日本のミサイル防衛への提言
発展し続ける脅威と、対抗手段の高コスト化に
留意した日本が将来進むべき道筋の再評価

脅威シナリオ2027
時は2027年。習近平国家主席は民主的に統治されている台
湾が自国の主権下にあると主張し続けた結果、中国が領有
権を主張する台湾をめぐる緊張は2027年初頭には危険極ま
りないレベルにまで高まってしまった。台湾の頼総統として
は、平和を望んではいるものの、必要となれば自国を守り抜
くと主張。台湾の住民は台湾に対する統治権を主張して武力
行使により支配下に置くことは当然の権利と言い続ける中国
という脅威の陰に常に晒されながら長年暮らしてきた。
ここ数カ月の間、中国の習近平国家主席はたびたび、そして
繰り返し「統一化」政策は自身が掲げる政策目標として「必
ず達成しなければならない」と脅し続けてきた。弾道・極超
音速・巡航を含む中国のミサイル戦力は、台湾、そして南西
諸島から東シナ海にかけた中国大陸沿岸部への集結を継続
し、戦闘機や爆撃機は益々台湾領空域への作戦出動を増やし
続けてもいる。
国際社会はこの1年間、中国国内での社会的不安の高まりを
憂慮しながらも、その動向を見守り続けてきた。習近平が築
き上げてきた過去に比類なき権力基盤を更に5年間維持する
ことを狙って2027年の党大会に向けた準備を進めてはいる
ものの、自身の支持率低下は権力掌握の見通しを脅かしてい
た。 習近平が毛沢東以来の最も強力な指導者となった2022
年以降、年間経済成長率はわずか2%にまで落ち込み、中国
経済はそれまでの力強さを明らかに欠いていた。
この経済減速に対応すべく習近平はより経済統制を強めるよ
うになったが、共同富裕につながっていくとの期待とは裏腹
に、一般の中国市民をより逆境に追いやることになってしま
った。 今、人民解放軍ミサイル部隊が空前の規模で展開し
ていることからも、習近平は近々台湾への侵攻を実行に移す
ことで、高まる民衆の鬱憤の矛先をそらそうとし、来るべき
党大会に先立った自らの権力基盤固めに邁進するのではとの
国際的な懸念を高めている。

中国が台湾への侵攻を実行に移した場合、日本と米国で太刀
打ちするには無理があると見られている。そのこともあって
か、安倍元首相は「台湾有事は日本の緊急事態だけでなく、
日米同盟にとっての緊急事態でもある。そのことを北京の中
国指導部、そして特に習近平国家主席は決して誤解してはな
らない」と2021年から語り出している。
台湾への武力侵攻は日本にとって重大な危険をもたらすこと
になると安部元首相は付言している。中国が釣魚島と呼ぶ尖
閣諸島、先島諸島及び与那国島は距離にして台湾からわずか
100km（62マイル）足らずの位置にある。 しかしより重要
な点は、琉球列島全体が、日本経済の生命線と言える海上交
易ルートを守る上で不可欠という点である。
もし中国が九州以南の日本と米国の基地をすべて攻撃した場
合、日本は経済的に世界のほとんどの地域から切り離されて
しまう。人民解放軍（PLA）海軍の艦艇はすぐに宮古海峡を
通って外洋に出ていくだろう。そこから中国は南方からのア
プローチを封鎖し、ペルシャ湾からのエネルギー供給ルート
を遮断することで日本を徐々に絞め倒すことができる。
これまで日本は中国のミサイル脅威に対して、SPY-6レーダ
ーとSM-6ミサイルを搭載した横須賀と佐世保に駐留する米
イージス巡洋艦に頼ってきた。 しかし、急激な緊張の高ま
りによって米国はすべてのイージス艦を日本の防衛には遠す
ぎる台湾の南部や東部に移動させてしまった。 そして今、
米国の情報機関は中国が数日のうちに台湾への攻撃を仕掛け
て行くと考えており、これは九州から与那国に至る南西域に
位置する日本と米国の軍隊への大規模なミサイル攻撃によっ
て開始されると考えている。日本は最良の選択肢が存在しな
いまま、重大な危機に直面することとなった。

この近未来シナリオがどのように展開される
のかは、今日の日本の決断にかかっている…

現行及び発展し続ける日本のミサイル脅威
中国と北朝鮮が軍事力とミサイル能力を拡大する中、日本は既に自国のミサイル
防衛能力を遥かに超えた国家安全保障上の脅威に直面している。中国と北朝鮮
は、アジア太平洋地域の近隣諸国や米国を威嚇するために、新種のミサイル技術
への投資を続けてきた。このような脅威が増大する中で日本が自国をミサイル脅
威から守るためには、これまで通り米国に依存するだけではどうしようもなく、
これら厳然と存在する脅威に対して自国で対処可能な自給自足できる体制構築
を目指さなければならないことを意味する。この目的に沿った日本の財政支出は
敵対国に対する効果的な抑止力を生み出すことで日米両国が目指す戦略的共通目
標に寄与し、米国が目指している太平洋抑止構想（PDI）を補完することにもな
る。この最初の章では、日本近隣の対抗相手がもたらす脅威に焦点を当てて詳し
く説明をし、日本にとってより能力が高く、時宜にかなった適切なミサイル防衛
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システムの構築が緊急的に必要であることを明らかにして行きたい。

中国のミサイル脅威
過去10年に亘って世界大国をめざす中国の野望は、予想をはるかに超えて加速
し続けてきた。その結果、米国とその同盟国は、将来軍事的衝突が起こり得る対
抗相手として中国の存在を注視せざるを得なくなった。中国の軍隊である人民
解放軍 (PLA) は、かつてないほどの拡大と近代化を遂げ、2021年の国防予算は

6.8%増となった。中国はこれら新しい軍事力をこれまでになく大胆に使用し、
アジア太平洋地域の重要な戦略的空域や海域で演習や作戦出動を行ってきた。

PLA海軍は現在、米国の艦隊規模を凌駕する355隻の艦艇を有し、潜水艦、空
母、戦闘機、水陸両用強襲揚陸艦、極地砕氷船など多様なプラットフォームと能
力を備えるに至り、世界最大の海軍を誇示し、対空母攻撃能力も高めている。中
国の好戦的な行動と猛烈な軍事的イノベーションの結果、米国とその同盟国は中
国が世界の平和と安定を脅かす最も危険な脅威と見るようになった。米統合参謀
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図1： 中国のミサイル能力

高度

種類

名称

大陸間
弾道ミサイル

DF-5, DF-31, DF-41

潜水艦発射
弾道ミサイル

JL-2

中距離
弾道ミサイル

DF-26, DF-4

準中距離
弾道ミサイル

DF-21

短距離
弾道ミサイル

DF-12, DF-11, DF-16, DF-15

極超音速
滑空型飛翔体

宇宙発射型滑空弾

巡航
ミサイル

CJ 100, YJ 18, HN 3,
HN 2, HN 1

日本

~1,000 km

グアム

~3,300 km

DF-17,

本部議長のマーク・ミリー大将は、「我々は世界がこれまで目撃した中で世界最
大規模の地政学的パワーの変遷を目の当たりにしている」と述べ、中国が新たな
攻撃用軍事力を開発するスピードは「驚異的」とも明言。
日本が最も留意すべき重要なポイントは、中国のミサイル能力が量的にも質的に
も拡大していることである。現在、PLAロケット軍（PLARF）は、甘粛省、新疆
ウイグル自治区、内モンゴル自治区にある数100基のサイロ、そして移動式発射
装置を備え、巡航、弾道及び極超音速ミサイルというラインアップを備えた作戦
運用を自在に展開できる。中国が保有するどのミサイルも、発射基地の場所に拠
るところはあるが、少なからず日本の人口をかなりの範囲で脅かすことができる
能力を有している。米国防総省は、中国が2030年までに核弾頭を4倍の1,000個
に増やす計画だと推定している。中国の核兵器開発は、INF、START、SALTなど
の国際条約の順守義務が適用されないため、米国でさえ保有していない能力を強
化することが自由にできる。
これらの脅威の中でも最も危惧すべきは、中国が継続的に取り組んできた次世代
極超音速兵器である。その速度、機動性、予測不能な動きにより、既存のミサイ
ル防衛システムによる探知や迎撃を回避することが可能となる。この分野でのミ
サイル開発に関して条約上の制約がある米国を尻目に中国は遥かに多くの極超音
速兵器に関わる試験や開発を完遂させてきた。
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ハワイ�

~8,500 km

米国西海岸
~10,500 km

中国は2021年7月、新型の極超音速滑空飛翔体（HGV）の実験に成功し、米
国のミサイル防衛力が手薄な南極上空を飛行したと報じられ、中国のミサイル
脅威の緊急性と深刻さを再認識すべく国際的な警鐘を鳴らすこととなった。こ
のHGVという兵器能力により、中国は核搭載可能な極超音速ミサイルを宇宙か
ら、いかなる相手に対しても警告なしに発射することができる。また、中国は将
来を見据えて、大陸間極超音速兵器を実現させる「スクラムジェット」エンジン
技術の開発で世界をリードしており、先進的な極超音速型の巡航ミサイル開発も
視野に入れて取り組んでいる。
日本も米国も中国が実験してきた極超音速滑空型兵器を現状では探知すること
も、追跡することも、迎撃できないことも公知の事実とされている。中国は、警
告なしにあらゆる国の指導者を排除できる先制攻撃能力を間もなく手にすること
になる。これは米国がこれまで行使してきた抑止政策を巧みに回避できる利点
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を中国に与え、核兵器の出現以来、世界を最も不安定化させる開発と言っても過
言ではない。日本はもはや米国の「核の傘」だけで守られることは期待できず、
中国がこの先制攻撃能力を使用すると決めた場合、米国はこの先制攻撃能力に対
する完全な防衛を保証することもできない。日本のミサイル防衛力の飛躍的向上
は、中国のミサイル脅威から両国を守るだけではなく、先制攻撃に重きを置いた
中国の軍事スタンスに対して先制攻撃の代償の高さを示す上で必須である。
日米と交戦状態に入った場合、中国は「接近阻止・領域拒否」（A2/AD）戦略
を準備しており、これは日本の南東部とグアムを含む「第二列島線」内の地域か
ら米軍を遠ざけることを目的としている。それ以外の主要な中国による軍事的投
資は、この戦略を実現させるために高精度の弾道及び巡航ミサイル、道路移動式

ICBM、原子力潜水艦、潜水艦発射型超音速巡航ミサイル、新たな空中発射型核
兵器、そして改良された対艦型弾道ミサイルなどを対象に行ってきた。これら能
力によって中国軍はまもなく水中から宇宙に至るまで、いかなる方向からでもミ

「懸念すべきことは、過去5年間、あるいはそ
れ以上の長い時間をかけ、米国は9回の極超音
速ミサイルの実験を行っているが、同じ時期
に中国は数百回の実験を行っているというこ
とだ」。 – ジョン・ハイテン大将
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サイルを発射して日本を脅かすことができるようになる。軍対軍の直接的な衝突
が発生した場合、米国は日本を守るために介入はするものの、米国が他の同盟国
の保護や本土防衛のために自軍の再配置をしなければならない場合、日本は日本
の国民と主権を守るための米軍抜きの日本だけの防衛能力に頼らなければならな
くなる。たとえ米国のミサイル防衛支援があったとしても、日本自身が日本の国
民と主権を守るために保有する能力こそが最重要な防衛線である。
これら動向を総合的に勘案すれば、中国はこれまで取ってきた防御を重視した受
動的姿勢から、東アジアのパワーバランスを掌握しようとする能動的姿勢へシフ
トしたことは明らかである。そのためには、日米両国の現行の統合防空ミサイル
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防衛システムについて厳格な再評価が必要となる。

北朝鮮のミサイル脅威
アジア太平洋地域で最も畏怖すべき脅威は中国ではあるが、朝鮮民主主義人民
共和国 DPRK/北朝鮮）は確かで、より予測不能な脅威として立ちはだかってい
る。北朝鮮は、近隣の不安定な対抗相手であり、政治的目標達成のための手段と
して自らが保有するミサイル能力を使う事を厭わない意思をこれまで示してき
た。北朝鮮は制限的な国際条約に縛られず、対立関係の緩和に向けた交渉にも応
じる必要もない。そのため、北朝鮮政権は、日本の上空や周辺で挑発的なミサイ
ル実験を行い、外交的規範への違反を繰り返しているにもかかわらず、大量破壊
兵器の開発を続けることができている。朝鮮人民軍（KPA）は北朝鮮の核武装さ

図2： 北朝鮮のミサイル能力
種類

名称

大陸間
弾道ミサイル

火星14号, 火星15号,

日本

~600 km

KN-14, KN-08

高度

潜水艦発射
弾道ミサイル

KN-26, KN-11

中距離
弾道ミサイル

火星12号, 火星10号

準中距離
弾道ミサイル

KN-15, ノドン, 火星9号

短距離
弾道ミサイル

KN-24, KN-23, KN-25,
KN-18, 火星5号, 火星6号

極超音速
滑空型飛翔体

火星8号

巡航
ミサイル

金城3号, KN-01,
新型艦対地巡航ミサイル
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グアム

~3,300 km

ハワイ�

~7,400 km

米国西海岸
~9,500 km

れた部隊として、その人的規模は約120万人に及ぶと見られており、ある調査で
はその資金規模は北朝鮮GDPの4分の1近くを占めるとも見積もられており、政
権が軍事力を最優先させる姿勢は明白である。
北朝鮮のミサイル能力に関する情報源には不確かなものが多いが、日本を脅かす
可能性のあるミサイル能力には通常弾頭、核搭載型及び、生物兵器搭載型など多
岐にわたることが多くの報告書から読み取れる。金正恩氏の統治下でKPAによる
兵器実証実験はより回数が増え、より脅威度合が増してきた。最近では、2021
年10月に北朝鮮が日本海に向けて複数の弾道ミサイルを発射したが、これは日
本海を舞台にした米国と中国の地域的な外交的活動に対する警告のようにも見え
る。このようなミサイル能力と、それを軍事目的だけでなく政治目的にも利用し
ようとする北朝鮮の姿勢は、日本の主権に対する明らかな脅威である。
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北朝鮮は核戦力と通常戦力の拡大を目指して、ミサイル開発と実験を続けてい
る。現在、北朝鮮は日本に到達可能な複数の実戦配備された巡航及び弾道ミサイ
ルが存在することが知られている。2021年9月に実験された長距離巡航ミサイル
は、推定射程距離が1,500kmで、大気圏内に留まることから弾道ミサイル防衛を
回避できることがわかった。2021年10月に開催された最新兵器システムの展示
会で金正恩氏は目標として「無敵の軍隊、それは戦争そのものを阻止し、文字通
り戦争抑止力を高めて、国家主権を守り抜くもの」と宣言。この展示会では極超
音速兵器も展示されたとみられており、この種の兵器に対する防御策の開発が急
務であることは明白である。北朝鮮は、2021年9月に極超音速ミサイル「火星8
型」の発射実験に成功したとも主張している。
ある専門家は、北朝鮮の戦争計画は「侵略が差し迫っていると判断した場合、韓
国と日本に駐留する米軍への先制攻撃を仕掛けるもの」と述べている。この不安
定な反米政権の軍事的野心、特に大量破壊兵器で武装をし、それを使用する意思
のある北朝鮮政権は明白かつ現在の危険を日本の主権と国民にもたらしていると
言え、日本が自国だけで対抗できるより能力の高い防衛力を保有しなければなら
ない追加的根拠の一つに挙げられる。

理想的な日本の統合防空ミサイル防衛システム
増大する中国や北朝鮮からの脅威に対処すべく、日本は既存の脅威に加え、将来
出現する潜在的脅威を含む幅広いターゲットを探知し、迎撃できる効率的で高レ
ジリエンシーを備えた包括的な統合防空ミサイル防衛システムを必要としてい
る。次の図表(図 3)では、現代の包括的な統合防空ミサイル防衛システムが対処
すべき主要な脅威と、日本が効果的なシステム導入を検討する上で留意すべき運
用構想上の主要ポイントを整理したものである。
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図3： 実効性のある統合防空ミサイル防衛システムの要件
対処すべき脅威
弾道ミサイル防衛

• 弾道ミサイルは大気圏外脅威であり、大気圏内にアーク軌道を経て再突入する前
のミッドコース段階では大気圏の外側を飛来してくる

(BMD)

• 弾道ミサイルはミッドコース段階、或いは終末のターミナル段階の何れかで迎撃

巡航ミサイル防衛

• CMDはBMDとは異なる追跡・撃墜能力が必要。なぜなら、巡航ミサイルは大気

(CMD)

される

圏内にとどまる脅威であり、迎撃は容易であるが、より低高度で追跡できるレー
ダーが必要となる

• 極超音速ミサイルは軌道が予測不能だけでなく、弾道ミサイルよりは低く、巡航
ミサイルよりは高い高度で飛来するため、追跡が極めて難しい、最も防御難度が
高い脅威であり、米国でも対抗手段の開発がまだ初期段階にある

極超音速ミサイル防衛

• 極超音速ミサイルには、主に2つのタイプに分類される：
1. 極超音速巡航ミサイルは 大気圏内を飛来し、射程距離は500 ~1200km
2. 極超音速滑空飛翔体は 大気圏外に出た後で、大気圏内に再突入した段階で速
度を上げ、低高度の水平飛行で 射程距離は1300km ~2800km

その他経空脅威

• 他の経空脅威（有人、或いは無人航空機によって投下されるペイロード）を確認
し、追跡するための能力は、新たな独立したシステムに投資するよりは、ミサイ
ル防衛用レーダーへの付加的機能として開発すべきである

システムの特性

• 複数のプラットフォームや場所に分散配備されているソリューションは敵の攻撃
分散型

から生き残れる可能性が高いが、さもなければ一度の攻撃でシステム全体が無効
になってしまう
• さらに、各構成品を個別に能力向上ができ、交換することもできるため、長期的
にはコスト抑制のメリットをもたらす

• ミサイル防衛における相互運用性とは、相互接続された機器が通信ネットワーク
相互運用性

システム共通性

で容易につながることで多様なセンサー情報をデータ融合するなど、より改善さ
れた目標特定機能等が提供できることを指す。相互運用性は、少数のシステム間
や指揮統制及びC4ISRネットワーク全体を含むことがある
• これは、たとえ迎撃ミサイル用レーダーが脅威を探知できていなくとも、多様な
他のセンサー情報を組み合わせることで迎撃ミサイルの発射を可能にする「遠隔
での発射」機能につながるものである

• 米国システムと共通の日本のシステムは、米側での投資成果の恩恵に預かること

で、より早く機能向上ができるだけでなく、本質的な相互運用性を高める事になる

• ミサイル防衛任務に当たる司令官は正確な情報が与えられ、ほぼ瞬時での対処が
迅速な指揮・統制 (C2)

多層防御

求められる;日本が目指す拡張型の指揮統制機能は宇宙を含むマルチドメインのセ
ンサーによって構築される全体状況図の把握と、その情報を迅速に伝達するため
のアーキテクチャが必要となる

• 実効性の高い防衛システムは確実な迎撃のために多層化が必要であり、単一の脅
威に対してミッドコースとターミナルの両段階で迎撃できるようにするだけでな
く、レーダー覆域の地域的な重なりも必要となる

• 個々に配備されたシステムは多様な脅威を感知でき、そして防御できる能力を有
多様任務型システム

することが理想である。例えば、単一システムにおいて弾道ミサイルや極超音速
等の脅威に応じた迎撃機を発射でき、且つ他の経空脅威も特定でき、状況によっ
てジャミングもかけることができるなどい。

• AIアルゴリズムの導入により、例えば追跡機能の拡張や急速なデータ処理などを
自動化

通じて反応時間の短縮が可能となる
• AI自体の性能向上が比較的容易にできることから、新たな能力を追加統合してい
くことも可能

7

日本の現状及び同盟国におけるミサイル防衛
太平洋地域でのミサイル防衛は、日本、米国、そして韓国が主導する形で監視及
び迎撃システムの統合ネットワーク化の構築が進んではいるが、このネットワー
クはまだ暫定的で未成熟な段階にあり、カバーできている範囲及び能力の何れに
おいて存在するギャップの大きさに苦心しているのが実情である。
日本の現状は、特に北朝鮮からの弾道ミサイルに対抗すべく、柔軟な展開ができ
る防御領域が小さ目の能力と中規模の防御領域が可能な海上版能力を組み合わせ
ることで、国全体のミサイル防衛態勢の実現を目指してきた。日本の弾道ミサイ
ル防衛力は個々のシステムに必要な限定的性能向上の積上げに終始してきた歴史
はあるが、日本版ペトリオット部隊とイージスBMD搭載艦による編成そのもの
は導入が決定された2000年半ばから変わっていない。
日
本
の
ミ
サ
イ
ル
防
衛
へ
の
提
言

2007年以降、航空自衛隊は六つの高射群によって、東京と沖縄を含む全国
主要地域に陸上発射型ペトリオット高射部隊を配備してきた。このシステム
は、PAC-3（Patriot Advanced Capability-3）迎撃システムによりミサイル防衛
の最後の防衛線として短距離及び中距離弾道ミサイルを終末段階で迎撃するだけ
でなく、巡航ミサイルや大気圏内を飛来する他の経空目標の迎撃にも対処可能で
ある。主にBMD用ではあるが、PAC-3は戦術的巡航ミサイルの対処もできると
言われている。PAC-3はイージス艦から発射される迎撃機と組み合わせることで
多層防御が成り立つとされているが、その迎撃機の最大射程距離が19km、レー
ダーの探知距離が100kmであることから、地理的な防御範囲は限定的と言える。
これらシステムは東京や沖縄などに配備されることで主要都市部や重要な軍事拠
点の防御はできても、日本の大部分は無防備状態と言える。
日本は現在、主なミサイル防衛システムとして、「こんごう」型護衛艦4隻、「
あたご」型護衛艦2隻、そして「まや」型護衛艦2隻を含む8隻のイージス艦を
運用している。イージス艦に搭載されているSPY-1レーダーはミサイル脅威の探
知・追跡のために使用されているが、射程距離は約310kmと限られており、特に
ペトリオットシステムの射程距離が限られていることを考えると、日本全体を守
る上で大きなギャップが存在すると言える。また、イージスシステムが探知した
弾道ミサイル脅威を高々度ミッドコース段階で迎撃するために開発されたSM-3
の実証試験は米国で行われてきており、SPY-1とSM-3の開発責任を担い、開発
費用を負担してきた米国の成果の恩恵は共通システムなればこそ受けることがで
きた。しかし、日本が保有する迎撃用ミサイル数は大変少なく、攻撃を受けた場
合には敵国に圧倒され、自衛隊の備蓄ミサイルはすぐに使い果たし切ってしまう
ことになる。これらのシステムでは、以下のような迎撃ミサイルでミサイル防衛
を行っている。
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• スタンダード・ミサイル2（SM-2）は、終末段階での短距離・中距離・大陸
間弾道ミサイルの迎撃用

• スタンダード・ミサイル3（SM-3）：ミッドコース段階での短距離・中距
離・大陸間弾道ミサイルの迎撃用;最新型SM-3ブロックIIAは日米で共同開発
された

• 進化型シースパローミサイル（ESSM）：機動性のある対艦誘導ミサイルに
対抗するためのミサイルで、低速度の経空脅威と洋上ターゲットを攻撃する
能力を持つ

MDAA写真転載

• RUM-139 VL-ASROCは対潜水艦用
• PAC-3ミサイル：終末段階での短距離・中距離の弾道ミサイル、巡航ミサイ
ル及び大気圏内を飛来する経空脅威の迎撃用
日本の現行イージス武器システムは米国と共通システムであり、その能力を維持
し、向上し続けて行く上で米国での投資成果のあらゆる恩恵に日本は預かってき
た。例えば、SM-2ブロック3A/B、SM-3ブロック1A/Bおよび2/Aミサイルに
必要な開発費が米国で投じられてきた結果、海上自衛隊独自で発生するコストを
必要最小限に抑えることができた。新らたな迎撃用ミサイルのシステム統合を図
ることとなった場合には、膨大な試験と評価分析が必要となり、その何れにも相
当な高コストがかかる。
包括的な領域上のカバーが施されてはいるが、日本のイージス艦やPAC-3は弾道
ミサイル対処に焦点が当てられていて、巡航ミサイルや極超音速脅威に対する防
御面では決定的なギャップが存在すると言わざるを得ない。日本はJADGEを運
用し、弾道及び巡航ミサイル脅威に対する射撃管制や目標設定に必要な補助的機
能をPAC-3に提供はするが、単独システムとして目標探知とその追跡機能を提供
するものではない(図 4-5を参照)。 実際に交戦状況に突入した場合、北朝鮮の
ミサイル脅威に対処するだけでも防御オプションが短期間で尽きてしまう今の日
本では、中国相手に一体どこまで対抗できるのか甚だ疑問と言える。両国の近年
の動向を踏まえ、日本の防衛省は新たな脅威や既存脅威に効果的に対処でき、よ
り包括的で生存性の高い新たな防御レイヤーを現行の統合ミサイル防衛システム
(IMDS)に追加することとした。この新たな追加機能は、分散型ソリューション
に焦点を当てることも含め日本がA2/AD環境下にあったとしてもどう対処すべ
きかの手助けに終始するだけではなく、任務遂行に必須な生存性やレジリエンシ
ーの向上によって将来脅威に対する適応力を一層高めることになる。
米国は、自国の利益を守るため、アジア太平洋地域で独自の多層型ミサイル防
衛システムを運用しており、沖縄の嘉手納空軍基地に配備されたペトリオット/

PAC-3ミサイル部隊、経ヶ岬と車力に設置された米陸軍が運用する2基のAN/
TPY-2レーダー、そしてイージスBMD機能搭載艦がそこには含まれる。また、横
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須賀配備で米海軍が運航するアーレイ・バーク級誘導ミサイル駆逐艦6隻とタイ
コンデロガ級巡洋艦に搭載されているイージスシステムには、日本と同じSPY-1
レーダーが使われている。
これらシステムは、以下の迎撃用ミサイルによってミサイル防衛に対応：

• スタンダード・ミサイル6（SM-6）は航空機、無人航空機及び陸地攻撃用対
艦巡航ミサイルからの防衛と、終末段階での弾道ミサイル防衛にも対処;現
在、極超音速ミサイルの対抗手段としてのSM-6改良開発計画に取組中

• 進化型シースパローミサイル（ESSM）：日本と同じ
• PAC-3 ミサイル、日本と同じ
• SM-3、日本と同じ
日
本
の
ミ
サ
イ
ル
防
衛
へ
の
提
言

• SM-2、日本と同じ
これらシステムを組み合わせることで、太平洋地域で活動する米軍の艦艇や陸上
部隊に対して完結した、多層型で、多重センサーによる、複数の撃墜機会が可能
となる防空ミサイル防衛能力を提供している。しかしながら、これら能力は中国
や北朝鮮と直接対峙する紛争状況下では、日米両国を同時に守る上で緊迫し過ぎ
る状況になってしまった場合も想定して、日本独自の防衛能力が必要な理由はこ
こでも指摘ができる。
太平洋上での監視活動を行う上で米国は他に多様な陸上配備、そして宇宙配備型
センサーを運用しており、そこには米国サンディエゴに係留されている「海上配
備型Xバンドレーダー」（弾道ミサイルのみ監視）、アラスカのクリアー空軍基
地及びカリフォルニアのビール空軍基地に配備されている「最新型早期警戒レ
ーダー」（弾道ミサイルのみ監視）、アラスカのシェミヤ島にあるエリクソン空
軍基地に配備されているCOBRA DANE（弾道ミサイルのみを監視し、識別能力
に欠けていることから北朝鮮のミサイル脅威への対処上ギャップを生じさせてい
る）、静止軌道上にある「宇宙配備型赤外線センサー（SBIRS）」や低軌道上の
「宇宙追跡監視システム」などが含まれる。さらにハワイ諸島でも複数のレーダ
ーが配備されており、太平洋ミサイル射場施設（AN/APS-134）をはじめ、マー
シャル諸島のクワジェリン環礁にあるロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験
場などに配備されているレーダーがその一例である。これらシステムは、大気圏
を遥かに超えたブースト段階の極超音速脅威を追跡することはできるものの、滑
空段階では高度が低すぎるため宇宙配備型センサーではほとんど追跡できず、現
在のシステム形態では追跡不能と言わざるを得ない状況にある。総括すると、米
国のセンサーシステムは、米国本土に向けられた脅威が水平線を超えた段階で特
定をして、警戒情報を先行的に提供できるような設計となっていて、海外の同盟
国向けに脅威情報を特定して伝えることを目的に配備されている訳では必ずしも
ないことを理解する必要がある。
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図4： 対処する脅威の種類と飛来高度から見た日本の現在のミサイル防衛システム
PAC-3
イージス SPY-1
ギャップ領域

滑空型極超音速
（宇宙発射）
大気圏外
弾道ミサイル
100,000m

大気圏内

滑空型極超音速
その他経空脅威

15,000m
巡航型極超音速
100m

巡航ミサイル

中国/北朝鮮

日本

*単一のミサイル防衛システムではギャップ領域と見做さざるを得ず、脅威の探知と追跡の多層化が求められる

図5： レーダー覆域で見る日本の現在のミサイル防衛システム

PAC-3

100 KM

THAAD

150 – 200 KM

SPY-1

310 KM

PAC-3

SPY-1 (米)
SPY-1 (日)
PAC-3
THAAD

PAC-3
SPY-1 (日)

PAC-3
PAC-3

PAC-3

SPY-1 (米)
PAC-3
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SPY-1 (米)

米国にとってのもう一つの同盟国である韓国は、アジア太平洋地域の対抗相手か
ら同様な課題に直面しており、特に北朝鮮の脅威に対抗すべくより強固なミサイ
ル防衛の構築を目指してきた。韓国のミサイル防衛は、主に北朝鮮の短距離脅威
から韓国の領土と主権を守るために構築されており、ミッドコース段階での迎撃
能力を重視していない。韓国防空ミサイル防衛システム（KAMD）は現在、8つ
の陸上配備されたペトリオット/PAC-2射撃中隊を運用しているが、より攻撃性
を増す北朝鮮からの脅威がエスカレートし、予測不能な状況が増す中、米国政府
の協力を得てKAMD強化に向けて終末段階高々度広域防衛システム（THAAD）
、イージス機能搭載型護衛艦や短距離及び中距離弾道ミサイルに対処できる

PAC-3などを導入することで、より包括的なミサイル防衛システムの整備を推
進。このように韓国の防衛能力は、韓国が対峙する特定の脅威に焦点を絞って構
築しているため、日本が関わる紛争が発生した場合において、日本が直面するミ
サイル脅威に対して韓国の防衛支援が得られる可能性は低いと見るべきである。
日
本
の
ミ
サ
イ
ル
防
衛
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紛争発生時における米国と韓国のミサイル防衛力のリソース活用が制限されるこ
とを考えたとしても、日本の現行ミサイル防衛は、本来あるべき日本にとっての
理想的ミサイル防衛の在り方からはほど遠い状態にある。日本は現在、ある程度
の多層型弾道ミサイル及び巡航ミサイル防衛体制を、領域内に配備されたSPY-1
イージスシステム搭載護衛艦と、主要都市部をそれなりにカバーするPAC-3によ
って構築はしてはいるものの、現在のシステムがカバーできる距離は限定的で、
且つ主要都市周辺部に限られているのが実情。米国のイージス艦が日本側システ
ムの空白部分を多少なりとも補うことができる可能性はあるものの、紛争時に米
国が自国の艦船アセットをいつ配置転換してもおかしくない状況を勘案すると、
日本が米国の能力に全面的に依存することは間違いである。

日本及び同盟国でのミサイル防衛力整備に向けた投
資状況
日本政府はミサイル防衛上の大きなギャップが存在することを既に認識し、これ
らまで伝えてきたミサイル脅威によって日本の主権に重大な脅威をもたらしてい
る事態を踏まえて、より強固で新たなミサイル防衛システムを構築する上で日本
政府は2017年に「イージス・アショア（陸上型イージス）」の導入を決定し、
そのためのレーダーとしてSPY-7を選定し、2式のレーダー調達も実施。しかし
ながら、コスト・安全性・政治的問題等によって、当初配備計画は2020年に中
断に追い込まれ、J7イージス武器システム（BL9）とSPY-7レーダーが稼働でき
る全く新しいタイプの艦艇2隻を建造するという現在の計画に大きく軌道修正さ
れた。このSPY-7レーダーはシステム的には高高度での弾道ミサイル脅威にしか
能力的に対処できず、利用できる迎撃機は現在のところミッドコースでの迎撃に
対処するSM-3ブロック2Aのみとなっている。
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図6： 対処する脅威の種類と飛来高度から見た日本が計画中のミサイル防衛システム
PAC-3
イージス SPY-1
イージス・
アフロート SPY-7
ギャップ領域

滑空型極超音速
（宇宙発射）
大気圏外
弾道ミサイル
100,000m

大気圏内

滑空型極超音速
その他経空脅威

15,000m
巡航型極超音速
100m

中国/北朝鮮

巡航ミサイル

*単一のミサイル防衛システムではギャップ領域と見做さざるを得ず、脅威の探知と追跡の多層化が求められる

それとは対照的に、アジア太平洋地域で米国が目指しているミサイル防衛は日本
政府の模範ともなり得る統合防空ミサイル防衛システム（IAMDS）のモデルと
見ることができる。太平洋地域での脅威水準が高まる中、米国防総省やこれら事
態を観察してきた専門家によって、本土から離れた米国領土と地域の同盟パート
ナーとの間でより統合化された防空・ミサイル防衛を強化するためのさまざまな
追加的能力に関わる提案が行われてきた。米軍、特に米海軍においては分散配備
された将来の戦闘態勢に向けた備えを推進しようとしている。特に中国のような
強力な対抗相手が、米国による地域内での同盟国に対する支援提供や、同盟国か
らの協力を得られないよう引き離すことを主目的としたA2/AD戦略環境の中で
はなおさら重要な戦略となる。(図 7-8を参照)
グアムの統合防空ミサイル防衛への取り組みに対し、22年度大統領予算教書で1
億2千万ドルが要求された。これはインド太平洋軍が想定していた16億ドルには
遠く及ばないものの、米国が想定している最新の終末段階での広域防衛アーキテ
クチャの最適解を具現化したものと言える。日本の当初計画のように、基本的コ
ンセプトは洋上版BMDから陸上版BMDへの移行を反映しており、陸上版イージ
ス計画を中断し、新たな艦艇の設計・建造をする方向に軌道修正した日本が特に
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日本

注視すべき考え方と言える。グアムの新しい防空・ミサイル防衛ではセンサーと
射手を分散配備するアーキテクチャを採用する予定で、2026年までの運用開始
が米議会からも要求されている。分散型アーキテクチャは、仮想化され、分離独
立された陸上型イージスが本来機能を提供しながらも、その構成要素が他のミサ
イル防衛システムの機能と連接することが可能となる。将来的には極超音速脅威
に対抗できるSM-6も発射できる。
近年の中国における核搭載可能な極超音速核ミサイルの進化を考慮した場合、米
国で検討中の新たな陸上版イージスシステムは、このような新たな極超音速脅威
に対抗できる手段を備えなければならない。斯かる背景もあり、米ミサイル防衛
庁（MDA）は防衛領域内での極超音速ミサイルに対する防衛手段として、現行
イージスシステムのインフラ基盤に適合した滑空段階迎撃機（GPI）に関する設
計契約を最近締結した。この迎撃機は、極超音速ミサイルが滑空飛来する段階で
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の撃墜を目指してはいるが、音速の5倍から10倍の速度で飛来し、機動性がある
ためにミサイル軌道を予測することが極めて困難なターゲットを相手にしなけれ
ばならない。GPIは、米海軍のイージスBMD用駆逐艦に適合するよう設計されて
おり、標準仕様の垂直発射機から発射ができ、イージス武器システムと統合され
ることで極超音速脅威の探知、追跡、迎撃が可能となる。しかしながら、艦船単
独でのミサイル弾倉には限りがあり、GPIを陸上及び洋上の双方に十分な数を 配備
することが、敵方からの激しい連続攻撃を打破する上で重要なポイントとなる。
米インド太平洋軍前司令官のフィル・デビッドソン海軍大将によると、ベースラ
イン10バージョンの陸上型イージスこそがグアム「本土防衛システムの支柱」
と強調。この新しい陸上型イージスこそ米インド太平洋軍が優先配備を検討して
いる方策であり、この指摘から読み取れることは、防空・ミサイル防衛レーダー
（AMDR）、或いはSPY-6のように最近能力向上が実施されたレーダーが含まれ
るということである。AMDR、或いはSPY-6は米国の太平洋地域での防衛の鍵を
握る統合防空ミサイル防衛力を高める上で重要な投資と位置付けられ、目標の捜
索・追跡・識別を行うと共に、イージス指揮統制システムや多様な迎撃機ファミ
リーとも統合されることによって、複数脅威を組合せた奇襲攻撃に対する防御も
可能となる。米議会は、米ミサイル防衛庁が推進している在ハワイの本土防衛用
レーダー（HDR-H）や在アラスカの長距離識別用レーダー（LRDR）など米国本
土のミサイル防衛に必要な早期警戒機能の範囲と視野角の 拡大に向けた予算配
分を支援。
米国は増大し続ける脅威、特に極超音速ミサイル脅威によってこじ開けられた
防衛上のギャップに対抗すべく、新たな宇宙配備型センサーの配備や迎撃機の
装備化にも注力。現在、米ミサイル防衛庁では中視野角(MFOV)の赤外線ペイロ
ードを搭載した高度に分散化された低軌道衛星による極超音速及び弾道ミサイル
追跡用の宇宙センサー(HBTSS)のプロトタイプを開発し、これを補完するための
広視野角（WFOV）のトラッキング・レイヤーと称するLEO衛星コンステレー
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図7： 対処する脅威の種類と飛来高度から見た米国で計画中のミサイル防衛システム
PAC-3
イージス SPY-6
海上配備型X
バンドレーダー
COBRA DANE
長距離識別用レ
ーダー
(アラスカ)
SBIRS
本土防衛用レー
ダー (ハワイ)

滑空型極超音速
（宇宙発射）
大気圏外
100,000m

グアム (IAMD)
THAAD
ギャップ領域

滑空型極超音速

大気圏内

弾道ミサイル

15,000m

100m

中国/北朝鮮

米国本土

*単一のミサイル防衛システムではギャップ領域と見做さざるを得ず、脅威の探知と追跡の多層化が求められる

図8： レーダー覆域で見る日・米で計画中のミサイル防衛システム
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100 KM
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SPY-7

SPY-6 (米)
PAC-3

SPY-6 (米)

PAC-3

ションの開発に米宇宙開発庁が取組んでいる。これら能力は、現行SBIRSが提供
するセンサー機能と、その後継システムの次世代型天空常時監視赤外センサー
（NGOPIR）を更に補強することを狙っている。
日米両国は増大する脅威に対抗する上で重要な予算投入を継続はしているもの
の、攻撃力の向上に向けた相手側の予算投入機運が留まる気配が全く見えず、結
果的に重大なギャップと課題が解消できず残っているのが現状である。

日本の現行計画に見る重大ギャップと留意すべき事項
増大するミサイル脅威に対処する上で、日本の今のミサイル防衛力向上のための
予算化努力は、後方支援の側面、戦略的な優位性、そして経費見通しの面からも
多くの課題に直面していることから、日本のミサイル防衛計画が直面する危機的
日
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なギャップ問題を包括的に精査することが必要となる。
先ず指摘しておきたいのは、日本の現行計画は米国が現在推進しようとしている
最新の統合防空ミサイル防衛アーキテクチャを参考にせず、独自路線を進もうと
している点である。日本が米国と異なる独自の新レーダーへの投資を進めてはい
るが、巡航ミサイルや極超音速脅威に対する脆弱な状況が変わる訳でもなく、拡
大する弾道ミサイル脅威に対する適切な防御を構築する上でも何年もかかるのが
実情である。現行の日本のミサイル防衛整備計画は米側の戦略との統一性に欠け
るだけでなく、システム上、そして運用構想の面からの整合性にも問題があり、
厳しい財政状況の中、結果的に新たなコスト負担を日本政府にもたらすことが危
惧される。
日本が将来計画を考える上で、米国がグアム防衛で取り組んでいる新たな統合防
空ミサイル防衛（IAMD）に関わるアプローチを特に参考にすべきである。日本
が目指している自国の本土防衛用IAMDの参考モデルとなる可能性が極めて高い
ためである。現状の計画では、現在直面している脅威に適切な対処ができていな
いだけではなく、日本ユニークな独自路線を歩もうとしていることが特に気にな
るところである。

極超音速・巡航ミサイルに対する脆弱な防衛力
日本の現行計画に見られる最大のギャップは、日本自身が保有する防衛能力で巡
航ミサイル及び極超音速ミサイルの脅威に対処しきれていない点にある。検討中
の洋上型イージスという解決策は、計画中断を余儀なくされた陸上型イージスを
新たな任務に転用するための新バージョンであることから、高々度で飛来する弾
道ミサイル脅威にミッドコース段階で対処するための設計に変わりはなく、統合
防空ミサイル防衛システムに転用可能なシステムとして元々設計されたものでは
ありません。巡航ミサイルや極超音速脅威に加え、他の経空脅威に対処できるよ
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うにするには、もちろん相当な期間と相当な経費を必要とし、システム全体の広
範な適合性評価試験だけではなく、SM-6やGPIなどの新たな迎撃機を発射する
ためのソフトウェアとハードウェアの大幅な修繕も必要となる。今のままの計画
では、将来の脅威だけではなく、現在の脅威にも十分対応しきれない中途半端な
ミサイル防衛システムとなる恐れが高い。
米国では、米海軍がSPY-6を選定してIAMDの全ミッションに対処できるように
することで日本が直面しているギャップ問題の解消に努めようとしているのに対
して、より米本土に近い場所に配備された弾道ミサイル脅威から国土を守るため
のレーダーはMDAが運用責任を負っている。日米共同で対処していく必要性か
ら考えた場合、米海軍と似たような包括的なIAMDソリューションを日本として
追求することが望ましいのではないか。

タイムラインの長期化
日本は地域的な緊張が高まる中、巡航ミサイルや極超音速脅威に対処するための
追加で発生する開発投資を抜きにしても、現行の洋上型イージスシステムの導入
が計画上、運用開始まで少なくとも7~10年は要するということから、かなりの
長期間に亘って日本が無防備な状態に晒されることとなる。現行のイージス武
器システムとコンビを組むSPY-7レーダーの統合化に向けた各種調整に当たって
は、日本が独自採用したシステム形態であるがゆえに、まったく新しい船級の艦
船を設計し、認証をし、建造することが日本の責任において求められる。SPY-7
はもともと陸上用レーダーとして設計された技術を基盤にしているが、米軍自身
の装備として採用されたり、運用されたりした実績がないことから、洋上運用で
必要な適合性認証のための試験費用は全て日本で賄わねばならない。もう一つ言
えることは、このレーダーを搭載できるサイズの艦船が存在せず、新たな艦船を
設計し、建造をし、試験をした上で、海上自衛隊の隊員によって運用されなけれ
ば完結することはありません。これに加えて、巡航ミサイルや極超音速脅威に対
処可能な新たな迎撃機（SM-6/GPI）を発射するための適合性認証に要する時間
とコストが上乗せされることも忘れてはならない。

日・米にとって陸上型派生版が望ましい
海上自衛隊も米海軍も、共通しているのは弾道ミサイル防衛任務による過度な負
担を自国の艦艇に負わせることには大変慎重であること。国土の防衛任務に特化
した艦艇は、太平洋海域での哨戒任務や戦力投射任務に活用することができず、
グアムのケースがそうであるように、米海軍は、分散配備が可能で、艦艇の自由
度を向上させられ、島のような多様な地形状況の中でもより良い防護域を提供す
る上で適している陸上型イージスを推奨。米海軍の重要パートナーである海上自
衛隊としても、その任務を遂行する上で米海軍と同じような分散配備が可能な陸
上型システムを再検討することには一考の価値があると言える。
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『[陸上型イージス]に
よってBMD能力を有
する艦艇を国土防衛以
外の任務に投入するこ
とができる。艦艇搭載
のイージスシステムと
同等能力を有する陸上
版イージスによりギャ
ップが埋められること
で、艦艇という重要な
防衛資産をどう作戦運
用で活用することがで
きるのか、上級意思決
定幹部に対してより多
くの選択肢を提供する
ことができる』
– 米海軍作戦部長ギルデイ
海将

共通性の低下
日本が計画中のSPY-7による洋上型イージスは日本独自のシステム形態によって
同盟パートナーの領域内で運用するシステムとの相互運用性に関して制約を受け
る可能性がある。具体的に申し上げると、米国ではSPY-6を採用したBMD 6.0に
基づくイージス・ベースライン10への性能向上を図っているのに対して、日本
ではSPY-7を採用したイージス・ベースライン9を前提とした設計になっている
点が挙げられる。米国と同盟パートナーとの間である程度の相互運用性はベース
ライン９であっても確保されるとはいえ、イージスシステムは常に進化し続ける
ことを怠ることはなく、新たに台頭する脅威環境に立ち向かうための能力向上は
全てベースライン10を前提に進められることは留意すべきである。日本は新た
なイージス・ベースラインが提供するメリットを享受するには、大規模な改修コ
ストの負担を覚悟するだけでなく、改修そのものの実現性まで自ら考えなければ
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ならなくなる。また、イージス・ベースライン9とSPY-7という形態でイージス
システムを運用するユーザー国は日本以外に存在せず、米国が移行するベースラ
イン10との相互運用性を確保するための一切のコストを日本だけで負担しなけ
ればならなくなる。

非分散型であることの是非
敵の脅威に晒された艦艇プラットフォームにミサイル防衛力一式を全て搭載する
日本の計画は、米国が取り組む分散配備という新たな防衛態勢戦略と大きくかけ
離れている。日本の洋上型イージス計画は2隻の艦艇プラットフォームにシステ
ム一式をそれぞれ搭載するものであるが、これは日本にとって極めて重要なミサ
イル防衛力を少数のプラットフォームに集約させてしまうことから、敵からの攻
撃に対しては脆弱な立場と言える。米国はこの脆弱性を取り除くべく、陸上での
システム配備をしながらも、物理的にシステム構成を分離して配備をし、敵から
の攻撃一つで能力が全て損なわれるような事態をより困難にしようと準備してい
る。日本と同じ島と言う地形のグアムにおいて、太平洋地域での作戦運用に極め
て重要と考えている分散型運用構想戦略をSPY-6レーダーによって米国は初めて
実現させようとしている。

共通性欠如による生涯コストの大幅高騰
日本のSPY-7レーダーによる洋上型イージス計画は、米軍でも実績のない世界で
唯一のシステム形態と考えられる。従って、日本はシステム運用期間終了までの
性能向上や維持整備の責任を一身に背負うだけでなく、ユニークであるが故の維
持整備、修理や性能向上に関わるコストが急騰せざるを得ないリスクも背負う事
になる。
これまで指摘してきた将来脅威への対処ギャップの解消策として、日本には二つ
の選択肢が考えられる。即ち導入した当初システムの設計そのものを改修するこ
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図9： 概念的な米国防総省武器システムの生涯コスト
ライフサイクルコスト

投資コスト

研究開発費

運営・サポート
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運営・サポートフェーズ

コンセプト
探求と定義
フェーズ

廃棄コスト

廃棄フェーズ

研究・開発フェーズ

実証・検証
フェーズ
エンジニアリング／
製造開発フェーズ
* 注）図9は例示であり、定量的なものではない。国防総省長官室、コスト分析改善グループ1992年発行の「運用・支援コスト見積もりガイド」
から引用

ノルウェーのケーススタディ：独自システムが支払う
代償
ノルウェーは日本と同じように独自設計されたイージスシステムを導入
した実績がある。2000年にノルウェーはSPY-1レーダーをフリチョフ・
ナンセン級フリゲート艦に搭載できるよう小型化したSPY-1Fレーダーを
使用したイージスシステム5基の調達を決定し、日本独自のSPY-7レーダ
ーと同じような独自レーダーを採用する道を選んだ。この独自レーダーが本来レーダーとあ
まりに多くの異なる部品で構成されていたため、SPY-1Fの「F」はフランケンシュタインの
「F」と揶揄するノルウェー海軍ウォッチャーも存在する。それ以来、ノルウェーでは独自シ
ステムがオリジナルレーダーの新たな設計変更に適合させるための統合化と性能向上のため
に、共通システムを調達した場合に比べて遥かに多くの資金と時間を費やさなければならなく
なった事が関係者の話から判明。逸話的な証言ではあるものの、ノルウェー海軍は独自システ
ムを選定したことを大いに悔やんでいるとのことである。新たな脅威が発展した段階で、日本
もSPY-7という独自レーダーを選定し、しかも洋上型への独自改修をすることで、同じような
M
D
A
A
写
真
転
載

状況に直面する可能性はある。
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とで必要な能力向上を追加するか(当初システムではカバーできていない対象空
域の高度を新たにカバーし、SM-6やGPIを発射するための改修を施す等)、或い
は入手可能な新システムを短期間で集中的に調達して、急速に配備することであ
る。この選択肢は、既に膨れ上がった洋上型イージス導入価格に更に上乗せされ
る不可避且つ大規模なコストとなる。言い換えると、当初導入システムの能力不
備を補完するために日本は時間を費消するだけではなく、開発と開発経費の全リ
スクを背負う事になる。
さらに言えば、日本が採用した洋上型イージスの生涯コスト（所謂、総所有コス
ト）が、既に膨れ上がった調達コストを大きく上回ることは、米国がこれまでの
経験値から学んだ調達以外のその他生涯コスト（維持整備、試験、性能向上）と
システム調達コストの3：1という比率からも確実である。言い換えれば、ある
システムがその運用寿命を最終的に迎える場合、生涯総コストの内訳に占める調
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達コストの割合は25%に過ぎない訳である。(図 9を参照) また、日本独自のユニ
ークなシステムを選定したことから、その独特であるがゆえのシステムにかかる
一切の追加的生涯コストを誰ともシェアできず、全て日本だけで背負う事になる。
また、日本はSPY-7を米政府保証があるFMS経由ではなく、商用ベースの直接輸
入（DCS）で調達したことから、更なるリスクを伴うと考えるべきである。この
仕組みにおいては、米政府は日本独自のシステム形態に沿ったSPY-7レーダーの
試験や維持整備に関わる支援や、日本の為のサプライチェーン確保に関する支援
責任を契約上負わないことになる。日本は独自のシステム形態に必要となる補用
品や交換部品を限られたベンダーから調達しなければならず、価格競争は抑制的
となり、価格上昇は所与の条件とならざるを得ない。また、独自システムのもう
一つの弊害は量産効果によるコスト削減も期待できない点にある。スペインやカ
ナダなどSPY-7レーダーを既に調達をしたり、将来に向けた関心を示したりして
いる国々のシステム形態は同じSPY-7ではあるものの大きく異なっていることか
ら、これら国々のニーズを合わせたとしてもコスト軽減効果は限定的であり、独
自システム特有の難しさは延々と続くことになる。

日本が将来進むべき道筋とは
今の計画を進める中で発生する脅威対処上の能力不備問題と生涯コストに関わる
不確実性リスクを勘案した場合、米国が新たにグアム防衛用に推進しようとして
いる統合防空ミサイル防衛(IAMD)計画は日本が着目すべき賢明な選択肢を間違
いなく提供する。グアムでのIAMD計画はまだ構築途上にあるが、グアム防衛が
対象とする防御領域の地理的、そして脅威からの距離的な位置は本州が直面する
環境と極めて似ていて、将来脅威を想定した理想的なIAMDに必要な主要要素を
数多く取り入れていることからも、日本が大いに参考とすべきモデルである。先
に述べた通り、グアム用IAMDは分散配備、重層防御レイヤー、多様な経空脅威
に陸上から対処するだけでなく、イージス・ベースライン10の最新型の脅威情
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報ライブラリーも折り込んだ形で設計されている。日本が同様なシステムを模索
するとした場合、米国のIAMDアーキテクチャとの共通性が向上し、SM-6やGPI
など今後重要性が益々増す新たな迎撃機の導入必要なに試験や適合性評価に関わ
る開発投資を両国で分け合うことができ、米国が2026年までの配備を目指して
いることから、日本の洋上型イージス計画が想定している配備に向けた7-10年
という時間軸より早い展開が期待できる。より重要なポイントは、日本が独自シ
ステムを単独で整備するのではなく、信頼のおける米国という第一の同盟パート
ナーとリスク負担をシェアしながら、実証された能力を享受し合えることである。
MDAA写真転載

結論
日米同盟はアジア太平洋地域の平和と安定を確保するための重要なパートナーシ
ップであることは言を俟たない。可能な限り米国の基本的な戦略方針に足並みを
そろえることは日本にとって最善の利益となり、アジア太平洋地域に効果的な抑
止を構築するための同盟国としての一層の信頼関係を強化することにもつながる
はずである。
結論としては、日本は自国のミサイル防衛が最善の道を進めるよう現行計画の再
考することを強く推奨する。SPY-7をベースにした洋上型イージスによって弾道
ミサイル防衛の防御範囲を距離的に延伸することにはなるものの、巡航ミサイル
や極超音速脅威など弾道ミサイル以外の脅威リスクへの対処は不十分であり、運
用開始までの時間軸に7-10年という長期間を想定もしている。また、日本が目
指す洋上型イージスは単一の洋上プラットフォーム上に全て機能が集約され、敵
から狙われた場合に非常に脆弱であるだけでなく、全損となる可能性も高い。最
後に指摘しておきたいのは、日本が目指す洋上型イージスは世界で一つのユニー
クなシステムであり、極めて高い生涯コストを発生させるリスクを内包しながら
も、日本の国土を現在、そして将来のミサイル脅威から効果的に守る戦略目標を
達成できない可能性がある。
日本としては今の計画を前提とした追加の能力向上を目指すのか、グアムで検討
されている新たな陸上版イージスへの回帰を図るか、全く新たなシステムの調達
に切り替えるのか、幾つかの選択肢が当然考えられる。当初計画を大きく見直し
た経緯もあり、再び大きな軌道修正を実施することには甚大ならざる努力を要す
るものの、長期的な目で見た場合、日本国民にとってより良いミサイル防衛力を
提供するための解決策を追求し直すことは決して無駄にはならないはずである。
その重要な判断材料として「時間」と「予算」という両コストを考慮しなければ
ならない。現在の計画では、日本は調達費用を遥かに超えた、性能向上に伴う改
修や維持整備に関わる調達以外の生涯費用のほとんどを自国で負担しなければな
らない。現行計画の再評価を実施する場合、調達コストを含む生涯コストをより
綿密に評価すべきであり、システムの共通性を高めることによる長期的なコスト
効果を踏まえた調達戦略を打ち立てることが重要となる。
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グアム用IAMD計画は、日米両国のIAMDシステムの共通性を高め、コストと潜
在的なリスクを低減させる新たなモデルを日本に提供することとなる。効果的な
ミサイル防衛システムの構築に向けた賢明かつ予算的負担を抑えた投資を今日行
うことで、日本はアジア太平洋地域に立ちはだかる脅威を抑制するための米国に
とって信頼された頼りがいのあるパートナーになるだけではなく、現在及び将来
に亘る脅威環境から国と国民を守ることにもつながる。

日本の将来の方向性が示唆するもの

日
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現行の
ミサイル防衛
(ペトリオッ
ト/イージス
BMD)

計画中の
ミサイル防衛
(ペトリオッ
ト/イージス
BMD/イージ
ス・アフロ
ート)

計画中の
米グアム用
ミサイル防衛

指揮統制の迅
速化

?

?

未定

防衛の多層化

2層防衛

3層防衛

多層防衛

弾道ミサイル
防衛

IAMDが対処
する脅威

巡航ミサイル
防衛
対極超音速脅
威能力
その他経空
脅威
米国との相互
運用性
米国とのシス
テム共通性

IAMDの実効
性を高める
システム特性

脅威多様化
任務への対処
機能の自動化

未定

機能の分散化

能力あり

部分的能力あり
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能力の有無は
未確認

能力なし、
或いは限定的

