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最近、中国の対艦弾道ミサイル開発について、米軍関係者の踏み込んだ発言が相次いで

おり、大変興味深いものがあるのでその一端を紹介する。

先ず、1 月 10 日（月曜日）の読売新聞朝刊に掲載されたゲーツ米国防長官の記事を紹介

する。

中国の対艦ミサイル警戒－ゲーツ長官 米中改善に意欲も－

【米国防長官専用機中＝小川聡】

ゲーツ米国防長官は 8 日夕（日本時間 9 日朝）、北京に向かう専用機中で記者会見し、

中国が開発中で米空母への攻撃が可能な対艦弾道ミサイル（ＡＳＢＭ）について強い警戒

感を示した。長官は「就任以来、ずっと関心を払っている。初期運用能力があるかどうか

はわからないが、かなり進展している」と述べた。

中国が開発中のＡＳＢＭは射程約 1,500 キロメートル。中国本土から発射し、衛星など

を通じた精密誘導で海上の米空母をピンポイントで攻撃できるとされる。対地攻撃にも使

えるため、在日米軍基地も標的になりうる。開発に成功すれば、東アジアでの軍事紛争に

米軍を介入させないという中国の「接近拒否戦略」の切り札になるとみられている。

長官は会見で、6 日に発表した米国防予算見直しについて「投資の優先順位は、こうし

た（中国の）接近拒否のプログラムに向けられている」と述べ、中国の軍事力近代化に対

し、米軍の能力向上を急ぐ考えを示した。国防予算見直しでは、無人航行が可能な核搭載

型の新型長距離爆撃機の開発や電波妨害の能力を持つ電子戦機の増産が盛り込まれた。Ａ

ＳＢＭの射程外からの攻撃能力や精密誘導に対する妨害などを意識した措置とみられる。

一方で、長官は今回の訪中について「政治的に同意できない事柄が起きても軍事対話の

チャンネルを維持し、持続可能で信頼性のあるものにしたい。こうした対話は計算違いや

見込み違いをなくすことに貢献する」と述べ、中国軍当局との関係改善への意欲も示した。

上記、ゲーツ米国防長官の発言内容を裏づけ、その背景や更に踏み込んだ内容が含まれ

ている論文（Andrew Erickson and Gabe Collins, “China Deploys World’s First

Long-Range, Land-Based ‘Carrier Killer’: DF-21D Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM)

Reaches ‘Initial Operational Capability’ (IOC),” China SignPost™ (洞察中国), No. 14

(26 December 2010).）が昨年末に出されている。

この論文の内容は、「初期運用能力（IOC）」の意義や、統合システム（System of Systems）

の一部である ASBM システムという考え方、対抗策そして結論が端的に述べられており、

興味深いものがあるので、以下に抜粋して紹介する。



China Deploys World’s First Long-Range, Land-Based ‘Carrier Killer’:

DF-21D Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM)

Reaches “Initial Operational Capability” (IOC)

“Deep Dive”—Special In-Depth Report I

Andrew Erickson and Gabe Collins

China SignPost™ 洞察中国–“Clear, high-impact China analysis.”©

卯年を迎え、中国は、多くの外国人識者達が考えていたより遥かに早く主要な軍事指標

を実現してきた。朝日新聞の安全保障に関するベテラン記者加藤洋一氏による 2010 年 12

月のインタビューで米国太平洋軍司令官ロバート F ウィラード海軍大将は、重要で新た

な示唆を齎した。

加藤：中国の接近拒否（anti-access area denial (A2AD)）能力を話題としたいと思います。

中国の対艦弾道ミサイル（ASBM）の開発状況はどうでしょうか、そして実際に運用展開

されるまでどの位い近づいているでしょうか？

ウィラード：中国の対艦弾道ミサイルは、広範囲な試験を受けてきました。欧米の用語で

言うならば”初期運用能力 initial operational capability (IOC)”であり、中国も現在の運用

能力をその様に理解していると思われ、開発を継続しています。私は、更に数年間、試験

が続けられるであろうと想像しています。

Q:中国が初期運用能力（IOC）を持っているのですか？

A:貴方は中国にそれを質すべきでしょうけれども、我々が見てきたこのシステムの開発、

公開されたレポートの中での彼らのこのシステムに対する認識並びにこのシステムの試験

が継続されていることから、私は、初期運用能力を達成した米国のシステムに相当するも

のと判断しています。

Q：中国は、既にミサイルの飛翔技術と測的のためのセンサー・システムを完成させてい

ます。完全なシステム統合も完結したということでしょうか？

A:大抵、初期の運用段階にあると看做されたものは、計画された飛翔パターンを達成でき

ることがそのシステムに求められるのが常です。

Q:しかし、彼らは、実際の飛翔試験或いは実艦的攻撃試験は未だ実施していませんよね？

A:我々は、全体システムの水上試験を確認したわけではありません。



Ｑ:それでも、貴方は、彼らが既にその能力を持っているというのですか？

A: 対艦弾道ミサイルの構成部分は開発され試験されたと思っています。

Q: それは、接近拒否能力（A2AD)という意味で、米国にとって、潜水艦より大きな脅威

でしょうか？

A:いいえ、そうは思いません。接近拒否という比較的新しい造語であるこの用語は、中国

及び他の国が開発してきた能力の範囲全体を表現しようとしています。

A2AD 能力と今言われ始めているものを持つことは、中国に限ったことではありません。

ただし中国の場合、それは、地域への兵力投入システムと同様に、統合された防空システ

ム、潜水艦のような高度な海軍システム、対艦弾道ミサイルのような高度な弾道ミサイル・

システムを組み合わせたものであることです。

接近拒否止システムは、多かれ少なかれ、周辺国並びに日本やフィリッピン及びベトナム

のような列島に及んでおり、中国の接近拒否能力に包囲された領域には多くの国々があり

ます。このことは重要視されるべきであり、我々もこれらの国々にとっての懸念材料と承

知しています。

一方、それ（接近拒否システム）は、周辺海域での軍事作戦に影響を及ぼし、第一列島線

とその地域に重なった国々を越えた範囲まで広がった中国の能力を確約すべく幅広くデザ

インされたものでしょう。だからこそ、東南アジアに関係するのであり、そして、米国に

も依然として関係するのです。

そこで、現在我々（訳者注：この論文の著者 Andrew Erickson and Gabe Collins）は、

中国の DF-21D ASBM が最早野心ではなく、現存するものと理解している。北京（中国政

府）は、陸上をベースとした機動ランチャーから長射程で行動中の空母打撃グループ

（CSG）を標的とすることができる世界で始めての武器システムを成功裏に開発し、試験

し、展開した。中国の戦略ミサイル部隊である人民解放軍第二砲兵部隊は、紛争の際に米

国のCGSに対してDF-21Dを使用することを試みる能力を既に有しており、従って、（CGS

の介入を）抑止する度合いを高めることをおそらく期待しているであろう。



展示１：中国の DF-21 ミサイル

情報源：海軍情報部

この写真は、輸送車の垂直発射台に搭載された 2 種の CSS-5/DF-21 を示している。右側

に見えるミサイルは DF-21C である。海軍情報部（ONI）は、左側のミサイルを 2009 年

に改良された「新」型と称している。

1920 年代以降、米海軍は、空母の防衛線に最も重要で最良なものの代表として、空母部

隊を囲む航空グループの考え方を構築してきた。ASBM は、この航空グループをおそらく

バイパスしてしまい、防御の方程式から削除してしまう。

今まで他にこの様なことができる重要なシステムといえば、唯一潜水艦であり、中国が

効果的な艦隊を開発する限り、米国が空母艦載の航空機をもってしても、今日、高度な対

潜戦（ASW）の効果的実施は困難である。ミサイルに対する防御は、これとは対照的に、

如何なる軍にとっても潜在的に極めて難しい問題である。

米国国防総省の人民解放軍に関する 2010 年のレポートによれば、中国の ASBM は、西

側では CSS-5 Mod 5 として知られている中距離弾道ミサイル（MRBM）Dong Feng-21（東

風-21）の改良型 D（或いは Delta）がベースであり、「1500km を越える射程を持つこの

ミサイルは、弾頭が扱いやすく、適切な指揮管制システムと統合された場合は、西太平洋

において空母を含む船舶攻撃の能力を PLA に提供することが狙い」とされている。展示

２は、中国 ASBM の飛行弾道を、展示３は、敵船舶に広く脅威を与えうる範囲を示す。



展示２：中間経路及び最終誘導段階の飛行弾道を示す概要図

情報源：国防総省

大気圏再突入時の翼制御の描写は、対抗策を回避し、移動目標に向って進む最終段階の飛

翔体の運動を通じて ASBM の方向転換を決定付けることに注意。このことは、最終段階

の飛翔弾道が固定化されている殆どの弾道ミサイルと ASBM が異なるところである。

展示３：ASBM 及びその他の通常型近接拒否能力を示す射程圏

情報源：国防総省

こ の 図 は 、 DF-21/CSS-5

ASBM の中国本土に位置す

る発射台からの最大射程を示

す。



”初期運用能力”（IOC）の意義

”初期運用能力”とは、正確にはどの様な意義であろうか？米国における公開情報源、国

防総省の軍事用語関連辞書では、IOC とは、「承認された特性を有する武器、装備品目或

いはシステムを効果的に使用するための、初期に達成すべき能力であり、適切に訓練され、

装備され、そして軍事ユニット又は部隊の支援により配員されるか或いは運用される」も

のである。

米国防衛調達大学のウェブ・サイトの信頼できる情報源、恐らくこの場合最も妥当な特

性を与えられるべきものは、IOC を「軍事組織の中で、ある部隊ユニット及び／又は機関

がシステムの取得が計画されている場合（１）これを領収し、（２）これを運用、維持する

能力を持つに至ったこと」と述べている。

これは、依然として全面運用能力（FOC）には満たない。国防総省の用語辞典は、未だ

この用語を説明し尽くしていないと認識しているが、米国防衛調達大学は、FOC について

「軍事組織の全ての部隊ユニット及び／又は機関がシステムの取得を計画しており、（１）

これを領収し、（２）これを運用、維持する能力を保有した場合」に生起すると定義してい

る。

おそらく最も重要なのは、IOC が、成功裏に試験を終えてはいるが兵力配備されていない

システムに対してしばしば用いられる表現用語「初期的威嚇能力（ITA）」という曖昧な状

況を遥かに越えているということだ。国防総省当局は、2007 年に他のミサイル・システム

について「このシステムは利用可能であり、中国の指導者が決断すれば使用できるだろう」

と説明している。初期的威嚇能力と初期運用能力の違いは、現在、我々は、DF-31 につい

ては、軍事組織の中に完全には組み込まれておらず、全面運用に不可欠な支援要員及び器

材も全てが整っているわけでないと評価している。相違は、つまり、準備が整っているか、

或いは、利用可能かということであり、全面運用である必要はない。

前述の用語は、米国の防衛関係者の中でも極めて独特な定義であって、言外の意を含む

ものであり、外国のシステムに正確に当てはめるには難がある。このことは、ニュアンス

を完全に考慮しなければ誤解を招く非常に困難な問題である。ウィラード大将は、米国固

有の用語であることを強調しながら、適切な米国の文脈の範囲で IOC の用語を使うことに

苦心したと見える。



展示４：中国 ASBM の現状

情報源：国防総省、防衛調達大学

これを要するに、中国の DF-21D ASBM の兵器システムは、おそらく複数の運用部隊ユ

ニットに配備され、試験或いは訓練部隊ユニットと対抗させ、そして、これらの部隊ユニ

ットは、戦闘における兵器システムとして認可され/格付けされ/使用できるものとなる。

かなりの間中国から齎されてきた ASBM に関する多くのデータ・ポイントを繋ぎ合わ

せるだけでなく、標準的な米国の軍事的定義に基づけば、次の結論が順序付けられる、

１ 試験

中国は、DF-21D ASBM が初期生産、兵力展開及び運用に関し十分成熟したものであ

ることを証明するに必要な厳格なプログラムに基づく試験を行う必要がある。今までの

ところ水上までの全面的な統合はなされておらず、様々な飛翔試験が必要となろう。

２ 生産

現在のＩＯＣの状況は、DF-21D のロケット推進工場が 2009 年秋に完成したと報告

されていること、或いは、同等の準備が既に成されていることを強く示している。

３ 部隊ユニット

中国の複数の部隊ユニットが既に DF-21D を領収しているに違いない。これらの部隊

ユニットは、ＡＳＢＭの兵力展開、運用及び維持並びにインフラ及び関連システムを支

援するために訓練されている。このことは、広東省韶関に新たな第二砲兵部隊の旅団が

2010 年 7 月に発表された報道と関連付けられるかもしれない。

４ Ｃ４ＩＳＲ

おそらく継続した課題と改善の余地が残されている一方、DF-21D の C4ISR（指揮、

管制、コンピューター、情報、監視及び偵察）インフラストラクチャーは、ＣＳＧを標

的とする基本的能力をサポートするに十分であるに違いない。中国の過去一年間におけ

る急激で連続した高度な衛星の打ち上げは、この初期能力を支える宇宙ベースのアーキ

テクチャーを齎すための全力を挙げての努力をささやかながら示している。

初期的威嚇能力（ITA） 初期運用能力（IOC） 全面運用能力（FOC）
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５ 兵力展開

前述の第二砲兵部隊の兵力展開パターンに基づき、我々は、人民解放軍が、ASBM の

大部分を現在の抑止目的に十分に合致すると看做す能力のレベルに達するまで、C4ISR

リンク型の DF-21D を波状的に他の部隊ユニットに展開するだろうと、今まで以上に確

度高く予想している。

６ 抑止

現在の能力に基づき、我々は、既に中国が DF-21D ASBM により、あるレベルの抑止

効果（向上しつつある）を達成することを期待していると予想している。

最後に一つ重要な警告は、対抗策についてである。中国の ASBM に関する IOC（初期

運用能力）の状態は、米軍及び同盟国軍がその（ASBM の）有効性を拒否するために用い

るであろう対抗策について、何も示していないことである。

IOC の状態は、重要で意外な新事実ではあるが、膨大な ASBM のデータ・ポイントは、

今では誰もが好んで接続して利用できる中国の情報源と、数年にわたる米国の公式声明や

レポートから明らかにされてきたものである。これらは、米中の戦略的関係に関与するだ

けでなく、誰もが不完全な情報の条件下における分析を行う上で役立つケーススタディー

を提供する。以下に、我々は、一般的背景を提示し、これら７分野の問題について掘り下

げ、それぞれ明らかになった指標を追跡し、そして広範な結果を調べることとする。



展示５：ASBM の同系か？

米国のパーシングⅡ、中国の DF-15/CSS-6 及び DF-21/CSS-5 ミサイル

情報源：中国防衛フォーラム

中国の情報筋によれば、中国の DF-21ASBM は、中国の DF-15 ミサイル（中央）その

ままである米国のパーシングⅡMRBM（左）とは縁遠いものをベースにしているという。

1987 年の中距離核戦力（INF）全廃条約により、ワシントン（米国）とモスクワ（ソ連）

は、パーシングⅡを含む 500～5,500km 射程の核及び通常弾頭を搭載した地上発射の弾道

及び巡航ミサイル撤廃し、北京（中国）は、世界屈指の準戦略ミサイル部隊を発展させる

ことにより、この空白を埋めてきた。米国のパーシングⅡは、再突入部に終末操作のため

の調整可能な管制用の翼がある。CCS-5 としてはっきりと識別された発射筒の外側の写真

では、その存在が分からない。しかしながら DF-15 ミサイル（中央）は、パーシングⅡに

ほぼ同じ再突入部を有している。この酷似した状況からすれば、DF-15 もパーシングⅡと

同じような終末操作技術が使われている可能性が高い。

中国が明らかに保有しているこの再突入部は、DF-21/CSS-5 のブースター（右）と容易

に合体させ、効果的な ASBM を製造することができるであろう。



戦略的背景

中国は何をしようとしているのか？何故か？

この分野における中国の進歩は、論理的であり長期間に及んでいる。中国の ASBM シ

ステムと関連する能力の開発は、当局高官の声明と同様に以前の米国政府による秘ではな

い分析結果が文書化され知れ亘っている。2009 年 11 月、ONI の中国に関する先任情報官

スコット・ブレイは、「ASBM の開発が、驚くべきペースで進んできた。この 10 年を少し

越えた期間に、中国は ASBM のプログラムを概念の段階から、運用能力に近づけてきた。

中国は、既に OTH ネットワークの要素を適切に保有し、その水平線を拡張し、適時性と

精度の向上に取り組んでいる」と明言している。

中国が何故 ASBM を開発し試験を行っているのかを見極めるのは難しいことではなく、

それは、台湾の独立支持を思いとどまらせること並びに将来台湾海峡紛争に際して米国の

CSG の効果的な介入を防ぐということの両方の能力を希求しているからである。北京（中

国政府）は、この点に関して、当面の戦略的関心事であることを明らかにしている。

より包括的に言えば、中国は ASBM の能力達成に関心を持っている、何故なら、北京

にとって戦略的に重要な核であり、論争になっている幾つかの地域が含まれる中国周辺海

域において、軍事的影響力を及ぼす他の国、とりわけ米国の能力を制約し得る見込みがあ

るからである。ASBM は、技術的に制約された途上国が、質的に劣った通常型の戦闘プラ

ットフォームと言う意味での非対称性を以って克服できるものと看做されている、何故な

ら、ここで攻撃と防御の格差が最大になるからである。

中国の ASBM は、弾道・巡航ミサイル、潜水艦、機雷のような種々の武器システムの

拡大と発展であるところのより大きなパターンの一部であり、世界的な海洋という共通の

場のバイタルな海域において、米国のプラットフォームをリスクの脅威に曝す。今日、西

太平洋における米軍の作戦が、最もこの脅威が高いように思われるが、同様な課題はペル

シャ湾においても浮上しており、最終的には何処ででも出現するかもしれない。

中国の公開された情報源からの出版物には、1995~96 年の台湾海峡危機以来、北京（中

国政府）が、ASBM を開発してきたことの明らかな兆候が示されている。中国のミサイル

試験及び台湾海峡での軍事演習への対応としての USS ニミッツとインディペンデンス

CSG の兵力展開は、中国が対抗できない行動であった。

中国の指導者達にとって、威圧的な外交の大きな成果としてか（とは言え、いくつかの

予期せぬ結果を生んだ）、或いは、戦略的大失態と見るかはともかく、彼らが絶対的な主権

の問題と捉えているものに対して、米国の CSG の介入を決して再び許してはならないと

確信したようである。展示６（次頁参照）は、既知の ASBM の開発線表を示す。



展示６：中国 ASBM の開発線表

情報源：洞察中国

中国は、ASBM 開発について何を言っているか？

実際には、非常に多くが語られているが、今までのところ直接的な公式声明は全くない。

過去 10 年の間に、教条的、技術的及び一般的文献が広範に亘り増えており、その大半が

過去 5 年間に出版されている。台湾及びその他が主張している地域で中国が異議を唱えて

いる周辺海域に関し、米国の介入を阻止する明らかな試みは、中国軍にさえ自身の ASBM

の進歩といくつかの思考を刺激する謎に対して重要なヒントを提供している。

中国中央テレビ・チャンネル７（中国軍の公式チャンネル）の 2009年11月29日のASBM

に関する長時間の番組の最後に放映された不遜な漫画アニメは、空母のイージス防衛シス

テムが近づいてくる ASBM を巡航ミサイルと同様に効果的に破壊できると勝手に思い込

んだ水兵が、悲惨な結末を迎えるというものであった。



展示７：中国中央テレビで放映された ASBM 番組みの場面

情報源：中国中央テレビ（チャンネル７）

中国政府関係者は、依然として国家の ASBM 開発を直接公開討論の場に置いている。2009

年 10 月 26 日、中央軍事委員会副議長の徐才厚将軍は、ワシントン DC の戦略国際問題研

究所（CSIS）にアドレスを配信し、質問を歓待した。何故中国は ASBM を開発している

のかと問われた時、徐将軍は直接答える代わりに、より包括的な声明として、弾道及び巡

航ミサイルの開発は、台湾に関し中国本土の国益を保護するために必要だとしている。

詳細な分析

（編集部記：次に詳細な分析として試験、生産、ユニット、Ｃ4ＩＳＲ、兵力展開 、抑止

及び対抗策の 7 項目について述べられているが、ここでは対抗策を除き割愛する。）

対抗策

中国の ASBM に関する IOC（初期運用能力）の状態は、米軍及び同盟国軍がその（ASBM

の）有効性を拒否するために用いるであろう対抗策について、何も示していない。中国の

ASBM 統合システム（system of systems）は、これに対抗して防御することは難しい、



かつ/又は、対抗する防御が非常に激化するであろう。しかしながら、関連する努力は、う

まく動きだしているようだ。2010 年 9 月 29 日、ロバート・ゲーツ国防長官は、将来の空

母運用において、ASBM 開発状況を考慮する必要性を強調した。

「私がしようとしてきたことは、（以下のことについて）考えるに適した人たちを探す

ことだ。もし、中国或いは他の何処かの国が高精度な対艦巡航或いは弾道ミサイルを保有

したとしたら、空母は数百マイルも離隔せざるを得ず、従って、アジアで我々（米国）は

第 2 列島線まで後退させられてしまう、しからば、将来空母は、過去に我々が用いてきた

のとは異なる使い方をするのであろうか？」

「ミサイルの能力と衛星の能力を合せ、もし、射程内に正確な位置が得られれば、空母

に大打撃を与えるような能力を持つであろう国々が存在する世界環境の中で、我 （々米国）

は空母をどのように用いるのかを考える人材を私は探している」

ロバート O.ワーク海軍次官の最近のインタビューにおいて、ワーク次官は、包括的では

あるが、増大しつつある米軍に対しての A2/AD（接近拒否）の課題に密接に関係する演説

を行った。「海軍省が貴官を夜寝させないような問題とはなんですか？」と問われてきたこ

とに対して、ワーク次官は「ゲーツ国防長官が正に海軍と海兵隊に問いかけていることで

あり、敵が我々と同じような能力の戦闘ネットワークを保有し、そして多くの誘導武器を

発射できるところの所謂接近拒否環境の下において、我々は、（両軍種）をどのように運用

していくべきだろうか？ 我々は未だかつてこの様な敵に直面したことがなかった。我々

は、1990 年代初頭以来、誘導武器の戦闘では事実上独占状態であった」としてある程度答

えている。

2010 年 12 月発刊の「ポピュラー・メカニクス」（米国の科学・技術雑誌）に掲載さて

いる次の記事は、熟慮された内容であるが米国の対応として革新的でもある。

“現在の米海軍太平洋艦隊司令官パトリック・ウォルシュ大将は、将来の戦いを避けるた

めの手段としての準備に配慮している。「ASBM のような種類の開発を見ると、その技術

的発展は我々も配慮するが、恐れる必要はない」「どんな種類の抑止戦略もその鍵となる原

理は、既知の断片的技術を使用している相手に対して、我々がそれに対抗し、技術的優位

を維持する手段があることを明確にすることである」とウォルシュは言う。

米国艦艇は、中国の ASBM を始め斯様な「非対称」武器に対して、格好な標的を提供

するつもりはない。2010 年 3 月の「統合運用環境」及び 2010 年 2 月の「4 年ごとの国防

政策見直し」（QDR）を含む米国の軍事計画に関する文書－ペンタゴンの戦略指導書‐は、

中国の増大しつつある A2/AD（接近拒否）課題を明確に認識し、QDR は、これに対し米

軍が複数のイニシアティブを取ることを求めている。例えば、空軍及び海軍は、空海戦闘

について追及し続け、宇宙・海洋戦域の融合、統合力の増強、緊縮予算並びに中国及びイ

ランの A2/AD(接近拒否)能力の時代の中で、米国のパワー・プロジェクション能力を維持

するための新たな作戦概念の構築である。

米海軍の兵力が最も安全な水中であり、そしてネットワークがより分散した世界におい



て、オバマ大統領の防衛予算では、毎年 2 隻の潜水艦建造と、多様なミサイル防衛システ

ムと同様に新型の弾道ミサイル潜水艦への投資が支持されている。

ロナルド・オローク（国防の専門家）は、ASBM に関連する手段としてより包括的に概

説している。「（海洋をベースとした弾道ミサイル防衛計画のために）米海軍とミサイル防

衛局は、近年幾つかの段階を経て、中国の接近拒否能力に対抗するため、米海軍の能力向

上を少なくともある程度意図していることが明らかであり、それらは以下を含むが、これ

に留まるものではない」としている。

○ 太平洋艦隊部隊の ASW 訓練の強化

○ 太平洋艦隊のロスアンジェルス級（SSN-688）SSN３隻のグアムへの配置転換

○ シーウルフ級（SSN-21）潜水艦全３隻（海軍最大で最も重装備の SSN）の太平洋艦

隊（ワシントン州キサップ・ブレマートン）への基地配備

○ トライデント巡航ミサイル/特殊作戦部隊潜水艦（SSGN）４隻中２隻の太平洋岸（ワ

シントン州バンゴー）への移籍

○ BMD 能力を有するイージス巡洋艦及び駆逐艦の太平洋への配属

その内数隻は横須賀及びパールハーバーを母港とする。

○ BMD 能力を保有させる艦船の計画数の拡大

イージス巡洋艦３隻、イージス駆逐艦１５隻からイージス巡洋艦１０隻、全てのイー

ジス駆逐艦に拡大する。

○ （前項に関連した）SM-3 BMD 迎撃ミサイルの取得計画数の増加

「加えて、2008 年 7 月海軍提案のズムウォルト級駆逐艦（DDG-1000）の調達を停止し、

中国の接近拒否能力に対抗する能力について懸念があった米海軍の大部分をカバーしてき

たと看做すことができるアーレイ・バーク級イージス駆逐艦（DDG-51）の調達を再開す

る。

海軍が公表したこの提案は、米海軍が今後直面する対艦巡航ミサイル（ASCM）、弾道

ミサイル及び外洋で作戦する潜水艦の脅威に対する海軍の評価結果として、過去 2 年にわ

たる変革によって促進されたものである。

海軍はこの提案作成において、中国を名指しで示してはいないが、弾道ミサイル及び外

洋で作戦する潜水艦に関する海軍の言及は、少なくとも中国の弾道ミサイル（ASBM を含

む）及び中国の潜水艦を参照している。」

如何にして最適な ASBM 対抗策を履行・発展させるかが、米海軍内における活発な議

論のトピックである。これらに加えて、米国及び他の国々の文民及び軍人の指導者達は、

中国の ASBM 開発に密着して追跡すると共に関連する対抗策を検討している。

「ASMD の様な武器に関する限り、作戦的に配備されているとしたら、それは確かに懸



念すべき問題である」「ASBM が我々の作戦地域に展開されるのはどこか調べる必要があ

る。そして確かに我々は、ASBM タイプの武器に関して適切な措置が必要であり、その措

置を適切にとるつもりである」とインド海軍参謀長ニルマル・クマル海軍大将は 2010 年

12 月 2 日に表明した。

米国は、中国の ASBM が西太平洋におけるゲームの秩序を変えることを防ぐための段

階を踏むと共に、中国との戦略的な対話を向上させることにより、紛争勃発の可能性を減

らすことに取り組んでいる。ウィラード海軍大将は、中国の ASBM 開発は、悲惨で意図

しない結果を齎す誤解や誤通信を減らす助けとなる中国軍との持続的な話し合いを引き起

こすはずであることを示してきた。「対艦弾道ミサイル・システムが何のために、何を対象

としてデザインされたのか、そして、他の接近拒否能力との関係について理解に努め、ど

のような戦略が必要になるのが大きな問題であり、我々はそのために中国と軍対軍の話し

合いがしたいのである。私は、このことが軍対軍の継続的な対話の重要性を齎したと思う

のである」

展示１２：USS ジョージ・ワシントン

情報源：米国国防総省

過去数十年来、米海軍は、台湾海峡周辺を含み世

界各地への軍事力投入に空母を用いてきた。

この写真は、近年、横須賀を基地とした USS ジ

ョージ・ワシントンである。



結 論

米軍当局のトップが DF-21 のステータスを IOC（初期運用能力）に例えていることの

重要性は、今こそ、海外の観察者にも真剣に捉えられるべきだからである。以前は、少数

の何でも反対屋が ASBM は技術的に不可能だといい、更に、中国がその様な能力を達成

できるというエビデンスがないと言っていた。しかし、物理科学は、ASBM を実現させ、

物理科学は、誰のためでもそうであるように、中国人のためでも同じである。今や、米国

太平洋軍司令官は、その情報評価と作戦判断を以って、決定的に推し量り、（反対屋）の立

場は、擁護できないものとなった。ウィラード海軍大将は、現在、中国の ASBM システ

ムは実行可能なものであり、考慮しなければならないものの一つと見ている。このシステ

ムは科学的フィクションではない。見せ掛けの脅かしでもない。そして、米国が将来のあ

る時点まで無視できるような、未完成の能力でもない。

問題は、むしろ中国がどのレベルまで達成しているか？どれくらい直ぐか？ということ

である。より包括的で、戦略的な観点からは、これが地域的な抑止の力学にどのように影

響するかであり、そして、米国の戦略、作戦概念及び兵力展開計画に対して何を意味する

かということである。中国の第２砲兵部隊自身、実際の戦闘状況下において DF-21D がど

のように機能するか正確には知る由もない。そればかりか ASBM が実際意図したとおり

確実に働くかどうかは、実際に使われるまで誰も知ることはないだろう。

対照的に、対艦巡航ミサイルの基本的な概念は、ＡＳＣＭの働きを上手く立証している。

中国のＡＳＣＭが宣伝されているとおり働くか、或いは、宣伝されているとおりの射程な

のかは恐らく不明であるが、重要なことは戦闘裏に試験されてきたことである（英国海軍

が 1982 年のフォークランド戦争で学んだように）。同じことが魚雷、レーザー誘導爆弾及

びＧＰＳ誘導爆弾にも当てはまる。

同時に、ＡＳＢＭは独立したシステムではない。それは統合システムの一部であり、潜

水艦、攻撃空母及び水上艦艇をも含むものである。従って、たとえその武器システムに欠

陥があっても反撃され、このことは、西太平洋における紛争シナリオにおいて米軍が対処

するというもう一つの課題を示している。

1942 年 6 月 4-7 日のミッドウェー海戦：第 2 次世界大戦における太平洋戦役の一つで

あり、最も決定的な戦い：は、その点に関して教訓的である。米軍空母艦載の３個飛行中

隊の急降下爆撃機が、日本の空母蒼龍、赤城及び加賀を行動不能に至らしめたことで、日

本側の戦敗が決し、最終的に放棄、自沈を余儀なくされた。しかしながら、それより前に、

日本の空母部隊は、米国側の陸上基地からの急降下爆撃機２グループ、陸上基地からの雷

撃機 2 グループ、陸上基地からの高高度爆撃機１グループ及び空母艦載の３個飛行中隊の

急降下爆撃機並びに潜水艦 1 隻の攻撃目標になっていた。これらのどれ一つとして単独で

日本の空母部隊に致命的な打撃を与えた訳ではなく、概して多数の死傷者を出したが、し

かし、総じて、日本側の防空戦力を引き付け、そして、如何に戦闘を遂行するかについて

日本側の指揮官達を混乱させることに成功した。



このことは、結局、急降下爆撃機飛行隊に突破口を開いた。この中に重要なポイントが

ある。もし中国の ASBM に米軍が対抗できるとするなら、隠密裏に攻撃できるような（例

えば潜水艦）他の脅威から注意を逸らすことであろうか？今はその問いに答えられないが、

ASBM はその他の機能と切り離して見るべきではない。

中国は何を求めているのか“やれよ、俺を楽しませてくれ”のダーティ・ハリーか？（注）

IOC（初期運用能力）状態にある DF-21D についての核心的問題は、現在、決して以前

のような状態ではないことを考慮しなければならないという事実である。ASBM の不確実

性は、恐らく中国の望むところの抑止に関して機能するであろう。危機や戦闘状態におい

て米国の部隊運用者は DF-21D の射程圏を画かなければならず、そして、CSG（空母打撃

グループ）をこの射程圏内に送り込むリスクの有無を決断しなければならない。この作戦

上の不確実性は、サンフランシスコ警察のハリー・キャラハン検査官（クリント・イース

トウッド）が銀行強盗に挑んだ 1971 年の犯罪映画ダーティ・ハリーを思い起こさせる。

「お前は『俺が６発撃ったか、５発だけだったか』と悩んでいるはずだ。いいだろう。本

当のことを教えてやる。わくわくするぞ！実は俺も数えていない。でも俺の拳銃は最高の

破壊力を持ったマグナム４４だ。お前の頭を一発で吹き飛ばせる。お前にツキがあるかど

うか自分自身に聞いてみろ。さぁ、どうする?」

この特殊なケースでは、結局拳銃は空だったことが後で分かったが、強盗犯は殺される

リスクを望まなかったために降伏したのである。同様な選択に迫られるこの映画の連続殺

人犯“スコルピオ”（アンディー･ロビンソン）のクライマックス・シーンは、反対の選択

をして最後には胸部の負傷により死んでしまうことになった。実際の戦闘場面において、

そこに関わる米軍の指揮官は、どの程度のリスクを許容するか、そして、それに応じて行

動するという決断をしなければならない。

今日、自己主張を増しつつある中国は、独自の主権と司法的秩序として定めたものを固

守しようとしている。DF-21D ASBM の実際の戦闘能力はともあれ、新たな力学が米中の

戦略関係に加わった。

新たな年を迎え、北京（中国）とワシントン（米国）が、お互いの相違を、より旨く、

平和裏に解決できることを願う。

（訳者注）

ダーティ・ハリー・シリーズ続編で使われた言葉

Go ahead. Make my day.（やれよ、俺を楽しませてくれ）は、ダーティ・ハリーを表す表

現として多用されている。



（参考）朝日新聞グローブの記事 http://globe.asahi.com/feature/091005/04_2.html

「中国空母は脅威ではない。ゲームチャンジャーは対艦弾道ミサイルだ」

アンドリュー・エリクソン 米海軍戦争大学准教授（博士）

米海軍大学で中国海軍の動向を研究するアンドリュー・エリクソン準教授は、たとえ中

国が空母を建造しても、使いこなせるようになるまでには数十年かかると指摘。少なくと

も当面は米国にとって懸念材料ではないと語る。むしろ注目しているのは、中国が開発を

進めていると見られる対艦弾道ミサイル（ＡＳＢＭ）だという。これがもし実戦配備され

ると、米海軍は西太平洋で行動の自由を失う。

（2009 年 8 月 10 日、米ロードアイランド州ニューポートで。聞き手・朝日新聞編集委員

加藤洋一）

――中国で空母の建造は始まったのでしょうか。

アンドリュー・エリクソン インターネットにはいろいろ出ているし、いろいろな噂や観

測もある。中国でもいろいろなレベルの人がさまざまな発言をしている。しかし、実際の

ところは分からない。

――2015年に 1 番艦が完成するという見方もあります。

エリクソン それは妥当な線だと思う。私も論文でその数字を引用した。

――中国はまず比較的小型のヘリ空母から始めるという見方ですか。

エリクソン 難しい質問だが、私は、中国はその道を選ぶのではないかと思う。もちろん

いきなり固定翼機を搭載した大型空母を作るという可能性もある。いずれにしろ、明確な

兆候はない。むしろ、拡大しつつある中国の戦略的利益に目を向けるべきだろう。活発な

通商であり、海上輸送に依存する石油供給の拡大だ。研究の結果分かったのは、今後中国

がいかに多く、陸上にパイプラインを作ったとしても、海上輸送されるエネルギー源に対

する依存度は逆に増えていくということだ。その結果、外洋でより大きな海軍のプレゼン

スを持ち、地域の国際安全保障秩序の決定により深く関与しようとすることになる。その

良い例が、アデン湾・ソマリア海域に海賊対策で海軍の艦船を派遣したことだ。ただ台湾

を中心とした「第一列島線」までの海域で、他国の軍に対する「アクセス阻止」戦略をと

っていることとは峻別しなければならない。

――中国の空母保有の背景には、どういう戦略的な思考があるのでしょうか。

エリクソン まず、言えるのは、単一のマスタープランのようなものはないだろうという

ことだ。中国政府の指導層が実際に何を考えているのかを突き止めるのは容易ではない。

しかし、中国は今、さまざまな課題に直面している。それに対応するための「対症療法」

的な戦略をとっているのではないかと思う。



中国の経済や海外での権益が急速に伸長していることを考えれば、政府指導層が、そうい

う新たに生まれている「利益」を、きちんとコントロールできているとは思えない。むし

ろそういう「利益」に、引っ張られる形で政策決定をしているのではないかと思う。特に、

空母保有がより大きな意味をもつ、いわゆる「ブルーウォーター・ネービー（外洋型海軍）」

を指向する方向に動くことはその例だ。台湾を中心とする第一列島線の内側に関しては、

そこを支配することが中国の戦略的利益であるということについて中国国内では合意がで

きていると思う。しかし、それを超えた海域、すなわち太平洋やインド洋での利益につい

ては、合意より議論の方が多いのが現状だと思う。

――では、空母の位置づけは。

エリクソン 強調しておきたいのは、米国にとって中国の空母は近い将来、懸念材料には

ならないということだ。そもそも、きちんと運用できるまでには、長い時間がかかる。さ

らに、空母というのは、適切に運用しなければ、極めて脆弱性が高い。少なくとも台湾海

峡危機では全く役に立たないと私は見ている。空母がその能力を発揮するためには、有効

に機能するいわゆる「空母打撃グループ」が必要となる。高度な防空システムを備えた随

伴艦が必要となる。潜水艦も必要だ。中国が、そうした高い戦闘能力を身につけるまでに

は、まだ数十年はかかる。したがって、中国空母が提起する懸念というのは米国にとって

は、象徴的なものに過ぎない。決して（地域秩序や戦争のやり方を根本からひっくり返す

ような）いわゆる「ゲームチェンジャー」とはなりえないのだ。

――では、米国にとって何が「ゲームチャンジャー」なのですか。

エリクソン 対艦弾道ミサイル（ASBM）だ。

――なぜですか。

エリクソン 中国海軍のしていることがすべて悪いわけではないから、何が問題なのかに

ついては発言を慎重にする必要がある。事実、水上艦艇の中には（海賊対策や災害救援な

ど）米国が非常に建設的だと考える形で使われている例もある。しかし、ASBM の開発は、

機雷や潜水艦と並んで明らかな問題だ。（様々な兵器システムの中で）ミサイルは最高レベ

ルの問題だが、特に ASBM が最悪だ。

――それはなぜですか。

エリクソン まず、ミサイルというのは、空から突如現れるので、よほど注意していない

と迎撃する時間的余裕がない。もちろん米国はそういう迎撃システムを開発すると思うが、

結果として兵器開発競争が起きてしまうかも知れない。米国とロシア（旧ソ連）は、ASBM

のような中距離ミサイルの開発をともに抑制している。しかし、もし中国がひとり開発を

進めれば、そういう抑制が効かなくなる恐れがある。すでにロシアからはそういう不満が

聞かれる。これは非常に大きな不安定要因となる。

――中国は ASBM の開発をすでに終え、実戦配備しているのでしょうか。

エリクソン 今、どういう段階にあるかははっきりしないが、実戦配備までにはいってい

ないだろうと思う。


