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経済論叢 (京都大学)第 177巻第 5･6号,2006年 5･6月

ロシアにおける軍需産業政策の策定機構

伏 田 寛 範

は じ め に

ソ連崩壊後,ロシアは市場経済体制への移行を進め,政治 ･経済 ･社会その

他のあらゆる政策は市場経済への移行のための政策 (移行戦略)に強く規定さ

れるようになった｡市場経済化の流れにより,ソ連時代,産業部門の発展育成

において最優先とされた軍需産業部門の優先性は失われ,同産業を対象とする

産業政策 (軍需産業政策)もまた市場経済への移行戦略の一部として位置付け

られるようになった｡

市場経済化の流れは軍需産業 ･企業のあり方をも変化させた｡ペレストロイ

カ以降の改革により軍需産業 ･企業の自立性は向上し,独自の利害を持つ政

治 ･経済主体へと変化していったが,ソ連崩壊後の市場経済化はそうした傾向

をより一層際立たせた｡つまり,軍需産業という,政府 ･軍部と並び軍産複合

体を構成する要素に変化が生じたのである｡これはまた,移行期ロシアにおけ

る軍産複合体の構図がソ連時代のそれとは異なった形で現れていることをも示

唆している｡

このように,市場経済移行に伴い移行期ロシアの軍需産業政策が大きく変

貌したと考えられるにもかかわらず,同政策を分析する視点は旧態依然とし

ているように思われる｡ 今もなお,同政策は安全保障問題の観点から議論さ

れることが多いl)｡これはロシア国内においても同様であり,経済安全保障

1) sIPRI年 鑑 (各 年 版上 ApMm PocoHn:000TO脚光e班 HepOⅡeHTHBH -M.:Pq HCnH PAH,

1999日K.A.6arpHHOBOX嘘,M.A.BeHAHKOB,E.K).XpycTaJleB;MexaHH8Mh" eXHOJIOrHtleOXOrO/
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論2) との関連でしばしば論じられている｡ こうした分析では,軍需産業政策は

安全保障政策に規定される-政策分野として副次的にしか扱われず,軍需産業

政策と同政策が対象とする各政治 ･経済主体との関係は必ずしも十分には分析

されてこなかった｡

ソ連時代の軍需産業政策と各政治 ･経済主体との関係に着冒した研究として

は進藤 『現代の軍拡構造』が挙げられる3)｡彼は軍需産業政策の決定に影響を

及ぼす各主体を分析し,ソ連の軍産複合体の構造を解明した｡市場経済化に伴

い移行期ロシアの軍産複合体の構造が変質していると考えられることを踏まえ

れば,政策策定に関与する各政治 ･経済主体に着冒した研究が必要であること

は言うを待たない｡だが,ソ連崩壊後の移行期ロシアを対象とした同様の研究

は寡聞である｡

本稿では,移行期ロシアにおける軍需産業政策の策定に関与する各政治 ･経

済主体間の関係- 軍需産業政策の策定機構と呼ぶこととする- を明らかに

し,それが策定された軍需産業政策にどのように反映されているのかを検討す

る｡

Ⅰ ソ連 ･ロシアにおける軍需産業政策の変遷

経済学において軍需産業を分析する際,軍需品という財及びそれが扱われる

市場の特殊性を無視することはできない｡軍需品はその性質ゆえに,通常,政

府という独占需要者と少数の軍需企業という寡占供給者から成り立つ特殊な市

場で扱われる｡ 政府はこの特殊な市場において需要独占力を行使することによ

り,技術進歩,軍需企業間の競争,利潤率,軍需企業の所在地や所有形態,衣

＼ pa3BHT滋見 8HOHOMHKH PoccHⅡ :Ma叩 O-n Me80aXOHOMHqeCm e aCrreRTも卜 M.:Hayxa,2003.などが挙

げられる｡

2) 経済安全保障論 とは,外因的 ･内因的な脅威から国内経済をいかに守 り,安定 した経済発展を

遂げるのか という議論であ り,① 国家の経済的権益の保護,② 社会の安定性の維持,③ 外国

からの経済的独立性の達成,といった点に関心が集まる｡経済的安全保障は国家安全保障を支える

重要な基盤 と認識される｡T.B.rypH孤 ,批 oTHTyilHOHaJIhHhr敦 aHaJIHB MaJIOrO rIPeA叩 滋HHMaTeJIbOTBa

RaIく如 m opa E)HOHOMHtleGXO痕 6e80naCHOCTIt,HoBOCH6HPCIt,2004.

3) 進藤条-『現代の軍拡構造』岩波書店,1988年｡
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器輸出制限といった問題を解決する4)｡軍需産業政策とは,こうした問題の解

決を目的とした政策であると言えよう｡

ソ連時代,軍需産業の活動領域は広範囲に及び,経済全体に占める軍需産業

の比重は極度に高かった5)｡それゆえソ連の軍需産業政策は,上記のような西

側の軍需産業政策の分析に用いられる枠組みだけで捉えるのは困難であった｡

翻って移行期ロシアにおいては,体制転換に伴い政策主体 ･対象共に変動して

おり,この変動は既存の分析視点では捉えきれないだろう｡

こうした状況の下で策定される軍需産業政策は,(∋ 軍民転換政策,(む民営

化政策,③ 産業再編政策,④ 産業育成政策,⑤ 兵器輸出政策,⑥ 兵器調達

(国防発注)政策などの諸政策 ･施策を主な内容とする｡加えて,これらの諸

政策 ･施策のうち何に重点が置かれるのかは1990年代を通して変化している｡

以下では,ソ連時代末期以降,随時策定されてきた軍需産業の改革を内容とす

る各プログラムを中心に,移行期ロシアの軍需産業政策の変遷を辿 り,政策の

重点課題の推移を追ってゆこう｡

1 ソ連時代末期の軍需産業政策

ソ連時代末期の軍需産業政策の柱は軍民転換であった｡1988年12月 7日,国

連総会でゴルバチョフ書記長はソ連の大幅な軍縮計画を発表し,それに伴い大

規模な軍民転換が開始された｡ゴルバチョフによる軍民転換計画は,既存の軍

需品生産設備を活用して民需品生産を増産し,1995年までに軍需産業内で生産

される軍需品と民需品の割合を6対4から4対 6-とすることを目標としてい

た ｡

この軍民転換政策の基本方針は,Q)軍需産業の科学技術力を維持する,(a

軍需産業の技術力を考慮したハイテク民需品の生産を増加させる,③ 既存の

生産設備 を活用して軍需品生産から民需品生産へと移行する (つまり民需品生

4) T.Sandieranda Hartley,The&onomz'csofDefense,CambridgeUniversityPress,1995.(深

谷庄一監訳 『防衛の経済学』日本評論社,1999年).
5) 進藤,前掲書,41ページO
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産のための大規模な設備投資はしない),といったものであった｡こうした方

針に基づき,1990年にソ連閣僚会議軍需産業国家委員会,国防省,国家計画委

貞会国防部会によって ｢1995年までの軍需産業の軍民転換及び民需品生産発展

のための国家プログラム｣が立案され,軍民転換の促進が図られた｡

1991年までに軍需産業における軍需品生産と民需品生産の割合を4対 6にす

るという当初の計画は達成された｡1992年の民需品生産は総生産の71%を占め

ていた6)｡また,軍需品生産に携わっていた40万人以上の労働者が民需品生産

に携わるようになった｡公式にはこうした軍民転換の成果が強調されたが,転

換の質に着冒し,実際の成果は限定的であったとする見解 もある｡ 例えば,

1989年に立案された120種類の新型製品の開発生産計画のうち,実際に軍需企

業で生産を開始したのは23種類に過ぎず,また,生産された民需品のうち15%

のみが世界水準の品質に達していたと言われている7)｡

ソ連時代末期の軍民転換政策は,その実施過程に問題があり必ずしも成功し

たとは言えなかった8)が,その基本方針は移行期ロシアの軍需産業政策にも受

け継がれていった9)｡

2 1990年代初期の軍需産業政策

1990'年代初期の軍需産業政策の中核となったのは,ソ連時代から引き継いだ

軍民転換政策と市場経済移行に伴い新たに加わった軍需企業の民営化政策であ

る｡ まずは軍民転換政策についてみてみよう｡

ソ連崩壊後しばらくはソ連時代の軍民転換政策が惰性的に続けられていたが,

1992年3月に軍民転換法 (｢92年転換法｣)が制定され,同年 7月には ｢1993-

1995年における軍需産業の転換プログラム｣(｢93年プログラム｣)が策定され,

6) oobMaqKO C., rlonHTHqeOt'Oe H OO岬aJlbHO･9訳0770M耶eOKOe Pa8BHTHe CCCP, PoooH如Ho政

⑳eAeHpaqH(1985~1999rr.),flpocJIaBJIt':H8A-BO月ry,2003.

7) TaM2Ke.

8) ｡epeBanOBK).,tto斑BepOH見BPoccH才 :tleO6HBIHHeO… aABe㌶AH//BorlPOCHOf'OHOMHm ,1999,汲
7.

9) cronberg,T.,Transformi'ngRussia:F'lomaMilz'taryloaPeaceEconomy,Ⅰ.B.Tauris,2003.



94 (466) 第 177巻 第5･6号

名実共にソ連時代からの軍民転換政策は終了した｡

この ｢93年プログラム｣は,同時期に策定された ｢1993-1995年作業計画 :

ロシア経済の改革発展と安定化｣(｢93年作業計画｣)の影響を受けて策定され

た｡｢93年作業計画｣では,当初のいわゆる ｢ショック療法｣的な政策を修正

し,生産刺激のために選別的 ｡重点的な産業政策を行うことを提案しているユ0)｡

｢93年プログラム｣においても,重点的発展分野として航空宇宙産業や造船業

など14の部門を選定し,これらの部門に優先的に資金配分することが意図され

るなど,｢93年作業計画｣で示された産業政策重視の方針が反映された｡

また,地方レベルでは連邦政府の軍民転換プログラムに対応した転換プログ

ラムが策定された｡こうした地方政府によるプログラムでは,当該地域におけ

るインフラ整備の一環として軍需産業の民需転換が捉えられており,当該地域

の市場向け消費財生産や食品の生産に重点が置かれだ1)｡

とは言え,この新生ロシア政府による軍民転換政策の基本方針もまた,①

軍需産業の科学技術力を維持する,② 軍需産業の技術力を活用したハイテク

民需品生産を増加させる,③ 軍需産業の既存の生産設備を活用して民衰品生

産-と移行する,といったものであり,ソ連時代の軍民転換政策と大差はな

かった 12)｡
次に民営化政策についてみよう｡｢93年プログラム｣の策定と並行して政府

は軍需企業の民営化方針を決定した｡1992年7月に大統領令 ｢国有企業の民営

化と公開塑株式会社への改組について｣が発効し,軍需企業の民営化が開始さ

れた｡1993年8月には大統領令 ｢軍需産業部門における民営化の特性とその活

動に対する国家の追加的方策について｣が公布され,軍需企業の所有形態は

① 国有企業,② 国家参加型株式会社,③ 完全民営化企業のいずれかとなる

こととなった｡このうち,①と(むに分類される企業は今後も軍需生産を続け,

10) 航空宇宙産業や造船業など14の優先発展部門が定められた｡

ll) 溝端佐登史 『ロシア経済 ･経営システム研究- ソ連邦 ･ロシア企業 ･産業分析』法律文化社,

1996年｡

12) cronberg,坤.cz't.
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軍需産業の枠内に留まることが,③に分類される企業は将来,軍需生産を停止

し軍需産業から退出することが想定された｡その後,1993年12月の大統領令

｢ロシア連邦における国有 ･公有企業の民営化プログラム｣により,軍需企業

のバウチャー民営化が開始された｡この方式による民営化は軍需企業の民営化

を禁止する法律が発効する1996年まで続けられた13)｡一連の民営化政策の結果,

1995年までに軍需企業1679社のうち約6割の企業の株式が売却された4)｡

3 1990年代中期の軍需産業政策

1990年代中期の軍需産業政策には,｢93年プログラム｣に引き続き軍民転換

を重視しつつも,連邦政府の財政難を背景に,特定部門を選別的に育成しよう

とする志向が見られる｡ 民営化政策は修正され,軍需企業の集団化を柱とする

産業組織政策が打ち出されるようになった｡また,財政難の連邦政府に代わっ

て,地方政府が独自の利害から政策を打ち出す動きが顕著になった｡

｢93年プログラム｣に代表される1990年代初期の軍需産業政策は,深刻な国

内経済状況を反映した消費の低迷,政府の財政難による転換プログラムへの慢

性的な融資不足,企業内部の資金不足,転換に関する法制度の不備などといっ

た問題のために,限定的な成果しか上げられなかった｡とりわけ軍需産業にお

ける生産低下や労働者流出は引き続き大きな問題であった15)｡また,民営化政

策により軍需産業内部の生産 ･技術的連関が断ち切られるなど,軍需産業の抱

える問題は深刻化していった｡

13) 1995年末には軍需企業の民営化の中止が定められ,大統領令 No.541(1996年4月13日付),

政令 No.802 (1996年 7月12日付)により軍需企業の民営化の法的な終了が宣言された｡

SAnchez-Andrbs,A.,"Privatisation,DecentralisationandProductionAdjustmentintheRussian

DefenceIndustry,"Europe-AsiaStudies,50,2,1998.

14) 1995年時点で,国有企業は646社 (38.5%),国家参加型株式会社は551社 (32.8%),国家非参

加型株式会社は482社 (28.7%)であった.coxoJ10BA.,06opoxェa兄rIPOMHu J7eZIHOCTt,PoccH汰‥

cocTORIlllellTeHAeHllMtpaaBltTl帆 HoBOe･I1611pCK:It30nnCOPAH,20031

15) 1994年までに軍需産業における民需品生産高は3.9兆ルーブルであり,これは計画の38.1%に

過ぎなかった｡軍需産業全体の生産高は60.8%減少したOまた,計画では65万人分の職を新たに

創出することになっていたが,労働者数は150万人減少した.ochMatZXO,yⅨ83.00q.
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このような懸案を解決するため1995年12月,後継となるプログラム ｢1995-

1997年における軍需産業の転換｣(｢95年プログラム｣)が策定された｡｢95年プ

ログラム｣は,緊縮財政政策への再転換,制度改革による投資増加の奨励,国

内生産者の保護,国家管理機関の改善 ･行政改革などといった内容の政府の新

たな経済政策 (｢1995-1997年ロシア経済の改革と発展｣)16)を踏まえたもの

だった ｡

同プログラムでは,軍需産業の技術力を維持 し,軍需産業の持つ潜在能力を

最大限活用してハイテク民需品の生産の増産を図るという ｢93年プログラム｣

の基本方針を継承しつつも,軍需産業で不要となった設備を更新し民生部門へ

移転することによって,ロシア経済の輸出力強化と輸入代替の促進に繋げよう

とする方針が示された｡また,限られた財源を効率的に活用するという観点か

ら,｢93年プログラム｣で優先分野とされた分野の見直しと絞込み (14から8

-)がなされた｡さらに,民需転換プログラムへの投資経路を多様化すること

辛,民営化によって分断された兵器生産 ･開発部門を集約し産業再編を促すこ

とも宣言された｡

軍需産業の産業再編を目指した新方針は,軍需企業の民営化を制限する政策

や軍需企業を中核とした金融産業グループの形成を促す政策17)を打ち出すこと

によって部分的に実現されていった｡軍需産業の再編は,同時期に実施された

担保オークション塑民営化により形成された銀行を中心とする金融産業グルー

プ内に軍需企業を取り込ませる形でも進められていった18)｡

またこの時期は,財政難から軍民転換プログラムに積極的に実施できなく

なった連邦政府に代わり,地方政府が独自の政策を打ち出すようになったこと

16) 溝鼠 前掲書｡
17) 金融産業グループ設立に関する提案自体は比較的早い時期からなされていたが,実際にグルー

プの設立が相次いだのは1990年代半ば頃からである｡1998年金融危機以後は,体力の落ちた金融

機関に代わ り,｢カスコル ･グループ｣や ｢イルクー ト｣,｢新プログラム ･構想｣といった軍需

企業を中核とした新 しい企業グループが設立されていった.

18) ｢オネクシム銀行｣や ｢インコム銀行｣は,｢スホーイ設計局｣,｢北方造船｣,｢バル ト工場｣と

いった軍需企業の支配権獲得を巡 り競争を繰 り広げた｡



ロシアにおける軍需産業政策の策定機構 (469) 97

も注目される｡地方政府独自の軍民転換プログラムでは,軍需企業の技術力の

維持や技術の民生部門への移転といった問題よりも雇用の創出など当該地域経

済の安定に力点が置かれた｡また,従来の産業部門別省庁による ｢縦割 り行

政｣のために分断されていた企業を地域レベルで結びつけ企業間ネットワーク

を設立し,当該地域における各企業の協業を促すことにも関心が寄せられた9)0

4 1990年代後期以降の軍需産業政策

1990年代後期以降の軍需産業政策は,政府主導による軍需企業の再編 ･統合

の促進と,新たに設立された統合企業に対して重点的に投資を行う選別的な産

業育成を中軸とする｡ 従来の各プログラムで重視されてきた軍民転換政策は後

退し,代わって軍需 ･民需双方に活用できる技術 (両用技術)の開発 ･発展を

促す方針が全面に出ている｡ また,政府は兵器輸出を一層促進する姿勢を打ち

出している｡

1990年代中期以降,政府の産業政策重視の姿勢が明確になってゆく中,1998

年3月に新たな軍民転換法 (｢98年転換法｣)が制定された｡この新たな軍民転

換法でも,軍需産業の科学技術力及び生産能力を維持 ｡活用することによって

科学集約的な産業部門を育成するという基本方針は継承されたが,政府の産業

政策を重視する姿勢20)を反映して,投資促進政策や選別的産業政策を実施する

方針が全面に押し出された｡

｢98年転換法｣で示された方針を具体化する形で,1998年 6月,新たな連邦

特別プログラム ｢1998-2000年における軍需産業の再編と転換｣(｢98年プログ

ラム｣)が策定された｡｢98年プログラム｣では,厳しい財政事情の中で軍需産

業をいかに維持し発展させてゆくのかが課題とされ,戦略的に重要な企業を中

19) Cronberg,op.lit.
20) 1997年,政府は ｢産業政策概念｣を策定し,軍需産業を含むハイテク部門に対 し積極的な産業

政策を実施 し,国内生産者を保護育成する方針を明らかにした｡また,金融産業グループの形成

を促すことにより産業と金融とを結びつけ,実体経済への資金の流れを確保 しようとする方針 も

打ち出した｡
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核とした統合を推進する21)ことによって軍需産業の規模を適正化し,先端技術

を持つ部門を優先的に発展させる方針が打ち出された｡その際,両用技術を活

用したハイテク品の生産 ｡開発22)と技術そのものの発展が目指され,一層のハ

イテク志向が見られた｡

2001年10月,政府は軍需産業政策の新しい基本方針として ｢2010年までの及

びそれ以降の軍需産業の発展に関する基本政策｣を発表した｡また同時に,

｢98年プログラム｣の後継プログラムとして新しい連邦特別プログラム ｢2002

-2006年における軍需産業の再編と発展｣(｢02年プログラム｣)を採択 した｡

この ｢02年プログラム｣では,｢98年プログラム｣で明確にされた軍需産業の

整理統合路線を一層推進し,軍需産業をハイテク産業基盤へと転換することが

謳われている23)｡従来の生産部門毎の統合だけでなく,生産部門横断的な統合

を進め,軍需企業での生産の多角化を促すことが定められた｡その際,戦略的

に重要ではないと認志された企業は軍需産業からの退出し,両用技術を活周し

た民生品生産に従事することが想定されている｡

また,企業の統合の際,国有持ち株会社を中心とする新たな企業合同を設立

し (事実上の再国有化),そこに戦略的に重要な企業を参加させ,こうして設

立された統合企業体に対して国防発注や輸出契約を重点的に割り当てる方針も

明らかにされた24)｡政府は,一連の軍需企業の整理統合及び再国有化政策を打

ち出す一方で,将来的には再編 ･再国有化された統合企業体に民間資本が参入

21) 経済省は,1997年時点で1750社ある軍需企業を2000年までに670社へと削減し,さらに2005年

までに405社とすることを計画した｡

22) 優先部門は,①民間航空機,② 船舶,③ ェレクトロこクス,④ 医療機器,⑤ コンピュータ,

⑥ 光学機器,⑦ ェネルギー産業向け設備,⑧ 新素材の開発,の8分野｡

23) 2000年以降,軍事研究開発費に重点が置かれるようになり,政府のハイテク志向は予算面でも

ある程度裏付けされる (2001年の国家発注計画では前年の43%増)｡また,国家財政の改善に伴

い,1999年以降は国家発注計画のほぼ完全な実施がなされているというo E)EerOAHHXCHnPH

2001,Boopy拭eH滋SI,pa30Py}ReHHeHMe2KAyHapOAHa兄6e80｡aOHOOTも,M∴ Hayxa,2002･,Col(OJIOB,
yHa8･COtI･

24) 軍需産業担当の産業科学技術相イリヤ ･クレバノブは,インタビューの中で,軍需産業の改革

の柱は軍需産業の中核となる企業を設立することであり,その際に政府主導による軍需企業の再

統合を進める意向を明らかにしている｡<<3xcrlePT''13gHBaPFT2003.
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することを認める姿勢も見せた｡再国有化政策は,主要な軍需企業に国家資本

を投下することによって財務 ｡経営面での体質を強化し,軍需企業を民間資本

にとって魅力的な投資対象とする ｢呼び水｣効果を意図した政策だと説明して

いる25)0

1990年代後期以降の軍需産業政策のもう一つの柱として,兵器輸出の更なる

促進と輸出体制の強化が挙げられよう｡ 悪化する政府財政を背景に兵器輸出は

貴重な外貨収入源とみなされ,兵器輸出を拡大する方針自体はソ連崩壊後すぐ

に表明されていたが26),1990年代後期以降も兵器輸出の更なる拡大方針が打ち

出される｡ 近年,原油価格の高騰を背景に政府財政は好転しているが,依然兵

器輸出は貴重な外貨収入源であり27),さらにロシアにとって数少ない国際的影

響力を確保するための手段でもあるため,兵器輸出の拡大は以前にも増して重

要視されている｡

兵器輸出の拡大と並行して輸出体制の変革も進められた｡1990年代中期以降,

兵器輸出の国家独占の度は強まっていたが,プーチン政権はその流れを加速さ

せた｡2000年 4月,政府はライセンス供与に携わる ｢ロシースキー ･テフニ

キ｣を国営中古兵器輸出会社 ｢プロムエクスボルト｣へ編入させ,さらに同年

11月には ｢プロムエクスボル ト｣と国営兵器輸出会社 ｢ロスヴァ-ルジェ-

こェ｣を合併し新たに ｢ロスアバロンエクスボルト｣を設立した｡同社はロシ

アの兵器輸出の8割から9割近くを管理し28),兵器輸出は事実上国家独占と

なった｡同社は輸出契約の受注企業を決定する権限を有し,国防発注を行う国

防省と並び軍需企業に対して強い影響力を及ぼすようになった｡政府はこの兵

器輸出会社を通じて軍需企業に対する統制の強化を図っている｡

25) TaMXe.

26) 1992年,エリツィン大統領は ｢兵器輸出は軍民転換のための資金を獲得する重要な手段であ

る｣と述べているoCronberg,op.cit.参照｡

27) 1990年代後期以降,ロシアの兵器輸出額は増加傾向へ転じている｡1998年の輸出額は27億 ドル

であったが,2002年の輸出額は48億 ドル,2003年には50億 ドルに達 している｡ coxoEOB,yHa3.

00t1.

28) TaMHe.
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ⅠⅠ 軍需産業政策に影響力を及ぼす主体

市場経済への移行は,軍需産業政策の策定に関与する政治 ･経済主体にも大

きな影響を及ぼした｡本章では,1990年代を通 じて各主体がどのように変化し

たのかを検討しよう｡

1 政府官僚組織

ロシアの国防政策は大統領の諮問機関である安全保障会議での審議を経て策

定される｡ ただし,安全保障会議はその性格上,合議機関あるいは各省庁の利

害調整機関29)として国防政策全般に関わる基本方針を審議する機関であり,前

章で取り上げた ｢プログラム｣に代表される実際の軍需産業政策は,担当省庁

が中心となって策定すると考えて差し支えなかろう｡ そこで本節では,軍需産

業の改革プログラムの策定に関与した軍需産業を管轄する省庁に注目し,その

変遷を辿ることにする｡

ソ連時代,軍需産業はソ連閣僚会議軍需産業委員会の管轄下にある産業部門

別 9省30)によって統制されていた｡ソ連崩壊後,軍需産業委員会はロシア国防

産業国家委員会 (1993-1995)に改組され,1996年には国防産業国家委員会は

国防産業省 (1996-1997)へと昇格した｡ところが,国防産業省は軍需産業の

利害を代弁するロビー組織と化し,軍需産業の改革を推進しなかったとして翌

1997年3月に解散され,その一部の機能が経済省へ移管された31)｡

その後1999年には,経済省から軍需産業を監督する部門が分離され,5つの

庁32)が設立された｡さらに2000年には経済省の再編に伴い産業科学技術省が設

29) 乾一字 ｢ロシアの安全保障政策決定機構- 安全保障会議を中心に- ｣『ロシア ･東欧研究』

2003年｡

30) 航空機工業省,機械製作工業省,国防工業省,一般機械製作工業省,中規模機械製作工業省,

無線工業省,造船工業省,電子工業省の9省｡

31) sanchez-An dres,Aり"RestructuringtheDefenceIndustryandProductioninRussia,"Europe-

AsiaStudies,52,5,2000.
32) 航空宇宙庁,管理システム庁,通常兵器庁,弾薬庁,造船庁の5庁｡
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立され,同省が軍需産業を管轄することとなり,軍需産業関連 5庁は産業科学

技術省の傘下に入った｡この軍需産業を管轄する新たなシステムは,新システ

ムの設立を推進した産業科学技術相イリヤ ･タレバノフの名をとって ｢クレバ

ノフ･システム｣と呼ばれた33)｡｢クレバノフ･システム｣の下,政府は軍需

産業の再編 ･統合を主導し軍需産業に対する統制を強化する方針を打ち出した｡

だが,この ｢クレバノブ｡システム｣も長くは続かなかった｡2004年に実施

された省庁再編に伴い,軍需産業関連 5庁は改組され,産業エネルギー省傘下

の連邦産業庁の一部門になった｡航空宇宙庁は航空部門と宇宙部門とに分離さ

れ,前者は連邦産業庁の一部門となり,後者は連邦宇宙局として独立組織と

なった｡ここに ｢クレバノフ｡システム｣は解体 ･再編され,新たな軍需産業

の管理体制が築かれることとなった3㌔

上記の省庁変遷過程は以下のように解されよう｡1990年代を通じ,軍需産業

政策策定の主導権を巡って,リベラル志向の強い経済省と軍需産業と緊密な関

係を有し産業政策に強い関心を示す産業省とが綱引きをしていた｡1990年代の

初期から中期にかけては経済省が政策策定に対する影響力を強めていった｡

1997年の国防産業省の解体と経済省-の機能移管は,経済省の影響力増大を象

徴する出来事だった｡ところが,1990年代後期以降は産業省の巻き返しが顕著

となった｡｢クレバノブ･システム｣の成立とそれに続 く軍需産業を管轄する

省庁の再編は,産業省の軍需産業に対する影響力が強まった結果と言えよう｡

こうした省庁間の主導権争いは政府の政策方針に大きな影響を及ぼし,翻っ

て政府の方針変化は各省庁のスタンスにも影響を及ぼしている｡ 従来リベラル

志向が強いと考えられてきた経済発展貿易省 (2000年,経済省を改組し設立)

が近年,産業政策の実施に関心を示すようになった35)のは,政府の方針変化が

33) {<3ⅩorlePT''15-21MapTa2004.

34) 連邦産業庁長官には軍需産業との強い関係を持つボリス ･ア7)ヨーシンが就任しており,｢ク

レバノフ･システム｣の解体後も軍需産業と政府との間に緊密な関係が存在することが窺われる｡

35) 同省は,軍用技術と民生技術の統合の促進 (両用技術の発展)を制度的に支援することの必要

件 を 認や て い るLI Mltl-3h-OHOMP83BllTltR P小.nllBepClゆ tKautn POCClt血eKOI-t 3h･0Ⅰ.ONtlh･ll:

coBpeMeHHHerIPO6neMLIH3aAaW //BorzpooH9te0ⅠIOMnXH,2003湖.12.
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省庁のスタンスを変えた典型例と解される｡

こうして特に1990年代後期以降は,政府内に産業政策を重視する傾向が強

まっており,産業政策を求める軍需産業の利害が軍需産業政策の策定過程に反

映されやすい状況となっていると考えられる｡

2 産業界及び軍需企業

産業界及び軍需企業は,1990年代を通じて,政府官僚と強い関係を保持する

ことによって利害関係者としての影響力の拡大を図った｡例えば,軍需産業を

管轄する省庁の トップに軍需産業との関係の深い人物を送り込み,政府内人事

を通じて軍需産業政策の策定過程に影響力を及ぼそうとした36)｡こうして産業

界は自らの求める保護育成を目的とする政策の実現を図った｡また,兵器輸出

に携わるような大手軍需企業は,政府との公式及び非公式の関係を最大限に活

用することによって特恵的な利権を確保しようとした｡以下,主な利害関係者

として国防産業助成り-グ,商工会議所,そして一部軍需企業の動向を紹介す

る｡

国防産業助成リーグ

1992年,軍需産業の利害を主張し軍需産業政策の策定過程に参加することを

目的として国防産業助成 リーグが設立された｡同リーグは兵器プログラム

(1993-1996)や ｢98年プログラム｣などといった政策の策定に関わった｡

リーグのメンバーは ｢軍需産業構造改革省庁間委員会｣などの政府委員会に出

席し,政府との関係強化を図った｡リーグの主な主張は,安定した国防発注の

実施,国防発注制度の効率化,兵器輸出の拡大とその自由化などである｡ ただ

36) 1990年代初期からこうした傾向は見られ,兵器調達担当国防第一次官にアンドレイ ･ココ-シ

ンが就任したことや,国防産業国家委員会委員長にヴイクトル ･グルヒフが就任 したことなどが

その好例であるOまた,近年では,1999年に産業科学技術相に元 ｢JiOMO｣社長イリヤ ･クレバ

ノブが,2004年には連邦産業庁長官にボリス ･アリョ-シンが就任するなど,軍需産業と深い関

係を持つ入物が軍需産業問題担当の閣僚に就任 しているO Homy rIPHHa耶 e拭m PoccH見AO nerr

rearIm aJrHBMa a Pocc三相 .M.:BarlpHyO,2003.
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し,同リーグの政治力は必ずしも強いとは言えず,リーグ自身も自らの主張が

政府にたびたび無視されてきたことを認めている37)｡

商工会議所

商工会議所は様々な産業部門の企業からなる団体のため,軍需産業の利害の

みを主張 しているわけではないが,政府に対 して産業政策の実施を求めるロ

ビー活動を展開しているという点で注目すべきだ｡彼らは次のように主張する｡

従来の原燃料部門を重視する政策の結果,原燃料輸出に過度に依存する歪んだ

経済構造が生じた｡製造業を主な対象とする,ロシアの競争力を高めるための

適切な政策が実施されなかったために,1990年代を通じて軍需産業を含むハイ

テク部門が著しく衰退した,と｡ そしてロシア経済の安定的発展のために,翠

需産業を含む戦略的に重要な企業を保護育成する包括的な産業政策を積極的に

実施することを提案する38)0

軍 需 企 業

軍需企業は利害関係者として軍需産業政策の策定に影響を与えている｡1990

年代初期の軍需企業の民営化や1990年代中期の金融産業グループの設立,ある

いは1990年代後期以降の企業の統合路線には,｢スホーイ設計局｣など大手軍

需企業の利益が反映されていると指摘されている39)｡

また,政策策定過程には直接関らなくとも,軍需企業は政策のあり方に影響

を及ぼしている｡｢スホーイ｣グループの統合過程で見られたように,統合さ

れると地方工場の収益はモスクワの持ち株会社に,地方政府の税収は連邦中央

へ吸い上げられると危供した地方の生産工場及び地方政府は,共同して連邦中

央の進める統合路線に反対した事例が好例だろう40)0

37) http‥//liga.vpk.ru/index.h上m. (2004年 9月20日最終確認)

38) Ha黙C'魯opMHPOBaTbHPeaJL社80BaTbrOOyAapCTBeHHyE)riPOMhm JIeHHyX'rZOJIm HKy?//PoccH虫G式H虫

aHo‡王OMHqeCm 虎 拭yp‡王aJI,2003Tut.7.

39) MeHHIbXOBC.,CtieHaPHnpa3BHTH fr BIIK/ / BorlpOOH3KOHOM汰XH,1999,T叫.7.

40) HomyrlpHHK)JIeX HTPocoHfliOneTZはrIHTanH3MaaPoooHmM.:BarpHyC,2003.
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より一般的には,市場経済移行に上手 く適応できなく,経営困難に陥った企

業は自らの生き残 りのために政府にしばしば救済を求めることが指摘されてい

る｡ その際,政府との公式 ･非公式の交渉経路を通じて利益 (例えば国防発注

や兵器輸出権,補助金の獲得など)を得ていると言われている4㌔ 具体的には,

民営化や統合の際に,軍需企業は政府に支配株や黄金株を譲渡したり,政府の

増資を受け入れ政府主導の統合計画に参加したりする代わりに国防発注や輸出

契約を獲得しようとすることが挙げられよう42)｡

こうした軍需企業の行動が軍需産業政策の策定過程に直接 ･間接的に影響を

及ぼした面は無視できないだろう｡

ⅠⅠⅠ 1990年代ロシアにおける軍需産業の策定機構

第 Ⅰ章では,ロシアの軍需産業政策の重点項目の変遷を確認した｡ではなぜ,

そのような政策の転換が起こったのであろうか｡

一般に,政策の策定には階層的に存在する政策策定主体 (各政治 ･経済主

体)の相互関係の影響が強く作用していると考えられる｡ 政策の変遷には,政

策策定過程における各政治 ･経済主体の相互関係及び力関係の変動が影響を及

ぼしている｡ また同時に,変化する環境へ適応するに伴い各主体自身が変質し

てゆくことも政策の変遷に影響を及ぼす｡つまり,政策の変遷の背後には,政

策策定主体の相互関係の変化と彼ら自身の変化とがあると言えよう｡

そこで本章では,1990年代初期,中期,後期以降と三つの時期に分け,それ

ぞれの時期において各主体がどのような相互関係を築き,1990年代を通じてど

のように変遷していったのかを検討する｡ こうして描かれる各主体の相互関係

の構図を本稿では軍需産業政策の策定機構と呼ぶこととし,その概念図を示す｡

41) ロシア企業全般の目的関数については,溝端佐登史 ｢コーポレー ト･ロシア｣(上原-慶編

『躍動する中国と回復するロシア』高菅出版,2005年)を参照されたい｡

42) nep兄6HHaM.,PoJlbqaOHOrOKarImaJraapeOopMHpOBaHHHpOOOH免oⅨOroOrIK//BorlpOChr∂Ⅹ･

oIIOMHX恥 2002 TIq.4.,MeHZ,HIHXOB (1999)及 び http://www.Compromat.ru/main/top50/

vpkO4.htm (2004年9月20日最終確認)を参照O
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第 1図 1990年代初期における軍需産業政策の策定機構

注 :矢印の太さはそれぞれ関係の強弱を表す｡

出所 :筆者作成｡

1 1990年代初期における軍需産業政策の策定機構

1990年代初期の軍需産業政策の策定は,経済省,財務省,地方政府などが中

心となって行い,大手軍需企業や産業団体は利害関係者として政策策定に影響

力を及ぼそうとしていた (第 1図参照)｡このような構図の下,政府組織は,

政策策定過程に影響力を及ぼそうとする大手軍需企業や産業団体によるロビー

活動の圧力に晒されていた｡とりわけ,軍需産業を管轄する国防産業省は,翠

需産業側からの強い圧力を受け,それに屈する形で事実上軍需産業の利害を代

弁するロビー組織となっていった｡国防産業省の性質の変化は,市場経済化の

流れに沿って軍需産業の改革を進めようとする経済省 ･財務省などとの対立を

招き,有効な政策の策定を阻害する要因となった43)｡こうした省庁間の対立は,

結果として責任ある軍需産業政策の策定主体が政府内に存在しない状況を生み

出したと考えられる｡

43) MeHhuHXOBC.,AnaTOMHflpOCCH如 KOrO XarIH,raJIH8Ma,M.:Me耶 yHapOAHhle OrrHOIHeTmSI,2004.



106 (478) 第 177巻 第5･6号

政府内において責任ある政策主体が存在しない,｢誰も政策に責任を取らな

いという状況｣下では,軍需産業政策は副次的に策定された｡政府全体レベル

では,社会主義体制から決別し市場経済へ移行するというエリツィン政権の隻

上命題を受け,経済全体の改革を推し進める経済省や財務省の影響力が強まっ

ていった44)｡軍需産業政策は移行戦略と整合させる形で策定された｡＼その結果,

この時期の軍需産業政策は自由化政策の影響を強く受け,軍民転換政策や民営

化政策に重点が置かれた｡

移行戦略の太枠内で軍需産業政策が策定される状況は,政策策定に関与する

主体の行動にも影響を及ぼした｡例えば,軍需企業は市場経済化の流れの中で

いかに自らに有利な状況を作 り出すかという関心から,政府との交渉経路や

｢良い関係｣を維持活用することに腐心し,ロビー活動をさらに活発化させた｡

こうした利害関係者の行動様式の変化は,以後の政策策定過程にも大きな影響

を及ぼしたと考えられる｡

2 1990年代中期における軍需産業政策の策定機構

1990年代初期の ｢誰も政策に責任を取らない状況｣下では,明確な方針に基

づいた軍需産業政策が策定 ･実施されず,軍需産業に多大な混乱がもたらされ

た｡そうした中,経済政策全般について主導権を握っていたリベラル志向の強

い経済省が,軍需産業政策の策定においても主導権を握るようになった｡ただ

し,初期の政策の失敗の結果,政府内に高まる産業政策の実施を求める声を無

視することはできず,経済省も徐々にその立場を国家による経済への介入を是

とする方向へと転換させていった4㌔

一方,軍需産業もまたこうした政府内部での力関係の変化に同調するかのよ

うに,急速に悪化する財務状況を背景に政府に対して救済措置を求め,産業政

策の実施を要求した｡さらに,1990年代初期に実施された民営化政策などの影

44) TaM㌶e.

45) TaM〉Re.



ロシアにおける軍需産業政策の策定機構 (479) 107

響により失われた企業間関係を再編する必要性も声高に主張した｡

このように策定機構における主体が変化してゆく中,新たな主体として金融

産業グループが登場した｡1990年代初期の改革の結果誕生し,政府に対して急

速に強い影響力を及ぼすようになった金融産業グループ (いわゆるオリガル

ヒ)は,政府との公式 ･非公式の関係を活用することによって軍需企業をも自

らの中に取り込んでゆき,軍需産業に対する影響力を強めていった｡こうして

軍需企業を取 り込んだ金融産業グループは,軍需産業政策の策定過程にも強い

影響力を及ぼしていった｡

以上のような策定機構内における各主体の相互関係の結果,1990年代中期に

は軍需産業を中核とした企業集団を形成し,産業育成を推し進める政策が採用

されるようになった｡また同時に,連邦政府の財政難を理由として産業育成政

策における選別的性格が強まり,産業再編政策に関しては予算以外の資金を軍

需産業に流し込むという名目で金融産業グループの参入を促す方針が打ち出さ

れた｡

また,この時期の特徴として,地方政府の権限が強まったことにも注目すべ

きだ｡財政難により連邦政府による軍需産業政策の実施が困難となる中で,敬

税権を含む自立した機能を有する地方政府は地域の軍需産業を対象とした独自

の政策を打ち出していった｡こうして軍需産業政策は中央,地方と重層的に策

定されるようになった｡

3 1990年代後期以降における軍需産業政策の策定機構46)

1998年の金融危機の結果,1990年代中期に見られたような金融産業グループ

の影響力は凋落し,代わって軍需企業を中核とする企業集団が形成され彼らの

影響力が強まった47)｡

1998年の金融危機はまた,政府の政策転換の契機ともなった｡プリマコフ内

46) 2004年の省庁再編までの期間を対象とするC

47) 月ep兄6滋Ha,yIは8.COT.
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第 2図 1990年代中期における軍需産業政策の策定機構

注 :央印の太さはそれぞれ関係の強弱を表す｡

出所 :筆者作成｡

閥の発足に伴い,政府の政策は国家の積極的な介入を伴う産業政策の実施を是

とする方向に舵が切られた48)｡プリマコフ内閣による政策転換を背景として,

産業政策に関心を持つ産業省の発言力は政府内でさらに強まっていったと考え

られる｡

こうして軍需産業政策の策定には,軍需産業と密接な関係を持つ産業科学技

術省が中心的な役割を果たすようになった｡同省は ｢クレバノブ｡システム｣

を構築することによって,軍需産業に対する政府の権限及び影響力を強化し,

政府主導による軍需企業の統合計画を推進しようとした｡｢クレバノブ ･シス

テム｣を通じて進められた政策は,戦略的に重要と認定した国営 ･国有企業を

48) MeHbm,yXa8.00q.ただし,1997年に ｢産業政策概念｣を発表したように,政府は金融危機以

前から産業へ積極的に介入しようと意図していたと見るのが妥当だろう｡
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第 3回 1990年代後期における軍需産業政策の策定機構

注 :矢印の太さはそれぞれ関係の強弱を表す｡

出所 :筆者作成｡

中核に据えた統合 (事実上の再国有化)を推進することで産業再編を促し,釈

たに設立した企業合同の保護育成を図るものだった49)｡また,これまでの改革

過程で民営化された軍需企業に対しては,政府の進める統合計画に参加して軍

需産業内に留まるか,計画には参加せずに軍需産業から退出するかを迫るもの

だった｡

だが,政府の主導による軍需企業の統合,再国有化を中心とした産業再編路

線に対しては,自らを中心に据えた企業集団を形成しようとする企業 (主に兵

器開発部門の企業)は積極的に支持を表明したが,別の軍需企業 (生産部門の

企業など)からは強い反発が出た｡それゆえ,政府主導による産業再編路線は

必ずしも上首尾には進んでいない｡その一方で,こうした政府主導による統合

とは別に,｢イルクー ト｣など民営化された軍需企業が独自に統合を進める

49) TaM黙e.
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第 4図 政策の重点項目と政策策定に関与する主体の変遷

1990年代初期 中 期 後期以降

政A 経 済 省

巧く莱′上,刀二 産 業 省

に関与 地方政府

す隻 軍需企業 一一一- - ∴ - 一一-- 企業合同A

∴L体 金融産業グループ -- - ∴

政策 軍民転換 ′ 両用技術の開発 - -特定産業部門の､保護 .育成

の塞古 民 営 化 再国有化 --

義冒 企業の集団化 妻jj=業の統合

注 :矢印は政策の継続及び各主体の影響力を表す｡

出所 :筆者作成｡

ケースも見られ,産業再編は多様な形で進行している5O)｡とは言え,趨勢とし

ては,政府主導による統合 ･再編が軍需産業の再編過程の中心となっているど

考えられる｡

逢 軍需産業政策の策定機構 と軍需産業政策の変遷

以上,1990年代の各時期における政策の策定機構を見てきたが,策定機構内

に現れた各主体,とりわけ政策策定に大きな影響力を及ぼした主体と軍需産業

政策の変遷とにはどのような関係があるのだろうか｡

第4図は,本章 1-3節で見た策定機構内での主体の変化と第Ⅰ章で確認し

た政策の変遷とを照らし合せたものだが,政策主体の変化が軍需産業政策の変

50) 当初,政府は軍需企業が独自に主導する形での統合を認めようとはしなかったが,なし崩 し的

に認めていった｡ E拭erOAH滋RCHrIPH2004,Boopy'式eHHLl,Pa80py2ReHHe HMeHAyXapOAHafl6e昌一

orlaOHOCTh,M∴ HayIくa,2005.
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遠に影響を及ぼしていることが確認できよう｡ 無論,政策策定を主導した主体

の利害がそのまま政策に反映されているわけではなく,時には政策策定主体の

利害と実際に策定された政策との間に相違が認められることもあるが,全体と

して両者の間には関連性があることが認められよう｡

軍需産業政策はその対象となる軍需産業の有する特殊性により,国家安全保

障政策の影響を強く受けて規定されることは言うまでもない｡だが,安全保障

論に基づく接近は,軍事政策として捉えるには十分に有効であるが,軍需産業

の産業動態を踏まえた分析視点としては機能しえない｡移行期においては,独

自の利害を持つ軍需企業が出現するなど,政策策定に関与する政治 ｡経済主体

に変化が生じており,また各主体の行動様式もソ連時代とは著しく変化してい

る｡ 彼らの政策策定過程に及ぼす影響力は無視しえないものとなっている｡ こ

うした状況を踏まえれば,移行期ロシアにおける寮需産業政策の分析には政策

策定主体の変動を踏まえた接近が必要であり,既往の安全保障論による接近で

はなく,各政治 ･経済主体の相互関係に着冒した政策の策定機構を分析するこ

とが有効となろう｡

お わ り に

ソ連崩壊後の移行期ロシアにおいて,政治 ･経済 ｡社会その他のあらゆる政

策は市場経済-の移行戦略に強く規定されるようになった｡軍需産業政策も例

外ではなく,市場経済-の移行戦略の一部として位置付けられるようになった｡

移行期ロシアの経済状況もまた軍需産業政策の性質を変化させた｡1990年代

を通して,機械製造業を始めとする国内産業が著しく衰退する一方で,資源部

門への傾斜が強まった｡資源部門への依存が高まるにつれ,こうした産業構造

の変化を危倶する向きが,学界のみならず政府,財界においても見られるよう

になった｡そうした中,軍需産業政策は衰退する国内産業の建て直し,経済を

振興するための政策として期待されるようになり,移行期ロシアの軍需産業政

策は,安全保障上の要請はもとより,それぞれの時期で課題となった経済政策
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上の要請も受けて策定されるようになった｡つまり,移行期ロシアの軍需産業

政策はソ連時代のそれとは質的に異なっていると解されよう｡

市場経済への移行が及ぼした影響は,軍需産業政策の質の変化だけにとどま

らなかった｡移行は政策策定に関与する政治 ･経済主体のあり方までも大きく

変化させた｡例えば軍需産業 ｡企業は,ソ連時代は政府の打ち出す政策をその

まま受け入れるに過ぎない存在だったが,移行過程に伴う環境の変化の影響を

受け,独自の利害を持つ政治 ･経済主体として政策策定に関与するようになっ

た｡政府官僚組織もまた数回の再編を経て,その性格及び行動様式を変化させ

ていった｡こうした政治 ･経済主体の変化は翻って軍需産業政策の変動を促 し

た ｡

移行期ロシアの軍需産業政策において,政策の策定機構内における官僚組織

や軍需産業 ･企業といった各主体の利害によって規定される部分は高まってい

る｡ 軍需産業政策の経済振興策としての性格が強まるにつれ,各主体の利害の

反映される余地は拡大してゆくだろう｡ このような軍需産業政策の質的な変化

を踏まえれば,同政策の分析には政策の策定機構を明らかにする接近が有効で

ある｡ 本稿で試みた政策の策定機構の分析は,移行期ロシアにおける軍産複合

体の構造を解明する一助となろう｡




