７ ．４ ！４ ．５ １３ ．２ １４ ．３ １３ ．８

１ 一
Ｌｏｃｋｈｅｅｄ ９． ９ １０ ．Ｏ ９． ８ １０ ．１ １３ ．！ １３ ．１ ２２ ．９ ２６ ．９ ２８ ．１ ２６ ．３ Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ

Ｍａｒｔｉｎ　Ｍａｒｉｅｔｔａ ５． ８ ６． １ ６． １ ６． ０ ９． ４ ９． ９
一 ■ ‘ 一

Ｌｏｒａｌ １． ２ １． ３ ２． １ ２． ９ ３． ３ ４． Ｏ ５． ５
一 ’ 一

Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ

８． ８ ９． ３ ９． ３ ９． １ ９． ２ １０ ．２ １１ ．７ １２ ．３ １３ ．７ １９ ．５ Ｒａｙｔｈｅｏｎ

Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ １０ ．Ｏ １０ ．２ ８． ８ ３． ５ ３． ２ ３． １ ３． １ ３． ６ ４． １ ５． Ｏ Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ

Ｎｏｒｔｈ
ｒｏｐ

５． ２ ５． ５ ５． ７ ５． ６ ５． １ ６． ７ ６． ８ ８． １ ９． ２ ８． ９ Ｎｏｒｔｈｒｏｐ　Ｇ・ｕｍｍａｎ

Ｇｒｕｍｍａｎ ３． ６ ４． Ｏ ４． ０ ３． ５ ３． ２
１ 一 一 ’ １

出所）各社Ａｍｕａ１Ｒｅｐｏ耐，より作成 。

第５表　主要軍事企業の雇用者数の推移（！９８９－１９９８年）

単位 ：千人

１９８９ １９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８

Ｂｏｅｉｎｇ １５９ ．２ １６１ ．７ １５９ ．１ １４８ ．６ １３４ ．４ １１９ ．４ １０９ ．４ １１２ ．Ｏ ２３８ ．Ｏ ２３１ ．Ｏ Ｂｏｅｉｎｇ

ＭｃＤｏｍｅ１１Ｄｏｕｇｌａｓ ！２７ ．９ １２１ ．２ ユ０９ ．１ ８７ ．４ ７０ ．Ｏ ６５ ．８ ６３ ．６ ６３ ．９

１ ’
Ｌｏｃｋｈｅｅｄ ８２ ．５ ７３ ．０ ７２ ．３ ７ユ ．７ ８８ ．Ｏ ８２ ．５ ＊ １９０ ．０ １７３ ．Ｏ １６５ ．Ｏ Ｌｏｃ ｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ

Ｍａ血ｉｎ　Ｍａｒｉｅｔｔａ ６５ ．５ ６２ ．５ ６０ ．５ ５５ ．７ ９２ ．８ ９０ ．３

■ ’ 一 ■
Ｌｏｒａ１ １２ ．７ ２６ ．１ ２４ ．４ ２６ ．５ ２４ ．２ ３２ ．４ ＊

一 ■ ’
Ｒａｙｔｈ

ｅｏｎ
７７ ．６ ７６ ．７ ７ユ ．６ ６３ ．９ ６３ ．８ ６０ ．２ ７３ ．２ ７５ ．３ 工１９ ．２ １０８ ．２ Ｒａｙｔｈ

ｅｏｎ

Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ １０２ ．２ ９８ ．ユ ８０ ．６ ５６ ．８ ３０ ．５ ２４ ．２ ２７ ．７ ２３ ．１ ２９ ．０ ３０ ．７ Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ

Ｎｏ・ｔｈ
・ｏｐ

４１ ．Ｏ ３２ ．８ ３６ ．２ ３３ ．６ ２９ ．８ ４６ ．９ ４２ ．３ ５１ ．６ ５２ ．０ ４９ ．６ Ｎｏｒｔｈ・ｏｐ　Ｇ
ｒｕｍｍａｎ

Ｇｒｕｍｍａｎ ２８ ．９ ２６ ．１ ２３ ．６ ２１ ．２ ユ７ ．９

■ ’ 一 ’ 一

注）　 ＊は不明分 。

出所）ＧＡＯ［１９９５１ｐ３４，各社Ａｍｕａ１Ｒｅｐｏｒｔより作成
。

模の拡大へと遭進することになる 。以下，原潜ビジネスを中心にその様子を見よう 。

　まず，ＧＤは，重点事業として残された原潜事業において，国防削減の圧力に必死の抵抗を試

みた 。１９９２年，ブッシュ 政権は，ＧＤのＥ１ｅｃｔｒｉｃ　Ｂｏａｔが製造するシーウルフ級原子力潜水艦の

第１号が進水した時点で，同プログラムの凍結を提案した。これに対して，ＧＤは ，Ｅ１ｅｃｔｒｉｃ

Ｂｏａｔの所在するコネティカット州グロトンを中心に，ｒ造船所を救え」の大キャンペーンを張る 。

ここで注目すべきは，このときＧＤをはじめ州 ・地方政府，地元議員らが掲げたスローガンが ，

従来的な雇用と地域経済の安定という視点にとどまらなかったことである 。すなわち ，ＧＤは ，

工場存続問題を「コネティカットのポークバレル」から「全米の安全保障問題」に引き上げて提

起した。シーウルフ級原潜プログラムが一応の存続を確保された！９９４年時点で，ＧＤ当時会長の

Ｊａｍｅｓ　Ｍｅｌ１ｏｒ は次のようにその成果を表現した 。

　ｒわれわれは，アメリカの国防産業基盤（ＤＩＢ）にとって死活的な存在として認められた。わが

国の将来の唯一の原潜，戦車の供給者として選ばれたのである 。」

　事業売却を通じたスリム化が一段落した後，ＧＤは残された部門における規模の追求と独占的

地位の獲得に積極的に転じた。主要艦艇メーカーであるＢａｔｈ　Ｉｒｏｎ　Ｗ
ｏｒ

ｋｓ，Ｎａｔｉｏｎａ１Ｓｔｅｅ１＆

Ｓｈｌｐｂｕ１１ｄｍｇを相次いで買収し，この結果，アメリカ艦艇メーカーは，第６表にあるように ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
わずか３杜に集約化されることとなった。これに続いてさらに，ＧＤは最大のライバル艦艇メー

カーであるＮｅｗｐｏｒｔ　Ｎｅｗｓ に対して買収提案を行 った。しかしこの動きは国防省および反トラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４３）
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第６表　アメリカ海軍契約大手艦艇メーカー（１９９９年２月時点）

企　　　業　　　名 親　　会　　社 主要製造プログラム
年問売上高
（１００万ドル）

Ｎｅｗｐｏｒｔ　Ｎｅｗｓ　Ｓｈｉｐｂｕｉ１ｄｉｎｇ Ｎｅｗｐｏ血Ｎｅｗｓ 原子力空母，原潜 １， ８００

Ａｖｏｎｄａｌｅ　 Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ 補助艦艇，揚陸艦 ７５０

Ｅ１ｅｃｔｒｉｃ　 Ｂｏａｔ 原潜 １， ３００

Ｂａｔｈ 　Ｉｒｏｎ　Ｗｏｒｋｓ Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ 戦艦，揚陸艦 ８２５

Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔｅｅｌ＆Ｓｈｉｐｂｕｉ１ｄ
一 補助艦艇 ５００

ｉｎｇ

Ｉｎｇ・ｌ１・ Ｓｈｉｐｂｕｉ１ｄｉｎｇ Ｌｉｔｔｏｎ　 Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ 戦艦，揚陸艦 １， １００

出所）Ｔｈｅ　Ｗｅ１ｌ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｊｏｕｍａｌ，Ｆｅｂ．２４ ．１９９９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
スト当局の反対に遭い，実現を阻まれている 。

　国防省およびＦＴＣの含意は，艦艇メーカーの集約化はもはや相当程度に進んでおり ，これ以

上の集約化が生産能力の廃棄，国防調達 コストの削減につながる余地はほぼないこと ，むしろ２

大艦艇メーカーの合併は，その独占的地位の強化につながる結果，価格上，技術上，国防省の裁

量を脅かす存在となること ，といった判断にあると考えられる 。

　２ ．Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｉｎ のケース

　Ｌｏｃｋｈｅｅｄ，Ｍａ廿ｍ－Ｍａｒ１ｅｔｔａの両社はともに，１９９３年の国防省による軍事産業集約化政策の開

始を契機として，積極的な合併戦略を展開し，軍事部門への特化と規模の経済の追求に遭進して

きた。９３年に ，ＬｏｃｋｈｅｅｄはＧＤからＦ－１６戦闘機製造部門を ，Ｍａｒｔ１ｎ－Ｍａｒｌｅｔｔａ はＧＥから宇宙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
部門，ＧＤから同じく宇宙部門をそれぞれ買収し，積極的な総合軍事企業化，巨大企業化への道

を進みだした。その一大集約点となったのが，９５年の両社の合併である 。これが当時の

ＭｃＤｏｍｅ１１－Ｄｏｕｇｌａｓ を抜いて売り上げナンハーワン，国防調達予算の実に５分の１を占める超

巨大軍事企業の誕生となったことは周知の通りである 。

　新生Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍの形成は，両杜にとって何よりもまず，合併を通じた規模の経済の追

求を目指したものであ った。同時にこの合併はまた，これまで戦闘機部門を軸にしてきたＬｏｃ
ｋ．

ｈｅｅｄと ，宇宙部門を中心に強化してきたＭａ打１ｎ－Ｍａｒ１ｅｔｔａ とによりなるという意味で，総合軍事

企業の形成を意図したものでもあ った 。

　国防省は，Ｌｏｃｋｈ
ｅｅ

ｄ－Ｍａれｍの合併を，より効率的な国防産業形成にとって望ましい行動であ

るとして積極的に評価し，これを受けてＦＴＣも ，ミサイル発射センサー製造部門と衛星建造部

門との分離を求めるという若干の制限を示したのみで，ほぼ全面的にこの合併を承認した。合併

後， Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍは，大規模なリストラクチャリンクに着手し，それは当初予期されていた

ほどスムースには進まなかったものの，ミサイル ・宇宙事業を中心に全従業員の１２％に当たる１

万５ ，０００人のレイオフと４つの製造拠点の統合 ・集約化を実施した（第５表）。 過剰生産能力の処

理という国防省の要請に応えた格好になる 。Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍの合併戦略の進展は，国防省の集

約化政策と軌を一にして展開されたという点でも ，また，その後の巨大軍事企業の合併フームを

促す起爆剤となったという点でも ，９０年代軍事産業再編の中軸をなす一大画期であったといえよ

う。

　合併後も ，Ｌｏｃｋｈｅｅ
ｄ－Ｍａｒｔｍは産業集約化の先頭を走ることになる 。１９９６年には，これも国防

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４４）
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大手のＬｏｒａ１の買収を提案した。これは，更なる規模の経済の追求と同時に ，Ｌｏｒａ１がこれまで

の買収戦略によって強化してきた，レーダー 製造部門，情報システム部門を新たにＬｏｃｋｈｅｅｄ
．

Ｍａｒｔｍの一環に加えることで，この分野での技術競争力の強化をねらったものでもあった。国

防省はここでもまた，反トラスト当局にこの合併の容認を促した。これに対して，ＦＴＣは ，

Ｌｏｃｋｈｅｅ
ｄ－ＭａｒｔｉｎとＬｏｒａ１の合併を大筋で認めたものの，次のようないくつかの制限を設けた 。

第一に，Ｌｏｒａ１が所有していた衛星部門（Ｌ。。。ｌ　Ｓｐ。。。 ＆Ｃ．ｍｍｕｎ１。。ｔ１．ｎ。）は ，重複ヒシネスとし

て反トラスト規制の対象にされるだろうとの判断から ，合併提案当初においてその対象から外さ

れて別会杜にするものとされていたが，このＬｏｒａ１Ｓｐａｃｅ ＆Ｃｏｍｍｕｎ１ｃａｔ１ｏｎｓ と新生Ｌｏｃ
ｋｈｅｅｄ

－

Ｍａｒｔｍ（含Ｌ。。。１）との技術移転の画策　　人，情報，設備の移動　　が禁止されることとなっ

た。 第二に，Ｌｏｒａ１がいくつかの航空機部品の主要サプライヤーであ ったことから ，垂直統合問

題として，これら部品の取引に関して，他社とＬｏｃ
ｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｉｎ 航空機部門との平等な扱いが

確約させられた。さらに第三に，Ｌｏｒａ１がそれまでの買収戦略により強化してきた連邦航空局

（Ｆ・ｄ…１Ａｖ１・ｔ１・ｎ　Ａｄｍｍ１・ｔ・・ｔ１ｏｎ，以下ＦＡＡと略）との航空交通システム契約に関して，両杜の合併

が排他的取引につながる可能性があるとの理由から ，Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｉｎ はＦＡＡとの契約を放棄
　　　　　　　２６）
するものとされた 。

　Ｌｏｒａ１買収に続いて ，Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍが次のターケノトとしたのがＮｏｒｔｈ
ｒｏｐ

－Ｇ
ｒｕｍｍａｎ で

あった。合併フームの先頭を走ってきたＬｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍではあ ったが，その地位はＢｏｅｍｇに

よるＭｃＤｏｍｅ１１Ｄｏｕｇ１ａｓの買収，Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ によるＨｕｇｈｅｓ，Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓの買収により

脅かされる状況にあった。すなわち ，Ｌｏｒａ１を買収してなお ，Ｌｏｃｋｈｅｅ
ｄ－Ｍａｒｔｍは ，軍用機部門

で新生Ｂｏｅｉｎｇの２分の１ ，軍用エレクトロニクス部門でＲａｙｔｈｅｏｎの２分の１と ，水をあけら

れており ，これが同杜の危機感の基本にあった。さらに，技術的側面でいえば，商用市場への拡

大が有望視される衛星ヒジネスの強化が求められていたとともに，次世代戦闘機，Ｊｏｍｔ　Ｓｔｒ１ｋｅ

Ｆ１ｇｈｔｅｒ（ＪＳＦ）開発をめくる競争においてライハル関係にあるＢｏｅｍｇがＭｃＤｏｍｅ１１買収により

攻勢をかけてきており ，これに対抗する競争力を確保することがＬｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｉｎ にとって喫

緊の課題であ った。また，Ｎｏｒｔｈ
ｒｏｐ

－Ｇｒｕｍｍａｎの側からすれは，４番手とはいえ ，Ｌｏｃｋｈｅｅｄ
－

Ｍａｒｔｍ，Ｂｏｅｍｇ，Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ の３大勢力に大きく水をあけられている現状　　第４表を参照　　か

らすれば，早晩の合併は，必然的な流れであ った 。

　しかし，この合併言十画は，大きな壁にぶち当たった。国防省が合併に対して難色を示すととも

に， これを受けて司法省が正式にこの合併を否認したのである 。司法省は ，Ｌｏｃｋｈｅｅ
ｄ－Ｍａｒｔｍと

Ｎｏｒｔｈ
ｒｏｐ

－Ｇｒｕｍｍａｎの合併否認の根拠として次の諸点を挙げている 。第一に，水平的合併のレ

ベルにおいて，両社の製造部門が，レーダーシステムをはじめとした軍用エレクトロニクス分野

および軍用機分野において重複しており ，合併が市場集中度を高める結果，政府 コストと製品開
　　　　　　　　　　　　　　２７）
発に悪影響を及ぼすものとされた。判決の内容は現在の市場集中にとどまらなか った。判決は ，

次世代早期警戒レーターシステムヘの開発投資をＬｏｃｋｈｅｅ
ｄ－Ｍａｒｔｍ，Ｎｏ．ｔｈ

．ｏｐ
－Ｇ

．ｕｍｍａｎ 双方と

もに開始しており ，合併はこの部面での開発競争を阻害し将来のイノベーシ ョンにマイナス作用

を及ぼすと指摘しており ，将来的な技術開発問題に関心を寄せた内容となっ ている 。第二に ，

Ｎｏｒｔｈ
ｒｏｐ

－Ｇ
ｒｕｍｍａｎ はＢｏｅｍｇの航空機部品の王要サプライヤーであり ，乗直統合面における排

　　　　　　　　２８）
他性が問題とされた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４５）
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第７表　Ｂｏｅｍｇ，ＭｃＤｏｍｅ１１Ｄｏｕｇｌａｓの部門別売上高の推移（１９８９－１９９８年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位 ：１０億ドル，％

１９８９ １９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８

額 ％ 額 ％ 額 ％ 額 ％ 額 ％ 額 ％ 額 ％ 額 ％ 額 ％ 額 ％

Ｂｏｅｉｎｇ ２０ ．３ １００ ．Ｏ ２７ ．６ １ＯＯ ．Ｏ ２９ ．３ １００ ．Ｏ ３０ ．２ １００ ．Ｏ ２５ ．４ １００ ．Ｏ ２１ ．９ １００ ．０ １９ ．５ １００ ．０ ２２ ．７ １００ ．０ ４５ ．８ １００ ．Ｏ ５６ ．２ １００ ．０

軍用機 ６． ０ ２９ ．６ ６． ４ ２３ ．１ ６． ３ ２１ ．６ ６． １ ２０ ．０ ４． ９ １９ ．１ ５． １ ２３ ．１ ５． ６ ２８ ．６ ５． ８ ２５ ．５ １８ ．１ ３９ ．５ １９ ．９ ３５ ．４

商用機 １４ ．３ ７０ ．４ ２１ ．２ ７６ ．９ ２３ ．０ ７８ ．４ ２４ ．１ ８０ ．Ｏ ２０ ．６ ８０ ．９ １６ ．９ ７６ ．９ １３ ．９ ７１ ．４ １６ ．９ ７４ ．５ ２６ ．９ ５８ ．７ ３５ ．５ ６３ ．２

ＭｃＤｏｍｅｌ１Ｄｏｕｇ１ａｓ １４ ．６ １００ ．Ｏ １６ ．３ １００ ．０ １８ ．４ ００ ．０ １７ ．４ １００ ．０ １４ ．５ １００ ．Ｏ １３ ．２ １００ ．０ １４ ．３ １００ ．０ １３ ．８ １００ ．Ｏ

一 Ｉ 一 一
軍用機 ６． １ ４２ ．Ｏ ５． ８ ３５ ．９ ７． ８ ４２ ．３ ７． ２ ４１ ．６ ６． ９ ４７ ．３ ７． ８ ５９ ．２ ８． ２ ５６ ．９ ８． ０ ５７ ．５

一 一 ’ ’
商用機 ４． ５ ３０ ．９ ５． ８ ３５ ．８ ６． ８ ３６ ．６ ６． ６ ３７ ．９ ４． ８ ３２ ．９ ３． ２ ２３ ．９ ３． ９ ２７ ．１ ３． ３ ２４ ．Ｏ

■ ■ 一 ‘
その他軍事 ２． ８ １８ ．９ ３． ２ １９ ．６ ３． ０ １６ ．１ ３． ２ １８ ．２ ２． ６ １７ ．８ １．

９ １４ ．２ １．
９ １３ ．４ ２． ２ １５ ．７

■ 一 ‘ ■

出所）各社Ａｍｕａ１Ｒｅｐｏ耐，各年版より作成 。

　Ｌｏｃｋｈｅｅ
ｄ－Ｍａｒｔｍ／Ｎｏ廿ｈｒｏｐ

－Ｇｒｕｍｍａｎの合併否認とその解消は，国防省および司法当局が初

めてこの分野における合併を禁止したケースとして，それまでの産業集約化への積極的推進から

の政府政策の転換を画するものであり ，これ以上の軍事産業の集約化は容認されないという ，国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
防省によるＭ＆Ａブームの終焉宣言となったのである 。

　３ ．Ｂｏｅｉｍｇ－ＭｃＤ
ｏｍｅ

ｕ　Ｄｏｕｇ１ａｓ のケース

　積極的に合併政策を展開し集約化を通じて国防削減に対応することを明確にその戦略として打

ち出したＬｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍとは異なり ，ＭｃＤｏｍｅ１１－Ｄｏｕｇｌａｓ（以下，ＭＤと略）の対応は，一貫

性に欠けるものであった。一旦は民生市場への参入強化を掲げた時期もあ ったものの，同社は９４

年にはその戦略を放棄し，軍需部門への特化を決定する 。しかしそれに対する大胆な対応策は提

示されず，むしろアメリカ政府の海外への武器輸出政策への依存を強めるなど，既存の生産設
　　　　　　　　　　　　　　　　３０）
備・ 開発能力の温存が支配的であ った。こうして産業再編の波に乗り遅れてゆく中，それに追い

打ちをかけたのが，次世代戦闘機ＪＳＦの開発契約での落選であ った。これによりＭＤは，戦闘

機部門における当面の納入 ・契約実績では引き続きナンバーワンの座にあるものの，来世紀に残

る戦闘機開発プログラムを一つももたないという事態に追い込まれたのである 。

　他方，Ｂｏｅｉｎｇ側にとって，ＭＤ買収の意図は，何よりもまず，変動の激しい商用機市場の代

替分野として，相対的に安定的な収益源となる軍事部門を強化することにあった。Ｂｏｅｍｇは
，

９６年のＲｏｃｋｗｅ１１国防部門の買収に続きＭＤをもその傘下におさめることで，再び軍事部門の花

形企業としての地位を目指したのである 。両杜の買収により ，Ｂｏｅｉｎｇの軍事分野での売上高比

率は，４０％近くへと倍化した（第７表を参照）。

　また，個別分野においては，次世代戦闘機ＪＳＦ開発における競争力強化という意義が大きく

作用した。来世紀の王力戦闘機として将来的な納入個数が数千機とも目されるＪＳＦ開発をめく

っては，Ｂｏｅｍｇ，ＭＤ，Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍの３社が試作開発の段階で競争を繰り広げており ，つい

先日国防省はＢｏｅｍｇとＬｏｃ
ｋｈ

ｅｅ
ｄ－Ｍａ打ｍに最終契約侯補を絞ったばかりであ った。ライハルの

Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａ打ｍに対抗する上で ，落選したばかりのＭＤのＪＳＦ開発グループを取り込むこと

は， ＪＳＦ最終契約獲得にとって重要な武器となるものであ った 。

　さらに，Ｂｏｅｍｇにとっては，商用機部門におけるＡ１ｒｂｕｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ｅｓへの対抗という意図も働

いていた。Ｂｏｅｍｇは，ＭｃＤｏｍｅ１１買収直則に既に，ＭＤが大型商用機の開発，生産から撤退し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４６）
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第８表 王要国防市場分野別にみた王契約企業の集約化

分　　　野
１９９０年 １９９８年

主契約企業 数 主契約企業 数

戦術 ミサイル Ｂｏｅｉｎｇ １３ Ｂｏｅｉｎｇ ４

Ｆｏｒｄ　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｌｏｃ ｋｈｅｅｄ　Ｍａ血ｉｎ

Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｎｏ廿ｈ・ｏｐ　Ｇ
・ｕｍｍａｎ

Ｈｕｇｈｅｓ Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ

Ｌｏｃｋｈｅｅｄ

Ｌｏｒａ１

ＬＴＶ

Ｍａ血ｉｎ　Ｍａｒｉｅｔｔａ

ＭｃＤｏｎｎｅ１１Ｄｏｕｇ１ａｓ

Ｎｏｒｔｈｒｏｐ

Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ

Ｒｏｃｋｗｅ１１

Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ

航空機 Ｂｏｅｉｎｇ ８ Ｂｏｅｉｎｇ ３

Ｇｅｎｅ・ａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ

Ｇｒｕｍｍａｎ Ｎｏｒｔｈｒｏｐ　Ｇ・ｕｍｍａｎ

Ｌｏｃ ｋｈ
ｅｅｄ

ＬＴＶ－Ａｉｒｃｒａｆｔ

Ｍ・Ｄｏｎｎｅ１１Ｄｏｕｇｌ・・

Ｎｏ・ｔｈ
・ｏｐ

Ｒｏｃｋｗｅ１ｌ

使捨て打上げ機 Ｂｏｅｉｎｇ ６ Ｂｏｅｉｎｇ ２

Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａれｉｎ

Ｌｏｃｋｈ
ｅｅｄ

Ｍａｒｔｉｎ　Ｍａｒｉｅｔｔａ

ＭｃＤｏｎｎｅｌ１Ｄｏｕｇ１ａｓ

Ｒｏｃｋｗｅ１１

衛星 Ｂｏｅｉｎｇ ８ Ｂｏｅｉｎｇ ５

Ｇｅｎｅｒａ１Ｅ１ｅｃｔｒｉｃ Ｌｏｃ ｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ

Ｈｕｇｈｅｓ Ｈｕｇｈｅｓ

Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｌｏｒａ１Ｓｐａｃｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ

Ｌｏｒａ１ ＴＲＷ
Ｍａｒｔｉｎ　Ｍａｒｉｅｔｔａ

ＴＲＷ
Ｒｏｃｋｗｅ１１

水上戦闘艦 Ａｖｏｎｄａ１ｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ８ ＡｖｏｎｄａＩｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ５

Ｂａｔｈ　Ｉｒｏｎ　Ｗｏｒｋｓ Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ

Ｂｅｔｈ１ｅｈｅｍ　Ｓｔｅｅ１ Ｉｎｇａ１１・ Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ

Ｉｎｇａｌ１ｓ　Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ ＮＡＳＳＣＯ

ＮＡＳＳＣＯ ＮｅｗｐｏれＮｅｗｓ　Ｓｈｉｐｂｕｉ１ｄｉｎｇ

Ｎｅｗｐｏｒｔ　Ｎｅｗｓ　
Ｓｈｉｐｂｕｉ１ｄｉｎｇ

Ｔａｃｏｍａ

Ｔａｍｐａ

戦術車両 ＡＭ　Ｇｅｎｅｒａ１ ８ ＡＭ　Ｇｅｎｅｒａ１ ５

Ｈａｒｓｃｏ ＧＭ　Ｃａｎａｄ
ａ

ＧＭ　Ｃ
ａｎａ

ｄａ Ｏｓｋｏｓｈ

Ｏｓｋｏｓｈ Ｓｔｅｗａ耐＆Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ

Ｓｔｅｗａｒｔ＆Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ

Ｔｅ１ｅｄｙｎｅ　Ｃｏｎｔ．Ｍｏｔｏｒｓ

キャタピラ戦車 ＦＭＣ ３ Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ ２

Ｇｅｎｅｒａ１Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｕｎｉｔｅｄ　Ｄｅｆｅｎｓｅ　ＬＰ

Ｈａｒｓｃｏ

戦略ミサイル Ｂｏｅｉｎｇ ３ Ｂｏｅｉｎｇ ２

Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ

Ｍａｒｔｉｎ　Ｍａｒｉｅｔｔａ

魚雷 Ａ１１ｉａｎｔ　Ｔ
ｅｃ ｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓ ３ Ｎｏれｈｒｏｐ　Ｇ

ｒｕｍｍａｎ ２

Ｈｕｇｈｅ・ Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ

Ｗｅｓｔｉｎｇｈｏｕｓｅ

ヘリ Ｂｅ１ｌ　Ｈｅ１ｉｃｏｐｔｅ・ｓ ４ Ｂｅｌ１Ｈｅ１ｉｃｏｐｔｅｒｓ ３

Ｂｏｅｉｎｇ Ｂｏｅｉｎｇ

ＭｃＤｏｎｎｅｌ１Ｄｏｕｇｌａｓ Ｓｉｋｏｒｓｋｙ

Ｓｉｋｏ・ｓｋｙ

注）十国防エレクトロニクスは複雑なため同表から除外している 。

出所）Ｇｅｎｅａ１ＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇＯ舶ｃｅ［１９９８ｂ１ｐｐ．１０ －１１

１５９

（６４７）



　１６０　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４８巻 ・第４号）

たことを受けて，商用機の開発 ・試験 ・組み立ての下請けとして同杜の採用を決定していた。こ

れは ，Ａｉｒｂｕｓ がＭＤに対してＢｏｅｉｎｇとほぼ同様の動きを見せたことに対する防御策だ ったと
　　　　　３１）
いわれている 。

　以上のような両社の思惑の結果，取引規模１４０億ドルという軍事産業最大の合併が成立をみた

わけである 。

　両社の合併に関して，国防省はそれを容認，推進する立場に立った。しかしその理由づけは ，

Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍなと他の軍事企業のＭ＆Ａの場合とは異なった特徴を有している 。その第一

は， これまでの合併認可に際して国防省がほぼ全て，集約化に伴うコスト削減と効率化をその判

断基準として示してきたのに対し，ＢｏｅｉｎｇのＭＤ買収においては，その合併時点においていか

なる人員 ・生産設備の削減も予定されていなかったということである 。むしろ逆に，両社は，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
の合併によってはＭＤのいかなる工場閉鎖も計画されていないという点を強調している 。つま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）り， 両社の合併は，ＭＤの救済合併としての意味合いか強いということである 。

　また，国防省にとって，この合併は，国防調達契約の５分の１を占めるに至 ったＬｏｃｋｈｅｅ
ｄ－

Ｍａ廿ｍに対する対抗勢力を形成するという動機に裏付けられたものでもあ った。この点につい

て， カミンスキー国防調達局長は，あからさまに次のように述べている 。

　「多くの場合，ここでなされていることは，現実にＬｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍに対する強力な対抗馬を

つくることである 。国防産業が二大勢力になることにより ，いくつか問題点は生じるものの，多

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
数のプレイヤーが競争するよりははるかに効率的で安くつく 。」

　ＢｏｅｍｇによるＭＤ買収に関する競争問題の主要な争点は，軍事部門をめくるものではなか っ

た。 合併は商用機部門をめぐって，ＥＵ反トラスト当局の激しい反対にあ ったものの，アメリカ

政府の強力な支援を背景に，Ｂｏｅｍｇ側が部分的に譲歩することと引き替えに実現をみるところ
　　　３５）
となった 。

　４ ．Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ のケース

　Ｌｏｃｋｈ
ｅｅ

ｄ－Ｍａ廿ｍ，新生Ｂｏｅｍｇという２つの超巨大軍事企業の出現により ，残された他の諸企

業は，否応なしに規模拡大の波に飲み込まれることになった。とりわけその渦中に位置したのが ，

ともに国防総合メーカを目指しながら２大勢力に大きく水をあけられた，Ｒａｙｔｈｅｏｎと

Ｎｏｒｔｈ
ｒｏｐ

－Ｇ
ｒｕｍｍａｎ であ った（第４表を参昭）。 両杜は，１９９６年末，ほぼ同時に売却に出された ，

Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ（以下，ＴＩと略）の国防部門と ，ＧＭの子会杜Ｈｕｇｈｅｓの入札にそれぞれそろ

って応札，合併競争を繰り広げた結果，軍配はともに高価格をつけたＲａｙｔｈ
ｅｏｎ にあがった 。ＴＩ

とＨｕｇｈｅｓ を傘下におさめることにより ，Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ

は， 売上高総額約２００億ドルと ，Ｂｏｅｍｇ ，

Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｍに匹敵しうる３大勢力としての地位を占めることとなった 。

　しかし，Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ によるＴＩ，Ｈｕｇｈｅｓ 買収は，国防省および司法省による厳しい反トラス

ト・ レヒューの下にさらされることとなる 。まずＴＩ買収に際して，Ｒａｙｔｈ
ｅｏｎ

は， ミサイルの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
センサーに用いられる半導体チソ プ製造技術の事業売却を求められた。さらに，Ｈｕｇｈｅｓ 買収に

当たっては，これもまたミサイルのセンサーに関わる赤外線センサー事業と電子光学事業の売却
　　　　　３７）
を要求された。これらの事業売却は，Ｒａｙｔｈｅｏｎの買収戦略が，軍用エレクトロニクス分野での

支配的地位の確保を狙ったものであり ，ミサイル ・センサー事業は将来の技術上の中核的な位置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４８）
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づけを占めるものであ ったがゆえに，大きな痛手であった。逆に，国防省は，同技術のＲａｙｔｈ
－

ｅｏｎへの集中が，既に相当程度に集中化が進んでいるミサイル分野において，同杜に次世代ミサ

イル開発 ・製造で独占的地位を与えるものであるという懸念を強め，これが事業売却命令へとつ

ながった（第８表）。

お　わ　り　に

　以上，国防政策の考察から論を解きほぐし，個々の軍事企業のＭ＆Ａのケースを荒削りでは

あれトレースすることで，９０年代軍事産業再編の全体像を描くことに努めてきた。そこで得られ

たイメージは，トラスティノクな軍事企業の合従連衡の進展であり ，また，その再編に果たした

国防省の主導的役割であ った。このような再編劇の意味するところについて，以下２点を記して

本稿のまとめとしたい 。

　第一点は，このような９０年代の軍事産業の再編が，従来から指摘されてきた軍事依存型のアメ

リカ経済構造とそれに依拠した経済政策　　いわゆる軍産複合体と軍事的ケインス王義　　の変

容という視点からみた場合，どのようなものとして位置づくのか，という問題である 。

　Ｍａｒｋｕｓｅｎ［１９９８１は ，軍事企業と国防省による合併戦略が，軍事経済から民生経済への資源の

移転という ，軍民転換の本来あるべき政策課題の代替戦略として出されてきたものであり ，アメ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８）リカ軍事経済の温存を図ろうとするものだと ，厳しい批判の目を向けている 。このような見地か

らすれば，９０年代軍事産業再編の動きは，決してアメリカの軍事経済への依存構造からの転換を

目指したものではなく ，むしろその温存と生き残りをはかることにこそその本質がある ，という

ことになる 。

　しかし同時に，軍事経済構造の温存を支配的側面として持ちつつも ，そのあり方には新たな特

徴がみられることも事実である 。今日ではもはや，雇用確保の目的から軍事予算の獲得を求める

ような動きが許される状況にはない。当該プログラムがアメリカの将来の国防産業基盤としてい

かに不可欠なものなのかが厳しく問われるようになっている 。その意味では，需要創出策，所得

保障政策として軍事支出を活用するという側面は蓬か後景に退いている 。需要サイドに変わ って ，

軍事予算の動向を支配した原理は，供給サイトの効率化であ った。軍事産業集約化のピノク ・ウ

ェーブは政府調達 コストの削減と効率化を規範的原理として展開されてきたといってよい 。

　こうした９０年代軍事産業にみられる新たな特徴を，フィスカル ・ポリシーとそれに依存する寄

生産業との関係，というより一般的な視点からとらえ直すならば，９０年代日米財政の対照的な姿

がクリアに浮かび上がってくる 。すなわち，アメリカにおける軍事的フィスカル ・ポリシー が需

要サイトから供給サイトにその軸足を移し，軍事産業の効率化に向けてトラスティソクな産業集

約化に足を踏み出したのに対し，日本では９０年代一貫してフィスカル ・ポリシーは景気対策の主

要手段として駆使され続け，国家財政への一大寄生産業である建設業は効率化ところかますます

国家財政への寄生を強めている ，という現実がそれである 。このようなミラー・ イメージは，容

易に９０年代日米財政パフォーマンスの対照的状況（アメリカにおける財政改善の進展と日本における

赤字財政化の累積的進展）に重なってくる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６４９）
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　以上のように考えるとき ，９０年代軍事産業再編を評価するに当たっ ては，むろんアメリカ軍事

経済体質の温存というその変わらぬ本質を指摘することも必要であるが，むしろそこからさらに

進んで，９０年代に現れてきた新たな特徴にこそ注目してしかるべきだろうと考えられるのである 。

　第二の問題は，９０年代軍事産業集約化の過程をアメリカ政府の産業 ・科学技術政策の中に位置

づけるという課題である 。国防省をはじめとした政府の産業集約化の主眼は，再編を通じていか

に将来にわたるイノベーションを確保するかにあった。この点で，軍事部門は引き続き ，ハイテ

ク分野におけるアメリカの技術的優位確保にとっての主要な環であり続けている 。産業 ・技術政

策という側面からみれば，アメリカ政府，国防省は，国防削減という事態を，アメリカの技術優

位を保障するにふさわしい軍事産業構造を構築する契機として，積極的に活用したとの評価が成

り立とう 。

　しかし，このような評価は軍事部門，さらにはアメリカ国内におけるそれに分析を限ってなさ

れたものであり ，さしあたり中間的なものにすぎない。アメリカ産業 ・技術政策における軍事部

門の位置とそれに果たした産業集約化の意義を確定するには，民生分野における産業政策との関

連， さらにはＥＵ，日本なととの軍事産業 ・技術政策との関係において分析が進められる必要が

ある 。これらは今後の課題としたい 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

１）Ｍａｒｋｕｓｅｎ［１９９８１ｐｐ５２－５４，Ｈａｍｓｏｎ
＆Ｂ１ｕｅｓｔｏｎ［１９８８１ｐｐ１４７－１４９（邦訳２３０－２３３ぺ 一ジ）。

２）軍需製品の奇形化に伴うスピン　オフ効果の低下に関して，より詳しくは，Ｍａｒ
ｋｕｓｅｎ　ａｎｄ　Ｙｕｄ

－

　ｋｅｎ［１９９２１を ，日本製品を中心とする民生技術のスピン ・オンに関して，より詳しくは，Ｐａｇｅｓ

　［１９９６１ ，村山［１９９２１を ，それぞれ参照されたい 。

３）Ｋ１ａｒｅ［１９９５１ｐｐ．８－９（邦訳１９ぺ一ジ）。

４）ブッシュ大統領は１９９０年８月２日 ，コロラド州アスペンにおいて行われたアスペン機関設立４０周年

　記念行事の場で次のように述べて「新戦略」の内容を初めて国民の前で明らかにした。「ヨーロッパ

　での脅威が薄らき ，世界的規模の戦争の危険が減少している今日では，われわれの軍隊の規模は，地

　域紛争や平時の海外への軍隊駐留の必要性によっ て決まってくるだろう 。」「アメリカは地球上のどこ

　であれ，いかなる時にも ，発生する脅威に対応する戦力を持たなけれぱならない」（Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ

　Ｄｅｆｅｎｓｅ，Ａ舳伽Ｚ　Ｒ砂ｏｒガ〃５６０Ｚ　Ｙあ７１９９２）。

５）豊下１１９９９１は，湾岸戦争がその後のアメリカの軍事 ・外交政策の雛形を形成する重要な画期とな

　ったと指摘するとともに，この紛争が，単に偶発的に引き起こされたものではなく ，アメリカの能動

　的な「呼び水」政策によって引き起こされたものである（このようなアメリカの外交戦略を豊下は

　「マッチ ・ポンプ」外交と呼んでいる）との興味深い見解を述べている（同書，２１９－２２７ぺ一ジ）。

６）Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆ　Ｄｅｆｅｎｓｅ［１９９２１ｐ　ｘｘまた ，Ｋ１ａｒｅ［１９９５１は，このような国防省による湾岸戦争

　の教訓化が自己の「新戦略」の正当性確保という視点からなされたものであり ，湾岸危機全般の解決

　策としては軍事行動だけでは限界があったということ ，戦争遂行に当たって同盟国の支援 ・負担を不

　可欠としたこと ，といった，当面国防省にとっ ては不必要か好ましくないと思える教訓についてはオ

　ミットされていると指摘し，これを批判している 。

７）　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｄｅｆｅｎｓｅ［１９９３１ｐｐ７７－７８

８）　とはいえ，既定の国防予算の下では，二つの大規模地域紛争に備えるという現有軍事能力の保持と

　将来の軍事技術に対する投資との双方を賄うことは不可能だとの指摘が一般的で，この両者のいずれ

　を優先させるのか（または国防費を上積みするか），という選択肢は未だ定まっていない 。

９）　Ｎａｔ１ｏｎａ１Ｄｅｆｅｎｓｅ　Ｐａｎｅｌ［１９９７］ｐｐ１１１－
ｖ１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６５０）
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１０）　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｃｃｏｕｎｔｍｇ　Ｏ冊ｃｅ［１９９５１ｐ１４

１１）　Ｗ６〃８伽３６なＪｏ〃舳４Ｊｕｎｅ１９．１９９８，Ｓｅｃ．Ａ，Ｐ
．１

１２）　Ｗ；ｏ〃８伽３６¢Ｊｏ〃閉ｏ４Ｊｕｎｅ３．１９９６，Ｓｅｃ．Ａ，Ｐ
．３

１３）軍事調達契約の形式は，大きくは固定価格契約（丘ｘｅ吐ｐｒ１ｃｅ　ｃｏｎｔｒａｃｔ）と柔軟価格契約（Ｈ
ｅｘ１

ｂｌｅ

　ｐｒｉｃｅｃｏｎｔｒａｃｔ）に分けられる 。前者は契約時点の価格で取引を行うというもので，契約後のコスト

　アッ プ等のリスク（逆にコストダウンの場合はゲイン）は企業側が負うことになる 。これに対して ，

　契約後のコストアッ プが価格に上乗せされる柔軟価格契約においては，契約後のリスクは国防省側が

　負うことになる 。この意味で柔軟価格契約は，コスト ・プラス契約（ｃｏｓｔ　ｐｌｕｓ　ｃｏｎ血ａｃｔ）とも呼ぱれ

　る 。軍事調達契約の形態に関して，より詳しくは ，坂井［１９８２１８７－９４ぺ一ジ，を参照されたい 。

１４）Ｕ．Ｓ．Ｃｏｎｇ．ｅｓｓ１１９９４１ｐｐ．１０７－１０８添付資料を参照されたい
。

１５）　Ｗｂ〃８伽３〃Ｊｏ〃舳４Ｊｍｅ２７．１９９５，Ｓｅｃ．Ａ，Ｐ
．２

１６）ＵＳＣｏｎｇｒｅｓｓ［１９９４１ＳｔａｔｅｍｅｎｔｏｆＪｏｈｎ

ＭＤｅｕｔｃ
ｈ， ＤｅｐｕｔｙＳｅｃｒｅｔａｒｙｏｆＤｅｆｅｎｓｅ

，ｏｎ
・ｌ

Ｄｅｆｅｎｓｅ

　Ｉｎｄｕｓ缶ｙ　Ｒｅｓｔｒｕｃｔｕｒｍｇ　Ａｃｈ１ｅｖｍｇ　Ｓａｖｍｇｓ　ｆｏｒ　ＤｏＤ
，’’

ｐ１１

１７）　Ｕ．Ｓ．Ｃｏｎｇｒｅｓｓ［１９９４］ゴ６〃
，ｐｐ

．８ －１３

１８）　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｃｃｏｕｎｔｍｇ　Ｏ舐ｃｅ［１９９８ａ１ｐ３

１９）　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｃｃｏｕｎｔｍｇ　Ｏ茄ｃｅ［１９９８ａ］ｐ６

２０）　Ｕ．Ｓ．Ｃｏｎｇｒｅｓｓ［１９９７］ｐ．３４５

２１）　Ｗ６〃８肋６〃ｏ〃舳４Ｍａｒ．１２．１９９３，Ｓｅｃ．Ｂ，ｐ
．７

２２）　Ｇｏｔｔ１ｉｅｂ［！９９７１ｐ．１２

２３）　Ｗｂ〃８〃３〃Ｊｏ〃閉ｏ４Ｆｅｂ．２４ ．１９９９，Ｓｅｃ．Ｂ，ｐ
．４

２４）　Ｗ；ｏ〃８肋３〃ｏ〃舳４Ａｐ。．１５．１９９９，Ｓｅｃ．Ｂ，ｐ
．１２．ＧＤによる合併提案が阻止されて以降，残ったも

　う１つの艦艇部門を抱えるＬ１ｔｔｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔ．１ｅｓ が同じくＮｅｗｐｏｒｔ　Ｎ
ｅｗｓ に対して買収提案を行 ったが ，

　これも国防省および司法省の反対に遭い，実現を阻まれている 。

２５）Ｍａｒｔｍ　Ｍａｒ１ｅｔｔａ はこの他にも９４年にＧｍｍｍａｎ に対して買収提案を行っているが，入札競争の末
，

　Ｎｏｒｔｈｒｏｐ社に敗れている 。

２６）以上のＬｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｉｎ／Ｌｏｒａ１合併に関するコンセント ・ディクリーについては，Ｗ；ｏ〃８肋〃

　Ｊｏ〃ｍｏ４Ａｐｒ．１９．１９９６，Ｓｅｃ．Ａ，ｐ
．４，を参照されたい。また，Ｌｏｒａ１は１９９４年にＩＢＭから情報システ

　ム事業を ，９５年にＵｎｉｓｙｓ から国防エレクトロニクス部門をそれぞれ買収しているが，これらの買収

　の主要なねらいの一つにＦＡＡの次世代航空交通システムの開発 ・製造契約における競争優位の確保

　があったといわれる 。同事業に関して，Ｌｏｃｋｈｅｅｄ－Ｍａｒｔｉｎ，Ｌｏ．ａ１両社はともに，将来市場拡大が見込

　め，民生分野への展開がはかれる数少ない分野の一つとして位置づけていた（Ｗ；ｏ〃８肋３〃ｏ脈舳４

　Ｍａｒ
．２２．１９９５，Ｓｅｃ．Ａ，ｐ

．２）。

２７）この点でとりわけ問題とされたのは，ＮｏｒｔｈｒｏｐＧｒｕｍｍａｎ が１９９６年にＷｅｓｔｍｇｈｏｕｓｅ から買収し

　た軍用エレクトロニクス部門であったが，Ｌｏｃ
ｋｈｅｅｄＭａ討ｍ側は同部門の事業分割に応じなか った

　（Ｗｂ〃８伽３〃Ｊｏ〃閉ｏ４Ｊｕ１ｙ１７．１９９８，Ｓｅｃ．Ａ，Ｐ
．３）。

２８）　Ｗ６〃８〃脇■ｏ〃舳い６７４ ，Ｃｏｕｎｃ１１ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ａｄｖ１ｓｏｒ１１９９９１ ，ｐｐ１７９ －１８０

２９）ただし ，このような評価はアメリカ国内の産業再編に対象を限った場合にいえることであ って，国

　境を越えたレベルでの産業再編に関してはその限りではない。近年国防省は，ヨーロソパ諸国軍事産

　業との，大西洋をまたがったＭ＆Ａの可能性に言及し，それに対して積極的推進の姿勢を示唆して
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３０）以上のようなＭＤの動向について，より詳しくは，Ｇｏｔｔ１ｉｅｂ［１９９７１ｐｐ．３３－４４，を参照されたい 。
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．２９．１９９６，Ｓｅｃ．Ａ，ｐ

．３，Ｄｅｃ
１４ ．１９９６，Ｓｅｃ．Ａ，ｐ

．１２
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３３）アメリカ政府は救済合併という性格を強調することによって，両社の合併に反対するＥＵ反トラ

　　スト当局に対して対抗論陣を張った。すなわち，ＭＤは，とりわけ商用機分野においては既にメジ

　　 ャー・ プレイヤーとしての地位を退いており ，それゆえ競争問題は生じないと ，アメリカ政府は主張

　　したのである。合併のわずか１ヶ月前にＭＤが大型ジェット機生産から撤退することを決定してい

　　たことが，これに根拠を与えることとなった 。

　３４）　Ｗ６〃３伽３勿Ｊｏ脈舳４Ｄｅｃ
．１７．１９９６，Ｓｅｃ．Ａ，ｐ

．３

　３５）ＥＵ反トラスト当局の反対に対して，アメリカ政府は再三にわたって交渉におもむくとともに ，

　　Ｂｏｅｍｇが，アメリカ大手航空輸送会社と結んでいた長期納入契約の権利を部分的に放棄することを

　　主な譲歩条件として提示することで，認可を勝ち取った 。

　３６）　Ｗと〃８伽３”Ｊｏ脈舳４Ｊｕｌｙ３．１９９７，Ｓｅｃ．Ａ，Ｐ
．３

　３７）　Ｗ〃３肋・〃ｏ鮒舳４０・ｔ３．１９９７，Ｓｅ・
Ｂ， ｐ４これらの事業売却に加え，Ｒａｙｔｈ

ｅｏｎ
は， 空軍に対

　　する今後の空対空ミサイル契約に関して，価格引き上げを行わないことを確約させられたという

　　（Ｗと〃８伽３〃Ｊｏ脈舳４Ｊｕ１ｙ１５．１９９７，Ｓｅｃ．Ａ，Ｐ
．３ ．）。
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