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防衛費、⽶国製の輸
2019年12⽉18⽇ 朝刊

政府が⼗三⽇に閣議決定した⼆〇⼀九年
度の防衛省の補正予算案四千⼆百⼋⼗七億
円のうち、ミサイルや戦闘機などの「兵器
ローン」の返済（歳出化経費）が三千⼋百
七億円と８９％を占めたことが分かった。
Ｆ３５戦闘機など⽶国政府の「対外有償軍
事援助（ＦＭＳ）」を利⽤して輸⼊する⽶
国製兵器の調達費は⼀千七百七⼗三億円
（４７％）とほぼ半分を占め、急拡⼤する
⽶国製兵器の輸⼊が防衛費を押し上げてい
ることが鮮明になった。 （荘加卓嗣）
⼆〇年度の当初予算で賄いきれない兵器
ローンの返済の⼀部を補正予算で前倒し計
上しており、来年⼀⽉からの国会では防衛
費の全体像を矮⼩（わいしょう）化してい
るとの批判が強まるのは必⾄だ。
ローン返済額の⼤きなものは、地対空ミ
サイル・パトリオット（ＰＡＣ３）の改修
費七百⼋⼗九億円、戦闘機Ｆ３５Ａの取得
費六百五⼗⼆億円、イージス艦の戦闘システムの調達費三百九⼗三億円など。
このうちＦ３５Ａやイージス艦搭載品はＦＭＳに基づき⽶国から輸⼊する。代⾦を
分割で⽀払った後に納⼊される。⽶国製の空中給油・輸送機ＫＣ４６Ａの取得費百七
⼗⼆億円も補正予算に盛り込まれた。
防衛省の補正予算は東⽇本⼤震災があった⼀⼀年度（三千三百七⼗⼋億円）を除
き、旧防衛庁から省に昇格した〇六〜⼀〇年度まで⼀千億円を超えたことはなかっ
た。それが第⼆次安倍政権発⾜後の⼀⼆年度から千百億〜⼆千⼆百億円台と増え、⽶
国製兵器の導⼊が顕著になった⼀⼋年度と⼀九年度（要求額）は⼀気に四千億円を超
えた。
防衛省は⼆〇年度当初予算で過去最⼤の五兆三千⼆百⼆⼗⼆億円を要求。兵器ロー
ン残⾼も五兆四千九百四⼗⼆億円と最⾼額となりうちＦＭＳ関連は⼀兆六千六⼗九億
円に上っている。
◆納期

早くできる

＜防衛省会計課の話＞ （ローン返済のための）歳出化経費として計上したものは緊
要性があると考えている。安全保障環境が悪くなる中で、国内の業者にもＦＭＳにつ
いても、早めに代⾦を⽀払うことで、防衛装備品の納期までのスピードが数カ⽉単位
で早くなり、早期に納⼊されるのは⼤きい。
◆安倍政権で定着
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201912/CK2019121802000128.html
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＜軍事評論家・前⽥哲男さんの話＞ 補正予算でのローン⽀払いは第２次安倍政権で
定着した。地上配備型迎撃システムイージス・アショアの導⼊も最初は補正で決める
などしており、補正での対応は、こうした⽶国からの兵器購⼊増加を⽬⽴たなくする

第77回全国舞踊コンクール
出場者募集中です。来年1⽉31⽇まで

ためのトリックだ。

窓展：窓をめぐるアートと建築の旅

◆取材班から

11⽉1⽇〜2020年2⽉2⽇
代美術館で開催

「爆買い」安全保障にならず

防衛省が補正予算を「第⼆のサイフ」として使い、⼆〇⼆〇年度の当初予算で⾜ら
ない兵器ローンの返済を振り分けていた。⼆〇年度の実際の防衛費は概算要求よりも
三千⼋百億円多いことになり、当初予算を少なく⾒せるトリックだ。
安倍政権で防衛費は聖域のように増え続けるが、⽶国製兵器の輸⼊拡⼤で、ローン
を返しても借⾦が増え続ける⾃転⾞操業に陥っている。背景には兵器の購⼊を露⾻に
求めるトランプ⽶⼤統領の戦略がちらつく。こうした状況に⾃衛隊の現場でも疑問の
声が広がる。
例えば離島奪回を想定して配備を進める⽶国製の⽔陸両⽤⾞「ＡＡＶ７」。⼀両約
七億円、五⼗⼆両の導⼊は取得費だけで三百五⼗億円超の買い物だが、陸⾃が導⼊し
たのは⼀九九⼋年型の“年代物”だ。
陸上⾃衛隊のある幹部は「⽶本国で旧式になりつつあるのに、どうして買うことに
なったのか」と⾸をかしげる。省内からは「⾃前で開発するよりは安上がりですむ」
という説明をよく聞くが、そもそもの必要性について思考の硬直はないだろうか。別
の隊員からは「⾼い⽶国製兵器を買うなら⽼朽化する隊舎を改善してほしい」という
切実な声も聞く。
防衛省は今回の補正予算で災害派遣時の簡易ベッドなどに⼋億円を計上。隊員の勤
務環境の改善にようやく本腰を⼊れる。海⾃のある幹部は「船も⾶⾏機も、⼤事なの
は結局それを動かす⼈」と話す。⽕の⾞の予算で、無理をして兵器を買いそろえるこ
とが安全保障にはならないはずだ。
この記事を印刷する
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東京新聞 映画試写会

ソフトバンクとみずほ銀⾏が始めた
新サービスがすごすぎる件！
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作品募集！「俳句のまち あらかわ」フォト俳句コンテスト｜1⽉14⽇締切
最新記事
不⾃由展中⽌「不当でない」 検討委最終報告 危険、やむを得ず（12⽉18⽇ ⼣刊）
秋元衆院議員を任意聴取 ＩＲ不正資⾦、関与否定（12⽉18⽇ ⼣刊）
パワハラ⾃殺 労災申請へ 三菱電機社員遺族 「死と向き合って」（12⽉18⽇ ⼣刊）
元ＴＢＳ記者に賠償命令 伊藤詩織さんへの性暴⼒（12⽉18⽇ ⼣刊）
共⽣、平和への願いを込めた東京の聖⽕リレールート 注⽬すべき４スポット（12⽉18⽇ 朝刊）
国数記述式 無期限⾒送り 振り回された受験⽣（12⽉18⽇ 朝刊）
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