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＊備考： 議論に先立ち、司会者から共通論題として以下の問題を提起しました。各登壇者はそれぞれ

が重要だと考えるトピックについて、冒頭発言で取り上げてもらうように提案しています。 

（問１） 日本と米国は、直近の脅威である地域敵対国、及び長期的な脅威である戦略的競争相手を抑

止し、打ち破るための共通の戦略目標／「セオリー・オブ・ビクトリー（勝利の理論）」を持っているか。もし

日米にそのような「勝利の理論」があるとすれば、それはどのようなものか。 

（問２） 北朝鮮のミサイルの脅威に対し、日米のミサイル防衛能力にはどのような期待を求めるべきか。

例えば、北朝鮮の全てのミサイルを防ぐためのものなのか、若しくは数発のミサイルによる恫喝を抑止す

るためなのか。また、このような効果を期待するためには、どのような、どの程度の規模のミサイル防衛が

必要か。 

（問３） 中国は弾道ミサイルだけではなく、巡航ミサイルや極超音速滑空兵器等も保有している。これら

の脅威に対処するために、日米のミサイル防衛能力には何を期待すべきか。中国のミサイル攻撃を完

全に迎撃することは現実的ではないだろう。だとすれば、中国が現状変更をしようとする危険な自信を

打ち砕いたり、中国のミサイル攻撃による損害を限定することは可能なのか。もしそうであれば、このよう

な効果を期待するためには、どのような、どの程度の規模のミサイル防衛が必要か。 

（問４） 日米は、どのような攻撃・防御能力の適切な組み合わせを追求すべきか。 

（問５） 日本の通常戦力による攻撃・防御能力と米国の核戦力は、平時からグレーゾーンにおける抑

止、そして実際の戦争遂行においてどのように適用されるべきか。また、日米の同盟協議メカニズムに

作戦計画の立案及び指揮・統制に関する要素を組み込んでいくために、既存のメカニズムをどのように

改善していくべきか。 

 

村野将:   

皆様、こんにちは。本日は我々のオンライン・イベントをご覧いただき、ありがとうございます。私はハドソ

ン研究所研究員の村野将と申します。本日はこのイベントにワシントン D.C.、サンフランシスコ、そして

東京から４人の防衛政策の専門家にお招きでき、大変光栄です。本日の討論の議題は「中国・北朝鮮

のミサイルの脅威への対抗―日米の抑止戦略と共同ミサイル防衛態勢の強化」です。これまでの日米

両国の防衛協力を見れば、今日の日米関係は世界中で最も成功している二国間防衛協力と言っても

過言ではないでしょう。しかし６月２０日、日本政府は突然イージス・アショアの配備計画を停止しました。

その対応として、日本政府は夏から秋にかけて国家安全保障戦略を見直すことを予定しています。 

こうした文脈の中で、安倍総理大臣は日本の防衛態勢の構成要素として長距離打撃能力の保有を検

討することにも言及しました。これは今まで自衛隊が保有したことがないものです。一般論として言えば、

日本の安全保障、地域の安全保障、更にはグローバルな安全保障の中で自衛隊の役割が拡大するの

は良いことだと言えるでしょう。しかしながら、防衛リソースが限られている中で、過度に野心的な目標を

追求しようとすれば、最終的に保有できる能力はあまり効果的ではなく、日米同盟の戦略的必要性を満

たさないものになりかねません。 

このような潜在的なリスクを避けるために、日米は日米同盟の役割・任務・能力を再定義し、費用対効果

の高い適切な能力の組み合わせを検討する必要があると思っています。これらの問題について、本日

お招きしている４人の防衛政策の専門家の方々と議論ができればと思います。 
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ここで本日の登壇者をご紹介します。 

１人目はブラッド・ロバーツ博士です。ロバーツ氏は、現在ローレンス・リバモア国立研究所グローバル安

全保障研究所（CGSR）の所長を務めておられます。それ以前は、オバマ政権において国防次官補代

理（核・ミサイル防衛政策担当）を務められ、２０１０年の「核態勢見直し（Nuclear Posture Review: 
NPR）」及び「弾道ミサイル防衛見直し（Ballistic Missile Defense Review: BMDR）」の策定を主導され

ました。またロバーツ氏は、日米拡大抑止協議（Extended Deterrence Dialogue: EDD）の設立にも尽

力されました。これは日米政府レベルでの拡大抑止に関する協議メカニズムとして知られています。 

２人目トム・カラコ博士です。カラコ氏は、戦略国際問題研究所（CSIS）の国際安全保障プログラム上席

研究員かつミサイル防衛プロジェクト部長を務めておられます。カラコ氏は、米国のミサイル防衛政策だ

けでなく、日本を含む地域同盟国のミサイル防衛政策に関して多くの研究業績があり、この分野の代表

的専門家です。 

３人目は、レベッカ・ハイリンクス氏です。ハイリンクス氏はハドソン研究所の上席研究員であり、核抑止

やミサイル防衛の専門家で、外交・防衛政策を扱うメディアにも頻繁に出演しております。ハドソン研究

所に所属する以前は、米下院軍事委員会のアドバイザーとして、戦略戦力に関する問題を取り扱って

おりました。 

そして最後に、本日大変幸運なことに東京から高見澤將林氏をお招きすることができました。高見澤氏

は、２０２０年１月までジュネーブにて軍縮会議日本政府代表部大使をお務めになっておりました。高見

澤氏は元々防衛省出身で、防衛政策局長、運用企画局長を含む多くの役職を歴任されております。そ

の後、内閣官房副長官補、国家安全保障局次長としてもご活躍されました。 

さて、本日は議論すべき内容が数多くありますので、そろそろ始めましょう。具体的なテーマについて議

論する前に、各登壇者の皆様には、日本のイージス・アショア計画の中止を含め、現在日米の抑止政策

及び我々が直面している課題について、１０分程度で概観して頂きたいと思います。 

 

ブラッド・ロバーツ:   

本日はこのような討論に招待して頂き、ありがとうございます。これはまさに今現在重要なテーマであり、

このイベントは村野さんとハドソン研究所のおかげです。この問題を捉えるにあたり、最初に提示された

３つのトピックについてお話ししたいと思います。 

はじめに、「米国と日本には共通の戦略目標とそのためのアプローチがあるのか」という問いについてで

す。村野さんはそれと並んで「日米には『我々にとってのセオリー・オブ・ビクトリー（勝利の理論）』がある

のか」という問いも提起されていましたね。この問いを考える前に、まず「勝利の理論」とは何かについて

お答えするのがよいと思います。日米には、同盟の枠組みとして抑止力を強化する戦略があり、それを

地域の新たな問題に適応させてきたということは周知の事実です。しかし、戦略というのは公式な軍事

用語としては目的・手段・方法の繋がりであり、「勝利の理論」とは異なります。「勝利の理論」とはこれら

を相互に結び付けるための考え方であり、「どのように」、そして「なぜ」という問いに答えるものです。つ

まり、目的や手段、方法を結びつけるのであれば、なぜそうするのかという考え方なのです。 

我々の敵には「勝利の理論」があります。これらの国々は、究極の状況において軍事的な既成事実を作

ることができ、それを日米が打ち崩すのは非常に難しく、打ち崩すには大きな代償を払うことになると確
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信しています。それに、もし日米がこの既成事実を打ち崩そうとした場合には、我々を威圧・威嚇し、ま

たそのために日米が払う代償を高め、既成事実化を阻止しようとするのが利益に見合わないものにする

手段があるとも考えています。またこれらの国は、その紛争で脅かされている利益の大きさを考えたと

き、日米より自国の利益の方が死活的なので、エスカレートする戦争において自分たちが優位な立場に

あるとも思っています。 

この状況で、日米には「勝利の理論」はあるのでしょうか。答えはイエスです。我々が目指すべき「勝利

の理論」とは、先ほど述べたような敵の勝利への自信を奪うことです。 

日米が奪うべき敵の自信とは、速やかに軍事的な既成事実化が可能であるという自信、そして戦争がエ

スカレートした場合に日米が引き下がったり、日米にエスカレーションの代償とリスクが受け入れがたいと

思わせられる自信のことです。北朝鮮問題が深刻になっているのを警戒しつつ、日米は同盟国としてこ

のような考え方をこの２０〜３０年にわたって包括的に、繰り返し検討してきました。そして皆さんがご承

知の通り、中国軍の近代化が進んでいる中で、このような「勝利の理論」には攻撃と防御両方の要素を

含んだ抑止手段が必要になっています。村野さんの問い、「日米には共通の目的と『勝利の理論』があ

るのか」という問いに関しては、これが非常に重要な点だと思います。 

第二の問いは、「どのくらいあれば十分なのか」というものでした。ミサイル防衛はどのくらいあれば十分

なのでしょうか。もし我々が望むなら、防御側が圧倒的に優位な状態（defense dominance）を追求する

ことは不可能ではないでしょう。これは完全に防御手段に依存することであり、極めて限定的な攻撃も含

め全く攻撃を伴わないことを意味します。私に言わせれば、これは高価であり、技術的にも妥当ではあり

ません。更に私が先ほど述べた北朝鮮や中国の戦略は、大規模な通常戦争や核戦争を戦うためのもの

ではないため、いかなる状況でも完全な防御を追求する必要はありません。もし北朝鮮や中国が日米と

大規模な通常戦争や核戦争を戦うことを選んだとしたら、彼らは負けます。そしてその敗北は非常に悲

惨なものになるでしょう。 

北朝鮮と中国の戦略は、恫喝、瀬戸際戦術、強制によるものです。もし北朝鮮や中国が日本や米本土

に攻撃を加えるとしたら、それは警告を伴う恫喝的な脅しを利用するものになるでしょう。ここで言う警告

とは、「もし今の行動を止めなければ、より多くの攻撃を加えるぞ」というものです。そしてまさにミサイル

防衛の役割とは、このような脅しの信憑性を失わせることにあります。ミサイル防衛の役割とは、敵が持っ

ているかもしれない数千発のミサイルから、米国や日本の本土を守ることではないのです。このような大

規模なミサイル攻撃には、米国が報復するという脅しの信憑性が非常に高くなります。よって、米国や日

本の本土防衛のためのミサイル防衛の役割は限定的なもので十分であり、防御側が圧倒的に優位な状

態を目指す必要性はないのです。 

最後に、村野さんの質問に「抑止を強化するためにどのような形式の協議メカニズムが必要か」というも

のがありました。村野さんが触れてくれましたが、この分野では２０１０年以降の日米拡大抑止協議の設

立によって進展がありました。私がしばしば言うところですが、そしてこう言うと多くの人が驚くのですが、

今日の日本政府は、米国政府も含めて私が関わりがある政府の中で最も抑止概念に精通しています。

私に言わせれば、抑止の問題を理解できる指導者の育成のために、日本政府は拡大抑止協議やそれ

に関連した枠組みを非常にうまく使っており、効率的にこれらに関わっています。しかし日本には、韓国

やオーストラリアと同様、現状以上を求める声があるのも事実です。 

更に NATO のような協議メカニズムを求める声もあります。私はこのような議論に十数年間携わってきま

したが、実際のところ、「NATO のような」というのが何を意味するのかには、かなりの曖昧さがあります。
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NATO の核協議メカニズムで最も重要なものは「核計画グループ（Nuclear Planning Group）」ですが、

これは各国の防衛大臣が集まる時の会議の名称に過ぎません。日米の防衛大臣と国防長官は既に何

度も会っています。そのため、既に NATO モデルの一部は存在しており、これを今から再構築する必要

はないのです。しかし、米・NATO 関係と比べた場合、日米には核抑止のための戦時の協議メカニズム

が欠けているということは言えます。仮に、欧州でエスカレーションの危機があれば、米国と同盟国には

核兵器の潜在的な使用と紛争の戦略的次元について協議するプロセスが存在するのです。 

これは必要であり、適切なものです。というのも、欧州の同盟国は、必要な時に米国の大統領が欧州に

代わって核兵器を使用しないということを心配しているからです。逆に、欧州が望んでいない場合や望

んでいない方法で、米国が核兵器を使用するかもしれないという心配もあります。この協議プロセスは、

７〜８年の議論を経て１９６０年代に形成されました。そして北朝鮮や中国の侵略により日本や韓国の重

要な国益が脅かされている極限状態において、米国の大統領が両国の防衛のために核兵器の使用を

決断するとき、東アジアの同盟国が NATO のような協議の場はどこにあるのかと知りたいと思うのは自然

であり、適切なことです。大統領がこのような意志決定をするとき、東アジアの同盟国が協議の場にいる

ことは自然であり適切なことなのです。私から見れば、これは今まで欠けていた協議プロセスの一部で

す。ここまで約１０分間お話ししたかと思いますが、本日の討論に有意義な考え方を提供できていれば

幸いです。 

 

村野将:   

ありがとうございます。素晴らしいスタートになりました。ブラッドが触れた「勝利の理論」と協議プロセスの

問題については後ほど議論したいと思います。トムは抑止戦略、特にミサイル防衛の問題に関して深い

見識を持っていると思いますが、日米のミサイル防衛協力が直面する課題の現在の状況について、どう

評価していますか。 

 

トム・カラコ:  

村野さん、本日はこの討論を主催してくれてありがとうございます。ブラッドも触れていたように、つい先

日のイージス・アショアの計画停止、そして中止は、まさに今現在直面している問題だと思います。皆様

もご存知の通り、これは政策、政治、技術やコストの問題が絡み合った複雑な問題です。村野さんから

は、抑止と防衛に関連して、特にミサイル防衛とイージス・アショアについて話してくれと言われていま

す。 

本日の登壇者に沢山の米国人がいるので、はじめに述べておきたいのですが、言うまでもなく、これは

日本の決定であるということは認めなければなりません。これは主権国家である日本が下した決断であ

り、何が国益に含まれるのかというのは究極的には日本が自分で決めることです。もう一つ冒頭に述べ

たいのは、ミサイル防衛協力という点から言うと、更に言えばミサイル防衛以上の二国間協力という点か

らも、日米関係以上に重要な関係は存在しないということです。確かに米国は NATO やイスラエルとも

非常に良好で重要な関係を築いていますが、これ程に中国に焦点が当てられている中、日米関係以上

に重要なものはありません。そのため、イージス・アショア中止への初期の反応としては恐らくある程度の

失望感はあったでしょう。しかし、日米は SM-3 ブロックⅡA を共同開発していること、日本は米国の
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TPY-2 レーダーを受け入れていること、ペトリオットミサイルや JADGE システムのみならず独自のイー

ジス艦をも運用していることをここでは強調しておきたいと思います。 

つまり、ミサイル防衛の面だけ見ても、他に数多くの協力が行われています。まずイージス・アショア中止

の決定が何を意味するか私の考えを述べた後、政策や計画上の他の選択肢についてお話しします。米

国の観点から見た日本、防衛問題、他の選択肢、特にそれらが米国や他国の目にどう映るかという点に

ついてです。６月１８日の河野防衛大臣の発表以来、そして２４日に国家安全保障会議が中止を承認し

て以来、この中止というものの性格について様々な憶測が飛び交っていました。これはどれ程厄介なこ

となのかといった疑問もありました。このような疑問を抱いた方にお伝えしますが、どうやら日本はこれま

で意図していたような形式でのイージス・アショアの導入を中止したようです。 

とは言うものの、日本政府はイージス・アショアのための２基のレーダーの購入は進めるようです。これは

およそシステム全体の半分の値段で賄えます。このレーダーは地上に置かれるかもしれませんし、イー

ジス艦に搭載されるかもしれません。これらはブラッドが言及した反撃能力や対艦攻撃能力も含めた諸

問題とも関連して、日本がミサイル防衛の総合的な目的と目標を再評価する際に考えなければならない

問いでしょう。また、先ほど確かに残念だとは言いましたが、これは明らかに「限定的なミサイル防衛計画

の目的は何なのか」という問いを再評価する機会と捉えるべきだと思います。目的だけでなく、ミサイル

防衛計画の構造自体を評価する機会にもなるでしょう。 

日本のイージス・アショアは欧州のイージス・アショアと基本的には同じで、弾道ミサイル防衛任務に主

眼が置かれています。２０１７年のイージス・アショア導入決定は、少なくとも２０１３年まで遡ることができ

ると思います。しかし、２０１３年の世界はある意味で今日の世界より楽観的でした。そのため、この中止

決定によって、日本やドイツ、米国の太平洋の軍事アセットによるミサイル防衛の全体的なアプローチ

が、これまでのものと少し異なった方法で行われていないかどうか、一歩下がって考える機会が訪れて

いるように思います。日本は導入決定を元々２０１７年１２月に行っています。私はこれについて２０１８年

夏に論文を書きましたが、そこで日本のイージス・アショアへのアプローチが、ルーマニアやポーランド

のものとは異なる４つの側面について書いています 1。 

言うまでもなく第一は、任務が弾道ミサイル防衛に限定される必要がなく、防空や統合防空ミサイル防

衛（IAMD）にまで拡張できることについてです。第二は皆さんがご存知の通り、SPY-1 と比べて高性能

で、日本が既に追求している次世代のレーダーを装備することです。第三は迎撃ミサイルの多様性で

す。日本のアショアは、大気圏外の弾道ミサイル防衛に限る必要はなく、またイージス戦闘システムは

Mk41（垂直発射システム：VLS）から多くの素晴らしいミサイルを発射することができます。 

しかし最後に私がとても興味深いと思ったのは、日本のイージス・アショアは構成要素の分散という原則

を採用すれば、ルーマニアのイージス・アショアのように、トウモロコシ畑にある甲板建屋のような見た目

になる必要がないということでした。日本は中国から良く見えるコンクリートの中に、Mk41 を置く必要は

ないのです。日本や米国、グアムやその他の地域の防衛に非常に重要な運用能力に関しては、様々な

考えがあります。根本的なことは、もしイランや北朝鮮ではなく中国について考えているならば、これは

限定的な問題ではないということです。積極防衛という観点からは限定的な目的しかないかもしれませ

んが、敵にコストを強要するために、欺瞞やその他の手段によって敵の監視システムやターゲティングを

 
1 Tom Karako, Shield of the Pacific: Japan as a Giant Aegis Destroyer, CSIS, May 23, 2018.  
https://www.csis.org/analysis/shield-pacific-japan-giant-aegis-destroyer 

https://www.csis.org/analysis/shield-pacific-japan-giant-aegis-destroyer
https://www.csis.org/analysis/shield-pacific-japan-giant-aegis-destroyer
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混乱させ、敵がどこを狙うべきか分からなくさせるということにも利点があります。そしてこうすることによっ

て、ブラッドが説明してくれた敵の「勝利の理論」を混乱させることができるのです。 

イージス戦闘システムの構成要素を分散させるといった考えに関して言えば、私はかなりの利益と可能

性を感じています。これについて先日中谷元防衛大臣がジャパン・タイムズで語っておられたのを見て

非常に嬉しく思いました。中谷元大臣によれば、イージス・アショアが過去にあったものと同じようになら

なければならないという理由はありません。そのため、繰り返しですが、これは日本だけの問題ではあり

ません。大国間競争という文脈で、航空、ミサイル分野での脅威の高性能化と多様化、戦略的側面を踏

まえ、現在脅威が存在するスペクトラムにどのように積極的な防空、ミサイル防衛を適応させていくべき

かについての問題なのです。 

ここで区切りとしたいと思いますが、この後意見交換ができれば幸いです。 

 

村野将:   

ありがとうございました。ここまでトムとブラッドが日米の抑止戦略とミサイル防衛政策についての簡潔な

要約とコメントを披露してくれました。レベッカ、現在米議会では来年度の国防授権法の議論が始まって

いますが、日米の抑止戦略の現在の状況をどのように評価していますか。また、将来の抑止や戦力設

計の問題に関して、米国側はどういった見解を持っているのでしょうか。 

 

レベッカ・ハインリクス:  

ありがとうございます。既に他の登壇者の皆様が述べられていますが、改めて本日のこのイベント及びハ

ドソン研究所の同僚としてのこれまでの素晴らしい仕事ぶりに感謝します。政策担当者やシンクタンク・

コミュニティに非常に参考になると思われる村野さんの論文は定期的に出ていますが、中でも２０１９年１

２月１８日に公表された「The Japan-US Alliance in a Post-INF World: Building an Effective 
Deterrent in the Western Pacific」という論文がハドソン研究所のウェブサイトで公開されています 2。こ

の論文に触れたかったのは、これをまだ読んだことのない人、もしくはこのテーマに向き合い続けなけれ

ばならない人々にとって、この論文は我々が直面している課題をとても上手く捉えていると思ったからで

す。また、これはとても勇ましい論文でした。というのも、新しい発想を非常に有益かつ具体的に議論し

ていたからです。村野さん、改めてこの論文に感謝しています。 

既にブラッドとトムが議論を深く掘り下げてくれていますが、私が付け加えたいのは、米国と日本が財政

的もしくはリソースの観点から、この取り組みにどの程度コミットすべきかという点です。それに加えて、攻

撃に対して防御にどのくらい費やすべきなのか、もしくはこの特定の任務にどのくらい費やすべきなのか

という問いも扱いたいと思います。しかし実際の数字に入る前に、一歩下がって我々は何をしようとして

いるのかという問いを考えてみましょう。ミサイル防衛の任務は何でしょうか。これはブラッドが指摘してく

れたと思いますが、ミサイル防衛は総合的な戦略の中でどのような役割を果たすのでしょうか。過去数年

間だけですが、日米がどのようにしてここまで来たかの時間軸を簡潔に振り返ってみたいと思います。 

 
2 日本語版は以下より。村野将、「『INF 後の世界』と日米同盟：中国抑止に向け具体的な議論を」nippon.com、2019 年 11 月 6
日。https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00526/ 

https://www.hudson.org/research/15571-the-japan-us-alliance-in-a-post-inf-world-building-an-effective-deterrent-in-the-western-pacific
https://www.hudson.org/research/15571-the-japan-us-alliance-in-a-post-inf-world-building-an-effective-deterrent-in-the-western-pacific
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日本の防衛計画の大綱で公式にこの発想（＊ミサイル防衛の強化策）が生まれたのは２０１３年でした。

しかし、当時考えられていた脅威は勿論北朝鮮のものでした。防衛大綱では、当然北朝鮮が保有して

いるミサイルの数も書かれていますが、それだけではなく日本と米国両国を悩ませている、北朝鮮が新

規開発しているミサイルの種類や実験の頻度について非常に上手くまとめられています。今や北朝鮮

のミサイルの射程は米国本土まで届き得るものですし、言うまでもなく日本にも簡単に届きます。また、

北朝鮮のミサイル実験の頻度や核実験の実施、そし攻撃的な威嚇を行う北朝鮮の挑発的な態度等によ

り、日本は非常に真剣にミサイル防衛を強化することを考えるようになりました。 

日本がイージス・アショアの導入を決定した理由が、北朝鮮にあることは事実です。日本は米国と強い

関係があり、それはオバマ政権からトランプ政権になっても継続しています。しかし日本では、元々は異

なる兵器システムが検討されていました。言うまでもなく日本にはイージス艦があり、日米間のイージス

技術の協力と SM-3 ブロックⅡA の開発は、私が米国同盟国の黄金律と呼んでいるものです。そして、

中国の脅威は長年にわたり存在しましたが、米国、オーストラリア、日本がそれを声高に叫ぶような歴史

的に新たな時代に入ったと思います。また、英国は異なった側面において中国の政権や中国共産党が

我々の共通の利益を脅かすために行っていることに声を上げています。 

ここで、中国が軍事的に行っていることを見ていきたいと思います。中国は最も多様なミサイル戦力を有

しています。村野さんが論文で引用していますが、この地域でより信頼性の高く堅実な抑止アーキテク

チャを発展させるという議論では、もし中国が INF 条約に加入していたら中国のミサイル戦力の９０％以

上が条約違反に相当するとされています。こうして今、兵器システムの特定の射程やそれらがどのように

運搬されるかを見ているわけですが、これはこの地域の主権国家に対して強制的な脅しを悪びれもなく

行っていくという中国共産党の能力と意志を示しています。 

まさにこの２つの組み合わせこそ、米国が真剣に大国間競争の時代に向き合うようになった原因です。

我々は今でも破綻国家からの脅威を懸念していますし、北朝鮮、イランは米国やその国益に大きな脅

威をもたらす能力を保有しています。そしてこれは日本や他の同盟国にとっても事実です。しかし現在、

米国が焦点を当て、抑止しようとしている大国は中国です。そしてその次にはロシアが来ます。勿論この

両国とも大国ですが、インド太平洋戦域において米国にとって何より重要なのは中国です。そして日本

について言えば、トムが上手く述べられたと思いますが、日本が自分の本土を守るために何をするか

は、間違いなく日本国民が選択する主権国家としての決定なのです。 

米国の観点から言うと、日米同盟は米国の国益及び安全保障にとって非常に重要です。そのため、

我々が日米同盟を政治的・軍事的に強く結びつけるほど、日米同盟は平和を保持するための基盤とな

っていくことでしょう。また、「勝利の理論」についてはブラッドが触れましたが、中国は自分たちの利益は

米国がこの地域に持つ利益よりも大きいと信じ込んでいます。しかし、リソースや特定の任務に我々がど

のくらいコミットするのかを考える前に、日本、米国、オーストラリアは攻撃的に振舞っていないという道

理的な面を明らかにしておく必要があると思います。攻撃的に振舞っているのは中国であり、米国と日

本には国民を守る権利と責任があります。 

そして我々の任務は、中国による主権国家国民や主権の及ぶ領域への侵略、及び共通の利益つまり

自由で開かれたインド太平洋への威嚇を抑止することです。言うまでもなく、中国は日米の強固な同盟

をバラバラにすることも望んでいます。この地域での米国の利益とは何かをはっきりさせるのは、現職の

政策担当者の責任だと思います。また、米国はこの地域に領土を持っていることから、これは主要な国

家安全保障上の国益でもあるのです。言うまでもなくグアムはこの地域にあり、その他の領土もあります
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し、インド太平洋軍のデイビッドソン司令官が繰り返し述べているように、米国の領土である限りそれらも

本土として扱われるべきです。そのため、勿論我々は自分たちの領土は守る必要がありますが、それだ

けではなく我々に非常に重要なものも守る必要があります。それはつまりこの地域の同盟国の安全と安

心であり、日本はその中で一番最初に考えられる国です。 

ここまで述べてきたように、脅威は拡大しており、今や我々はミサイル防衛という文脈から北朝鮮の脅威

だけを見ているのではなく、この地域の主要な利益を守るための強力で防御的な積極防御を確立する

必要があります。先ほどブラッドが指摘した点で私が賛同するのは、中国や北朝鮮が米国、日本やこの

地域での我々の利益に対して発射し得るミサイルを１発残らず迎撃することを求めているわけではない

という部分です。しかし、日本と米国が攻撃的な打撃力を持つことも可能になるような信頼性の高い防御

も必要だと思っています。そして防御的能力を持つことは抑止力の信憑性を高めることになります。 

我々が求めているのは拒否的抑止です。つまり中国が状況をエスカレートさせるのを非常に困難にし、

中国を押し返すのに米国や日本、他の同盟国の支援を得ることです。これら全ては、中国の侵略行為

を初期段階で諦めさせ、米国と同盟国の我々のものを守るという意志を示し、かつ我々は中国にとって

簡単な相手ではないと示すための取り組みとして理解されるべきです。我々が受け入れられないような

多くの蛮行を中国が考えているとき、我々は中国の計算を混乱させ、更に複雑なものにすることを狙っ

ています。ここまでの議論から、我々が今日直面している問題、つまり我々は何をしているのかという問

題が現れてきました。イージス・アショアの中止とは、日本は一体何をしようとしているのでしょうか。 

繰り返しになりますが、トムが指摘したように、これは最終的には日本が決めることです。しかし当然なが

ら、米国もこの地域に国益があり強力な防衛態勢を欲しているため、これは米国の利害に絡む決定でも

あります。イージス・アショア計画を停止したというのを聞いたとき、当初私は若干不安に思いました。と

いうのも、イージス・アショアは日本が（日本の）本土防衛に非常に真剣であり、イージス艦やペトリオット

システムの次の段階に進んでいること、そして常設的なミサイル防衛アーキテクチャを持つということの

強い証明であり、私はこれを良い動きだと考えていたからです。 

しかし喜ばしいことに、私が米国政府やこの地域の様々な利害関係者に尋ねて回ると、それを不安に思

っていたり、日本政府の堅固なミサイル防衛システムへの、もしくはこの地域での抑止イニシアティブを

築くための継続的な日米の繋がりへのコミットメントの欠如の表れだと思っている人はいないようです。む

しろそれよりも、これはミサイル防衛が今日の脅威に対処できること、日本国民を守ること、現在の懸念を

和らげることを再評価し確認するための機会であると思います。 

これはミサイル防衛政策を正しい方向に持っていくための機会と言えます。イージス・システムは固有の

性質を持っており、その重要性は、数年前に最初に検討された時点から変わっていません。これはモジ

ュール化されており、ソフトウェアを組み込んだ SPY-7 レーダーを持ち、トムが述べたようにランチャー

を分散させられるため全てを一カ所に置いておく必要がありません。そして、我々が議論しているような

中国との大国間競争の文脈に適した設定を行うことができます。我々が公に議論しているのはもはや北

朝鮮だけではありません。私がこのように言うのはこれが重要だからですが、恐らく日本の中でも、間違

いなく米国防総省の中では、ミサイル防衛システムは攻撃能力に比べると非常に高価であると考えたく

なる誘惑が生まれてくるでしょう。 

しかし、このような考え方は、「圧倒的な攻撃能力を持てば、攻撃は防御になる」というような考え方に繋

がってくると思います。つまり、「攻撃は最大の防御」というものです。残念ながら、私はこのような考え方

には賛同しかねます。「防御は防御、攻撃は攻撃」であり、間違いなく我々にはそのどちらも必要なので
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す。そして現在の技術的な観点で言えば、日本はより強力な本土防衛能力を保有できると強く思ってい

ます。日本政府には日本国民にこのような防御を提供する道理上の責任があります。勿論そのコストは

本当に高いですが、これによって得られる防御能力を考えると、その投資に見合うものだと思います。こ

れは米国が自国の本土防衛に取り組んできた際の考え方ですが、これは日本の本土防衛に関するもの

なので、このような重要で大きな投資に見合うものに関しては、米国が行ってきたアプローチを提案した

いと思います。 

そしてイージス・システムの非常に優れたところは、言うまでもなく、日本が政治的・政策的な結論を出し

たら、そのシステムの目的や任務を拡張できるところです。日本がより大規模な本土防衛や統合防空ミ

サイル防衛を、特に中国の脅威に対処し続けるために保有する必要があると決心するような政治・政策

的な進展があっても、イージス・システムが時代遅れになることはないのです。 

本当はまだまだ言いたいことはあるのですが、この辺りで私の発言を終えようと思います。我々が同盟国

としてこのシステムを進化させるにつれて、他の大国から大きな反発に遭うであろうことは十分に予見し

ておくべきです。しかし米国には、特に東欧・中欧のミサイル防衛問題に関してロシアに対処してきた長

い歴史があります。この歴史から、これらの大国がどのように抗議してくるか、そしてこれらの国の不同意

や抗議が米国やその意思を挫かないようにするにはどうすべきかという教訓をかなり学んできたように思

います。私は、信頼のおける十分な防御を自国民に提供するということは正しいことだと思っています。 

 

村野将:   

包括的なコメントありがとうございました。高見澤さん、お待たせしました。日米の防衛協力に長年携わっ

てこられた経験から、現在の日米の抑止問題に関して考えるべき重要な点にはどのようなものがあるで

しょうか。 

 

高見澤將林:   

本日はありがとうございます。時間が押しているようですので、簡潔に話させて頂きます。１点目に、中国

の安全保障概念の変化の重要性を強調しておきたいと思います。中国は広い意味で安全保障の概念

を拡大しているように思われます。このような安全保障の概念に効率的に対処するには、日本、米国、

オーストラリアやその他の国は更に広い戦略の概念を持つ必要があるでしょう。ミサイル防衛を考える上

でこれが最も重要な点だと思います。２点目は、勿論日米同盟は強化され変化しなければならないので

すが、それをどのように行うか考えるのが非常に重要です。「どのように」というのはますます重要になっ

ています。我々は「何をすべきか」というのは分かっています。しかし我々は分かっていること、すべきこと

を実行するのは得意ではありません。そして３点目は、既に議論されていますが、透明性と費用対効果

は非常に重要であるということです。拡大抑止協議は、自由な意見交換やお互いの戦略的背景を理解

する重要な機会となってきました。 

このような協議は同盟を強化するのに重要な役割を果たしてきたと思いますが、現在の課題、特にソー

シャルメディアの発展を踏まえると、我々は透明性を高め、「なぜそうなのか」を説明しなければなりませ

ん。ソーシャルメディアの影響力はとても大きく、これは何もトランプ大統領に限った話ではありません。

我々はこのような変化に遅れずについていかねばならないのです。現在の枠組みでは、このようなソー

シャルメディア上の調査や疑いに対応するには不十分かもしれません。そこで私が英国の「グローバル
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戦略的トレンド」の中で特に感銘を受けたものがありました。そこでは４つの種類の戦争に焦点を当てて

いたのですが、この４つとは多国主義化、行為主体のネットワーク化、分散化、多極化です。恐らく我々

は行為主体のネットワーク化に向かっているのでしょう。 

我々は非政府組織、世論、GAFA を含む大企業の意見を尊重しなければなりません。これらの変化に

ついていかなければならず、これはミサイル防衛を考える際に非常に重要です。また日米同盟に関して

は、読んでおくべき重要な文書があります。２０１５年の新「日米防衛協力のための指針（日米ガイドライ

ン）」では、切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な二国間の対応、日米両政府の国家安全保障政

策の相乗効果、政府一体となっての同盟としての取り組み、地域の及び他のパートナー並びに国際機

関との協力、そして日米同盟のグローバルな性質が強調されています。これは非常に上手く書かれてい

ると思います。しかし問題は、これらの実行がどの程度成功してきたかという点です。もしこれらのメカニ

ズムが非常に上手く機能していたならば、イージス・アショアの中止のような突然の決定や発表は起こら

なかったはずです。 

これは我々が関心を寄せている分野です。しかし本当の問題は、速度、柔軟性、そして様々な重要事

項や環境の中でのバランスをどう保つかです。例えばミサイル防衛に関しては、米国は大規模なシステ

ムを保有していますが、日本には限られたシステムしかありません。また、世界の変化の速度を踏まえる

と、一つのシステムは長期間有効にはなり得ないし、新たな発展が日本の外、例えば米国や敵側で起こ

れば、システムを調和させなければなりません。そのためミサイル防衛に関する決定は慎重に下されな

ければならないし、本当に難しいものになるでしょう。現在のサイクルが重要な問題に関してより広く、よ

り緊密に協力する機会となることを願っていますが、日米には現在置かれている状況に対する共通の評

価・統合的な評価が必要だとも思います。どのようなシステムが効果的なのか、これ以上どのような手段

を採らなければならないのか。これは現在私が考えていることです。 

また、特に日本のメディアと世論に関してですが、我々が焦点を当てるべき６つの S について語ったこと

があります。速度、激しさ、調査、疑い、分離、自尊心です。自尊心とはナショナリズムではありません

が、ミサイル防衛はもっと統合されるべきです。つまりただ米国のシステムに頼るのではなく、相互依存

的になるべきです。日本はただただ米国のミサイル防衛システムを支援しているという印象は避けるべき

で、より相互依存的な、ただ米国に依存するだけではないものが必要です。加えて、核兵器、抑止、通

常兵器の役割の変化についても考えなければなりません。「勝利の理論」も考えなければならないもの

の一つで、現在ある枠組みに基づいて新しいものを作っていかなければなりません。 

日本の国家戦略作りに関してですが、２０１３年の国家安全保障戦略は１０年先まで対応する予定でし

た。ですから、遅くとも２０２３年までに日本は新たな国家安全保障戦略を作らなければなりません。私が

思うに、２０１３年の時点では、日本は中国に対して、米国よりも遥かに厳しく、直接的な意見を持ってい

ました。しかし米国の態度は、２０１７年の国家安全保障戦略（National Security Strategy: NSS）と２０１
８年の NPR で変化し、日本もこの正面では極めて積極的です。これ以降新たに発展し、加速し、可視

化され、更に強制的になったものもあります。そしてコロナウイルスはこの加速や可視性に影響を及ぼし

ています。これは我々にとって悪いことではありません。というのも、これにより広い協力の素地が築かれ

るからです。 

そして最後に、どのようにミサイル防衛システムを構築するかという点に関しては、これまで我々はシステ

ムやプロセス、成功や失敗等多くのことを学んできたと思います。これらの技術の最善のものを統合する

ことが必要です。そのためには、柔軟で、相互の意見を聞き、考えを比較して進めていかなければなり
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ません。本当に重要なことは、日米はミサイルの脅威に直面しているということなのです。そのため我々

は日々の活動を行ったり、脅威に対処しなければなりません。そしてこれは実際の攻撃だけに限られる

ものではなく、平時やグレーゾーン型の戦争が既に行われていたり、情報戦や影響力行使作戦も既に

進行中なのです。これらに対処するには素早く動かねばなりません。システムだけを見るのではなく、現

在ある枠組みをどのように統合するのかを考えなければならないのです。 

加えて、このような現象に対処するには幅広い分野での努力が必要です。しかし、その中でもミサイル

防衛は本当に重要なものです。これまでミサイル防衛は日本国民にある種の自信と、政治家たちに困

難に対処するための積極性を効果的に提供してきたと思います。もちろんこれは非常に高価なのです

が、これまでそれに見合うものでした。しかしこの先、我々は更に効果的にやらなければなりません。最

後のポイントですが、２０１３年の国家安全保障戦略では、日本は「適切な手段をとる」と記載されていま

す。しかし、「適切な手段」というのは非常に広いので、この適切な手段というのをしっかり定義して、詳し

く説明する必要があります。これは何か新しい考えではなくて、我々は既に適切な手段を考えるという仕

事を進めてきました。これが現在の我々の現在の立ち位置です。ここまでを私のコメントとしたいと思いま

す。 

 

村野将: 

ありがとうございます。我々が現在直面している課題という視点から包括的なコメントを頂きました。４人

の素晴らしい冒頭発言を踏まえて、それぞれの問題に対して、より具体的なかつ深い議論をしていきた

いと思います。ここまで、我々は２つの異なる潜在的な敵対者に対処しなければならないという戦略的課

題を共有しています。１つは今そこにある脅威としての北朝鮮ですが、同時に中長期的な戦略的競争

相手としての中国にも対処する必要があります。問題は、高見澤さんが言及されたコロナの影響です。

私個人としては、日本は防衛予算をもっと増やすべきだと思いますが、現実問題としてコロナ後に日米

両国が急激に防衛予算を増やすことは難しくなっていくでしょう。 

その意味でも、我々はより費用対効果の高い方法を考えなくてはなりません。北朝鮮と中国に対して

は、異なる２つの「勝利の理論」を持つ必要がありますが、一方で同時に２つの異なる防衛態勢を設計

するというのは難しいのも事実です。これが、現在我々が直面している大きな課題であり、ジレンマで

す。異なるタイプの潜在的な敵対者を前に、我々はどのように戦力設計を行うべきなのでしょうか。この

問題はおそらく、「勝利の理論」をどのように設計するか、その上でどのように適切な戦力構成を設計す

るのかということも関連してきます。まず、ブラッドの考えから聞かせてください。 

 

ブラッド・ロバーツ: 

ありがとうございます。村野さんがお伺いになった点に関して、概念的なレベル、「勝利の理論」のレベ

ルにおいては、いくつかの重要な違いはあっても、中国と北朝鮮が日米同盟に対してどのように強制力

を行使し、打ち負かそうとしているかという基本的な考えは一緒だと言えると思います。基本的に彼ら

は、日米同盟との紛争は、我々に同盟としての強みがある以上は長期的には勝てないと考えているでし

ょう。しかし彼らは、効果的な方法を用いれば、短期的な勝利は得られると考えています。私の見解で

は、日米共同の「勝利の理論」は、概念的には北朝鮮でも中国でも、あるいは日本の防衛に対する米国

のコミットメントの信頼性を脅かそうとするどの国に対しても同じです。 
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一方、両国に対する戦力態勢は別の問題です。我々は同盟国として北朝鮮問題に対処してきました

が、これは本質的には中国問題に対するヘッジでもありました。 

そして今、我々は北朝鮮と中国どちらに対処する場合でも、役立つような方法を編み出そうとしていま

す。つまり、紛争が起きた場合に、北朝鮮を打ち負かすために決定に効果的であると同時に、中国との

間で紛争が起きた場合の抑止力、あるいはそれを打ち負かすためにも有効な方法です。そして、米国

にとって真に重要とされているのは、日本のミサイル防衛体制ではなく、米国の本土防衛体制に関して

です。我々は歴史的に、米本土のミサイル防衛の狙いは、イランや北朝鮮といった国々が、攻撃下にあ

る同盟国を守ろうとすることから手を引かせようとするために、米国に対して非常に限定的な攻撃を仕掛

けようとするのを抑止することだと述べてきました。それは、中国やロシアに対するミサイル防衛とは異な

ります。中国もロシアも大規模な戦力を保有しています。それらに対しては、我々は大規模な反撃によっ

て抑止できると述べてきました。ですから、米国の本土防衛において、中国に対するミサイル防衛の役

割を考えたことはありません。 

しかし現在米国では、米本土防衛に関して従来通りの政策を維持していくのか、それとも政策を変える

必要があるのか、という議論が盛り上がっています。しかし日本の自衛能力という観点では、ある種の攻

勢的な打撃力の保持という可能性も含めて、防衛力をより充実させる必要があると思います。なぜなら

中国は、日本へのミサイル攻撃能力に対して北朝鮮よりもはるかに優れた能力を持っているからです。

とはいえ、先ほどの私の指摘の強調になるのですが、日本は全てのミサイルを完全に防御するという意

味での防御側が圧倒的に優位な状態（defense dominance）を追求する必要はないと思います。それは

技術的にも、財政的にも難しいことですし、大規模攻撃を抑止するためなら、米国の報復の脅しは十分

に信頼性のあるものだからです。 

 

村野将: 

ありがとうございます。どなたか他にコメントはありますか。自由に発言していただいて結構です。 

 

トム・カラコ: 

これは繰り返しになるのですが、費用対効果の点からも攻撃能力と防衛能力のミックスが必要だと思い

ます。日本が F-35 を導入したり、JASSMを導入したり、さらにはそれ以上のことも期待されているという

事実を強調しておきたいと思います。日本が抑止力や防衛戦略全般を見直す際には、反撃能力の保

持に関しても真剣に考えるべきだと思います。もちろん、イージス戦闘システムはその一部をサポートす

ることもできます。ギリシャ神話のゼウスは、イージスの盾だけでなく、雷という武器も持っていました。米

海軍で言えば、トマホークがそれにあたります。 

ですから、可能性はたくさんあるわけです。話題になっている対艦ミサイルもそうですし、陸上に多くのミ

サイルを配備することもできるでしょう。そして、少し挑発的にも聞こえるかもしれませんが、もう一つ言っ

ておきたいことがあります。ここ数年でいくつかの軍備管理協定が正当な理由で失効しました。INF 条約

が顕著な例ですが、我々には他にも考えなくてはならない問題があります。我々は、日本の同盟国との

抑止と防衛のための目標を最大限に実行するために、障害になるようなものを無くす必要があります。

私自身は必要ないと思いますが、ミサイル技術管理体制（MTCR）のようなものがこの地域の同盟国が

必要なものを手に入れようとするのを、米国が支援するのを妨げるようなことがないよう願っています。中
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国に対する安定化のためにもそれは必要です。片付けの哲学で知られる近藤麻理恵はこう言っていま

す。「もし今持っているものにときめきがなくなってしまったら、今までの働きに感謝して捨ててしまいまし

ょう」。我々の回りにある、冷戦期に起源をもち、長く存在している条約・協定が、現在の状況に適してい

るのかどうかを再検討する必要があります。 

 

レベッカ・ハインリクス: 

米国が INF 条約から脱退した第一の理由は、ロシアが長年にわたってその条約に違反していたからで

すが、NATO もその考えに同調し、アメリカの INF 条約脱退を受け入れるという強い声明を発表したか

らでもあると思います。オバマ政権時代からロシアは INF 条約に違反しており、トランプ政権はロシアに

条約を遵守するよう求めてきました。しかしロシアは従わなかった。これが米国の INF 条約から脱退した

一番の公式な理由です。トランプ政権がこの条約からの脱退を決定したことは、大国間競争や対中抑

止の観点から、この政権の最も重要な決定の一つではないかと思います。INF 条約からの脱退は、トム

が言及したように、同盟国内にトマホークを配備するといった必要な方策への道を開きました。 

繰り返しますが、第一の目的は抑止であり、抑止力を強化することです。米国と日本は明らかに問題を

起こすような立場ではありません。米国の軍備管理コミュニティの中には、米国側の行動が、いわゆる軍

拡競争を引き起こしているのではないか、その様な可能性を開くのではないかと懸念している人もいま

す。しかし先にも指摘した通り、中国はその数だけではなく、質においても洗練されたミサイル能力を急

ピッチで構築しており、様々な軍事分野で米国に対する戦略的優位性を持とうとしています。ですから、

米国と同盟国は、我々の利益を脅かす存在に対する大国間競争に戻らなくてなりません。 

北朝鮮問題については、トランプ政権は北朝鮮との外交や交渉を続けてきましたが、核開発の完全か

つ検証可能な解体は実現していません。核開発のすべての施設・研究は依然存在し続けており、現在

でも利用可能な状態です。報道によると、北朝鮮のそれらのプログラムは進展しています。米朝首脳会

談が行われましたが、北朝鮮は ICBM 実験をしていないだけで、より短射程のミサイル実験は再開され

ています。これは日本にとって受け入れがたいことです。中国の脅威に注目していたとしても、北朝鮮の

圧力は無視できないものとなっています。日本という船を脅かす最も近くにいるワニは北朝鮮によるミサ

イルの脅威です。 

そのため、より強力な防衛を提供するミサイル防衛体制を構築する、喫緊の必要性があります。また、米

国内においてさえ政策の問題として中国に対して注目しています。なぜなら、日米の同盟関係は、太平

洋抑止イニシアティブ（Pacific Deterrence Initiative）を構築する上で非常に重要なものだからです。この

問題は最終的には太平洋全域への脅威となります。北朝鮮に対峙するということはこの問題の一部で

す。北朝鮮問題は「ならず者国家」からの脅威であり、真剣になる必要はないと言われるかもしれません

が、現実にはこの問題から目を背けることはできません。なぜなら、北朝鮮問題は現在我々が置かれて

いる大国間競争と関連しているからです。 

 

村野将: 

ありがとうございます。 
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高見澤將林: 

他の多くの登壇者が指摘していることですが、まず我々は本気であるということを強調させてください。

日本はこの問題に対して包括的に対応しないといけませんが、システムに関する問題は別です。日本

はすべての選択肢を検討し、どの部分が最も効果的なのかを客観的に考える必要があります。それは

基本的なことであり、既存のメカニズムを使ってすでに行われているはずです。しかし、もしまだやってい

ないことがあるとすれば、様々な選択肢の評価が引き続き行われるべきであると思います。私は有効性

というのを、現状のシステムから脱却するためのものとしてお話しているのではありません。そうではなく

て、真に有効性を考えるというのは、米国のミサイル防衛コミュニティの多様な考えを理解する必要があ

るということです。これは決して簡単なことではありませんが。 

このように日米の共通認識があれば、その中で日本が実現可能な最も重要な部分は何なのかを、日本

自身が理解することができます。これこそ、ある種理想的な日米関係なのですが、これは防衛関係者や

政策の専門家だけで実現できることではありません。ですので、それに資するような人的交流の幅を適

宜広げていかなければなりません。私は、産業界や他機関、軍人・学会の人的交流を促進していくこと

が必要だと思います。この分野に関しては更なる努力が必要ですし、それによって良い結果、包括的な

政策の見直しをしていくべきです。そのためには２つの異なるサークルが必要だと考えます。１つはミサ

イル防衛についてですが、それと同時にもう１つ、将来の戦略立案のための多くの要素を含んだ、より広

範な要素に焦点を当てる必要があると思います。ご質問の答えになっているか分かりませんが以上で

す。 

 

村野将: 

ありがとうございました。それでは、次に中国に特化した問題に移りたいと思います。冒頭発言でトムが

言及していたように、中国は弾道ミサイルだけでなく、巡航ミサイル、そして現在では極超音速滑空兵器

などを保有しています。これらの脅威に対抗するために、日米のミサイル防衛能力はどうあるべきなの

か。ブラッドが触れていましたが、GBI（Ground-Based Interceptor）のような米本土防衛用のミサイル防衛

の配備態勢に象徴されるように、中国のミサイル攻撃を完全に迎撃することは目指していません。そうで

あるならば、我々はミサイル防衛によって、中国が現状変更を試みようとする危険な野心に対抗すること

は可能なのでしょうか。あるいは、有事の際に中国によるミサイル攻撃の損害を限定するとしたら、どの

程度の期待をすべきでしょうか。その場合、我々は何がどれだけ必要なでしょうか。この問題は、どのよう

な要因が日米のミサイル防衛の更なる発展や展開の指針となるべきか、という問題とも言い換えられま

す。同様にこの質問に答えるためには、地域的なミサイル防衛態勢とグローバルなミサイル防衛態勢を

統合させるかどうかという問題も考える必要があるのではないかと思います。この質問はトムからお尋ね

したいと思います。 

 

トム・カラコ: 

ここでの原則的な基準は、脅威を尊重すること。つまり、敵にとって「こういうふうに攻撃されるだろう」とい

う想像の範囲内だけでなく、それ以上に我々は想像力豊かな構想を持っており、様々な要素を組み合

わせることが可能だということを、敵に考えさせることが重要です。言い換えると、航空攻撃やミサイル攻

撃、サイバーや電子戦など多様な方法を駆使した、複雑で統合的な攻撃を考える必要があります。
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我々にとっての主要な目的は、防御側が圧倒的な優位を得るための態勢を目指すことではなく、特定

の国や同盟国に、様々な航空・ミサイル脅威に対応するための十分な時間と余裕を創り出し、積極防御

や自国の防衛システムに貢献できるような攻撃・防御のミックスされた装備を支援することだと思います。

これに関してはこの場でも議論されてきたと思いますし、登壇者の皆さんも大方同意されることだと思い

ます。 

まだ限定的ではあると思いますが、弾道ミサイル防衛だけを追求して巡航ミサイルや UAV の攻撃に晒

されるのはご免でしょう。2019 年 9 月にサウジのアブカイクで起きた石油施設への攻撃は、もはや弾道ミ

サイル防衛だけではなく、そういった兵器にも対応しなくてはならないということに皆が気づかされるきっ

かけになりました。総合的な防空というのは、大気圏内に到達したり、大気圏を通過する全ての脅威に

対応するためのもので、弾道ミサイル防衛はその一部に過ぎません。このような観点から考えることは、

基本的なことだと思います。これが、全体的な抑止力に貢献するために、他のアセットを活用するのに

十分な時間を稼いでくれる積極的・消極的手段はどの程度の規模が必要なのかを考える基礎になると

思います。 

 

村野将: 

ありがとうございます。ブラッドは何か付け加えたいことはありますか。 

 

ブラッド・ロバーツ: 

現在の技術発展の影響と中国のミサイル能力を考えると、地域的な対応と米本土防衛のための対応は

区別する方がよいと思います。トムが指摘してくれたように、15〜20 年前に、米国が同盟国として考えて

いたのは、弾道ミサイルに対する防衛策でした。しかし現在では、すべての経空脅威に対する統合防空

ミサイル防衛である必要があります。それは欧州・NATO における対露政策でも同じことです。そして、

我々はそのために多くの対策を持ち合わせています。米本土防衛の観点では、中国の極超音速ミサイ

ルへの対処という難しい問題があります。これはロシアについても同じです。他方、彼らはすでに極超音

速ミサイルを持っているということにも留意する必要があります。それは弾道ミサイルです。弾道ミサイル

の飛翔速度は極超音速域に達します。今新たに出現している問題は、彼らが米国に対して従来よりも

低い高度で飛翔する新型の極超音速兵器を開発、配備しつつあるということです。 

問題は、彼らが極超音速兵器の異なる用途を想像する場合です。中露が極超音速兵器を単に ICBM
の代わりとしてではなく、それを補完的に用いようとすることで、不安定化を引き起こす可能性がありま

す。特に懸念されるのは、現代の戦争によって新技術の一体化が進んでいくことです。サイバーや宇

宙、キネティック・ノンキネティックな攻撃技術における競争において、我々はそれらを使うか、さもなけれ

ば、それらすべてを失うかという戦いへと向かいつつあります。紛争が起きた場合には、決定的優位性

を獲得するために、一刻も早くそれらを使おうと思うかもしれません。なぜなら、それらサイバー空間、宇

宙空間における兵器は翌日にはなくなってしまうかもしれないからです。加えて、中国やロシアにとって

極超音速打撃能力を持つということは価値のあることです。なぜなら、戦闘遂行における我々の指揮統

制と指導者が決断を下す能力を排除する上で非常に有効だからです。 

これらは非常に危険な新技術です。それらは単に極超音速だというだけでなく、既存の極超音速兵器

を補完するものです。では、ミサイル防衛はこれらの問題に対応できるでしょうか。できると思いたいです
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が、これは非常に難しい問題です。新たな極超音速兵器はいわゆるディプレスト軌道で飛翔し、非常に

早く動きます。我々の防衛システムは、十分早く正確な、探知、計算、対応の決定と行動するための能

力を持っていますが、新しい極超音速兵器に対応するのは非常に難しい技術的問題です。私は対応

策に取り組むことには大賛成ですが、それらがすぐに解決できると思うほど楽観視は出来ません。故

に、我々は極超音速脅威に対する脆弱性を受け入れなければならないと思います。 

 

レベッカ・ハインリクス: 

私はブラッドよりも少し楽観的かもしれません。これはブラッドが何度か指摘していたことですが、我々が

考え、取り組まなければならない問題において、米本土のミサイル防衛をどのように位置付けるべきかに

ついて立ち返る必要があります。これは同盟に影響を与えることであり、米国が日本や同盟国に信頼で

きる安全保障を提供できるかどうかにも影響を与えます。 

私自身、本土防衛についてどのように考えるべきかについて、多くの議論に積極的に参加してきまし

た。トランプ政権の MDR では中国やロシアといった大国を、ミサイル防衛の文脈において語ることに多

くを割きましたが、一番分量を割いたのは地域防衛の部分でした。しかし、本土防衛に関する事項を読

むとその中身は曖昧です。 

米国は今でも核抑止力に主に依存していますが、それは大国を抑止する上での、単に現実的・技術的

な理由からです。しかし、政策のレベルでは、もし米国がこれら技術を開発し続けても、実りある賢明な

ことにはならない、という可能性を排除したわけではありません。繰り返しになるのですが、ミサイル防衛

は 100％の安全を提供するというわけではありません。破られることのない完璧なミサイル防衛システムと

はいきませんが、それでも極超音速ミサイルの脅威や中露が開発しているより高性能のミサイルから米

本土を防衛する、信頼できる防衛力に違いありません。 

特に、指向性エネルギー兵器のようなものを注目し、その技術に投資すれば、中国からのミサイルの脅

威に対して、有効な応用ができるかもしれません。また現政権、国防総省は、宇宙配備型の新型センサ

ー＝HBTSS(Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensors)に優先的な投資をしています。これは極

超音速ミサイルといった従来とは異なる軌道を飛翔するミサイルの一部を、発射から着弾まで追尾でき

ると言われています。もし実現すればミサイルを探知することができるようになり、探知も追尾もできない

現状と比べれば大幅な進歩と言えるでしょう。センサーと連動してこれらの脅威を迎撃できるような能力

はまだ獲得できなくても、これらのセンサーに投資する価値があることには違いありません。 

もう１つ申し上げたいのは、北朝鮮の兵器システムについてです。北朝鮮と中国の能力差は縮まりつつ

あります。ですから、米国の本土防衛を考える時でさえ、たとえ「ならず者国家」による攻撃からの本土防

衛を第一の戦略的課題と設定したとしても、現在の北朝鮮がある種の能力を保持していないからといっ

て、それが向こう 5〜10 年同じだということにはなりません。だからこそ、我々は様々な種類の敵からの

増大し続ける脅威に対しても時代遅れにならないような兵器システムに投資する必要があります。 

私自身は、米本土防衛は他国の脅威に負けないよう進化しなければならないと強く思っています。先の

システムが技術的な困難を抱えており、高価であるとしても、投資する価値はあるはずです。そして、単

なるリップサービスだけで実際には予算を回さないことが無いよう、政治的な努力・意思によって確実こ

れらの計画に投資できるようにすべきです。 
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トム・カラコ: 

ブラッドが話していた点に戻りますが、重要性が増しているのは地域防衛と本土防衛の中間的なものだ

と思います。ブラッドが指摘してくれたような、米本土に対する大規模な戦略核攻撃と地域的な攻撃とを

分けて考えるというロジックは良いと思います。しかし、それが極超音速ミサイルであれ、従来の巡航ミサ

イルであれ、非核の戦略攻撃という中間的な問題が出てきていると思います。その意味では、北米もま

た１つの地域と言えます。ブラッドの「勝利の理論」に立ち返ると、私が心配しているのは、極超音速兵

器だろうと、昔ながらの亜音速・超音速の巡航ミサイルだろうと、敵が強力な非核の戦略攻撃によって米

国を引き下がらせることができると考えることです。 

2018 年の NPR はその点を正しく指摘しています。しかし、消極防御にせよ、積極防御にせよ、どちらも

十分に議論されていません。「米国の核抑止力は、米本土に対する非核の戦略攻撃に常に耐えられ

る」と願いたいところですが、北米の地域防衛の議論を以前よりも複雑にする要素が増えてきていると思

います。 

 

村野将: 

ありがとうございます。高見澤さん、この点に関して何かコメントはありますか。 

 

高見澤將林: 

我々が注目すべき重要な点の１つは、センサーの重要性です。弾道ミサイル、巡航ミサイル、極超音速

ミサイルに関しては、それらに対応する際に、各々が連携し、ネットワークされたセンサー群は様々な手

段の基礎となると思います。現状、一体何が起こっているのかを知るための優れた包括的なシステムを

我々が持っているだろうか。これこそ最も重要なことであり、その他広範囲の事例・問題に応用できること

であります。基礎としての同盟間のネットワークにおける信頼と協力、これが第一のポイントです。 

第二に、ロシアや中国が研究開発を強化するために何をしてきたのかを知ることです。ともすると、我々

は彼らが何をしてきたのか、そして何を計画しているのかについてあまり知らないかもしれません。 

南シナ海の問題に関して、中国は 1992年に領海法を適用し始めました。当時も懸念事項ではありまし

たが、中国が何を計画しているのか、当時は不明でした。この経験を踏まえると、どの地域が戦略的に

重要になるのか、関心があるのか等について、価値観を共有する国同士が共同で評価したり、協力体

制を構築する必要があるでしょう。そして、我々は中国やロシアが何をしているのか、これからするのか

について十分に理解していません。センサー分野での協力と共同評価。これらは我々が協力し得る、非

常に重要で、費用対効果の高い分野です。 

 

村野将: 

ありがとうございます。ちょうど高見澤さんとレベッカが言及された、センサーを用いた協力をどのようにし

て発展させていくかを深掘りしたいと思っていました。日本は、日本に置かれている地上配備型センサ
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ーだけでなく、米国の小型衛星ネットワークにも参加しようとしています。ブラッドとトムは敵の攻撃能力

について指摘してくれましたが、同時に我々の防衛技術も強化、発展させていかなければなりません。

締めのコメントに移る前に、先進防衛技術についてどう考えるかを聞かせてください。宇宙配備型センサ

ー、指向性エネルギー兵器、ブーストフェイズ迎撃など様々あると思いますが、レベッカとトムはどうお考

えでしょう。 

 

レベッカ・ハインリクス: 

そうですね、ミサイル防衛予算の中で、国防総省がこれらの先進的なミサイル防衛技術に投資した割合

が小さく、少し残念に思っています。増大する脅威にはこれらの先進的なミサイル防衛技術が必要です

から。今日は運用をどう変えていくか、それぞれの地域的な特徴、米国はこれからどのような政策をとる

のかといったことを議論してきましたが、実際には、どこに予算を投資するのかということに尽きます。現

状の予算では不十分です。このような予算削減はオバマ政権時代に始まりましたが、残念ながら指向性

エネルギー兵器といった先進技術には十分なリソースが割かれてきませんでした。これらへの投資が欠

けていることには大変失望しています。これらの分野は高価で時間がかかりますが、積極的に開発して

いかなくてはなりません。宇宙分野では特にそうです。なぜなら、はじめに宇宙空間におけるセンサ

ー・アーキテクチャが構築されれば、宇宙配備型の迎撃システムの構築に着手できるからで

す。真剣にミサイル防衛を発展させ、増大する脅威のために各国のニーズに応じられるように

するには、冷戦時代の考え方を捨てて、本気で考えるべきだと思います。 

これらのプログラムに資金が投入されているかどうかを見れば、我々がいかに本気かが伝わってくるでし

ょうし、そうであることを願っています。2019MDR 発表の際にトランプ大統領が発言した内容は、MDR
本文よりも行き過ぎだったかもしれませんが、米国大統領が言うべきと私が思うことすべてを語ってくれま

した。しかし、MDR は本質的にすでに時代遅れになっています。なぜなら、MDR に記された多くのプロ

グラムはすでに中止されてしまっている上、非常に大きな方向転換をしているからです。なので、現在米

国が一体何をしているのかを考える上で MDR はそれほど重要なものではなくなっています。とはいえ、

MDR が指摘したポイントは非常によく理解できます。そして、我々は先進的な装備、現在開発中の装

備のさらにその先を行くような技術に投資しなければなりません。 

 

トム・カラコ: 

村野さんが指摘された点は非常に重要だと思います。なぜなら、「トランプ政権はミサイル防衛について

何をしたか」というレガシーを問う上で重要になるからです。2019 年 1 月 29 日の MDR 発表時に、トラン

プ大統領はたくさん良いことを言いましたが、それらは政策文書とも現実の予算ともかけ離れていまし

た。ではそのレガシーはどうなっているのかというと、MDR が発表されてから 127 日後に、研究技術担

当の国防次官が RKV（Redesigned Kill Vehicle）と呼ばれる GBI 用の新型迎撃体プログラムをキャンセ

ルしました。我々が最初に見た MDR はサンタクロースへの願い事リストのようなものでした。そこには、

あったらいいなと思うものが多くリストアップされていましたが、実際にどのプログラムを進めるのか、どの

プログラムを変更するのかといった決定事項はなかったのです。私は MDR が発表された数ヶ月後に、

「MDR は現実の大国間競争や国家防衛戦略に対応していないので、すぐに意味がなくなるだろう」とい

う記事を書いています。この４年間で我々が見てきたものは、いろいろ試したり、何をすべきかを議論し

たりし、後になってそれをキャンセルする、ということでした。そのため、多くの混乱が生じました。直近の
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例では日本のイージス・アショア配備撤回がありましたが、米国では過去数年間ミサイル防衛に関して、

より多くの中断があり、不確実性を生んできました。これらの根本的な原因は、リーダーシップの欠如と、

積極的なミサイル防衛には何が必要か、ミサイル防衛とミサイル阻止（defeat）能力はどう関連しているの

か、それらを我々の抑止目標とどう結びつけるのか、といった明確なビジョンが国防次官レベルで欠如し

ていることです。これらは、過去数年間に渡って明確にされていないことでもあり、今後の課題です。 

 

村野将: 

ありがとうございます。残り 3 分になりましたので、今回の議論の締めくくりに移りたいと思います。高見澤

さん、レベッカ、トム、ブラッドの順番で最後に一言お願いします。 

 

高見澤將林: 

ありがとうございます。イージス・アショアや抑止態勢の代替案の検討は日本人にとって非常に重要にな

ります。ですから、我々は透明性をもって、同盟関係の中でそれを考えていく必要があります。その上

で、日本は米国や国内世論、現場で運用に関わる人々に受け入れられるような具体的な計画を立てな

ければなりません。本日は非常に興味深い議論に参加する機会をありがとうございました。 

 

レベッカ・ハインリクス: 

村野さん、改めて今回のイベントを主催してくれてありがとうございました。本日参加してくださった他の

登壇者にも感謝申し上げます。いつも皆さんから多くを学ばせてもらっています。最後にもう一度指摘し

ておきたいのは、脅威は増大し続けている、そして特にミサイルに関しては様々な課題があるということ

です。我々の政策や戦略の多くが、中国が何を意図しているのか、中国の通常戦力、核戦力に関して

完璧な情報を持っていない、という仮定で組み立てられています。この点についてはあまり議論できま

せんでしたが、トランプ政権が非常に強い形で中国を軍備管理の枠組みに引き込もうとしているのは、

中国の透明性の欠如が不信感を生んでいるからです。 

中国はコロナウイルスを利用して、様々な分野でより挑発的になろうとしています。米国防情報局（DIA）

のアシュリー局長は昨年ハドソン研究所で、中国の核プログラムの方向性について米国が抱いている懸

念を述べました。我々の関心はより透明性のある対話です。中国には、中国問題の関係者だけでなく、

広く米国に対して、大きな懸念と懐疑心を持たれないようにする責任があります。そして、この問題に取

り組むトランプ政権に対しては賛辞を贈りたいと思います。 

本日お話したことの多くは、中国共産党に自分たちのプログラムについて説明させるような環境づくりに

役立つでしょう。同盟国と米国が地域に存在するミサイル能力の不均衡を埋めるよう非常に密接に連携

し、ミサイルの脅威に対して議論すれば、中国側も彼らが何を目指しているのか、どのような意図と能力

を持っているのかについて、よりオープンになるはずです。改めてこのような機会を与えていただき感謝

申し上げると共に、今後も対話が続くことを願っています。 

 

トム・カラコ: 
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村野さん、そして素晴らしい他の登壇者の方々、ありがとうございました。一点だけ強調しておきます。

我々は、攻撃と防衛のミックス、そして積極防御とミサイル阻止の関係について深く考える必要がありま

す。これが今後数年間での中心的な議論になるでしょう。なぜなら、ミサイル阻止において何ができるか

は、ミサイル防衛に何を期待するかという指標に影響を及ぼすからです。これは本土防衛においても地

域防衛においても当てはまります。改めて、このような機会を与えていただき、ありがとうございました。 

 

ブラッド・ロバーツ: 

非常に興味深くタイムリーな議論と素晴らしい質問をしてくれた皆さんに感謝します。いくつかのテーマ

をピックアップさせてください。トムは我々の目の前にある問題について考えることの必要性を強調し、高

見澤さんは我々の考えに透明性を持たせることの必要性を強調しました。ミサイル防衛コミュニティの外

にいる多くの人々には、米国と日本が 10 年、15 年、20 年とこの問題について一緒に考えてきたことに

ついて十分に知られていないかもしれません。しかし、我々は同盟国として、パートナーとして、非常に

成熟した関係を築いてきました。確かに、我々の前には難しい問題がいくつもあります。しかし、必要とさ

れる問題に対して日米が共同で対処する能力には自信があります。 

これは米国が考えたことをただ単に日本に渡すというものではありません。これは防衛協力の分野であ

り、知的交流も含めた緊密な協力のおかげで、我々は同盟国として多くの新境地を開拓してきました。

ですから、目の前の問題が困難なものであるかもしれませんが、同盟国としての我々の能力には自信を

持っています。ありがとうございました。 

 

村野将: 

本日の素晴らしい議論と、このために時間を割いていただいたことに改めて感謝します。本日の議論が

日米の防衛協力の更なる発展につながることを願っています。本イベントをご覧いただき、ありがとうござ

いました。 

 

訳：平尾眞一、添田春也 

（ハドソン研究所ジャパンチェア・インターン） 

 

 


