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戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支

えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石

油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は

多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展

はめざましく、一方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴

い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて

従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取り組む

必要に迫られております。わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改

善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学

分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。

  これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力をさ

らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙

げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の

各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ね

らいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。

  こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして日本戦略フォーラムに「平成 15 年度最近の事例における防衛装備の質的変動

と防衛機器産業への影響調査」を調査委託いたしました。

本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。

平成 16 年 3 月

社団法人日本機械工業連合会

会　長 　相　川　賢　太　郎
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日本戦略研究フォーラムは、1999 年３月設立以来 5 年を経過致しました。この間、設

立趣旨に則り、政治、経済、軍事及び科学技術に関する政策提言や受託研究を実施してま

いりました。

さて米軍が実施してまいりました軍事全般にわたる革命的ともいわれる改革の成果は、

今般のイラク戦争で、如実に示されました。めざましく発展した情報通信技術（IT）に

加え精密誘導兵器を駆使した所謂ネットワークセントリックな戦い方に対し、技術革新に

遅れた軍隊はもはや対等には戦えないという事を示したと思われます。

防衛庁においても平成 17 年度から新中期防衛力整備計画を策定されると聞いておりま

すが、厳しい財政下のもと、科学技術の進展に対応した装備の近代化が図られるものと期

待しております。

このような重要なときに、日本機械工業連合会殿から、「最近の事例における防衛装備

の質的変動と防衛機器産業への影響調査」を委託されたことは、誠に時宜を得たものと考

えております。

本研究は当フォーラム研究委員が最近の紛争事例に関する国内外調査機関による成果

や、国内外の学識経験者、官民研究機関の有識者に対する聞き取り調査等を実施して収集

した資料をもとに、研究委員会を 6 回開催して討議整理したものであります。

研究委員は次のとおりです。

主査      今道 昌信

総括      坂本 祐信

委員      洗  尭、田中 伸昌、松井 健

          チャールズ・W・ダイク、ブルース・W・ウェインロット

  この調査研究報告書が、関係各位にとって何らかのご参考となれば、当フォーラム関係

者一同の心からの喜びとする所であります。

平成 16 年 3 月

日 本 戦 略 研 究 フ ォ ー ラ ム

理 事 長  永 　 野 　 茂 　 門
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序　章　調査研究の概要

１ ．  調 査 研 究 の 背 景

冷戦終結後の防衛装備の進展は米国において突出し、その一強性が顕著となってき

た。米国の各同盟国では､その偏差拡大により､円滑な共同防衛行動を一層困難とする

危惧が指摘され､できる限り装備の質的同位性を追及する必要性が高まっていると認

められる。この傾向は､特に湾岸戦争以降顕著となり､今次のイラク戦争において多々

それらの事例が明らかとなった。

２ ．  調 査 研 究 の 目 的

最近の事例における防衛装備の質的変化は、国際政治の動静をも左右するに至った。

本調査研究は、主として今次のイラク戦争を中心に、湾岸戦争以来の各種形態を踏ま

えてかかる変化の実態を調査したのち、わが国の防衛機器産業への影響を精査し、そ

の体制の再構築を図るための参考となる事項を提供することを目的とする。

３ ．  調 査 研 究 体 制

 日本戦略研究フォーラム内に、本調査研究を総括運営する組織として特別に､平成

15 年度「最近の事例における防衛装備の質的変動と防衛機器産業への影響調査」

研究委員会を設け､研究委員長のもと､事業計画細部の決定と執行を図ることとした。

必要な場合､「ワーキンググループ」を結成するか又は各個に担当部分を指定して、

専門事項に関する作業を分担する。また､適切な専門家にアドバイス、意見の開陳を

求め､本調査研究の目的を達成すべくこれを活用する。

事業運営組織としての研究委員会の委員は､次表のとおりである。

番号 氏名 所属団体名 役職名 備考

1 今道昌信 国際健康栄養医学機構 監事 研究委員長

2 坂本祐信 ㈱かや書房 編集部 総括委員

3 洗　　堯 日本電気㈱ 顧問 研究委員

4 田中伸昌 ㈱日立製作所 顧問 研究委員

5 松井　健 ㈱山田洋行 顧問 研究委員

6 二宮隆弘 日本戦略研究フォーラム 事務局長 研究委員

7 近藤一郎 日本戦略研究フォーラム 事務局 研究委員(2.29 まで)
8 林　　茂 日本戦略研究フォーラム 事務局 研究委員(3.1 から)

４ ．  研 究 項 目 及 び ス ケ ジ ュ ー ル

最近の紛争事例に関する国内外の研究機関による成果を調査するとともに､国内外

の学識経験者、官民研究機関の有識者に対する聞取り調査により､新たなる脅威及び

それに対する防衛機器産業の機器開発の実態を把握する。調査研究スケジュールは次
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のとおりである。

下半期半期別/月別

　項目
15 年

10 月 11 月 12 月
16 年

　1 月 　2 月 3 月

①国内外の研究機関による文書・

書類の調査

②国内の学識経験者等に対する聞

取り調査

③国内防衛機器産業に対する調査

④海外研究機関、防衛機器産業に

対する調査

⑤研究委員会の開催 　　○ 　 ○ 　○ ○　○ 　○ 　○

⑥報告書の作成・公表

５ ．  調 査 研 究 の 前 提 と 指 針

主として湾岸戦争から今次のイラク戦争までを視野において､多国籍軍や米英軍が

直面したいわゆる非対称脅威を含む新たな脅威に対する対応の事実と現状を調査し､

最近の一連の戦争形態から代表事例としてイラク戦争を選ぶこととした。

その第一の理由は､冷戦終結後の湾岸戦争等の各種戦争・紛争（アフガン戦争、コ

ソボ紛争等）には、新しい投入兵器の効果を統合軍としての運用面から､確認する実

験場としての一面があったと考えられるからである。

第二の理由として、国際社会を安定的に維持する観点から、将来ともこの種戦争が

なくなることは考えにくく､今後の国際紛争解決の方向を占う上からも注目に値し可

能な限り最新データに基づき研究調査の価値があると考えられるからである。

冷戦終結後､米国をはじめとして欧米諸国は、9.11 同時多発テロを契機として、在

来戦に加えて冷戦後の新たな戦争形態の一つと目されるいわゆる非対称戦争にも柔軟

に対応可能とすべく､防衛装備の質的転換を余儀なくされるようになり､本格的なミリ

タリートランスフォーメーションに着手し、顕著な変革の途上にある。

第三の理由は､上記変革の途上で生起したイラク戦争が第二の湾岸戦争とも言われ

るように､冷戦終結以後の諸外国における軍事戦略理論と現実対比並びに軍事技術の

進展と効果的な防衛装備運用検証の集大成として､総括的な教訓と今後の戦争の趨勢

を示唆していると認められるからである。

今後、日米同盟を基軸とするわが国は、米軍の単独優位性を甘受して､これとの共

同ベースを維持する必要性を重視し、わが国防衛力の質的向上を図る必要上、米軍の

実施した最近の代表的な作戦事例を検討し､その実態を把握する。特に、新しい脅威
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に対応する新たな防衛力への質的転換が迫られるに際しての、具体的な防衛力を探査

して、わが国の防衛機器産業の方向性を提示する。

第１章 　冷戦終結からイラク戦争直前までの情勢等

１ ．  冷 戦 終 結 以 降 の 国 際 軍 事 情 勢

（１） 冷戦終結の意義

冷戦の終結により大国間の軍事的衝突の危険性が大幅に低下した。２つの超大国が

壮大な核兵器体系を保持して対峙していたのに比べて、全面戦争の危険が遠のき安全

性が格段に向上したことは確かである。

しかしその反面、新たな問題に直面することとなった。

その第１は、核の管理の問題である。冷戦時代の米ソ（現ロシア）は、強大な核兵

器を含む軍事力を維持して対峙していた。それは相互確証破壊（ＭＡＤ）を前提とす

る平和の維持であり、そこには核戦争を回避するための強い意志が働いていた。そし

てその裏付けとして、いずれも極めて精緻な核抑止システムを維持していた。核兵器

のハード・ソフトのシステム破綻による、意図に反した核の発射、誤算、兵士の極度

の緊張による誤操作等に適切に対応して、意図に反した核戦争の生起を防止する体制

を米ソ双方が真剣に築き上げてきたのであった。しかし、冷戦構造の崩壊以降、新た

に核保有に踏み切ったインド、パキスタン等の国々にはこうした緻密な危険回避シス

テムが存在するとは考えられない。今後の国際社会において、核不拡散条約等の国際

的な仕組みが適正に機能するかどうかと併せて、この問題を注意深く見守るとともに、

適正に対応できる体制の整備等を考えなければならなくなるであろう。

第２の問題は、グローバリゼーションの加速である。1960 年代から顕在化してき

たグローバリゼーションは 1980 年代に急速に進展した。しかし当時は、冷戦構造が

これに対する一定の限界を与えていた。冷戦の終結によりグローバル化は文字どおり

地球規模で進展し、さまざまな行為主体（アクター）が国境を越えて交錯することと

なった。グローバリゼーションとは、｢根本的に世界中の国と人々をより緊密に統合

することであり、これを実現させるものは、輸送、通信にかかる経費の大幅な低下、

商品、サービス、資本、知識、人材等の国境を越えた移動を妨げていた障害の除去（ジ

ョセフ・Ｅ・ステイグリッツ）｣であり人類の幸福追求に寄与する面が少なくない。
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しかしその反作用として、世界的規模で中心部と周辺部の分極化という現象を引き起

こし、そこに生ずる不均衡が新たな紛争の原因を作り出すということが起きている。

また、１つの地域の問題が全世界に波及するといった問題も引き起こすこととなった。

このため、ある国の内戦、ある地域の紛争が遠く離れた国々に影響する事態となり、

そこに更に新しい問題を生み出すというこれまでとは違った状況が形成されることと

なった。

第３の問題は、冷戦の終結によって世界の各地で地域紛争が多発することとなった

ことである。勿論、冷戦時代にも地域紛争は存在したが、その多くは超大国の対立に

関連して代理戦争の様相を呈することが多く、核を伴う全面戦争へのエスカレートの

危険性が抑止効果を生み出し、地域紛争を未然に抑制或いは一定の限度以上に進展さ

せない効果を発揮していたように思われる。冷戦の終結は、同時にこうした意味の抑

制効果をも消失させると同時に、グローバリゼーションの加速も相俟って新たな紛争

の火種も生み出した。このため、今日の国際社会において発生している地域紛争の数

は冷戦時代に比べて格段に増大している。冷戦の終結以降の地域紛争を概観すると次

のように全世界に広がっている。

ア． 旧ソ連・バル カン地域

ロシアからチェチェン共和国分離独立を目指した対立、アゼルバイジャンにおける

アルメニア人居住者の分離独立・アルメニアとの統合を目指す対立、タジキスタンに

おけるイスラム教徒と旧共産党系政府との対立等、旧ユーゴスラビアのクロアチアや

ボスニアニおける紛争、新ユーゴスラビアを構成するセルビアにおけコソボ自治州独

立を巡る紛争

イ． 中東・西アジア 地域

パレスチナ問題、イラン・イラク・トルコにおけるクルド人問題、イラクにおける

復興問題、国際テロ組織との対立等

ウ． アジア・太平 洋地域

アフガニスタンにおける復興問題、東チモール独立にかかる武力衝突、フィリピン

における民族解放戦線と政府との対立、国際テロ組織との対立等

エ． 中南米地域

ペルー・エクアドル間の国家間紛争、メキシコにおける武装蜂起、コロンビアにお
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ける反政府運動、ニカラグア・グワテマラ・エルサルバドルにおける内戦等

オ． アフリカ地域

アフリカの抱える問題の深刻さは他の地域をはるかに越えている。スーダン、アル

ジェリア、西サハラ、リベリア、ソマリア、ルワンダ、コンゴ、アンゴラ、エチオピ

ア等紛争を抱えている国を列挙すればきりがない。これらに共通することは、紛争が

終結に向かい始めると戦闘が再燃したり、和平協定が成立しても武力衝突が再発する

といったことである。その背景になっているのは、植民地時代に引かれた恣意的な国

境線、民族・部族問題等である。

このように、地域的な紛争は世界のあらゆるところで起きているが、中でも西アジ

アと中東からアフリカの角、南アジア、東南アジア、東アジアへと続く広大な三角地

帯、イギリスの地理学者ハルフォード・マッキンダーによって「リムランド」と名づ

けられた地域に特に顕著である。この地域には、先進地域ほどには発展していないが、

その気になれば核兵器を製造・保有できる程度には発展した国々が存在しており、そ

のことが紛争の原因の１つになっていると考えられる。このため、核兵器を含む大量

破壊兵器の拡散に伴う紛争の悲惨さをどう回避するのかが今後問われることとなろう。

これらの国々の間の紛争の中でも、国際社会に特に大きな影響を及ぼしたのが湾岸

戦争、９．１１テロ、そして今回のイラク戦争であろう。以下、それらの概要につい

て考察する。

（２） 湾岸戦争

１９６１年にクウェートがイギリスから独立した時から、イラクはクウェートの領

有権を主張していた。これ以来、イラクとクウェートの間では油田を巡る国境線の修

正問題が頻発する。１９７４年にはイラクは２度にわたりクウェート侵攻を試みたが

外相会談により撤退を余儀なくされている。その後、イラン・イラク戦争の勃発によ

りイラクはクウェート国境の兵力をすべてイラン方面に投入し、その間、クウェート

との問題は一時的に沈静化した。しかし、戦争終了後の経済的低迷がイラクにとって

深刻な問題となったことが再びクウェート侵攻を企てるきっかけとなったと考えられ

る。即ち、ペルシャ湾への出口を確保して経済の近代化を図り、サウジアラビアに並

ぶ近代アラブ国家の建設を目指すサダム・フセインにとってクウェートの併合は長年

望んでいたことであり、是非とも達成したい課題であった。
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こうした背景のもとに１９９０年８月２日、イラク軍は大規模な地上部隊をもって

クウェート侵攻を開始した。

当時のイラク軍は、人員約１００万人、機甲車両約１万両、更に精強といわれる大

統領警護隊約２０万人を保有しており、人口約２００万人のクウェート侵攻は容易に

達成された。イラク占領下のクウェートでは、要人の殺害、虐殺、暴行、強盗等が頻

発することとなり、ペルシャ湾方面の石油に依存する西側諸国にとって、こうした情

勢は憂慮すべき事態であった。

こうした状況を踏まえて、国連はイラクの即時撤退を求める国連決議第６６０号を

採択、同年８月３日には、米国のブッシュ大統領がサウジアラビアの安全確保とクウ

ェートの治安回復を理由に米軍の派遣を決定した。国際社会は、挙げてイラクの行動

を非難することとなり、８月６日にはイラクへの全面禁輸措置がとられ、食料、医薬

品等がイラクに入らなくなった。

これに対してイラク軍は、イラク国内にいる西側外国人約１万人をイラク国内の軍、

石油施設に連行し「人間の盾作戦」決行を表明した。この行為により、それまでイラ

ク寄りの立場を示していた中東諸国からも見放されることとなった。米国は、１０月

までに予備役の招集を完了し、約２０万人の兵力をサウジアラビアに派遣、サウジ防

衛及びその近隣における制空権の維持を目的とした「デザート・シールド（砂漠の盾）

作戦」を実施した。

１９９１年１月、イラク政府はそれまで盾としてきた西側外国人の開放を宣言した。

しかしクウェートからの撤退には応じなかった。既に総兵力約６０万人に達していた

多国籍軍は「デザート・ストーム(砂漠の嵐)作戦」を開始、１月１７日には夜間飛行

能力をもった米軍戦闘機部隊及び艦艇からの巡航ミサイルが首都バクダッドを含むイ

ラク全土の拠点を攻撃し全面戦争状態に突入した。

対するイラク軍は、イスラエルに向けてスカッド・ミサイルを発射、この戦争の目

的を自国の経済・石油問題から中東問題にすり替えてイスラム国家の同調を促す作戦

に出た。しかしこれらの行為は米国の外交とイスラエルの自制によって挫かれた。２

月２４日には多国籍軍地上部隊がイラク領内に進攻を開始、１００時間に亘る地上戦

で圧倒的勝利を収めイラク軍は敗北した。

この戦争において組織的な戦闘は２月２８日に終了したが、正式な停戦は、４月３
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日の国連安保理決議第６８７号(大量破壊兵器、弾道ミサイルの廃棄等を定めたもの)

をイラクが無条件に受け入れることで成立した。

（３） ９．１１ 同時多発テロ

２００１年９月１１日の米国ニューヨーク市世界貿易センタービルにおける同時多

発テロは全世界にかつてない衝撃を与えた。このテロの大惨禍を受けた米国では、１

４日ブッシュ大統領が「国家非常事態」を全土に発令して国民に警戒を呼びかけると

ともに、各国に協力を呼びかけた。ブッシュ大統領が「テロの恐怖に対する我々の団

結は海を越えて世界中に広がっている」と述べたように、反テロの国際的連携が形成

されていった。米国は、すべての国際テロ・ネットワークを打破するという堅い決意

のもとに長期にわたるテロとの闘いに乗り出した。米国と同様、強い衝撃を受けた国

際社会では次のような認識が固まっていった。

ア． テロとの闘い は国際安全保障にかかる重要課題であるとの認識

それまでミサイル防衛等で立場を異にしていた米国とロシアがこれを契機として共

通の認識を深めるべく歩み寄りを見せてテロとの闘いに対応できる新たな戦略的枠組

の構築を進めることとなった。更に、イスラム諸国会議（ＯＩＣ）議長国であったカ

タールのハマド外相が「テロは世界の治安と安定に深刻な波紋を及ぼす危険なもの」

と非難、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアブドラ情報文化相が強力な国際キャンペー

の必要性を強調、中央アジア諸国が米国に領空通過や基地使用を認める等、従来必ず

しも協調的でなかった国々の間で国際的協調関係が形成される等の変化が見られるよ

うになった。

イ． テロとの闘い は「敵は国家ではなく目に見えない国際テロ・ネットワーク」

これに打ち勝つためには軍事力だけでなく、外交、情報収集、警察、司法、経済、

資金の封鎖・凍結、人道援助等、利用可能なあらゆる手段を用いて闘うことがこれま

でより遥かに重要となるなど従来の戦争概念とは異なる「新しい種類の戦争」として

認識されるようになった。

ウ． テロとの闘い は「明確に地域を特定することが困難な国外と国内で同時に対応

を迫られる二正面の闘い」

例えば米国が国土安全保障省を設立する等国家の体制を抜本的に見直すとともに国

民に忍耐と団結求める等強い決意で対応することとなったように、テロとの闘いは国
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内外の見えない敵に対応できる体制を必要とすると認識されるようになった。

エ． 大量破壊兵器 がテロリストの手に渡る危険性及びその懸念の増大

大量破壊兵器の開発を積極的に進めている国が現に存在し、それらの国の中にテロ

リストと結びつく可能性のある国が存在する。米国はこれらの国をテロ支援国家であ

るとして、これとテロリストが結びつくことを特に警戒している。ブッシュ大統領は、

２００２年１月２９日の一般教書演説において、イラン、イラク、北朝鮮を「悪の枢

軸」と名指し、これらの国によるテロ支援と大量破壊兵器の開発を許さないという強

い決意を表明した。

（４） アフガニスタンにおける軍事作戦

９．１１の同時多発テロは、ブッシュ大統領が、「単なるテロ以上の戦争行為」、「２

１世紀最初の戦争」、「新しい種類の戦争」と規定したように、従来の戦争概念とは異

なるものとして認識されるようになった。

２００１年９月２０日の連邦議会上下両院合同会議において演説したブッシュ大統

領は、同時多発テロをオサマ・ビン・ラーデン率いる国際テロ組織「アル・カーイダ」

によるものと特定し「裁きがなされるであろう」と、アフガニスタンを実効支配する

タリバン政権に対して強い警告を発する共に、これを匿う同政権に対し、アル・カー

イダの指導者の引き渡し、テロリスト訓練キャンプの閉鎖等を要求すると発表した。

また、テロとの闘いにおいては、外交、情報、法の執行、金融、軍事力といった利用

可能なすべての手段を用いると述べるとともに、このアル・カーイダだけでなく全て

の国際テロ組織を打破する闘いは、占領されたクウェートの領土回復を目的とした湾

岸戦争や地上軍が投入されず米兵から１人の犠牲者も出なかったユーゴスラビア空爆

と異なり、未曾有の長い闘いになるとして国民の忍耐と団結を呼びかけた。更に、テ

ロリストを匿う国は敵とみなすとして各国に対してテロとの闘いに協力を求めた。

米国は、このような基本姿勢のもと、国土防衛の強化とアフガニスタンにおける軍

事作戦の準備を推進した。ブッシュ大統領は、９月１４日、国家非常事態宣言を発し、

空中哨戒、港湾・空港等重要施設の警備強化のため予備役の召集を決定した。連邦議

会も、同日、救援・復興、国土防衛、軍事作戦のための緊急予算と大統領の軍事力行

使を認める決議を可決した。

これに呼応して国際社会は同時多発テロを強く非難するとともに、米国によるテロ
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との闘いに支持と協力を表明した。

国連安保理事会は、９月１２日、同時多発テロを非難し、これを国際平和と安全に

対する脅威とする安保理決議第１３６８号を全会一致で採択した。

ＮＡＴＯ、オーストラリア、ロシア等も米国への協力或いは集団的自衛権の行使等

を表明した。また、それまでタリバーンを支援してきたパキスタンも姿勢を転換した。

アラブ首長国連邦及びサウヂアラビアはタリバーン政権と断交した。

かくして国際社会は米国を中心とした反テロの国際的連携を形成し、タリバーンに

対してオサマ・ビン・ラーデンなどの引き渡しを求める圧力を強めたがタリバーンは

これを最後まで拒否した。

アフガニスタンにおいては、１９８９年のソ連軍撤退に伴い１９９２年にナジブラ

共産主義政権が崩壊した。これに伴いムジャラヒデイーン各派による政権が誕生した

が、間もなく民族を異にする各派間の主導権争いから群雄割拠の内戦状態となり国は

乱れた。武装勢力タリバーンはこうした中で設立された。タリバーンは、当初、内戦

と腐敗を嫌った民衆の支持を得て急速に勢力を伸ばし首都カブールを制圧した。一方、

反タリバーン派は、北部同盟を結成して対抗したが北東部の一部を支配するにとどま

った。また、オサマ・ビン・ラーデンの率いる国際テロ組織「アル・カーイダ」は、

アフガニスタン国内においてタリバーンの庇護の下に、テロリスト訓練キャンプを運

営するとともに国際テロ組織に資金援助を行なっていた。

２００１年１０月７日、タリバーン及びアル・カーイダに対して米英軍による航空

攻撃が開始された。

米軍は、緒戦から数日で制空権をほぼ確保し、１５日頃からは航空攻撃の重点を固

定目標から地上部隊や車両などの移動目標に転換し、１９日には特殊部隊を投入して

地上作戦を開始した。

１０月下旬に入ると、米軍は北部のマザリシャリフや首都カブールの北方でタリバ

ーンと対峙していた北部同盟に対する支援を強化した。

米軍の支援を受けた北部同盟は北部から北西部、中部、西部へと諸州の制圧を進め、

１１月１３日には首都カブールを制圧した。

カブール陥落後、東部や南部で反タリバーン勢力が蜂起し、タリバーンは次々と撤

退した。１２月中旬、アル・カーイダの砦となっていたトラボア地区が制圧されタリ
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バーンによるアフガニスタン支配は終わりを告げることとなった。

しかし、ビン・ラーデン他の幹部の行方は依然としてつかめていない。アル・カイ

ーダは世界６０カ国以上にネット・ワークを有するものと見られており、現段階にお

いても世界の何処においてもテロを実施できる危険な状態にあると見られている。

２ ．  米 国 の 軍 事 戦 略 の 変 遷

（１） 総  説

冷戦終結後の国際社会は、唯一の超大国としての米国の動向がそれまで以上に重要

となってきた。このため、国際秩序の維持に関して米国がどのように考えどのように

対応するかは、わが国の安全保障を考える上でも、日米安全保障条約を持ち出すまで

もなく重要である。

したがって、ここでは、冷戦終結以降イラク戦争が勃発するまでの間に米国が軍事

戦略をどのような流れの中で検討されてきたかを振り返ることとする。なお、米国の

軍事戦略については、第５章において更に詳細に考察する。

（２） 米国の軍事戦略の見直し

1997 年は冷戦終結以来続いてきた米軍の戦略、体制等の見直しの総決算の年であ

ったと位置づけることができる。この年は国防総省の「４年ごとの国防計画の見直し

（ＱＤＲ）」、統合参謀本部の｢国家軍事戦略｣の策定など、米軍の将来の方向を定める

重要な作業が概ね完了した年であった。

９７年に相次いでこのような重要報告が集中したのは、冷戦構造の崩壊以後におけ

る米国の軍事力の存在意義、所要規模等に関する米国内の論議が、湾岸戦争の成果を

踏まえて概ね終了したためと理解することができる。即ち、冷戦構造の崩壊以降の軍

事体制については、一方に「平和の配当」を求めるハト派の主張があり、他方には冷

戦時代に近い規模の軍事力を維持すべきとするグループの思惑があった。そしてこれ

ら相対する主張は、湾岸戦争という現実を踏まえて一つの合意点に到達することがで

きたと見ることができる。かかる観点から、以下見直しの経過をたどってゆくことと

する。

（３） 冷戦時代（ベルリンの壁崩壊以前）

米国は、冷戦時代を通じてその軍事機構の全精力を挙げて一つの任務のために訓練

し装備等の開発を続けてきた。それは即ち、相争う第三世界へのソ連の侵攻に歯止め
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をかけつつ、ヨーロッパでの侵略を阻止することであった。この任務を遂行するため

に、議会の超党派の合意により、核兵器製造、海外軍事援助、情報収集、民間防衛、

軍事研究を含む軍事予算として、1947 年から 1989 年までにおおよそ 11 兆 5,000 億

ドルが支出されてきた。

ソ連の脅威はまた、米軍部隊の形態や方向性をも左右した。全将兵はソ連との交戦

を想定して訓練され装備もソ連軍の装備を念頭において開発・配備された。全体とし

てワルシャワ条約機構軍との全面戦争に備えて防衛態勢を構築していたといえる。

軍事戦略の柱となる核への対応は「相互確証破壊」が定着し、保持すべき軍事力の

規模として主要な二正面プラスアルファに対応できる規模が維持されてきた。

（４） ポスト冷戦時代の軍事戦略  ならず者国家への対応

1989 年 11 月 9 日、ベルリンの壁の崩壊は西側陣営にとっても大きな衝撃を受けた

日であった。この日をきっかけに東西冷戦構造は瞬く間に崩壊した。壁の崩壊から数

日を経ずして、東ドイツとチェコスロバキアがそれぞれの共産党指導者を見捨て、ハ

ンガリーとブルガリアの改革派政党が政権獲得に向けて動き出した。1989 年末には、

事実上、軍事同盟としてのワルシャワ条約機構は存在しなくなり、ソ連軍は本国に向

けて撤退した。

ベルリンの壁崩壊時点で、米軍は 212 万 4,900 名の将兵で構成されていた。軍事機

構のあらゆる分野が事実上ソ連の脅威に対抗する形で運営されていた。

冷戦終結によってこの構図が崩れ、国防総省等軍の指導部は戦略上の指針を明確に

できない状態に陥ってしまった。首尾一貫した明確な戦略は持ち得ず、海外で危機に

直面するたびに、その場しのぎの対策を講じるという深刻な「アイデンティティの危

機」を招く状況が続いた。

こうした中、大掛りな軍備増強に対する国民の支持も先細りの傾向を見せはじめ、

国防予算に盛り込まれるすべての計画が厳しく吟味されるところとなった。マクナマ

ラ及びコープは上院予算委員会に出席し、合衆国は来る５年間で軍事支出を半減して

も安全であり、同時に国内の社会基盤の再建のために数千億ドルの予算をまわすこと

ができると述べた。軍事費の５０％を即座に削減する案に賛同する議員が多数を占め

ることはなかったが、支出削減を真剣に検討しても良いと考える者は少なくなかった。

『平和の配当』ともいうべきこれらの様々なプランや提案に直面し、ペンタゴンは守
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勢に回らざるを得なくなった。こうした中、当時のチェイニー国防長官等は依然とし

てソ連を主要な脅威とみなしていたが、統合参謀本部第５部長バトラー中将等軍の新

たな存在理由を探ろうとする者も現れた。

1989 年秋、ベルリンの壁崩壊の５週間前に統合参謀本部議長に就任したパウエル

大将(現国務長官)は、1990 年 11 月、新たな戦略体制の検討を命じた。

パウエルの信念は「米国は引き続き世界の超大国であり続けなければならない」と

いうことであった。「ソ連の出方がどうであれ、例え彼等が東欧から引き揚げようと

も、我々はドアの外に『超大国はここに健在なり』という看板を出しておかねばなら

ない。その為には、冷戦の最盛期のものより小規模になるにせよ、あらゆる現代的な

戦闘システムを備えた強力なハイテク群を維持しなければならない。基本的な構成と

能力において、冷戦期と同様なものであるべきである」とパウエルは主張した。かく

して、パウエル指揮のもと、新しい戦略を創出する作業が開始されたのであった。

（５） 冷戦後の敵はいずれに？  ならず者国家ドクトリンの定着

冷戦後の脅威として次のような案が列挙された。

ア． 第三世界で起 きる無数の紛争に対応して、治安維持任務を遂行できる軍事力を

維持する案（ＬＩＣを基本とする案）

世界の各地で発生しそうな小さな脅威を全体として１つのものと認識して、安全保

障に対する世界的で巨大な構造的脅威とみなし、これに対処することを主要な任務と

する案であった。この案は、世界の警察官として行動することを嫌う議会の理解を得

ることが困難であり、更に、長年培ってきたハイテク戦力維持の理由にならないとい

う決定的な欠陥があった。

イ． 具体的な敵を 想定することなく、基盤となる戦力を維持する案

将来における不特定の脅威に対処する考え方である。この案は、平和の配当を求め

るハト派の議員の説得が困難であり、全体として議会の理解を得ることが難しいこと

が問題であった。

ウ． 大規模な軍事 力を保持して近隣の弱体国を支配しようとする大国に対処する案

1980 年代に入って第三世界に新たに登場してきた新種の局地的軍事大国に対処す

る案

この案は、想定する局地的大国の脅威に対抗するために必要な戦力が、それまでに
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保持していたものに比べて大幅に少なくないかということであった。

こうした検討の過程において、③の案を中心にして新しい戦略が描き出されていっ

た。検討の過程で出てきたのが『ならず者(rogue)』ドクトリンであった。これは、敵

対的で（もしくは敵対的と推定できて）、強大な軍事力を保有し、大量破壊兵器の製

造に着手しつつある第三世界諸国を、世界秩序の破壊を目論む『ならず者国家』また

は『核の無法者』として特徴づけるものであった。

かくして 1990 年以降、化学兵器や核兵器で武装した無法者の体制が支配するなら

ず者国家という一般的なモデル・イメージは、国家安全保障の論議の中に定着してい

った。新しい戦略計画は、顕著なソ連の脅威が消滅した中で、米国の安全保障に対す

る最大の脅威は、軍備を整えた第三世界の覇権国であると規定した。これらの国の中

には、これから数年以内にも米国の根本的な権益を攻撃する誘惑に駆られるものもあ

り、軍の使命はこれらの国と戦って撃退することであると認識されるようになった。

残された課題は、これらの国が及ぼす脅威の性質と規模を規定し、これを撃破する

ために米国が保有すべき戦力、戦力のタイプと規模を算定することであった。

当時の第三世界諸国の軍備を概観すると、その多くは相当数の実戦向き（必ずしも

最新型ではない）の戦車、火砲、作戦用航空機等を保有し、かつ、陸軍の規模がかな

り大きいという共通の特色があり、これは９０年代以前のワルシャワ条約機構軍に類

似していると考えられた。それに加えて、化学又は（及び）核兵器と共に、単一又は

複数型の弾道ミサイルを保有する国も多かった。

兵力の規模については、冷戦期の軍事機構からおよそ１６０万人の兵力で公正する

「基盤戦力」に改編する計画が策定された。この程度の質と規模の兵力であれば、同

時に２つの大きな地域紛争に対処しつつ、更に別個の平和維持活動や低強度作戦の遂

行が可能と見積もられた。

1990 年 8 月 2 日、ブッシュ大統領（現大統領の父）は、コロラド州アスペンで演

説し次のように述べた。「ヨーロッパでの脅威が薄らぎ、世界的規模の戦争の危機が

減少している今日において、わが国の軍隊の規模は、地域紛争や平時の海外への軍隊

の駐留の必要性によって決まると考えられる。米国は、地球上何処であれ、いかなる

時にも、発生する脅威に対応し得る戦力を保持する必要がある。このため、米国とし

ては、必要とされる場所、必要とされる時期に、軍を空輸又は海上輸送し得る能力を
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維持することが必要である。」

この発表は、イラク軍がクウェートに侵攻してからわずか数時間の後に行われたも

のであった。

（６） 湾岸戦争の教訓とその後の軍事戦略

砂漠の嵐作戦の成功は、冷戦終結後の軍事戦略等の見直しに正当性を与えるもので

あった。そして米国にとって死活的に利害の関わっている第三世界の重要な地域にお

いて、今後もイラク型大国との局地戦争に備えなければならないことを米国民・議会

に対して納得させるものであった。国防総省は、砂漠の嵐作戦の教訓を取り纏め、将

来の戦争に備えて如何なる訓練・装備が必要であるかを明らかにした。

アスペン演説から２年半後、米国はソ連の崩壊と湾岸戦争の教訓を踏まえてポスト

冷戦期の新たな軍事戦略として地域防衛戦略を発表した。しかし、92 年の大統領選挙

においてブッシュ(現大統領の父)が敗れ、民主党が政権を獲得したため、クリントン

政権下で新たな見直し作業が開始された。これがボトム・アップ・レビュー（ＢＵＲ）

であった。

ＢＵＲと地域防衛戦略は基本的に似たような内容であり、その後９．１１までの米

軍事戦略の基本路線となった。

この路線は、その後「軍の戦力構成見直し法」の制定、97 年及び 01 年の「QDR（４

年毎の国防計画の見直し）」、「核態勢の見直し」等により更に見直しが続けられてい

った。

（７） ９．１１以降の対テロ戦略   先制攻撃戦略

2001 年 9 月 11 日の複数の航空機による大規模なテロの直後に発表されたＱＤＲに

おいては、それまでの脅威に焦点を当てた戦略（脅威ベースの戦略）から能力に焦点

を当てた戦略（能力ベースの戦略）への転換が明らかにされた。「脅威ベース」の戦

略は、米国に脅威を及ぼすのは誰か、それは何処にいるのかに焦点をあたものであっ

たが、「能力ベース」の戦略では、安全保障環境が不透明であることに鑑み、敵の保

有している能力は米国にどの程度の脅威を与え得るか、これに対処するにはどのよう

な能力が必要であるかに焦点を当てたものである。米国の通常戦力が圧倒的であるこ

とから、敵は非対称的な攻撃手段を用いるものと考えられ、非対称脅威への対処能力

の向上を重視するようになった。このように対応戦略の転換を踏まえて、2001 年の



15

ＱＤＲでは、次の４つの目的のために戦力を構成するとした。

ア． 米国の国土を 防衛する。

イ． ４つの主要な 地域において前方抑止する。

ウ． 同時に２つの 戦域において敵を迅速に打破し、うち１つの戦域においては、敵

を決定的に打破する。

エ． 限定的な数の 小規模緊急事態に対処する。

この結果、従来の「ほぼ同時に生起する２つの大規模戦域戦争において敵を決定的

に打破できる戦力を維持する」という戦力構成アプローチは放棄された。

ＱＤＲでは、また、２１世紀の安全保障環境において、国防を全うするためには、

軍の変革(Transformation)が必要であるとして次の６項目の重点事項が掲げられた。

ア． 作戦に必要な 重要拠点の防衛及び大量破壊兵器とその運搬手段の撃破

イ． 遠隔で接近が 困難ないし不可能な地域に対する戦力の投入(projection)維持及び

　　　　接近が困難ないし不可能な脅威の撃破

ウ． 持続的な監視 、追跡、陸海空の複合的な兵力をもってする全ての目標に対する

迅速・大規模な精密攻撃による敵の聖域の否定

エ． 情報技術の活 用によるＣ4ＩＳＲの構築

オ． 攻撃に耐え得 る情報システムの確保及び情報作戦の遂行

カ． 宇宙システム の能力、生存性、支援基盤の向上

こうして軍の変革を進める一方で、ブッシュ大統領は、2001 年 12 月、ロシアに対

してＡＢＭ条約の破棄を通告した。また、2002 年 3 月には、核態勢の見直しを行っ

ている。

米国の認識としては、「現在のロシアは米国にとって最早敵ではない。今後は大量

破壊兵器や弾道ミサイルが拡散する国際社会において多様な敵や事態が出現する可能

性があり、米国は核戦力と通常戦力を合わせた新たな抑止力の構築を推進する必要が

ある」というものであった。

こうした認識に立って、ブッシュ大統領は、2002 年 9 月 20 日、「米国の国家安全

保障戦略」を発表した。この中でブッシュ大統領は、国際テロ組織及び大量破壊兵器

を使って米国を攻撃する恐れのある国、または大量破壊兵器を国際テロ組織に提供し

得る「ならず者国家」に対しては、自衛権行使のための先制攻撃を正当化し得るとし
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た。先制攻撃には核兵器も通常兵器と同様、選択の対象となり得る「使用可能な兵器」

と位置づける立場を明確にした。

３ ．  ロ シ ア 及 び 欧 州 諸 国

（１） 総   説

冷戦の終結によってロシア及び欧州諸国においても安全保障問題の根本的な見直し

が必要となった。特にソ連邦の崩壊によって誕生した新生ロシアは、国内の整備が事

実上の最優先課題となり、米国が唯一の超大国として国際社会をリードするのを容認

せざるを得なかったというのが実態であろう。欧州諸国についても、ワルシャワ条約

機構が崩壊した後の NATO が何をなすべきかといったような根本問題に直面した。以

下これらの諸国が米国の動向を注視しつつ当面する情勢の中でどのように対応したか

を概観する。

（２） ロシア

ソ連邦の崩壊によって誕生したロシアは、国民の期待にもかかわらず、混乱と混迷

の渦の中をさ迷ってきた。このため、冷戦の終結以降の国際社会においては、米国の

一極体制を実態として容認せざるを得なかった。今後のロシアが国際社会の中でどの

ような位置を占めるのか、特に米国に対してどのように対応して行くのかは必ずしも

明確ではないが、機会を捉えて米国の一極支配を阻止する方向に動くことは想像に難

くない。ロシアの歴史を見ると、モスクワ公国以来常に外に向かって領土拡大を図っ

てきた。領土の外縁を広げることがロシアの安全保障という意識は潜在的であるにせ

よロシア国民の中に深く根づいている。今後、地理的な意味での領土拡大が行われる

とは考えにくいが、米国の一極支配に抗してロシアの存在感を増大させる動きは、こ

うした意識の別の形態として、また、広大な領土に育まれてきた「大ロシア意識」の

現われとして随所に頭をもたげると考えることができよう。

ロシアの安全保障全般の方針と原則に関する規定としては、2000 年 1 月に改定さ

れた「ロシア連邦国家安全保障コンセプト」（新コンセプト）がある。この中でロシ

アは、現在の世界情勢を、ロシアをはじめとする国々による多極的な世界の形成を推

進する潮流と、米国をリーダーとする西側諸国による支配を確立しようとする潮流の

相容れない２つがあると分析している。こうした情勢の中で、ロシアの軍事的国益は、

独立、主権、領土の防護、侵略の阻止等であると規定し、これに対する内外の主要な
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脅威として次の６つを挙げている。

ア． 国際テロリズ ム

イ． 国連などの役 割を低下させようとする動き

ウ． ＮＡＴＯの東 方拡大

エ． 多極化世界の 中心の一つとしてのロシアの弱体化を図る試み

オ． 独立国家共同 体（ＣＩＳ）統合プロセスを弱体化させる動き

カ． ロシアに対す る領土要求

このコンセプトのもとに、国防政策の基本理念(ロシア連邦軍事ドクトリン)を設定

している。ここでは、核戦争を含む大規模戦争の危険は減少したが、潜在的な国内外

の脅威は存続・一部の分野では増大しているとの認識に立って、国防の目的を、①侵

略の抑止、②戦争・武力紛争の未然防止、③国際安全保障及び前面平和の維持として

いる。

（３） 欧州主要国

欧州では、冷戦終結後、旧東西陣営の間で大規模な紛争が生起する可能性は遠のい

たとの認識が支配的である。このため、旧東西両陣営に属した国々がひとつになって

欧州通常戦力（ＣＦＥ／Conventional Armed Forces in Europe）条約のようなロシ

アを含む新たな多国間の軍備管理・軍縮の枠組みを構築する動きが見られるようにな

った。一方、ワルシャワ条約機構（ＷＰＯ）の解体により、事実上、安全保障上の空

白を生ずることとなってしまった中・東欧地域において地域紛争が現実問題になる等、

欧州は冷戦後の新たな安全保障上の問題に直面することとなった。これに対応するた

め、ＮＡＴＯをはじめとする既存の安全保障の枠組みを強化・拡大して地域の安全を

図るとともに、軍事力の再編・合理化を各々進め、多様な事態への対応能力を確保す

るための努力が続けられている。例えば NATO は、旧ユーゴ地域における紛争に兵力

（和平履行部隊（IPOR）や安定化部隊(SPOR)）を派遣して紛争予防及び平和維持活

動を実施した。また、冷戦後の新たな安全保障環境に適切に対応するため、ＷＥＵの

再活性化が図られた。一方ではＷＥＵの参謀本部機能をＥＵに移管する等欧州全体で

機能するよう改める動きも見せながら、依然としてＷＥＵの機能を維持・強化する等

安全保障の仕組みを重層的に維持して行く姿勢が窺える。
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第２章 軍事作戦の推移

１ ．  イ ラ ク 戦 争 に お け る 軍 事 作 戦 の 特 性

（１） 両軍の戦力概要

ア． 米・英軍等、 合同軍

イラクにおける軍事作戦に参加した合同軍兵力は、総兵力約 46 万 7 千人、その内、

米軍兵力の中核である米中央軍は開戦後 1 カ月後の 4 月 17 日の時点で約 23 万 3 千人、

内訳は海兵隊が約 7 万 4 千人、海軍が約 6 万 1 千人、空軍が約 5 万 5 千人の統合部隊

であり、合同軍全体の総兵力は、約 42 万 3 千人、その中には、英軍 4 万 1 千人、オ

ーストラリア軍 2 千人、少数のカナダ軍やポーランド軍が含まれていた。

前回の湾岸戦争との大きな違いは、戦闘部隊にイスラム教国のアラブ軍が参加して

いないことであり、全軍が米中央軍司令官の傘下に配属され、一元的な指揮系統が確

立された。合同軍部隊は、米中央軍の 5 つの軍組織により作戦を実施した。中央軍陸

軍部隊、空軍部隊、海軍部隊、海兵隊部隊、特殊作戦軍である。

陸軍の主力戦闘部隊は、第 5 軍団隷下の第 3 歩兵師団、第 4 歩兵師団、第 101 空挺

師団、第 82 空挺師団（第 2 旅団）の 4 個師団である。湾岸戦争時の兵力（30 万人の

7 個師団）には及ばないものの、8 割近くに達する兵力である。

地上部隊の戦力を測る指標となる戦車の数は、第 3 歩兵師団が M１A1 戦車 317 輌

（定数 259 輌）、第 4 歩兵師団が 247 輌、合わせて 564 輌となる。この M1 戦車には、

第 4 歩兵師団が、装備する最新鋭のデジタル能力拡張型 M1A2SEP 戦車が、115 輌含

まれていた。

湾岸戦争時は、2000 輌の M1 戦車が派遣されたが、今回は戦車不足を袖うため、

レーダーを備えた最新型の対戦車兵器 AH-64D アパッチ攻撃ヘリ部隊が 200 機近く派

遣された。第 101 空挺師団（空中強襲）の第 101 航空旅団（AH64-D 3 個大隊 72 機）

や第 11 航空連隊（AH-64D 3 個大隊 72 機）は、半時間も有れば地上の機甲旅団を壊

滅する破壊力を有していた。

合同軍陸軍部隊には、更に、米海兵隊の第 1 海兵師団を主力とする第 1 海兵遠征車

（兵力 6 万 5 千人　M1A1 戦車約 150 輌）と英陸軍第 1 機甲師団（兵力 2 万人　チャ

レンジャｰ 2 戦車 120 輌、ウオリアー歩兵戦闘車 50 輌）が加わった。合同軍戦車部隊

の総兵力は、6 個師団兵力 32 万人（戦車 834 輌）となり、量的にも十分な戦闘力を

装備した機甲集団となった。
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米中央軍空軍部隊（第 9 航空軍）は、10 個航空遠征航空団、3 個航空遠征航空群が、

湾岸諸国から、英国、トルコ、インド洋上のディエゴ・ガルシア基地にまで広く進駐

し、863 機の航空機を展開した。攻撃機は、戦闘攻撃機 293 機と爆撃機が 51 機の合

計 344 機である。爆撃機は、B-52H 戦略爆撃機が 28 機、B1-B ランサー超音速爆撃

機が 11 機、それにステルス爆撃機 B-2A スピリット 4 機が加わっている。

　また無人偵察機(UAV)の主力として、16 機のプレデターが参加した（武装 MQ 型 7

機、偵察 RQ 型 9 機）。この他、合同軍航空部隊司令官の指揮下には、米海軍空母航空

団の 408 機、米海兵隊航空団の 372 機、陸軍の航空機 20 機（ヘリ除く）、更に合同軍

航空部隊の 138 機が加わり、総航空機数は 1801 機（攻撃機 821 機）となった。

またヘリを除く米軍の作戦機は、約 200 機（攻撃機 741 機）で、最も数の多い機体

は F/A-18 ホーネット戦闘攻撃機の 250 機、二番目は米空軍の F-16 戦闘機で 131 機、

三番目が AV-8B ハリアー攻撃機で 70 機であった。

このイラク戦争に投入した米軍航空戦力は、湾岸戦争に役人された米軍作戦機 2050

機に比べ、65%の戦力ということになる。ただし作戦機の大半が、より進歩した精密

誘導兵器を搭載可能となったため、湾岸戦争時と比較して 3 分の 2 の攻撃機の投入で、

2 倍以上の目標の破壊が可能となった。

また、湾岸戦争では対地攻撃機の 20％しか誘導兵器を搭載できなかったが、今回は

全機が武装できた事などから攻撃機の精密誘導攻撃能力が質量共に飛躍した。湾岸戦

争時の米軍攻撃機の数が 1359 機（レーザー誘導爆弾搭載可能機は 229 機）であった

のに比して、今回は 55%にあたる 741 機が出撃した。

中央軍特殊作戦軍に関しては、米国メディア情報によれば、特殊部隊の総兵力は、

湾岸戦争時（約 8 千人）よりも多い約 1 万人で、英軍とオーストラリア軍の特殊部隊

（SAS 等）とともにイラク全土で作戦を展開したという。

今回は、陸軍の第 5 特殊部隊群（グリーンベレー）、第 75 レンジャー連隊、第 160

特殊戦航空連隊（全天候型の特殊作戦ヘリ部隊）、統合特殊戦軍（デルタ・フォース）、

海軍の SEAL チーム、空軍の第 16 特殊戦航空団（全天候型の特殊作戦機部隊）が参

戦したと伝えられている。

イ． イラク軍

正規軍は 37 万人、23 個師団 (陸軍 17 個、共和国親衛隊 6 個）の兵力であるが、

民兵は 65 万人に上った。また T-72 戦車（700 輌）、装甲車（3800 輌）、野砲（2300
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門）であるが、湾岸戦争時と比べると、概ね 3 分の 1 程度の戦力に低下していた。不

確定要素として、大量破壊兵器（生物・化学兵器、スカッド系弾道ミサイル）の存在

疑惑があった。

イラクでは、米軍が南北から攻撃してくるのに備え、北部地区に 3 個重師団を含む

12 個師団、バグダッド地区に 4 個師団、南部地区に 3 個重師団を含む 7 個師団が配

置されていた。バグダッド地区の防衛師団は、ティクリトを含めて 4 個であったが、

共和国親衛隊の最精鋭重師団で固めていた。

最強の戦闘部隊共和国親衛隊の兵力は約 8 万人とされ、第 1 ハムラビ戦車師団、第

2 アル・メディナ戦車師団、アル・ニダ戦車師団、第 7 アドナン機械化師団、第 5 バ

グダッド歩兵師団、第 6 ネブカドネザル歩兵師団の 6 個師団編成となっていた。

砲兵隊と戦車師団全体が隠蔽陣地に身を潜め、歩兵や民兵と密接に連携した待ち伏

せ戦術に徹するならば、車体を暴露して攻める米軍戦車には相当の火力を発揮する可

能性があるが、隠蔽陣地から出て機動戦を挑んだ時は、米軍の空・陸最新兵器により

狙い撃たれてしまう可能性もあった。

フセイン大統領の警護を務める特別共和国親衛隊は、第１～第４旅団、防空団、戦

車団の編成で、兵力は 1.5 万人であった。第 2 旅団（将校 102 人、隊員 2798 人）は、

保安、戦闘歩兵、特殊部隊から成る 5 個大隊編成であったが、宮殿に通じる高速道路

や交差点などの警備が任務とされた。

 第 3 旅団（将校 75 人、隊員 2260 人）は、3 個大隊編成で、多数の迫撃砲や小型

対戦中火器により武装し、襲撃任務を担っていた。第 4 旅団（将校 47 人、隊員 705

人）は戦車を装備する重装備部隊である。防空団は宮殿や宮殿に通ずる道路の防空が

任務で、2 個連隊と 3 個中隊で編成された。戦軍団は特別共和国親衛隊の中の最大打

撃戦力で、アドナン連隊と第２連隊からなり、第 2 連隊はすべて T72 戦車により編成

されている。

今次、イラク戦争最大の焦点は、フセイン政権が、500 万人の市民を盾に立て龍も

る首都バグダッドの防衛であった。イラク軍は最も強固な防衛線を、バグダッドの周

辺 80 ㎞四方に構築していた。これが共和国親衛隊の精鋭 3 個重師団が布陣した外側

の硬殼である。

バグダッド近郊から市内には、特別共和国親衛隊が主力となり、特殊部隊旅団、治
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安部隊、あるいは白爆を厭わないサダム殉教者団（ウダイ・フセイン率いる 6 万人の

民兵部隊）などが市街戦に備え建物に潜んでいた。

イラク軍の防空システムは 1987 年にフランスから購入した KARI システムにより

運用されていたが、この KARI システムは、単純な組織による上下の連接のみであり、

ADOC 及び SOC が機能麻坤に陥れば IOC は有効に活動できない構造となっていた。

（センサー情報が IOC に配信されないためと推測される）。

湾岸戦争後に、イラクはこのシステムの坑たん性を向上させるために中国から光フ

ァイバー・ケーブル(Fiber Optic Cable)を導入しネットワーク化を図った。しかし、

合同軍は 2003 年 2 月にこのネットワークシステムに対する集中攻撃を実施していた。

イラクの航空戦力は、主として北部・南部の監視活動区域外のイラク中央部に集中

させており、南部監視活動区域内には 1 個の航空基地のみで、MiG が配備されていた｡

弾道ミサイルの配備はイラクの西部地域、SAM（地対空ミサイル）については、イラ

ク中央、司令部及び航空基地の近傍に配備されていた｡SAM については約 2.400 基(う

ち SA-2・3 等の主力 SAM は約 300～400 基程度)、対空火器(AAA)は約 6.000 門程度

であった。

作戦概数は、開戦時には 316～325 機(爆撃機６機、要撃戦闘機 180 機、攻撃 130

機程度、湾岸戦争時の約半分)であり、可動概数は 50～60％程度であった。年間飛行

訓練時間は、一部を除き約 20 時間程度であり、技量、士気の両面共、非常に低下し

ていた。

（２） 戦争理論と作戦上の特色

ア． 衝撃と畏怖（S h ock and Awe）

  作戦発起当初から、政権中枢への急襲爆撃、大量破壊兵器・弾道ミサイル施設に

対する攻撃、地上部隊の進攻及び空挺降下による特殊作戦等、同時多発的な戦闘が開

始されたため、本作戦の象徴的なキーワードとして「衝撃と畏怖」(Shock and Awe)

という概念が報道を賑わせた。

　簡単に言えば、開戦時、敵の中枢組織（政権・軍指導部、戦略施設、軍主力）に、

精密誘導兵器や精鋭戦力による集中攻撃を仕掛け、生じた衝撃と畏怖（巨大な脅威に

対する恐れ）によって、敵の気力や戦意を喪失させ、一気に崩壊まで導こうという戦

略である。
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特にイラク戦争では、バグダッドの政権中枢部に大量の誘導爆弾を投下した航空作

戦だけでなく、一路首都めがけて猛烈なスピードで進撃した機甲部隊の「サンダー・

ラン戦術」についても、衝撃と畏怖戦略の一環と解釈されている。

イ． 効果基本作戦(E f fect Based Operation:EBO）

開戦前日、米国防総省において、効果基本作戦(Effect Based　Operation : EBO）

に関するブリーフィングが行われており、イラク戦争は、この思想の下に多くの作戦

が遂行されたと推測される。

この作戦は、並列戦(Parallel Warfare)と同時攻撃(Simultaneous Attack)を併用し

た、大規模な集中爆撃作戦を目指している。つまり重要目標（相手の早期警戒レーダ

ー、防空陣地、空軍基地、国家指導部、軍需産業、軍主力など）を並列な敵と認定し

て一斉攻撃するのである。これによって一挙に制空権を確保し、併せて敵国家指導部

の壊滅をも実現してしまおうという狙いである。

国防総省のブリーフィングでは、ヴェトナム作戦では 1 目標を破壊するのに 30 機

の F-4 戦闘機が 176 発の 500 ポンド爆弾（217 ㎏）を要し、湾岸戦争では F-117 ステ

ルス攻撃機が 2000 ポンド級レーザー誘導爆弾（907 ㎏)2 発を 1 目標に正確に命中さ

せたが、最新の B-2 ステルス爆撃機は、1000 ポンド級 GPS 衛星誘導爆弾を 16 発搭

載し、各 16 目標に命中し、偵察手段（プレデター等の実用型無人偵察機 UAV）と軍

事インターネットの連接により、目標発見から 1 時間以内に実現可能とされた。

ウ． 迅速、決定的 作戦  (Rapid Decisive Operations:RDO)

湾岸戦争後、情報ネットワークを中心にした戦争に勝利するため、情報を重視し、

小型化され高度な機動性を有する部隊や兵器の開発が始められていた。所謂、軍事革

命（RMA：Revolution in Military Affairs）である。

ラムズフェルド米国防長官は、大兵力に依存することなく、非常に破壊効率の高い

精密誘導兵器や IT（情報通信技術）を駆使した精鋭戦力を集中投入するならば、敵の

中枢を一気に潰すことができ、戦争は短期間に少ない犠牲により終結させられると提

唱し、以降、ラムズフェルド理論として定着した。

彼が、最も重視した改革の要素は、兵器と組織の軽量化、高度な機動性と運用柔軟

性の確保であり、これらの要素に合致した兵器と戦闘部隊が、衛星誘導爆弾やトマホ
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ーク等の精密誘導兵器と特殊作戦部隊であった。

エ． 新市街戦理論

米軍が欲したのは、少ない兵力と短い時間、少ない犠牲（双方）によりバグダッド

を陥落させるための効果的な市街戦マニュアルであった。そこで注目されたのが、米

陸軍指揮参謀大学のスピラー教授と当時米中央軍副司令官ジョン・P・アビザイド中

将が提唱した市街戦理論であった。

スピラー教授は、都市全体を完全に包囲するのでなく、軍事機能の結節点となる場

所だけを集中的に攻撃し、幹線道路を閉鎖すると同時に、攻撃側がコントロールでき

る道路は開放して、避難民の脱出や救援物資の搬入を可能にする、「選択的包囲」の

実施を提唱した。

アビザイド副司令官は、敵に防御や反撃の時間・意志を与えないため、攻撃のテン

ポを保ち、タイミングを失しないスピードある攻撃が、都市制圧作戦において最も重

要であるとし、これにより迅速な都市の制圧と併せて、一般市民への被害を最小限に

食い止められると指摘した。なお、アビザイド将軍は理論を評価されたのか、イラク

戦争後、国防長官により中央軍司令官に指名されたともいわれている。

（３） 開戦から戦闘終結まで

ア． 開戦劈頭

2003 年 3 月 17 日、ブッシュ米大統領は最後通告演説（大量破壊兵器の廃棄を実行

しないイラクのフセイン大統領に 48 時間以内の国外退去宣告）を行った。2 日後の 3

月 19 日には、秘密裏に合同軍特殊作戦部隊が、西部と南部からイラクに侵入したと

され（S デイ）、既に事前侵入していた CIA のエージェントや、それ以前に入ってい

た特殊作戦部隊 S0F（Specia1 Operation Forces）と合流した。

翌 3 月 20 日、午前５時 34 分、米合同軍は F-117 爆撃機からの空爆と艦艇から発射

されたトマホーク 40 発と誘導爆弾４発により、バグダッドを爆撃し、イラク自由作

戦を開始（D デイ）した。更に、夜 8 時頃には、地上軍が、クエート方面からイラク

領内へ北上を開始（G ディ）した。

爆撃作戦は、米国時間の 3 月 20 日に開始される予定であったが、19 日に CIA がサ

ダム･フセインの居場所を発見し、ブッシュ大統領に急濾報告した結果、予定の爆撃

開始時刻より先行して実施された。フセイン大統領は、3 時間後にテレビ演説し、健
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在振りを誇示した。

イ． 大規模航空攻 撃

3 月 21 日午後 9 時には、大規模な航空攻撃が開始（A デイ）された。米軍は航空機

の出撃数 2,000 回以上、トマホーク 400 発以上、空中発射巡航ミサイル約 100 発、精

密誘導爆弾 700 発をイラク全土の目標に投下したと発表した。

大規模航空攻撃を背景に、西側では、陸軍の第５軍の主力である第 3 歩兵師団、東

側では海兵隊第 1 海兵遠征軍（第 1 海兵師団、第 2 海兵遠征旅団、第 24 海兵遠征隊）

が並んで、バグダッド方面に向けて進攻した。なお、英軍は最初から地域任務を与え

られており、先ずウム・カスルを制圧した後、バスラを包囲し、制圧するという目標

で出発している。

英空軍は米空軍とデータリンクされ、各種の指揮統制や情報送受が容易に可能であ

ったが、双方の陸軍は、その歴史、運用ドクトリン、戦略、戦術、予想する戦場、教

育・訓練等総ての面で異質であり、同じ戦場で作戦させることが不可能なことから、

作戦地域、基本任務等を分離させようとした結果、英陸軍はイラク南部の都市バスラ

を分担・統治することになったとされる。

そして、バグダッドヘの攻撃は米軍同志である第 3 歩兵師団と第 1 海兵師団が、並

んで北上を競う形となった。

ウ． サンダー・ラ ン作戦と進撃速度

3 月 23 日、西側地上軍（第 3 歩兵師団：兵力 2 万人、M1A1 戦車 317 輌、ブラッ

ドレー戦闘車 327 輌含め総車輌数 1 万及び第 101 空挺師団：兵力 1.8 万人、AH-64D

攻撃ヘリ 72 機その他ヘリ 180 機）は、早くも首都南方 150 ㎞のナジャフ付近に到達

（この高速進撃作戦をサンダー・ランと呼称）した。

23 日～24 日頃、第 3 歩兵師団の方は、高速道路 8 号線沿い（ユーフラテス川西岸

の荒れた無人の砂漠を強力なオフロード機動力と敵味方の位置等を表示する高度な指

揮通信能力を駆使して）を一路北上し、バグダッドの南百数十 km キロまで突入した

が、次第に第 3 歩兵師団と海兵隊の進度に差が生じ始めた。

ナシリア南部では、補給部隊が待伏せ攻撃を受け 12 人（ジェシカ上等兵を含み、5

人が捕虜、7 人が戦士）が行方不明となった。海兵隊（第 1 海兵師団：兵力 2 万人、

軽武装の歩兵連隊を戦車大隊、砲兵大隊を配属することで機甲部隊化）は、ナシリア
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付近で暫く進撃が停滞した。

海兵隊と陸軍部隊との進撃速度差が生じた第一の理由は、海兵隊の向かった東側に

は敵部隊が多かったのに対して、第 3 歩兵師団の向かった西側には殆ど敵が存在せず、

幹線道路（高速道路 8 号線）沿いに一気に北上が可能であったためとされている。

海兵隊はチグリス川沿いに進攻したことから､チグリス川の渡渉点が四カ所も生じ

たが、第 3 歩兵師団は、１カ所渡ればユーフラテス川に到達できる条件であった（ユ

ーフラテス川東側のコースを通る場合、バグダッドへの行程 550km には、ナシリア、

サマワ、ナジャフ、ヒッラ、カルバラの街があり、ここに布陣するイラク軍と戦わな

ければならなかった）。

第二の理由として、第 3 歩兵師団は、極めて騎兵的に戦った点が上げられよう。と

にかく「突進」ということで、多少の敵の部隊は蹴散らすか、或いは迂回してどんど

ん前進した。即ち、進撃途上で遭遇する敵や、交通の要所の制圧は行なうが、時間の

浪費と出血を強いられる街の占領には一切係わらず、他の部隊に任せ、進撃するとい

うものである。

実際、第 3 師団が通過したナシリアの占領は海兵隊、サマワは第 82 空挺師団、ナ

ジャフ、カルバラは第 101 空挺師団に任せ進撃に徹し、航空部隊も精密誘導爆弾の集

中使用により前進経路上のイラク部隊を事前に徹底破壊した。

ところが海兵隊の戦いは歩兵的で、時間をかけ制圧することにより、敵を全部抑え

込んで行く。目の前にいる敵部隊をきちんと制圧して着実に進むという方式を取った。

この戦法に第 3 歩兵師団と海兵隊の差が出たものと考えられる。海兵隊はナシリアの

幹線道路に架かる橋を巡る戦いにより、兵士 9 人を失っている。

エ． 作戦部隊の全 戦線停滞

24～25 日は、第 3 歩兵師団は、カルバラ南部に接近するが、海兵隊の方はナシリ

アの附近でまだ停滞している状態で、特に､25 日は、イラク独特の猛烈な砂嵐がふき

あれ、全戦線で戦闘が停止した。

こうした全作戦部隊の戦線停滞理由については、メディア等で色々取りざたされた。

第一の理由は、第 3 歩兵師団と海兵隊の戦線整理があったのであろう。いずれにせよ、

この二つを併せてバグダッドを攻撃しようとする訳であるから、遅れている海兵隊が

来るまで第 3 歩兵師団を止めておくという理由があった。同時に、砂嵐に見舞われた
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ナジャフを占領し、ナジャフ近郊に首都バクダット攻めに使う前線兵站基地を開設す

る必要もあった。

そのことが第二の理由に通じている。即ち、第 3 歩兵師団の方は、騎兵的に戦い、

4～500km を前進したので、当然、補給線が延伸しきった訳である。伸びれば補給線

は脆弱になり、また道路が一本か二本しかないため、補給物資がなかなか前に進まず、

前線では補給物資が欠乏し始めた。そこで補給線を整備(前進補給基地の開設を含め）

して物資を前に送ることが必要となった。その補給への時間待ちということであった。

第三の理由は、この時、丁度砂嵐がやって来たことである。イラク側は、この砂嵐

を利用して、自爆同然の待ち伏せ攻撃を仕掛けてきた。他方、米軍にとっても、弾薬

等の補給が追随しづらくなっている上に、折りからの砂嵐による視界不良で、アパッ

チ・ヘリと砲兵の支援が受けられず苦戦（ナジャフの戦い）に陥り、なななか前進で

きないという事情があった。

24～27 日の三日間、ナジャフ周辺で米軍の全作戦部隊の戦線が停滞したが、米軍

にとっては、こうした事態は既に折り込み済みで、当然の事として作戦を進めたとさ

れる。とはいえ米国が地上部隊約 3 万人の増兵を決定したのも、この停滞の時期であ

った。

この間、西部地域では、3 月 21 日から、米軍特殊作戦部隊、英陸軍特殊部隊 SAS、

オーストラリア軍 SAS によるスカッド発射機と大量破壊兵器の探査・破壊作戦が遂

行されており、イラクのスカッドミサイル基地とされる二つの飛行場を制圧、イスラ

エルとイラクの衝突を防ぐという政治的目標を達成した。

北部地域では、3 月 26 日深夜、第 173 空挺旅団 1000 人がイラク北部のクルド人自

治区にあるパシュール飛行場に空挺降下（延べ 62 機の C-17 が四日間に 2,200 人の兵

隊と 400 個の車両・装備を空輸）、予め準備していたクルド人武装勢力とともに攻撃

の態勢を作った。その後、この飛行場を使用して、機甲部隊を空輸・展開している。

その目的は、米軍特殊作戦部隊、クルド人武装勢力、第 173 空挺旅団を支援して、北

部の要衝モスルとキルークを制圧するためである。

オ． バクダッド南 への進撃と猛烈な空爆

3 月 27 日、米軍部隊は、首都南方 80 ㎞のカルバラに到着し、バグダッド周辺域に

イラク軍共和国親衛隊が構築した外側の強固な防衛線の破砕にとりかかった。メディ
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ナ師団は、戦争に備えて強化され、兵力 2 万人(他師団の 2 倍)、T72 戦車 270 両の戦

力に膨らんでいた。

またイラク軍司令部は、北に配置していたネブカドネザル師団とハムラビ師団は首

都南のカルバラ方面への移動を行い、アル・ニダ師団はバグダッド師団を支援するた

め、クート方面に進出を始めた。

米軍の昼夜全天候の精密偵察システム(偵察衛星、無人偵察機 UAV、E-8 レーダー

地上偵察機など)は、この大規模な地上軍の移動を見逃さなかった。メディナ師団に対

する爆撃では、空軍のグローバル・ホーク大型無人偵察機(UAV)が、上空を旋回し、

掩体に入ったメディナ師団の戦車や車輌をセンサーにより精密に捕捉、この情報を司

令部にリアルタイムで送信した。

続いて翼に、1000 ポンド級衛星誘導爆弾 GBU-12JDAM、胴体内に 5OQ ポンド級

レーザー誘導爆弾 GBU-12 や対戦車誘導クラスター爆弾 GCBU-105 を積んだ B-52、

そして機内に JDAM を満載した B-2 爆撃機が飛来、8100m を超える高度から誘導爆

弾を次々投下している。

米軍の発表によれば、この 3 日間は、B-1B、B-2A、B-52H という空軍の主要爆撃

機が史上初めて同一攻撃地区に参加し、他の攻撃機と合わせて、全消費量の 1/4 に当

たる 2,000 発以上の精密誘導爆弾を投下した。

とりわけ対戦車誘導クラスター爆弾 GBU ｰ 105 は、戦車にとって脅威の新兵器であ

った。誘導クラスター爆弾が高度 150～360m で炸裂すると、40 発もの赤外線センサ

ー付子爆弾が戦車の真上で散布され、こうした攻撃により標的が「消滅」したとも表

現されている。一連の爆撃によりメディナ師団は戦力の 60%を失ったとされる。

4 月 2 日、3 日には合わせて延べ 1,300 機の攻撃機や爆撃機が出撃、中部イラクの

空を縦横に飛来し、精密誘導兵器による徹底的な攻撃を加えた。米軍は 4 月 3 日時点

で、少なくともイラク軍が保有する戦車 2500 輌のうち、1O0O 輌を破砕したとされ

る。

こうした強力な近接航空支援を受けながら、第 3 歩兵師団は、メディナ師団を撃破

した。画期的だったのは、4 月 4 日朝､バグダッドの郊外西方 10km にあるサダム国際

空港を第 3 歩兵師団（第 1 旅団担当）が奪取（イラク軍は 12 時間にわたり激しく交

戦）したことである。同空港には、暫くの間、第 3 歩兵師団の司令部が置かれること
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になった。

カ． 首都バグダッ ド攻略作戦

4 月 5 日、米軍はバクダッドの攻撃に際して、新市街戦理論を実行したようである。

先ずはバグダッド市街を選択的に包囲する事であるが、先駆けとして、第 3 歩兵師団

第 2 旅団の 2 個戦車大隊が、高速道路 8 号線を使ってバグダッド中心部(新大統領宮

殿近く)に突人、M1Al 戦車による急襲を敢行した。この作戦は、イラク軍守備隊の抵

抗力を探り、イラク側に米軍が街のどこへでも行けることを誇示する威力偵察であっ

た。

6 日、第 3 歩兵師団の作戦の主眼は、バグダッドの包囲に置かれた。イラク軍守備

隊の首都外への逃走、あるいは増援の阻止が狙いであった。この日は南に残っていた

第 3 旅団が、首都の西側から北側に回り込む機動を展開し、チグリス河に架かる橋梁

や交通の要所を制圧した。

この機動間にハムラビ師団の残存部隊による攻撃を撃破し、首都の北側を制圧した。

勿論、逃げ道は作っておいたわけであるが、首都の南東部は海兵隊が遮断したので、

バグダッドの選択的な包囲は概ね達成された。米軍はこの頃、イラク軍戦車の保有数

が、戦争前の 2,500 輌から 92 輌に激減したと評価している。

英軍第 1 機甲師団は、バスラ攻略作戦を開始するにあたり、市内の様子を確認する

ため待機していたが、4 月 6 日、イラク側の中に呼応する者がおり、ようやくバスラ

市内に突入、翌 7 日には完全にバスラを制圧した。また、この時期、北部ではキルク

ーク、モスルに米軍の空挺部隊、特殊作戦部隊とクルド武装勢力が迫っていた。

4 月 7 日、空港に集結した第 2 旅団の機甲部隊は、再び中心部に対し大胆なサンダ

ー・ランを行った。空からの監視・支援（プレデター無人偵察機と A-10 地上攻撃機

が担当）を受けた機甲部隊は、イラク側が造った応急の道路障害を突破し、政府・バ

ース党施設を掃討、遂に中心部の共和国宮殿に司令部を設置し居座ってしまった。

この曰、二度目のサダム・フセインへの航空攻撃作戦が実施された。発端は、首都

マンスール地区のレストランにフセインを含む政権幹部が参集するとのスパイ情報で

あった。即座に標的データがイラク上空を滞空していた B-lB 爆撃機に電送され、12

分後には、2 発ずつ計 4 発の 2,00O ポンド衛星誘導爆弾 JDAM が投下された。

最初投下した 2 発がビルに大穴を開ける遅延炸裂設定の徹甲爆弾型、続く 2 発がそ
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の穴から突人して内部を爆破する通常爆裂型であった。2 種類使われたのは周辺被害

を局限するために他ならなかったが、大統領自身に対する被害極限効果も生じたよう

である。

4 月 9 日、全面攻略の時を迎えた。この日、首都内に居すわった米陸軍第 3 歩兵師

団の第 2 旅団に加え、首都の北から第 3 旅団、南西から第 1 旅団、そして東から第 1

海兵師団が一気に進攻し合流した。そして世界中の人々が、フセインの銅像が海兵隊

の M88 ｱ 2 戦車回収車ヘラクレスにより、引き摺り倒されるのをテレビ観戦すること

になった。

首都陥落後、イラク北・中部地域でも、都市が相次いで制圧されていく。4 月 10 日

にアマラ、11 日にクートが海兵隊のタラワ支隊と第 24 海兵遠征隊により制圧され、

イラク北部のキルクークは、10 曰に空挺旅団・特殊作戦部隊とクルド人武装勢力が進

攻し、翌 11 日には要衝モスルも米軍の手に落ちている。

最後に残った拠点は、フセインの故郷ティクリトであったが、親衛隊や民兵による

徹底抗戦の様子が全く窺えないため、一挙に軍を進駐させることとなった。首都攻略

の一番槍は陸軍であったので、今度は第 1 海兵師団がトリポリ支隊(第 2 戦車大隊と

海兵連隊)を編成し、4 月 14 日、ティクリトを攻略した。それから 17 日後の 5 月 1

日、ブッシュ大統領は、太平洋上の空母「リンカーン」艦上で演説し、主要な戦闘は

終わりを告げ、事実上の戦争勝利宣言を行った。

キ． イラク自由作 戦の特徴

イラク白由作戦は、明らかに 12 年前の湾岸戦争と異なる独白の特徴が多々見られ

た。航空作戦では圧倒的な精密誘導爆撃の実施、無人機の大量投人(プレデター16 機

を含む 10 機種約 100 機)と主要作戦への全面的利用、地上部隊の緒戦からの投人とサ

ンダー.ラン戦術の採用、1 万人もの特殊作戦部隊や情報組織の積極的活用、例えば、

各地のイラク軍司令官に米軍と戦わず基地に止まるという密約を結ぶ等の秘密買収工

作などである。

更には、湾岸戦争後の心理戦の研究と著しく発達したコンピユーター・ネットワー

クを核とする米軍の高度な C41SR(指揮・統制・通信、コンピューター・情報.監視.偵

察)システムが可能にしたものといえよう。

  イラク軍が、何故、首都バクダットをかくも容易に明け渡したかについては、米軍
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の精度の高いピンポイント爆撃(特殊作戦部隊や現地スパイあるいは無人機の誘導によ

る)と、米地上軍の予想外の急進撃により、首都の指揮命令系統が寸断され、部隊が各

個孤立し、組織的戦力に結集できなかったという説が有力である。実際、大統領府か

らの命令は 4 月 4 日頃から届かなくなり、多くの指揮官、兵士が軍服を脱いで戦線を

離脱したと伝えられる。

バグダッドは、米軍を市街戦で迎え撃つための要塞築城(対戦車火器のトーチカ、バ

リケード、地下経路、塹壕、戦車障害、地雷原、十字砲火陣地帯等)が全くなされてい

なかった模様である。これはフセイン政権が、最後まで、首都内部での市街戦を想定

していなかったのか、又は、サダム・フセイン自身が、戦争そのものに現実味を抱か

ない、勘違いの天才であったのか真相は、今もって不明である。

（４） 戦闘終結以降のテロ対処

ア． 戦後の経緯

昨年 5 月以降のイラク情勢については、6 月、親フセイン・旧バース党勢力の武装

闘争を鎮圧するべく第 4 歩兵師団を含む第 5 軍団が大規模な軍事作戦（砂漠のサソリ

／ガラガラヘビ作戦）を展開した。しかし勝利宣言以降、7 週間に事故を含め米兵 50

人以上が死亡、7 月 16 日には、新任の中央軍司令官アビザイド大将が、イラクにおけ

る作戦は組織的な「ゲリラ戦」に対する作戦に変わったと発表した。

米軍に対する襲撃は激化し、この日までに米兵 32 人（通算 146 人）が死亡した。

そうした中で、7 月 22 日、米軍（空挺・特殊作戦部隊約 100 人）が、モスルでフセ

インの息子ウダイとクサイを射殺した。

その後もイラク情勢は、引き続き頻発する襲撃・テロ攻撃のために、流動化の一途

を辿り、駐留米軍の死者は昨年 10 月末時点で 116 人に達し戦争中を上回るに至った。

この傾向はその後も続いており、2004年 1月下旬時点で戦争中からの戦死者総数は 500

人台となり、今後も漸増傾向にある。

昨年 12 月 14 日、イラク駐留米軍は、陸軍第 4 歩兵師団と特殊作戦部隊との合同作

戦で、フセイン元大統領の身柄を拘束し、その際の情報を元に旧政権・軍関係者約 200

人余りを逮捕し、旧政権幹部の拘束者数も 73 人に達したが、年末にも米軍やイラク

警察への大小の襲撃はやまず、多いときには一日 20 件以上にも達した。

イラク国内の状況を悪くしている大きな原因には、地域によって 50%～70%台にも

なる極端に高い失業率、国境管理における人手不足からくるテロリストの越境入国と
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武器密輸組織の暗躍、国内旧政権支持者による継続的なゲリラ攻撃などが挙げられ、

占領後の治安維持に最も大きな役割を果たしている駐留米軍も、短期的に即効性のあ

る対策を見い出せないでいる。

イ． CSIS の「イ ラクの軍事情勢」報告書

  こうした状況を裏付けるものに、ワシントン DC の CSIS(戦略・国際関係研究セ

ンター)の「イラクの軍事情勢」と題された報告書(2003 年 11 月 14 日付)がある。同

報告書は、昨年、11 月第 1 週目の時点での CPA ブリーフィングと、ポーランド軍指

揮下の国際師団、首都バグダツドを担当する米陸軍第 1 機甲師団、ティクリットを中

心に展開する同軍第 4 歩兵師団への訪問調査結果等が記述されており、以下その概要

を紹介する。

（A）CPA ブリーフィング

  CPA ブリーフィングでは、ブレマー暫定統治当局代表が、激化しているテロ・ゲ

リラ攻撃について、「脅威の 95%まではイラク前政権支持者と米国主体の合同諸国に

よる国家再建への地元での反発から生じている。国外テロリストは、最も多くがシリ

アから、一部はサウジアラビアから、少数がイランから侵入している。

このほかの主な脅威は、戦争の末期に刑務所から釈放された犯罪者集団の活動で、

彼らの多くはフセイン前政権支持者からの報酬と手引きを受ける形で、各種のサボタ

ージュに従事している」と述べたとされる。

ブレマー氏は、彼らについてヒューミント(人を通じた情報)の不足は深刻な問題で

あり、これを効果的なものにする鍵は、これを直接担うイラク人の存在だとしている。

現在の CPA 当局の情報能力では、イラク前政権支持者と外国人テロリスト・グルー

プとの間の繋がりを正しく評価することは出来ず、現在の駐留軍部隊やイラク人治安

組織では、テロリストの流人を阻止するには人員数が不足しており、一般民間人にな

りすましたテロリストの侵入は事実上野放しになっているとしている。

（B）ポーランド軍が指揮する国際師団の状況

2003 年 2 月 6 日時点での国際師団の規模は 8,234 名で、17 カ国の軍部隊と 5 カ国

の支援組織から構成されており、主な内訳はポーランド軍 2,278名、ウクライナ軍 1,633

名、スペイン軍 1,108 名、ブルガリア軍 459 名等となっている。担当地域は、首都バ

クダツドの南からイランとの国境、さらに南部の英軍担当地域境界線まで(南東部戦区)、
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8 万平方㎞以上で、補給支援には約 2,200 人の米陸軍部隊があたっている。

人員不足から来る国境管理体制の不備が問題になっており、武器の密輸が後を絶た

ない。件数こそ比較的少ないが、11 月 6 日のテロ攻撃でポーランド軍の死者が出る以

前に、34 件の攻撃を受けており、このうちの 24 件まではカルバラとバビルにおける

ものだった。

南東部戦区の注目すべき実績は、雇用の創出と失業問題の緩和で、CPA はこの地域

でこれまでに 30 万人分の雇用を生み出しており、地域全体では最終的に復興とイン

フラ整備などを通じて 67 万人分の雇用を生み出すことを目標にしている。

治安や民生支援以外にも、国際師団は多くの任務を担っており、それらには輸送車

列の護衛、軍用地域における地雷除去、旧イラク軍弾薬の回収と爆破処分、威力捜索

と敵拠点掃討(各国の特殊作戦部隊が担当)、危険地域の封鎖などが含まれている。た

だし、国際師団についても、ヒューミント態勢の未確立が大きな弱点となっており、

今後の重要な課題である。

（C）米陸軍第 1 機甲師団の状況

  首都バグダッドの治安を担当する米陸軍第 1 機甲師団の地域は、いわゆる「スン

ニ三角地帯」と呼ばれる所の南端にあたり、同地帯一帯をカバーする陸軍第 4 歩兵師

団担当地域と並んで、最も多くの攻撃・敵対行動が集中して起こっている。第 1 機甲

師団の地理的担当範囲は 94 の軍用区域とバグダッドの全市域に隣接する 88 区域が含

まれており、CPA 本部を始めとする占領行政関連施設総ての防衛を担っている。

  駐留部隊への攻撃には車列を狙う IED(砲弾やロケット弾を利用した即製爆弾 )、

RPG 対戦車ロケット弾、手製の簡易多連装ロケット弾発射機、60 ㎜軽迫撃砲などが

使われており、最大の問題は IED による攻撃である。これまでには現地国連本部や

ヨルダン大使館などが大型爆弾によって甚大な被害を被っているが、IED の多くは構

造が粗雑で不発のまま発見されるものも多い。

  イラク前政権支持者のグループは、バグダツド市内に、25 人前後を単位とする細

胞組織が少なくとも 8 個以上あり、支援者をも含めた全体の勢力はおよそ 2,OOO 人

規模になると見積もられている。この地域で、第 1 機甲師団は敵組織の武器・弾薬の

摘発を進めており、これまでに数 1000 単位の小火器類を押収している他、直径 8O

㎜級から 122 ㎜級のロケット弾、120 ㎜重迫撃砲と弾薬、SA-7 携帯式地対空ミサイ

ルも発見されている。
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何れも全土に拡散隠匿されているものの一部にすぎず、これらを使った攻撃が短期

間に減少する兆しは見えていない。さらに、米陸軍全体で見ると、こうした対ゲリラ

戦に向いた憲兵隊や戦闘訓練、装備、民生支援活動が決定的に不足しているか欠落し

ており、その割に各部隊には余りに多岐に及ぶ任務が付与されすぎている。このため

各部隊指揮官は、かなり以前から明らかな兵力不足を痛感しており、与えられた任務・

機能の軽減が必要と感じている。

（D）米陸軍第 4 歩兵師団の状況

  サダムフセインの生地であるティクリットに司令部を置く第 4 歩兵師団は、これ

までの占領期間では最も激しい対ゲリラ戦を戦ってきており、隷下部隊は最も精力的

な掃討作戦を展開している。この師団の作戦行動が他のいかなる部隊よりも多くの戦

果を挙げていることは間違いなく、戦闘・情報処理装備についても米陸軍中最も優良

なことが大きな特徴である。

また第 4 歩兵師団には、組織化が進むイラク警察や新しい治安部隊などからもたら

されるヒユーミントにも恵まれており、これと師団固有の UAV、各種信号情報収集手

段、ヘリコプターとの組み合わせ、さらに空軍戦術・特殊戦攻撃機の支援が、90%と

いう高い任務達成率を支えている。  ただ、陸上の装備については問題があり、最新

型の MlA2 主力戦車は重すぎ、ブラッドレー戦闘車でさえ、運用には少なからぬ制限

がある。

ー方、装甲強化型ハンヴィーは、逆に軽く小型に過ぎるきらいがあり、この師団に

も装甲戦闘車輌にはストライカーが望ましいと言える。それでも師団規模でデジタル

情報化された戦力の作戦効率は、他の師団の及ぶところではなく、重装備主体の戦力

にもかかわらず、目標の正確な特定・絞り込みと現場への迅速な展開を実現している。

これは MlA2、ブラッドレー、ハンヴィーといった戦闘車輌のほぼすべてにデジ夕

ル情報表示板があり、各車・各部隊は車中に居ながらにして正確な自己位置と、敵・

味方の位置を把握することが可能になっているためである。また第 4 歩兵師団は、隷

下旅団が固有の夜問運用可能な UAV を保有する唯一の師団でもあり、密度の高い空

からの偵察機能が高精度なデジタル情報網の質をさらに高めている。

ウ． 米陸軍の兵力 不足

CPA のブレマー代表は、昨年のフセイン拘束の直後に今後のしばらくは暴力・破壊
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行為が続くだろうと述べたが、目下のところ状況はその通りに推移しており、イラク

の占領統治は少なくとも今年 6 月末か 7 月のイラク人暫定新政権の発足時までは、目

に見える形では改善しそうにない。

  米陸軍の第 1 機甲、第 4 歩兵師団は、投人部隊を旅団毎に入れ替えてはいるもの

の、作戦のための駐留期間があまりにも長すぎ、士気の維持が次第に難しくなりつつ

ある。そもそも米陸軍の現役師団は 1O 個しかなく、1991 年の湾岸戦争時に比べれば、

もともと兵力規模の点では、はるかに条件が厳しいものになっていた。

しかも同軍は未だに第 10 山岳師団と第 101 空挺師団の一部を、アフガニスタンで

運用しており、イラクには今後第 1 歩兵師団、第 1 騎兵師団と州兵部隊の一部が投入

されるとはいえ、入れ替わりで第 4 歩兵師団が撤退することになっており、イラク駐

留兵力規模は 6 月に向けて全体で 2 万 5,OOO 人が削減されることになる。米陸軍を

主体に約 125,000 人の兵力が配置されている。

合同軍の陸上兵力全体でも約 22 万 5,OOO 人で、国土面積では日本の約 1.2 倍ほど

もあるイラクの全土を完全に管理下に置くには、明らかに人員不足である。果たして、

米政権は、戦後統治を軽視していたのか、若しくは、サダム・フセイン政権の排除の

みを唯一の目的としていたからなのか、歴史の判定は未だ見えてこない。

２ ．  特 殊 作 戦 部 隊 の 活 動 例

（１） イラン大使館占拠事件

SAS が対テロ作戦で注目されたのは、1980 年に起こったロンドンのイラン大使館

占拠事件である。同年 4 月 30 日、当時のホメイニ師体制に反発したイランの少数民

族であるタジスタン人 6 人が、ロンドンのプリンセスゲートにあるイラン大使館を占

拠し 26 名の人質に取り立てこもり、イラン人政治犯 91 名の釈放を要求した。

第一報を受けて SAS が召集され、SAS/CRW 中隊、通称「パゴダ・トループ」がロ

ンドンに投入され待機した。一方、対テロ専門家が私服で大使館と周囲の状況を偵察、

同時に大使館の煙突などから仕掛けられたマイクロホンにより収集した情報をもとに、

中隊が待機している兵舎に大使館の原寸モデルが造られ、突入と掃討の訓練を繰り返

しながら有効な突入戦術の検討を開始した。

事件発生から 6 日目、テロリスト達のストレスも限界に近づくと大使館内の状況は

悪化し始め、ついにテロリストは人質だった大使館報道官を射殺、事態は一気に緊張
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した。警察の交渉班は、これ以上の人質への被害をくい止める為、犯人が無事に国外

に脱出する為の航空機の手配など、犯人側の要求を受け入れる姿勢を示した。しかし、

実はこの交渉は犯人を油断させる為の作戦で、こうして時間を稼いでいる間に SAS

は準備を進め、突入部隊の配置を完了した。

初めは比較的穏やかに交渉が進められたが、時間が経つにつれテロリスト達は苛立

ちを募らせ、ついに人質を射殺し、その遺体を正面玄関から放り出した。これを契機

に SAS の出動が要請され、5 月 5 日 19 時 23 分、ついに「ニムロッド作戦」と名付

けられた SAS の突入が始まった。まず第 1 の突入班 8 名が、大使館の屋根から、1 階

バルコニー、テラス、大使館裏手にロープ降下し、窓を破壊して突入、まず主犯格の

男を射殺した。その間、第 2 の突入班がバルコニーから突入、第 3 班は壁を破壊して

館内に入った。人質は 26 人全員、無事に救出されるとともに、犯人 5 名は射殺され

た。突入開始から解決まで僅か 11 分の出来事であった。

この事件には後日談があり、犯人は実は 6 名いたが、一部の人質がテロリストに協

力し残りの 1 人をかくまった為、人質に紛れて逃亡していた事が後に判明した（後に

逮捕）。これは犯人と人質が時間を共有するうちに、妙な同情または友情関係が生じ

てしまう”ストックホルム･シンドローム”と呼ばれる心理的現象が原因であった。

結果として 2 名の人質の命が失われた（突入時、既に 2 人目の犠牲者が出ていた）

ものの  、作戦としては大成功であったが、テレビを観ていた多くの市民にとっては

衝撃的な光景であり、一部市民や”ストックホルム･シンドローム”に犯された人質、

そして人権擁護論者から批判の声が上がった。

しかし、対テロ作戦において SAS の目的は、あくまでも人質の救出と犯行グルー

プの掃討であり、生きたまま確保する事は、犯人の自爆の巻き添えによる隊員自身の

危険や、逮捕されたテロリストの釈放を求める為の、新たなテロ行為を生む可能性が

あるなど、何のメリットも無い。

賛否両論はあるものの、こうしたマスコミでの報道により世間の関心を集めた事は

事実であり、何よりも SAS と呼ばれる非常に優秀な対テロ部隊の存在と、テロ行為

は必ず死に至ることをテレビを通じて広く示した事は、テロ犯罪に対して大きな抑止

力となり、また、英国民に対しては、自国はテロに屈しない強い国であること、市民

を危険にさらす凶悪犯罪に対してしっかりとした対抗手段を持っている事を強くアピ
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ールし、結果的に SAS のような特殊部隊が必要不可欠である事を証明した。

SAS の活動は特殊部隊の性格上秘密裏に行われる場合が多く、一般市民にとってそ

の実態は謎に包まれていたが、この事件での SAS の突入作戦の模様がテレビで中継

された事で、その存在と対テロ戦闘能力の高さを世界に知らしめるに至った。

（２） IRA への対テロ活動

1919 年１月にアイルランドの英国に対する独立戦争が始まると、アイルランド義

勇軍は次第に各地で「アイルランド共和国軍」と呼ばれるようになり、その頭文字の

IRA という名称が定着していった。1939 年１月から開始された爆弾闘争とそれに続

く弾圧、数回にわたる分裂等を経て現在に至っているがこれまでの活動において有名

な事件としては､1979 年の英国王室の一員であるマウントバッテン卿に対する爆弾テ

ロ事件､1984 年のサッチヤー英首相暗殺未遂事件がある。

  1980 年代にはリビアのカダフィ大佐から武器の援助を受けていた。しかし、そ

の後リビアなど外国からの武器援助が米国の CIA や FBI などの国際的な情報網によ

って阻止され武器の供給が途絶えたことにより、IRA の軍事的勝利の見通しは暗くな

り、政治的な解決しかありえなくなった。

第 14 情報社(14th Intelligence Company) とは、「北アイルランドの危険な任務」

のために毎年陸軍３支隊から雇われる数人の SAS 隊員で､これは第 14 諜報科（14

Intelligence Corps）に新規募集するための隠語で、諜報員の SAS と考えられ一般的

な３つのカバー組織のことである。アイルランド CQB などの写真技術と（主に）尾

行技術において高度に訓練されている。

「社」は北アイルランドで、IRA を監視し、テロリストに先制攻撃する。作戦には

明記されず、必ず RUC とか HMSU 警察部隊と呼ばれて、その作戦の後始末をする。

第 14 諜報科は、頭が良く、隠れるのが得意で、（SAS ほどは）過激でない人物を募集

して北アイルランドに送り込んでいる。2 週間の選抜に続いて、6 カ月の特殊訓練が

あるとされる。

英国政府は 1985 年から SAS を使って、IRA 兵士を逮捕し、裁判にかけることなく、

いきなり射殺してしまう「射殺政策」を採用している。これは以前から採用されてい

た「政策」で公式発表でも 69 年の紛争の始まりから 84 年末までに 232 名が英国兵な

どに射殺され、その半数以上が IRA とは関係のない一般市民であった。しかし、この
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「射殺政策」の再採用が IRA に打撃を与えたのである。

1994 年に IRA は停戦するが、1996 年にはこれを破棄し爆弾闘争を再開､1997 年の

ブレア政権発足以降、和平交渉が進展し同年 7 月には再度停戦を発表した。1998 年 4

月 10 日には「北アイルランド和平合意」が発表され、この中で「テロ組織の武器解

除は 2 年以内に実施する｡」ことが決められた。その後、2000 年 5 月に IRA は初めて

「武装解除」を表明し､同年 6 月 26 日に IRA の武器庫に対する査察が始めて実施さ

れ､10 月 26 日に IRA は、第 3 者による第 2 回目の査察が実施された。

しかし、この間においても IRA からの脱退者が新たに「真の IRA（RealIRA）」等

の分派組織を結成し、特に「真の IRA」はテロ活動を活発化させている。 2000 年９

月に発生した英国外務省秘密情報部（SIS : 通称 MI6）の本部ビルに対するロケット

弾攻撃は、「真の IRA」による犯行と見られている。また、2001 年 3 月 4 日に発生し

た BBC 前での爆弾テロ事件も「真の IRA」の犯行と見られている。

（３） 湾岸戦争

1991 年 1 月 17 日に米軍を中心とする多国籍軍が戦端を開いた湾岸戦争は、第 2 次

世界大戦以来、最大規模の世界戦争となった。この時、湾岸に集結した米軍指揮下の

特殊部隊（7083 人）は、中央軍特殊戦軍（SOCENT)ジェスジョンソン大佐が指揮し

た。その構成は陸軍特殊戦支隊、空軍特殊戦中央軍部隊、海車特殊戦任務群、他の独

立特殊部隊、そして多国籍軍部隊（英軍特殊部隊、仏軍、アラブ軍）や支援部隊であ

る。

主力部隊となったのは、米陸軍は、グリーン・ベレーの第 5 特殊部隊群（3 個大隊）

と第 160 特殊戦航空連隊、海車は特殊任務隊の SEAL チーム、空軍の 5 個特殊戦飛行

隊である。また人数は、150 人と少ないが、英軍は SAS 3 個中隊と SBS を湾岸に送

り込んでいた。

これとは別に湾岸には、ウエイン・ダウニング少将率いる総勢 400 人のブラック特

殊戦部隊（SOF）と呼ばれる統合特殊戦支隊 (JSOTF）も、空爆作戦の開始後に展開

していた。ダウニング少将が派遣されたのは、スカッド弾道ミサイルの移動発射機を

捜し出し、破壊、あるいは発射頻度を抑制するためであり、全米の特殊部隊からエー

スを選別して統合特殊戦支隊(JSOTF）は編成された。ジョンソン大佐率いる約 7,000

人の特殊部隊は、表部隊として「ホワイト特殊戦部隊（SOF）」と呼ばれた。
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中央軍特殊戦軍が、人員を最も割いたのは、多国籍軍と共同作戦を円滑に行うため

に編成した特殊部隊・調整・訓練チーム（SFCTT）であった。派遣先は当初サウジ軍

だけであったが、参加国の増加に伴いエジプト軍、シリア軍、オマーン軍、モロッコ

軍、アラブ首長国連邦軍、カタール軍、そしてフランス軍部隊にまでチームが送り込

まれた。最終的には 109 チームが編成されている。戦争前に特殊戦軍が果たした最大

の功績が、崩壊したクウェート軍の再建を実現したことである。米陸軍の第 5 特殊部

隊群がクウェート陸軍の再建を担当しており、地上戦が始まると、彼らがアラブ合同

軍とともにクウェート奪還を果たした。

中央軍特殊戦軍は、湾岸戦争中に 3 つの異なる特殊作戦を立案、実行に移した。第

1 は、特殊偵察（Special Reconnaissance）である。特殊偵察作戦とは、観測または

他の収集手段により、敵の情報を獲得することと、それを確証するための偵察と監視

である。

情報の中身は、敵の能力、意図、行動、重要地域の気象学的・地理学的特性のデー

タ等である。特殊偵察は、国境での偵察や、敵領土内に深く侵入して行う偵察任務と

なる。特にイラク領内の敵戦闘部隊や輸送部隊の動きを監視するのは、最も価値ある

任務であった。またイラク領内の砂漠地帯は、多国語軍の 60 トン重戦車が通過でき

る固さがある土壌なのかを調べる任務も、特殊偵察である。

そこで、米軍特殊部隊グリーン・ベレーは、主力の第 5 特殊部隊群の精鋭をイラク

領内の潜伏監視任務に投入した。目的は、西から迂回攻勢作戦を実行する第 18 空挺

軍団と第７軍団にイラク軍の動静を報告することである。偵察内容は、イラク軍増援

部隊がバグダッド方面からサウジ方向に南下する動きの警戒、クウェートから撤退す

るイラク軍の監視、ユーフラテス河沿いの補給幹線である高速道路 8 号線の監視、戦

域内のイラク軍主力（大統領警護隊）の反撃を警戒することなどである。

いずれも地上戦の趨勢を決めるような戦略的価値のある情報といえる。特に地上戦

が近づくにつれて天候が悪化してきたので、偵察機による航空写真の撮影は遂行困難

であった。また偵察衛星は雲が厚く覆うと役に立たないし、常時監視することもでき

ない、特殊部隊が現場に潜伏すれば、生の視覚情報をリアルタイムで 24 時間監視す

ることができる。現場の指揮官は喉から手が出るほど欲しい情報である。グリーン・

ベレーはこの監視任務のため、地上戦直前に、13 個のチームをイラクに送り込んでい
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る。チームは､通称 A（アルファー）チームと呼ばれていた。

チームの人数は 3～9 人の少数編成で、広い範囲をカバーした。13 個チームのうち

7 個が、ユーフラテス河畔あるいは高速道路 8 号線の南に潜入し、残り 6 個が北に隠

れ監視所を作り、潜伏していたようである（10 個が第 18 空挺軍団の地域に、3 個が

第７軍団の地域が担当）。ところが南のチームはまったく敵に発見されないで監視活

動を停戦まで続けられたが、北のより奥地に展開したチームの多くが特殊戦ヘリで敵

地に降り立ってまもなく発見されている。この結果、緊急救出作戦が何度も行われ、

本作戦の大きな反省点となった。

第 2 は、直接行動(Direct Action)である。この作戦は監視するだけでなく、敵を襲

撃、待ち伏せて破壊する言わば従来からの特殊部隊の任務である。特殊部隊の小チー

ムが苦労して敵の軍事施設や通信ケーブルに接近して爆破するような伝統的作戦であ

る。海軍の SEAL チームは、クウェート海岸の障害物に潜水して接近、爆破している。

機雷の処分も彼らの仕事である。また彼らはクウェート沖合の石油プラットホームを

占拠し、監視活動を行っていたイラク軍陣地の掃討任務も実行している。また、地上

戦末に行われた各国のクェート大使館の奪還作戦も実行している。米軍第 3 特殊部隊

群はヘリで大使館に乗り込み、英軍 SAS、仏軍空挺部隊もそれぞれの大使館を奪還し

ている。

なかでも一番価値の高かった作戦は、イラク領内深くに潜入し、スカッド移動発射

機を捜し出して破壊するスカッド狩り作戦であった。この過酷な任務には米軍ブラッ

ク SOF のデルタ・フォースと英軍 SAS 部隊が投入された。大規模な直接行動作戦と

しては、米軍の空、海からのスタンドオフ攻撃も含まれる。例えば MH-53J ペーブロ

ー特殊戦ヘリと AH-64 アパッチ攻撃ヘリの隠密部隊（ノルマンディー襲撃隊）が、

夜陰に紛れてイラク軍早期警戒レーダー基地を爆破した作戦､また MH-130E コンバ

ット・タロン特殊戦機が BLU-82 気化爆弾を投下したり、AC-130U スペクター火力

支援機が敵地上軍を砲撃した作戦がその代表例であった。

直接行動に属する作戦は、大まかに英軍特殊部隊 SAS と米車対テロ特殊部隊（デ

ルタ・フォース）によるスカッド移動発射機狩り、米海軍特殊部隊（SEALS）による

破壊・偽装．工作、米や軍特殊戦航空機によるスカッド攻撃を含めた精密対地攻撃に

分けられる。直接行動による特殊作戦の中でスカツド移動発射機狩りは、極めて秘匿



40

度が高い任務であるため、特殊部隊のなかでもエリート戦闘隊が投入された。

最初にスカッド狩りを実行したのは、英軍特殊部隊 SAS であった。彼らは開戦 4

日目の 1 月 20 日からイラク南西部の砂漠地帯に侵入を開始している。投入されたの

はイラク西部の砂漠地帯で、バグダッドからヨルダンに抜ける高速道路 10 号線沿い

であった。この道路はスカッド街道とも呼ばれ、特にイスラエルを狙うスカッド移動

発射機の行動が頻発していた。

SAS は、四輪駆動のランドローバー汎用車に武器（機関銃やミラン対戦車ミサイル）

と赤外線暗視装置、GPS（衛星位置測定システム）を搭載し、特に夜間にスカッド発

射機を捜索して回った。彼らの行動を支援したのが、国境近くのアル・ジヤウフ基地

に展開した特殊戦飛行部隊と、スカッド狩りの密命を受けた A-10 地上攻撃機飛行隊

であった。英軍は、この基地に砂漠迷彩を施した六機の CH-47 チヌーク大型輸送ヘ

リを派遣していたが、彼らは SAS をランドローバーと一纏めにして現場まで運んだ。

スカッド狩りは、たまたま航空機か移動発射機を発見し、SAS をヘリで空輸展開さ

せるケースや、反対に砂漠を捜索中の SAS が移動発射機を見つけ、追跡を続けなが

ら攻撃機編隊に空爆を要請するケースなどがあった。しかし SAS が発射機を探り出

しても爆撃までには通常 50 分はかかったという。これでは取り逃がしてしまう前に

確実に仕留める方法は、全滅覚悟で SAS が直接破壊することであった。これで有名

になった SAS チームが、ブラヴォー・ツー・ゼロである。

2 月に入り、米陸軍デルタ・フォースのスカッド狩り作戦への投入が決定した。デ

ルタ・フォースは、英軍 SAS から実戦的戦闘法を教授され、特殊戦ヘリに搭乗して

スカッド街道の北側に展開した。デルタ隠密隊は昼間隠れ、夜にスカッドの探索活動

を続けた。それらしきものを確認すると GPS で正確な位置を測定し、空爆を要請し

た。

また、バグダッドからヨルダンのアンマンに延びる光ケーブルや電話交換施設、通

信塔を爆破するため第 75 レンジャー連隊も投入された。このスカッド狩りは、多大

の成果を上げたと考えられたが、戦後、スカッド狩りの戦果は過大であったことが明

らかになった　主な理由は MH-60G ペーブ・ロー特殊戦ヘリや、A-10 地上攻撃機バ

イロットの過大報告であった。

第 3 が、戦闘捜索・救難（Combat Search and Rescue）である。任務は撃墜され
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た多国籍軍航空機の搭乗員の救出であり、24 時間態勢で出撃待機していたとされる。

特殊戦軍がその任務に就いた理由は、特殊戦飛行隊のハイテク航空機は夜間、悪天候

でも捜索活動が可能で、しかも航続能力も長いからである。ただし救出に成功したミ

ッションは 3 回だけであり、いかに敵地に落下した搭乗員を見つけるのが困難であっ

たかを示している。

（４） アフガニスタン戦争

ア． SAS 関連

2001 年のアフガニスタン戦争では、9 月中旬には部隊の一部が既に、アフガニスタ

ン領内に侵入したとされる。そして、9 月下旬には、カブール近郊において SAS のチ

ームがタリバーンの部隊と遭遇し銃火を交えたことが明らかになった。タリバーンと

交戦したのは恐らくタジキスタンから侵入した 8 人のチームでタリバーン軍の位置と

兵力、また英国潜水艦の巡航ミサイル攻撃目標について情報を収集したものと思われ

る。

SAS は一般的に 8 人のチームで活動し、敵陣の後方に侵入し隠密裏に何週間も時に

よっては何か月も行動しており、またカンダハル地域のパシュツール語を話す少数民

族と長期間にわたり培われた良好な関係を維持していたことから、タリバーン反対勢

力と一緒に作戦し、情報を収集した。

10 月 7 日の空爆開始直前から特殊部隊の作戦は次第に活発化し、タリバーン軍の兵

力と施設に関する情報収集に加え、特に、攻撃破の爆撃精度を更に高めるためのレイ

ザー・ターゲット・マーカーによる精密目標誘導任務に重点を指向したようである。

人手した情報は、上空を飛行しているイギリス第 51 飛行中隊所属の偵察と電子収集

を目的として改造されたニムロッド E-3D 機を介して送られている。

北 部 同 盟 の カ ブ ー ル 占 領 以 後 、 SAS は パ キ ス タ ン 情 報 機 関 (Inter

ServiceIntelligence/ISI)の支援を受け、パキスタン領からアフガニスタンに侵入しジ

ャララバードとカンダハル周辺のタリバーンの軍事施設に関する正確な情報を入手す

るとともに、引続き精密爆撃のための目標確認と目標指示の任務に従事したようであ

る。

11 月 27 日の米国海兵隊のカンダハル近郊への進攻以後は、SAS に加え、海兵隊の

特別舟艇隊も英国情報部 MI6 と協同し、ビンラーデンの捜索とテロのキャンプ攻撃任
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務に従事しているようである。11 月 27 日、英国防省は「兵員 4 名が負傷し、患者を

本国の病院に移送治療中」と発表したが、これが特殊部隊の隊員である旨を一切明ら

かにしていない。本件に関し、イギリスの新聞各紙は「SAS のチームが洞窟陣地を攻

撃中にタリバーン兵と交戦し 4 人が負傷した」と伝えた。

英国特殊部隊が、アフガニスタンの作戦において極めて重要な役割を果たしたこと

に疑問の余地はないが、実際にアフガニスタンと周辺諸国で作戦中の兵力は意外と小

さく、おそらく最大で SAS 約 100 名と特別舟艇隊 50 名の全部で 150 名程度と思われ

る。

イ． アフガニスタ ンでの米軍特殊作戦部隊

（ア）陸軍特殊部隊

アフガニスタンでの斬新的な作戦は、陸軍特殊作戦部隊に最善の機会を与えた。レ

ンジャー、デルタ、MH-47E ナイト・ストルカー・ヘリ乗員、 PSYOP（心理戦）及

び民政部門全てが参加した。しかし、最も燦然と輝く星は、陸軍特殊作戦部隊であっ

た。そして、陸軍特殊作戦部隊は、総てを準備し、供給し、その活動を指示した。そ

して、空軍特殊任務部隊と協力して、横暴なタリバーン政権を追い払おうと試み､連

係が難しい北部同盟武装勢力のために近接航空支援を提供した。

端的に言えば、それらの任務は、ハイテク化された古典的不正規戦であった。2001

年 10 月 19 日、下級士官と下士官で構成される 4 個の特殊部隊 A チームが、暗くな

ってからアフガニスタンに着陸した時から活劇の序幕があがった。彼らは、毛深い同

盟集団の指導者達(いくらかが分かりにくい方言を話した) と CIA 主催の歓迎小宴で

接触を図った。しかし、語学に堪能なグリーン・ベレーは、英語、フランス語、アラ

ビア語、ロシア語、時には中国語を試みることによって、言葉によるコミュニケーシ

ョン・ギャップを瞬時に無くしてしまった。

「北部同盟」という言葉は、誤称であった。彼らのウズベク人  、タジク人、ハザラ

人、パスタン人達は、相互に勢力争いを繰り返しており、あらゆる見知らぬ人間、特

に白人の外国人を疑った。特殊部隊 A チームは 、通常、12 人に加えて、1～2 名の

航空特殊作戦部隊戦闘管制員が追加されるが、アフガニスタンの編制では、各々が、

わずか 4～6 人に成っていた。

しかし、正確な空爆、加えて、毛織りの衣類、履き物、毛布、食物、弾薬等、求め
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に応じ、補給物品が乏しい同盟集団を充たした事から、彼らは早い時期に歓迎を獲得

した。特に、死傷者のための応急手当、及び野外応急処理手術は、相互の関係を強固

にした。特別偵察隊は、リアルタイム情報を獲得し、タリバーン目標の正確な位置を、

全地球位置把握システム (GPS)を使って評定し、レーザ照準器によってその上に標的

マークを比喩的に示し、こうした具体的情報を精密誘導兵器で武装した米空軍、海軍

の航空機に転送した。

結果は、最も楽観的なケースでも、2002 年夏以降に、勝利できるかもしれない等

としていた総ての予測を上回った。大量の火力が、敵の士気を貶め、11 月 9 日、マザ

リシャリフを放棄させ、首都カブール、タリバーンのカンダハル要塞攻略への道を開

いた。丁度、最初の A チームが到着した 49 日後の 12 月 5 日、組織化された敵軍の

抵抗は崩壊した。アフガニスタンで戦闘が終了する日付を予測することは、不可能で

ある。米国のアフガニスタンの軍事作戦は、2001 年 12 月 5 日に、あっけない結末を

迎えた。

オサマ・ビンラーディンと他の狂信的な抵抗勢力への掃討作戦は、更に何年もの多

くの期間続くかもしれない。しかし、200 人の非常に専門的なグリーン・ベレーが、

活劇の序幕に演じた標準は、越えにくいであろう。

（イ）不朽の自由作戦（米空軍特殊作戦部隊）

空軍特殊部隊は大きく分けて 2 種類存在し、他の特殊部隊を航空支援する第 16 特

殊戦航空団と他の特殊部隊を支援叉は同等の任務を遂行する特殊部隊が存在する。前

者は、MC-130H コンバット・タロンＩＩ特殊戦輸送機、AC-130 対地攻撃機、MH-53

強襲輸送ヘリを所有し部隊の輸送や近接航空支援（CAS）を行なう。

後者は、戦闘救難活動を行うパラレスキュージャンパー（PJ）や他の特殊部隊に派

遣され随伴する戦闘管制員（CCT）と CCT が独自に編成する戦術航空管制斑（TACP）、

打撃専門の空軍特殊作戦部隊（AFSTU）が存在する。彼らの高い作戦遂行能力はア

フガニスタン戦争で証明されている。

2001 年のアフガニスタンでは、特殊作戦部隊は、陸軍特殊部隊第 5 特殊部隊群（グ

リーンベレー）・デルタフォースとともに対ゲリラ戦闘に投入されている。AFSTU は、

専門の近接航空支援（CAS）を駆使して発見したゲリラ勢力を、AC-130H/U（スペク

ター・ガンシップ）、F-117A ナイトホーク  ステルス戦闘攻撃機、F-15E ストライク
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イーグル等で殲滅する戦術を多用している。

特筆すべきは、JDAM（GPS 誘導）やレーザー誘導爆弾の進化により命中誤差（CEP）

が数 m～数十ｍとなると B-52、B-1B、B-2A ステルス爆撃機のような重爆撃機が近接

航空支援（CAS）に有効だと立証され、AFSTU 戦闘力が飛躍的に向上するとともに、

かれらの重要性がますます高まる事になる。

また、アフガニスタン・トラボラ地区でのアルカーイダ掃討作戦「アナコンダ作戦」

では第 10 山岳師団（陸軍）や海兵隊の遠征部隊（MEU）・遠征旅団（MEB）のヘリ

ボーン作戦を適切に誘導し作戦を円滑に進めているが、これは AFSTU の情報収集活

動が優れている事でゲリラ勢力の行動を詳細に把握できたからに他ならない。

作戦の初期の間、2001 年に、他の米軍種と協力して実施された空軍特殊作戦部隊

の航空作戦が、極めて適切に運用されたことは、全世界的に証明された。最初に現地

に到達した米軍の一員であった特別戦術チームは、良く隠蔽された洞窟群に対して、

比類無き精度でスマート爆弾を投下できる爆撃機に対して、正確なリアルタイム情報

を提供した。それは、地上部隊への近接航空支援に対し、戦略航空軍の重爆撃機を始

めて使用した例であった。

戦闘管制員と最先端技術を結合させたこの戦法は、ブッシュ大統領の「君は、走る

ことができる。しかし、君は、隠れ得ない。」との約束を、アルカーイダとタリバー

ン支持者に周知せしめた。20 年前に、ソ連に対して非常に効果的であったタリバー

ンの  叩いて逃げる（strike-and-hide ）戦略は、時代遅れの状態になった。彼らは、

殺害されるか、走るかどちらかを強制された。

航空特殊作戦部隊所属機は、その最大能力を発揮した。MC-130P コンバット・シ

ャドウ機は、MH-53M ペイブ・ロウ・ヘリコプターが、長時間飛行に伴って、作戦範

囲の拡大が可能な信頼できる空中給油所となった。彼らは、徒歩では、到達が不可能

であった土地に、簡単に、軍隊を投入するという前代未聞の機動性で、敵を驚かせ、

悩ませた。彼らは、負傷した特殊作戦部隊員をタイミング良く空輸した。

C-130H コンバット・タロン特殊戦輸送機は、人員、装備を、日夜、長距離輸送し

ただけではなく、総ての種類の特殊作戦任務飛行実施した。特殊作戦部隊は、機動性

に富んだチームで、地上では十分自給できるが、ハイテク装備のためのバッテリだけ

は、時機を得た交換に頼らなければならなかったので、適地に浸入し、再補給した。
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彼らは、心理作戦任務では、敵軍とアフガニスタン人へ、部族の方言で印刷された

チラシを投下した。彼らは、同様に、隠れたタリバーンとアルカーイダ兵士を急襲し、

特大のデイジー・カッター爆弾を使って、破壊的な打撃を加えた。航空機乗組員及び

の前方派遣支援要員の任務達成意欲は高い。

彼らは、彼らの任務成功によって刺激され、ベストを尽くした。「決して見られる

な、常に聞かれるようにせよ」に勝るもの無し。EC-130E コマンド・ソロ機は、レ

コード処理と放送時間の従来の記録更新に挑んだ。彼らは、タリバーン政権によって

非合法とされたテレビ、及び娯楽の音楽をアフガニスタンに再び持ち込んだ。

不朽の自由作戦への  空軍特殊作戦部隊の参加の多くの記録は、秘密指定されてお

り、何年間も一般には、利用不可能であろう。しかし、静かな専門家は、保全への配

慮のため、秘密を守ることに慣れている。それらの関与の程度は、アフガニスタンの

最初の 9 ヶ月間の間の航空機損失によって、有る程度部分もがある。

2001 年 11 月に 1 機の MH-53J/M ペイブ・ロウ、2 月に 1 機の HC-1300 コンバッ

ト・シャドウ空中給油機値、及び 2002 年 6 月に 1 機の MC-130 コンバット・タロン

が失われた。

これらの損失は、いずれも敵の砲火に起因したものではなかった。多くの乗組員が

様々な負傷に耐えたが、 2 人の MC-130 コンバット・タロン乗組員と 1 人の乗客が

命を失った。

湾岸戦争時には、特殊作戦部隊の十分な能力を発揮させることに気乗り薄な雰囲気

があった。その時、米特殊作戦部隊は、まだ新しい軍であり、そして、通常戦力、及

び、それらの指揮官は、全ての特殊作戦部隊員に対し、昔から不信感を有していた。

更に、戦場間の全参加部隊間で、十分な連絡は、まだ確立されたわけではなかった。

しかしながら、  米特殊作戦部隊の内部的な継続的合理化と結合された米特殊作戦部

隊の指揮官の動機づけと働きかけとソマリア、ハイチ、旧ユーゴスラビア、及びアフ

ガニスタンにおける特殊部隊の成功事例は、不正規戦軍の疑い深い見解を変えるのに

役立った。

空軍特殊作戦部隊は、挑戦の全てに応じるために、前進した。その特別任務チーム

は、不朽の自由作戦の前に、米国と他の同盟軍が十分な連絡態勢を構築することが極

めて重要であることを証明した。その開始時から、配置された航空機全ては、十分な
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範囲の能力を発揮した。

（ウ）米特殊部隊関連報道

①　米特殊部隊の事前情報

  10 月 18 日パキスタンの首都イスラマバードからの情報によると、米特殊部隊は

近くアフガニスタンに対し、攻撃と撤退を繰り返すゲリラ作戦を開始する。米側がパ

キスタン軍に伝えた。パキスタン軍筋によると米は 18 日、タリバーン支配地域に特

殊部隊を空から投入、米特殊部隊はすでに北部同盟支配地域で 1 週間余りにわたり活

動を展開している。また米がパキスタン側に伝えた情報によると、北部同盟とタリバ

ーンが対峙する首都カブールの北側前線地区で米地上軍が北部同盟の作戦を援助して

いる。しかし具体的援助方法については明らかになっていない。

②　空軍特殊部隊投入

米軍は 2001 年 10 月 15 日、アフガニスタンへの攻撃の第二段階として空軍特殊部

隊による対地支援攻撃機 AC-130 の投入に踏み切った。これは作戦が「第二段階」に

入り、特殊部隊の地上展開が間近に迫ったことを意味する。「第二段階」では、これ

までの空爆と違い米軍側が“返り血”を浴びることも予想され、危険と背中合わせの

作戦展開となる。

国防総省高官は 16 日「AC-130 の投入は、現段階で最も適した兵器だと判断して決

めた」と述べた。AC-130 が過去の戦争、紛争で、特殊部隊や地上軍が地上展開する

前の「露払い」的な役割を果たしていることを考慮すると、高官の発言は、特殊部隊

の地上展開が近づいていることを示唆している。  これまでの空爆で、米国はタリバ

ーン政権の弱体化を達成したとみているが、肝心のウサマ・ビンラーディン氏やテロ

組織アルカーイダの潜伏先の特定には結びついていない、との焦りも感じている。

攻撃機、爆撃機よりも狙いを絞った攻撃ができる AC-130 の投入やピンポイント攻

撃を行う特殊部隊の奇襲作戦は、攻撃対象をタリバーン政権から、ビンラーディン氏

とアルカーイダに移す狙いがある。  しかし、特殊部隊の作戦展開では米軍側の危険

は避けられない。空爆でタリバーン政権の防空能力は相当落ちているが、それでも超

低空、低速で飛ぶ大型機 AC-130 は、狙いやすい標的である。

また、起伏に富んだアフガニスタンの地形を知り尽くしたタリバーン政権軍と対峙

しなければならない。タリバーン側は「地上戦になってからが本当の戦いだ」と腕ま
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くりをしている。

注：AC-130：輸送機を改造した、地上戦力の掃討用軍用機。敵兵の掃射だけでなく、

敵の防空システムなど地上戦力を破壊し、地上軍の侵攻を空から支援するのが主な目

的。ベトナム戦争でゲリラ戦闘用に開発され、以後、グレナダ侵攻や湾岸戦争、ボス

ニア紛争などで使われた。最新型は 20 ミリバルカン砲、40 ミリ機関砲、105 ミリ曲

射砲を搭載、「空飛ぶ砲兵」とも呼ばれる。電子装備により夜間や悪天候時でもピンポ

イントで攻撃が可能。二つの標的を同時に攻撃できる能力も持つ。

③　米特殊作戦部隊の投入

米 CBS テレビなどは米東部時間の 10 月 19 日夜、米陸軍の特殊部隊、レンジャー

部隊がアフガニスタン南部のカンダハル付近に潜入し、タリバーン勢力を急襲したと

報じた。7 日の軍事作戦開始以来、米軍による地上での攻撃は初めて。連日の空爆に

加え、地上戦に踏み出したことで、米国の作戦活動は「重要な新局面」（ホワイトハ

ウス高官）を迎えた。

CBS によると作戦に参加した部隊の規模は約 100 人で、攻撃目標はタリバーンの

空港。ウサマ・ビン・ラーディン氏とは直接関係ない施設だという。レンジャー部隊

はインド洋上の空母キティホークからヘリコプターでアフガン入りしたとされる。す

でに作戦を完了して現地を離脱したもようだ。CBS は国防総省高官の話として、今回

の作戦は特殊部隊の能力を見せつけることで敵の動揺を誘う「心理的効果」を狙った

としている。

米軍は今後も特殊部隊による奇襲でタリバーンを追い詰める一方、ビンラーディン

氏や傘下のテロ組織アルカーイダ幹部の動静に関する情報収集を急ぐ方針。居場所が

特定できれば、対テロ専門の精鋭部隊であるデルタフォースなどを投入し、掃討作戦

を実行する。

米国防総省はパキスタン領空でヘリが墜落、2 人の米兵が死亡したと発表した。CNN

によると、墜落したヘリは特殊部隊の捜索・救援に備え、待機していた支援機。米紙

ニューヨーク・タイムズは作戦部隊に死傷者が出た可能性も伝えている。

④   米特殊部隊の戦死情報

パキスタンの英字紙ニューズは 24 日、情報筋の話として、アフガニスタン南部で 22

日、米軍特殊部隊がイスラム原理主義勢力タリバーン部隊の攻撃を受け、少なくとも

35 人の隊員が戦死、多数が負傷したと報じた。遺体は既に、パキスタンのジャコババ
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ードの空軍基地に搬送されたという。米当局者はこの報道についてコメントしていな

い。

同筋によれば、米軍特殊部隊は武装ヘリコプターの支援を受けてタリバーンとアル

カーイダの部隊に攻撃を仕掛けたが、逆に不意打ちされ、多数の戦死者を出して退却

を余儀なくされたという。ジャコババードの空軍基地ではアフガンからの死傷者を搬

送する米軍ヘリの慌ただしい動きが見られ、C-130 輸送機が米国に遺体を運ぶための

用意を整えているという。この報道が事実なら、米軍がアフガンに攻撃を開始した 10

月７日以来、最も多い犠牲者が出たことなる。 (イスラマバード 10 月 24 日　時事)

⑤　特殊作戦部隊のアフガン追加投入

ラムズフェルド米国防長官は 11 月１日の記者会見で、今後数日以内に特殊任務を

帯びた地上部隊をさらにアフガニスタン領内に投入する方針を明らかにした。同長官

は、具体的な数には言及しなかったが、「幾つかのチームがいつでも出発できる準備

を整えている」と語り、空爆の標的設定を助けたり、補給作業に従事したりするほか、

さまざまな連絡任務に当たるため既にアフガン領内に展開している特殊部隊を強化す

る必要性を強調した。

ラムズフェルド長官によると、タリバーン側の地上砲火や悪天候により、地上部隊

の投入は遅れているが、「数日以内に展開は実現する見込み」という。同長官は 10 月

30 日の会見で、少数の地上部隊をアフガンに投入した事実を認めている。反タリバー

ン勢力の「北部同盟」との連携強化の目的で、今後急速に地上部隊の数が増加する可

能性が出てきた。

一方、同長官は「われわれはまだまだ戦闘の初期段階にいる」と述べ、勝利までに

数年かかった第二次世界大戦の例などを引きながら、この「新しい種類の戦争」では

「短期間での勝利は見込めない」として、改めて長期戦を覚悟するよう国民に呼びか

けた。同時に記者会見したマイヤーズ統合参謀本部議長は、10 月 31 日の空爆には 55

機の攻撃機や 8～10 機の長距離爆撃機などが参加したと発表。ビデオテープを見せな

がら、アフガンの首都カブールに近い地下壕にも爆撃が加えられたと説明した。

ウ． 特殊作戦部隊 が果たした責任

イラク自由作戦の開始時から、特殊作戦部隊は、米中央軍のトミー・フランクス大

将の下の  4 つの移動部隊、又は指揮系統によって機能した。  特殊作戦指揮中枢コマ
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ンド、西部共同統合任務部隊、北部共同統合任務部隊、海軍特殊戦争任務群、全ては

絶大な力を発揮した。

例えば、ジョン・マルホーランド大佐(准将候補) によって指揮された西部特殊戦軍

団は、ケンタッキー州のフォート・キャンベルに所在する彼の第 5 特殊部隊群(通常定

員約 1,400 名）を 3,500 人を超える軍団に増大した。同軍は、バグダッド南からクウ

ェートの境界まで全体の西のイラク西部の砂漠と領域の全てに責任を負った。

バイキング軍団と命名された北部共同統合任務部隊は、クルドの武装勢力と政治指

導者との結合の為、イラク国内に早期に潜入した。北部共同統合任務部隊は、50 を超

える特殊部隊 A チームとして急速に拡大され、3 月 28 日、クルド領域にパラシュー

トで降下した後、第 173 空挺団の戦闘指揮を行うものと仮定された。通常戦力が共同

する特殊作戦部隊の指揮下にあったことは、ベトナム戦争以来、最初の例であった。

後でバイキングは、別の従来の機動作戦ユニット、第 26 海兵遠征隊の指揮もした。

驚くべき事に、戦争初期に、西部の砂漠では、彼の指揮下の特殊部隊 A 班の総てが順

番に敵と接触していたにもかかわらず、マルホーランド大佐の兵士は 1 人の死傷者も

出さなかった。統合参謀本部作戦副部長スタンリー・マッチリスタル陸軍少将は、戦

争当時国防総省広報官であったが、特殊作戦の仕事は、私がこれまでに見たどれより

も、この作戦において広範囲にわたったと述べている。それは、最近の歴史における 特

殊作戦部隊の恐らく明瞭に、最も効果的で、最も広い運用である。

特殊作戦部隊への努力指向で、同様規模のことがあった戦争の前例は無い。

 米中央軍の統合空軍部隊指揮官である T.ミッチェル・バズ・モズリイ空軍中将に

よれば、いかに十分に米国の特殊部隊がイラク自由作戦において厚遇されたかの例と

して、空軍特殊作戦部隊に 73 機の航空機を配備されたことを上げている。空軍特殊

作戦部隊が、特に「低密度高需要」である現時点で、空軍特殊作戦部隊が世界全体に

有する全保有機の実に 57％に相当した。

空軍特殊作戦部隊のイラク自由作戦部隊は、26 機の MC-130 コンバット・タロン、

8 機の AC ‐ 130H/U ガンシップ、8 機の EC‐130E コマンド・ソロ放送専用機 (通

常 2 機が米特殊作戦部隊専用であるが）、8 機の HC-1300 コンバット・シャドウ空中

給油機そして、31 機の MH-53J/M ペイブ・ロウ・ヘリコプターを有していた。

ラムズフェルド長官が、4 月 30 日にバグダッドに乗り込んだ際、彼は、フロリダ州
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のディーク・フィールド基地の空軍予備役の第 919 特殊作戦団の MC-130E を使った。

空軍特殊作戦部隊の航空機は、イラク自由作戦間、空軍出撃総数 24,196 回の 15 パー

セントを超える 3,711 回の非正規戦出撃数をこなした。

ペンシルバニア州兵の第 193 特殊作戦団の空軍特殊作戦部隊 EC-130Es は、306 時

間のラジオ放送と 304 時間のテレビ放送を実施した。モズリィ中将の放送機は、イラ

クの軍人に武器を捨て降伏し市民として自分の家に滞在することで二次的なダメージ

を避けるように促す約 3,000 万枚の心理作戦用ちらしを投下した。

6 機の HH-60 ナイト・ホーク救難専用機と 14 機の英特殊作戦救難ヘリコプターを

含む 58 機の空軍特殊作戦救難ヘリコプターを擁する歴史上最大規模の統合捜索救助

センターは、191 回の作戦 任務飛行と 55 回の救助任務を実施し、73 人の生命を救っ

た。　同様に、陸軍第 160 航空特殊連隊は、8 機の AH-6 と 7 機の MH-6 リトル・バ

ード、18 機の MH-60 ブラック・ホーク、14 機の MH-47s を中央軍航空部隊に提供

した。

エ． 米中央軍特殊 作戦部隊の活動

特殊作戦部隊は、自らの任務の実行とイラク自由作戦の通常任務部隊を直接支援す

るため、2 人の将官の指揮下にあった。1 人は、米中央軍特殊作戦部隊( SOCCENT ) 司

令官のギャリイ・ハレル陸軍准将であった。

ハレル陸軍特殊作戦班と海軍特殊部隊は、南部と西部から進攻した第 3 歩兵師団と

南東から進攻した海兵隊が市内に到達する前後で、サダム・フセインのバース党指導

者の居場所を正確に割り出すために、何度もバグダッドを出入りした。カタールのド

ーハに置かれたハレルの指揮所は、「ゲットー」と呼称された。

ニューズウィーク紙によれば、ある時、ハレルは、幾らかのクルド武装勢力を指導

するイラク北部の彼の特殊部隊班のうちの 1 つの青いアイコンが、攻撃を企図するイ

ラク旅団の存在を意味する多数の赤いアイコンで囲まれたプラズマスクリーンを見て

いた。副官は、ハレルに赤いドットは、戦車を有する何千ものイラク軍を示している

ことを認識しているかどうかを尋ねた。

ハレルは、静かに肩をすくめ、「私は知っている」と彼の副官に答えた。「みんな、 問

題なく、良くやっている。」特殊部隊の軍曹のうちの 1 人がジャベリン肩撃ち式ミサ

イルによって 3 台のイラクの戦車を攻撃し、彼のチームがショットガンでこれらの戦
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車にトドメをさした。3 月 21 日のバスラとバグダッドへ進攻する米中央軍の陸軍及び

海兵隊の通常部隊には、メディアの報告者が付き添うことになったが、特殊作戦部隊

に、この様なことは全く無く、イラク自由作戦に配置されたこれら特殊作戦部隊は、

今次戦争の 4 正面の内、3 正面を受け持つ責任が与えられた。

地上戦が開始される前、合同軍司令官トミー L.フランクス大将が、後に「S Day 」

と定められ特殊作戦開始日となったが、ヨルダンとバグダッド間、シリアとトルコに

接するイラク北部の平原と山で西部の砂漠の至る所で、内密で先触れが全く無い任務

を指揮した。彼らは、ヨルダンとイラクの  134 キロメートルに及ぶ国境地帯を遮断

し、移動式スカッドミサイル発射装置とサダムの疑惑の大量破壊兵器を捜すため砂漠

を洗ってまわった。3 週間戦争において、早期に、特殊作戦部隊は、西部と北部の砂

漠で、H-l、H-2、H-3 として知られる 3 つの飛行場を占領した 。

オ． 特殊作戦部隊 はテロ戦争を主導した

イラク自由戦争が生起する相当前に、ブッシュ大統領は、米特殊作戦部隊を米国の

テロリズムに関する全体の戦争のための主要な機関と指定するとの行政命令を発布し

た。下院特別情報委員会の委員長であるポーターJ.ゴス・フロリダ下院議員は、5 月

19 日に放映された ABC の"This Week"という番組で、明らかに含まれる軍の広義の

新憲章では、先制攻撃が是認されるであろうと述べている。

このように、特殊作戦部隊の作戦上の速度は、2003 年 5 月中旬に に急成長した。

例えば、それは、同軍の歴史上の如何なる時よりも多くの兵力が外国に配置されてい

た。2002 年の全部で計算される 150 カ国への展開に比して、2003 年の途中の時点で、

既に、特殊作戦部隊は、隷下部隊を 132 カ国に展開していた。

それらの新しい責任に適応させて、連邦議会は、フロリダ州タンパのマクディル空

軍基地の司令部に隣接して、「戦争の戦闘センター」を建設するため、2550 万ドルを

予算化することを決定した。

（５） 特殊作戦部隊の将来展望

特殊作戦部隊が働くように要求されるであろう地域紛争の原因、地域に関する不確

実性は、中期と長期の興味深い挑戦を与える。将来への挑戦は、今日の軍のものとは

基本的に異なるアプローチ、戦略、技術、手続きを使うことによって克服されるかも

しれない。
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将来の危険への挑戦と関連する主要な課題は、次の通りである。

　・汎地球的な作戦を支援する戦略的影響能力を向上させる

　・言語学的に、文化的に、民族上種々の軍を作る

　・隔絶された環境における延長期間でも、作戦出来る能力を向上させる

　・悪環境においても軍の保護を提供できる

　・対地火力支援を向上させること

　・都市環境において稼働能力を向上させること

特殊作戦部隊が直面する挑戦において、あらゆる状態の全てに対するリスク軽減管

理は、明日の要求を満たすことができる軍を維持することに重要である。別の重要な

目標は、出撃の機会を管理することであろう。米国は、世界中で多重の大作戦を遂行

する能力は最早保有していない。

特殊作戦部隊は、我々の利益が危機に際したり、世界中の地域で固有の軍と密接に

作業をする様な際に予防措置を執るといった方法で、出撃の機会を調整しなければな

らない。このプロセスを経て、特殊作戦部隊は、重要な米国の目的を追求するために、

最適の出撃の機会を利用できる立場を得るであろう。

米特殊作戦部隊は、本体、組織、、行動原理において、特殊作戦部隊( 以下を含む ) の

変革を誘発する手段を有している。

　・CV-22 オズプレイ

　・先進海軍特殊部隊送達システム

　・特殊作戦部隊情報共同体

　・MX 航空機

　・攻撃目標指示用航空機(ACTD)

　・心理作戦機(ACTD)

　・21 世紀の海軍の特殊戦争

　・21 世紀の陸軍特殊作戦航空

　・戦域特殊作戦能力の向上

将来において、特殊作戦部隊は、平時と、戦時の双方の戦闘に要求される戦闘規範

を整備すべきである。特殊作戦部隊は、重要な国家の要求を確保し続けることを保証

するために、変革には、慎重であるべきである。要求の範囲が与えられて、特殊作戦

部隊は、通常戦力の将来計画  を支援する事ではなく、自らの道程を選択することが

重要である。
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換言すれば、  特殊作戦部隊は、政策立案者に利用可能なオプションの範囲を拡大

する能力を所有するべきである。将来の任務は、心理的効果、低い可視域での攻撃作

戦、進化した不正規戦、特別な偵察形態、人間、技術的な収集作戦、戦略的影響作戦

といった作戦を含むであろう。

何よりも、将来が不確実であるので、 特殊作戦部隊は、統合環境で、どこででも、

あらゆる敵に対して、多様な任務を果たす納涼がある軍を育成するために常に、新た

な概念、能力、人々、組織の結合を目指すであろう。特殊作戦部隊は、将来への実験

と革新的な任務編成が不可欠な受け皿として計画されている統合特殊作戦機動部隊を

使って、国防総省の変革を主導するであろう。

特殊作戦部隊は、２１世紀を通じて汎地球的な規模で、国家安全保障を高めるため

に軍事力と情報力の国家パワーを経済力と統合させ、比較的低いコストで、軍隊とし

ての高い価値を追求するであろう。

第３章 使用された装備―新しい兵器の顕著な効果、注目すべき装備

今次のイラク戦争において、イラク軍は、湾岸戦争における敗北とその後の国連に

よる経済制裁、米軍を主体とする連合軍による Northern Watch Operation 及び

Southern Watch Operation による航空監視活動、並びに 1998 年 12 月に行われた

Desert Fox 作戦等の経過の後に米軍を主体とする連合軍と戦ったものであり、本来の

性能を発揮できる態勢にあったとは言えない。しかしながら米軍にとっては、ラムズ

フェルド国防長官が、現在計画推進中の軍事変革のビジョンに沿った作戦計画とする

よう強い指導力を発揮したことからも明らかなように、今次の戦争が、米国防省が進

める軍事変革のビジョンの妥当性を評価する格好の場となった。

ドクトリンの面から言えば、米軍は従来の消耗破壊型作戦から、敵の戦闘能力・意

志を効果的に破砕し、戦争目的の早期達成を図る効果基盤型の作戦実施を意図した。

また、実質的な統合作戦を行った初の戦争でもあった。そしてこのような作戦遂行を

可能ならしめたのは、精密誘導兵器、各種センサーシステム、特殊作戦部隊ならびに

これらの作戦を支援する各種支援システム、そしてこれらを効率的効果的に指揮統制

する C4I システムとネットワークであった。

ここでは、防衛産業の今後の努力の方向に影響を与えると思われる、変革途上にあ
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る米軍が今次のイラク戦争で使用した装備のうち顕著な効果を発揮したもの、或いは

注目すべき装備について論じる。

１ ．  航 空 機 （ 有 人 ）

イラク戦争に参加した航空機（有人）は、米軍、英軍、オーストラリア軍、カナダ

軍で合計 1801 機であり、総飛行ソーテイ数は 41,404 ソーテイであった。

（１） 戦術戦闘機・戦闘爆撃機

今次のイラク戦ではイラク空軍機は一機も飛行しなかったため、戦術戦闘機・戦闘

爆撃機のミッションは、敵の地対空ミサイル制圧、近接航空支援及びその他の戦略戦

術爆撃支援であった。戦術戦闘機・戦闘爆撃機では F-15、F-16 が特に活躍し優れた

戦果を挙げた。これに関しては次の相反する二つの見解を生んだ。即ち、①多様なセ

ンサーの活用による戦場認識の向上と搭載 PGM の性能向上、及びこれらをリンクさ

せるネットワーク性能の向上によるものであってプラットフォーム（航空機）の性能

向上によるものではない、②今次のイラク戦争は参考とすべきではなく、最新鋭機を

有し地対空ミサイル網を整備した近代化軍と戦うことを想定し、航空機のステルス性、

機動性、FCS 性能等プラットフォーム性能の向上を図る必要がある、というものであ

る。この議論は、現在米軍が進めている F-22、F/A-18E/F、F-35(JSF)等のプログラ

ムの行方に影響を与えるものである。

米海兵隊がヘリコプターの更新用として開発中の垂直離発着ができるローター傾斜

航空機 V-22 については、高速、長い航続距離、大きな空輸能力、空中給油能力を有

する等から、イラク戦争のような奥地攻撃、不整地離発着等の観点から老朽現用ヘリ

の更新として、その有用性が強く認識されると思われる。従い、開発中に重大事故は

あったもののこれを克服して開発に拍車がかかるものと思われる。

（２） 航空母艦艦載機及び海兵隊航空機

航空母艦×5 隻に搭載された海軍機 408 機、及び海兵隊機 372 機の航空機合計 780

機は、全参加航空機 1801 機の 43％に相当し、全 41,404 ソーテイの 34％に相当する

13,893 ソーテイを飛行したことからも明らかなように、艦搭載航空機による作戦にお

ける貢献は顕著である。これは、PGM の搭載とネットワークセントリックな作戦体

制の成果といえる。湾岸戦争においては、PGM を搭載した艦載機はごく少数である

とともに、攻撃任務命令（Air Tasking Order : ATO）を受領するネットワークが無か
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ったため、地上 AOC から空母に ATO を物理的に送っていた。一方、イラク戦争では

全機（海軍機、海兵隊機）とも PGM を搭載するとともに ATO を電子的に送受信でき

る態勢が整えられていた。

（３） 爆撃機

長距離爆撃機である B-1、B-2、B-52 は、航続距離の長い性能を生かして目標地域

周辺上空に長時間滞空し、UAV による最新情報を活用して重要な移動目標（フセイン

大統領やその側近等：Time Sensitive Target (TST)）を攻撃する等のミッションを遂

行した。また、精密誘導性能を持った爆弾を多数搭載し、遠距離から飛来して長時間

滞在し、アップデートされた最新のセンサー情報を受領して、少数弾で目標を確実に

破壊する等顕著な働きをした。このことは、例えば B－1 は全ソーテイの 2％しか飛

行していなかったが JDAM の 50％を投下したことからも明らかである。

但し、米国においては老朽 B-1 の更新のための後継爆撃機開発及び B-2 の能力向上

改修を推進する意見と、JDAM や PGM の開発・性能向上或いは量産を重視すべきで

あるとする意見があってますますヒートアップすると思われるが、両者のベストミッ

クスが模索されることになるであろう。

（４） ヘリコプター

イラク戦争において、ヘリコプターは敵地上火器による攻撃被害を最も多く受け、

地上火器に対する脆弱性を見せつけた。顕著な例として、イラク共和国防衛師団に対

して米陸軍第 11 ヘリコプター攻撃旅団の AH-64 ヘリコプター34 機で攻撃した際、全

機とも地上砲火の攻撃被害を受け、1 機被撃墜、帰還 33 機中 27 機は破損が大きく修

理しないと飛べなくなった。もっともこの作戦では、空軍や海兵隊の固定翼航空機の

支援を受けてアパッチ攻撃ヘリとの協力のもとに作戦を実施するべきであったとされ、

作戦の拙劣さによる被害であるとも言われている。4 日後カルバラに対する AH-64 ヘ

リによる攻撃においては、この教訓を生かして航空機の支援及び陸軍の火砲の支援を

受けて作戦を実施し、被害をほとんど受けずに作戦を遂行している。

今後の対策としては、PGM による対地攻撃能力を持った固定翼機の活用のほか、

ヘリコプターのステルス性の向上、また長期的には対地攻撃能力並びに捜索能力を持

った UAV を開発し、これを随伴させて活用する等が考えられている。
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（５） 戦闘支援航空機

イラク戦争で脚光を浴びた航空機運用の一つに、U-2 捜索機、E-8 航空機（JSTARS）

ならびに米海軍及び海兵隊の EA-6B レーダージャミング航空機による戦闘支援があ

る。特に E-8 による地上捜索はきわめて有益であった。例えば、砂嵐を利用して米軍

から隠蔽して作戦行動しようとしたイラク陸軍装甲車を、これら戦闘支援機の活躍で

確実に攻撃破壊することができた。即ち、地上捜索レーダーにより地上の敵に関する

情報がリアルタイムに対地攻撃機に提供され、これにより対地攻撃機は適時に的確な

目標を攻撃できた。もっともこれは航空優勢獲得下における作戦である。

（６） 輸送機及び空中給油機

米空軍は 1991 年の湾岸戦争において指摘された航空輸送能力の不備不足を改善す

るため、①C-141 の後継機 C-17 の取得を促進する、②C-5 の改良近代化を図る、③

空中給油機 KC-135 の近代化を促進する、④空中給油能力不足を補うため民間機

（Boeing-767）を借り上げる、等の強化策を推進中であったが、イラク戦争はこの計

画の試験評価の場となった。

航空機動能力については、イラク戦争開始前から、①米本土あるいは在欧州米軍基

地からイラクまで遠距離であること、②イラク近隣国から基地提供を受けるのが困難、

③不朽の自由作戦（OEF）並びにアフリカの角地域航空警戒監視作戦を実施中、とい

う理由から航空機動能力不足が懸念されていたが、米輸送軍は C-17 の増加取得、民

間機の活用等で能力不足解消を図った。イラク戦争における航空機動関連ソーテイ数

は、16,740 であったがこれは総飛行ソーテイ数 41,404 の 40％に相当する。戦略空輸

については、事前集積の効果あるいはトルコによる米軍駐留並びに通過拒否等はあっ

たものの順調かつ迅速に行われた。戦術空輸については、C-130 を主力に戦域内空輸

を順調にこなした。C－17 はその航空輸送性能（大型貨物を長距離空輸し、短い滑走

路で離発着可能）を十分に発揮して、戦略空輸、戦術空輸両面で作戦成功に大きく貢

献した。

空中給油については、湾岸戦争においては 5 箇所の母基地から 350 ソーテイ実施し

たのに対し、イラク戦争では、15 箇所の母基地から 200 ソーテイの空中給油を実施

という極めて錯綜した環境で行った。トルコの基地使用並びに領空通過拒否により、

被給油機が迂回したルートをとらざるを得なかったことも錯綜の原因の一つであるが、



57

被給油機はイラク周辺の各基地へ分散配置されていたこと及び戦術戦闘機の航続距離

は一般に短かったこと、並びに米空軍とそれ以外の軍の航空機とで給油装置が異なっ

ていたこと等のために空中給油計画が錯綜した。このため空中給油に対する不満が一

部には存在したが、大方のパイロットは空中給油活動を称賛した。

今後の輸送機、空中給油機の装備に与える影響としては、米国において次のような

議論がされるものと思われる。

○装備化を考える上での現在の計画上の空輸所要は、1 日当たり 5,450 万トン-マイルで

あるが、これは 2001．9.11 以前に算出されたものであって、その後の安全保障環境の

変化による安保政策の変化や近年の戦争の教訓から見直しが必要である。

○次の理由から、空輸所要は今後増えることはあっても減ることはないと思われるので、

航空輸送機取得計画の上方修正が必要である。因みに米空軍は、調達済みの C-17 が 120

機あり、現計画では 60 機追加取得となっているが、更に追加 42 機が必要で総計 222

機必要であると言っている。①外国基地依存による制約を回避するため、国内から戦域

へ直接、或いは戦域から離れた基地を経由してそこから戦域へ等、空輸所要並びに空中

給油所要は増える。②米陸軍の軽師団化、モバイル師団化は航空輸送所要を増やす。

○一方、反対の立場からの意見としては、現有能力でイラク戦争の空輸所要を満たしたこ

と、及び将来の米陸軍軽師団化構想は空輸所要減の要因であること、有人機に代わる

UAV の増加は同じく空輸所要減の要因であること、並びに C-5 近代化計画との関連で

総合的に考えるべきであること等がある。

○C-5 は C-17 のペイロード（160,000lbs）より 76％大きく（281,000lbs）かつ C-17 に

は搭載できない大型装備品（現在 87 アイテムある）を空輸できる性能を有する。C-5

はこのような利点とする特性を有するが、稼働率が悪いため、現在その改善のための近

代化計画とエンジン交換の計画が検討されており、推進派と消極派の両方の議論がある。

そのほか、更にハイテク機能を備えた将来輸送機を開発するべきであるという構想も浮

上している。

２． UAV

UAV はアフガニスタン戦争で脚光を浴び、米国防省の軍事変革計画でも重要なエレ

メントとなっているが、今次イラク戦争においては、更にその有用性が証明され、米

国防省における UAV 計画の推進の要因になっている。
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UAV は衛星ではできない役割をこなし、また有人機では危険なミッションを代わり

に行う等、安定した継続的監視、情報収集等を行うことができる。UAV は湾岸戦争で

は 1 機種、アフガン戦争では 3 機種であったが、イラク戦争では 10 機種のものが使わ

れた。それらは、米陸軍；ハンター、ポインター、シャドウ、：米空軍；グローバルホ

ーク、プレデター、デザートホーク、Force Protection Surveillance System：米海兵

隊；ドラゴンアイ、パイオニアー、シルバーフォックスである。

グローバルホークの運用の状況は概略次のとおりである。

　●アフガン戦争においては、ミッション数―60、Combat Flight Hours ―1,200 時間、

画像収集件数―17,000 件、アラブ首長国連邦の基地から離陸して目標地点まで 3.5

時間フライトし、目標上空で 12 時間ロイターして偵察、基地への帰投フライト─3.5

時間という実績であった。フライトのミッションコントロールは、在独米軍基地で行

い、収集情報はサウジアラビアのプリンススルタンに設置の CAOC(Combined Air

Operation Center)に提供され作戦の用に供された。

　●今次のイラク戦争においては、グローバルホークはレーダーセンサー、IR センサー

及び光学センサーを搭載し、状況に応じて使い分け、所要の情報を収集した。収集し

た情報は衛星経由でサウジアラビアのプリンススルタンに設置の CAOCに伝送され、

そこから更に在空の AC-130 機に伝送され、搭載している PGM で目標を攻撃すると

いう一連の流れである。タイムセンシティブターゲットの攻撃においては、攻撃目標

周辺上空で B-2 爆撃機を待機飛行させ、その間にグローバルホークを飛行させて目標

情報を収集し、攻撃目標の特定並びに判定を行い、B-2 に伝送して JDAM または PGM

により攻撃するというパターンであり、このサイクルの所要時間は 15 分以下であっ

た。尚、ミッションコントロールは米本土カリフォルニア州にある空軍基地で行った。

また、UAV に対地攻撃武器を搭載（UCAV）して対地攻撃も行った。

イラク戦争でも実証された UAV の有用性のほか、今後更に使用目的の拡大が図ら

れると思われ、UAV 装備の需要は今後ますます増えていくものと思われる。

３． 精 密 誘 導 兵器（PGM・JDAM）

今次のイラク戦争で連合軍側が使用した精密誘導爆弾は、次のとおりである。

　　○トマホーク（BGM109TLAM）×802 発

　　○空中発射巡航ミサイル（AGM－86C/D）×153 発
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　　○レーザー誘導爆弾（GBU-10、GBU-12、GBU-16、GBU-24、GBU-27、GBU-28）

×8,618 発

　　○GPS＋レーザー誘導爆弾（EGBU27）×98 発

　　○GPS 誘導 JDAM（GBU-31、GBU-32、GBU-37、GBU-53）×6,542 発

○ HARM×408 発

　これらを湾岸戦争におけるものと比較すれば次表のとおりである。

　　　　　　区　　　　　分 　　湾岸戦争 　イラク戦争

　ソーテイ数 　109,876 ソ ー テ

イ

　41,404 ソーテイ

爆弾使用量 　　88,500 トン 　29,199 発

誘導弾      7,400 トン   19,948 発

非誘導弾     81,100 トン    9,258 発

トマホーク発射弾

数

       297 発      802 発

航空優勢獲得         37 %        7 %
政経中枢攻撃          3 %        9 %
WMD、TBM 基地

等

        10 %        4 %

地上部隊、兵站施

設

        20 %       80 %

任務割当率

インフラ         30 % 　　不明（⋍ 0%）

　　　　　（出展：航空自衛隊幹部学校計第 113 号 15.11.20 別冊「イラク戦争の教訓」）

ここに見られるように PGM の使用比率は、湾岸戦争で 8％であるのに対して、イラク

戦争では 68％と極めて大幅な増加である。

イラク戦争で威力を発揮した GPS 誘導の直撃破壊による爆弾、いわゆる JDAM は、

現在 2,000lbs と 1,000lbs 爆弾を保有しており、500lbs 爆弾を開発中である（イラク

戦争には間に合わなかった）。250lbs の SDB(Small Diameter Bomb)も現在開発中で

ある。これは 1 機に多数搭載でき、近傍に被害を及ぼさないで目標のみを直接破壊で

きるため市街地戦に適している。このように多種類の精密誘導爆弾を保有しておいて、

目的に応じてそれらを使い分けるということであろう。さらに今後開発が求められる

爆弾として、市街地戦において一般市民の巻き添え被害を防ぐため、爆発殺傷ではな

く直撃による殺傷ができる爆弾或いはエネルギー指向兵器等がある。

イラクでは地下要塞を随所に作っているといわれていたが、これらに対するバンカ

ーバスター弾の使用については、まだ伝えられていない。今後、この種の地下要塞破

壊のための高性能な精密誘導爆弾の開発が進められるものと思われる。

トマホーク巡航ミサイルは、イラク戦争において合計 802 発使われた。これは戦争
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開始前の在庫 1,890～2,000 発の 40％以上に相当する。保有していたトマホークの最

新型は BlockⅢと呼ばれるもので、USFY1999 調達分で取得は終了しているが、イラ

ク戦争で使用されたものはこの型式のものである。BlockⅣと呼ばれるこれの改良型

は、USFY2002 予算で調達が開始され、現在までに 199 発の契約が終了しているが、

最初の納入は 2004 年の予定である。今後の計画として、現在の USFY2004～2009 の

将来防衛計画において、年度別 BlockⅣ取得計画は、USFY2004－267 発、USFY2005

－218 発、USFY2006－422 発、USFY2007－406 発、USFY2008－471 発、USFY2009

－410 発となっている。しかし、イラク戦争でトマホークの有用性をあらためて見せ

付けたことと、多数射耗し在庫が少なくなったこととから、将来防衛計画の調達数量

を増加させる意見が大勢となっており、これに応じるために会社の生産能力を月産 38

発から 50 発～75 発に増強する方向で検討されている。

イラク戦争における爆弾の性能・効果を、過去の戦争におけるものと比較してみると

次表のようになる。

　　WWⅡ ベトナム戦争 湾岸戦争 イラク開戦時

機種 B-17 爆撃機 F-4 戦闘爆撃機 F-117 戦 闘 爆

撃機

B-2 爆撃機

ソ ー テ イ

数

   1,500       30       1       1

攻撃目標 60ft×100ft 目

標１箇所

　　１目標 　　２目標 16 目標を 1 パ

スで

弾種     250lb     500lb     2,000lb    2,000lb
弾数    9,000 発 　　176 発 　　　2 発 　　16 発

CEP 　3,300ft 　　400ft 　　　10ft 　　20ft

　　　　　　（出展：米国防省 Effect Based Operations Briefing、2003 年 3 月 19 日）

　上の表に見られるように、イラク戦争においては C4ISR と PGM の性能向上によ

り、極めて少数の爆撃機に搭載した少数の所要弾数で、副次的な被害を局限して多く

の攻撃目標を一挙に破壊することができる態勢が出来あがっていることが分かる。ま

さに後述するように、効果基盤型の作戦を遂行するためのウエポンの性能向上が謙著

に図られてきていることが明らかである。

４． BMD シ ス テム

湾岸戦争後、パトリオットシステム（PAC-２）に改良が加えられて弾道弾を直撃に

より破壊する性能を持たせたものが、PAC-3 システムである。今次のイラク戦争にお

いては、PAC-2 のほかに PAC-3 システムも配備され実戦に使用された最初のケース
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となった。パトリオットシステムは、合計 44 個射撃中隊であったが、それらはトル

コ、イスラエル、ヨルダン、サウジアラビア、クエート、バーレーン、カタール 7 カ

国に展開配備されると共に一部の中隊は米陸軍地上部隊に随伴していた。

米国防省の発表によれば、イラクは全部で 15 発の弾道弾を発射し、そのうち 9 発

の弾道弾をパトリオットで要撃した。残り 6 発は被害を蒙る方向に飛翔しなかったの

で、要撃しなかった（2 発は湖水に落下、3 発は無人の砂漠に落下、1 発は発射された

直後に自爆した）。発射された弾道弾はスカッドではなく、射程が短く速度の遅いミ

サイルであった（Al Samoud 2 とか Ababil 100 と思われる）。パトリオットで要撃し

た 9 発の弾道弾のうち、7 発に対しては PAC-2 で要撃し、あとの 2 発に対しては PAC-3

で要撃したが、いずれも要撃に成功した。

特記事項として、今次イラク戦争においてパトリオットは、次の 3 件の友軍相撃事

故を起こしている。①2003 年 3 月 23 日、PAC-2 ミサイルが英空軍トーネード戦闘爆

撃機１機を撃墜しパイロット２名死亡、②2003 年３月２５日、パトリオットシステ

ムが米空軍 F-16 を敵機と誤判断したため F-16 パイロットは、パトリオットのレーダ

ーを破壊した、③2003 年 4 月 2 日、PAC-3 ミサイルが米海軍 F/A-18C を撃墜した。

これらについての原因は究明中とのことであって公表されていないが、次のようなこ

とが原因ではないかと考えられている。一つには、イラク軍は空軍機を 1 機も飛ばせ

ていないが、クエートに向けて巡航ミサイルを合計 7 発発射している（2003 年 3 月 20

日、同 3 月 28 日、同 4 月 2 日）。巡航ミサイルは飛翔速度、高度ともに有人航空機に

類似しており、パトリオットシステムは有人航空機と巡航ミサイルの識別ができなか

ったのではないかと考えられ、もしそうであればパトリオットシステムの改修が必要

ということになる。二つ目は、米軍の電磁波を放射するシステムが多数展開する環境

の中に、パトリオットシステムも多数展開したため、何らかの電磁波干渉が起きて、

パトリオットシステムが航空機と巡航ミサイルの識別をすることができなかったので

はないかと考えられ、もしそうであれば電磁波干渉の防止策を取らなければならない

ということになる。トーネードの撃墜に関しては、人的ミスにより帰投時、帰投回廊

に入ることができなかったか、或いは爆撃ミッション間に何らかの被害を受けて IFF

が作動しなかったのではないか、とも言われている。尚、米陸軍地上部隊及びヘリコ

プター部隊は、衛星通信により戦場における友軍の位置情報を入手できる Blue Force
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Tracker と呼ばれる Force ⅩⅩⅠBattle Command Brigade and Below (FBCB2)とい

う戦術通信システムを装備していたので、このデータを Link-16 端末を介して AWACS

に送信し、友軍機がこの情報を利用する態勢はできていた。

イラク戦争では、PAC-3 の要撃実績が極めて少ないこと及び要撃目標がスカッドミ

サイルよりも性能的に劣るミサイルであったこと等から、PAC－3 ミサイルの要撃性

能をこれだけで評価するには無理があると思われる。また、友軍相撃の教訓から、巡

航ミサイルと航空機の識別、並びに電磁波干渉の防止についての何らかの対策が今後

求められよう。

５． Network-Centric Warfare（以下 NCW と略称）

NCW とは、情報の優位を生かした軍事オペレーションの概念であって、地理的、

階層的に分散しているセンサー、意思決定者、シューター等の諸実体を効果的、効率

的にネットワーキングさせることによって、指揮の迅速化、オペレーションテンポの

即時化、破壊の的確性、残存性の向上等の達成に大きく寄与するものである。このた

めには情報インフラの整備のみならず、作戦構想、ドクトリン、指揮・統制要領、軍

組織の形態、兵器システム、後方支援体制等戦力発揮に関わる諸様相を同時に改革す

る必要があり、米国防省が推進している Military Transformation（軍事変革）の中

核をなすコンセプトである。今次のイラク戦争は、このネットワークセントリック性

能の進捗の程度を推し量る格好の場となったと言える。

（１） センサーシステム

戦闘間継続的にリアルタイムで ISR データを提供するためのネットワークがはじめ

て構成されたのは、先のアフガニスタンにおける“不朽の自由作戦”であった。その

ときの実例では、ＲＣ－１３５でアルカイダの通信を傍受→サウジにある CAOC にデ

ータ送信→UAV（Global Hawk）、JSTARS、AWACS による捜索・探知→AC-130 に

よる対地攻撃、というものであった。

今次のイラク戦争では、センサーとしては各種偵察衛星、JSTARS、AWACS、各種

UAV（Predator, Global Hawk, Pointer, Dragon Eye, Hunter, Shadow 等）、有人偵

察機等が投入され、これら異種センサーにより得られたデータを融合することによっ

て、単一のセンサーではできなかったターゲットの特定が可能となるとともに、更に

特殊作戦部隊隊員或いは地上部隊隊員からの情報も加えられて、戦場認識の精度とタ
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イムリーさが飛躍的に高められた。

（２） 指揮統制システム

ア． 連合航空作戦 センター（Combined Air Operation Center : CAOC）

CAOC は、連合軍航空部隊指揮官の示した計画に基づき、細部攻撃計画を作成し、

実行を命じ、結果の評価を行い併せて防空と空域統制を任務とするものである。幕僚

機構は、戦略、計画、作戦、空中機動、ISR の 5 部門から成っており、総勢約 1,900

人が勤務した。今次のイラク戦では、連合航空部隊指揮官に提供された航空戦力を

CAOC で一元的に運用した。最盛期には一日に 2,000 ソーテイ以上のミッションをこ

なした。

イ． 航空作戦セン ターウエポンシステム（Air Operations Center Weapon System :

AOC-WS）

CAOC を運用するためのシステムが、AOC-WS であるが、2001 年 6 月に開発を完

了した初号機がサウジアラビアにあるプリンススルタン空軍基地に配備され運用され

てきた。今後改善を要する事項として、タイムセンシティブターゲティングの改善、

全分野 ISR の管理、リーチバック機能の付加、機動性の確保等が教訓として得られて

おり、改善に着手している。リーチバック機能とは、今回のイラク戦争の場合、戦域

近くに配備された AOC で戦域におけるすべての航空機の作戦統制が実施されたが、

そのような機能のうち陸上部隊に対する近接航空支援の機能のみを戦域近くの前線

AOC で実施し、その他の航空作戦統制機能は、戦域から遠く離れた場所に設置の AOC

で実施するというものである。この考え方は、外国基地の確保に不安定さがつきまと

うこと及びネットワーク性能が向上すれば、場所の遠近は問題ではないこと等から出

てくるものであろう。

ウ． 戦域戦闘管理 システム（Theater Battle Management Core System : TBMCS）

TBMCS は AOC-WS のサブシステムとして 1996 年から開発され、イラク戦争にお

いてもプリンススルタン空軍基地に配備され AOC-WS の円滑な運用に貢献してきた。

TBMCS は、CAOC の航空攻撃に関する任務割り当て計画作成のための Contingency

Theater Automated Planning System(CTAPS)、戦域の情報システム（ Combat

Intelligence System：CIS）、及び部隊レベルの指揮統制システム（Wing Command and

Control System：WCCS）のデータベースを共有化させ、Web ベースで IP（Internet
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Protocol）を活用することにより、イラク戦域に展開した各種システムによるアクセ

スの簡素化及び統合化を可能にさせた。すべての作戦航空機は、CAOC からの作戦任

務命令（Air Tasking Order : ATO）をディジタル受信する態勢が整備されていた。

TBMCS は、各種作戦計画作成・指示、脅威分析・画像管理、等を行ったが、画像管

理では GCCS とのリンクにより緊要の目標の画像情報を広い階層で共有できた。

このように TBMCS は、最大限活用され任務遂行に著しく貢献したが、特に ATO

の自動伝送とともに IP 利用によるチャットの活用が有意義であったと言われている。

（３） ネットワーキング

各種作戦のすべてにわたり、作戦指揮の全シーケンスを通じての指揮・統制・調整

等のためのコミュニケーションあるいはデータ・情報の送受を可能ならしめるネット

ワーキング、しかも実質的で本格的な統合作戦におけるネットワーキング、これらは

アフガニスタン戦争の時にくらべれば極めて大きな進歩を遂げている。シキュアな E-

mail システムを利用したチャットの活用、作戦機に対する ATO のディジタル配信、

センサーからシューターへのリアルタイムな情報伝送等、プラグアンドプレイ態勢が

ある程度のレベルまでは、できていたと言える。

イラク戦争における米軍のネットワークセントリックな作戦態勢は、未だ計画の初

期の段階にあったものと思われるが、それでも作戦の成功に大きく貢献したことは間

違いない。この結果、今後の防衛力整備は、プラットフォームよりも C4ISR 関連装

備重視の現行路線を強化する方向で進んでいくものと思われる。

米軍は、ネットワークセントリック関連ウエポンシステムの装備に関し、今次のイ

ラク戦争から次のような教訓を得て、今後の装備の計画に反映させようとしている。

ア． イラク戦争に おいては、アフガニスタン戦争において確保した通信バンド幅 100

メガバイトに対して、40 倍に相当する 4 ギガバイトのバンド幅を確保したが、それ

でも容量不足をきたし情報通信に制約を受けた。今後の作戦において通信所要が増

えるのは目に見えており、大容量の通信所要を満足させるための対策が必要である。

このため米国防省は、レーザーを使ったデータ通信ができる人工衛星の開発を検討

している。

イ． イラク戦争で は、イラクがサイバー攻撃能力を持っていなかったために被害を

蒙らなかったが、NCW 態勢が整備されていけば C4ISR も進みサイバー攻撃に対す
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る脆弱性は拡大する。一方、将来の敵はサイバー攻撃能力を持っていると想定して

おくべきであって、敵のサイバー攻撃に対して我の C4ISR システムの残存性をいか

にして確保するか、ということを真剣に考えなければならない。

ウ． NCW におい ては、米軍の統合部隊運用ができなければならず、米軍の各軍種固

有のストーブパイプな C4ISR システムから、統合運用可能なインターオペラビリテ

ィ性のあるシステムを装備しなければならない。今次のイラク戦争においては、米

軍は実質的な統合作戦が実施でき C4ISR もかなりのレベルまで整備されていたとい

えるが、同盟軍との連合作戦が実施できる C4ISR の整備は今後に待たなければなら

ない。このためには、同盟国軍が米軍システムとインターオペラブルなシステムを

装備してくれることが望まれる。今後 NCW 態勢整備が進むのに伴って、連合軍との

間のインターオペラビリティ性の確保は死活的に重要な課題となってくると思われ

る。

６ ．  米 陸 軍 装 備

米陸軍装備に関し米議会と米国防省陸軍省との間で、①保有すべき師団数（現有 10

個師団か、6 個師団に削減するか）、②M1 戦車及び重装甲車の近代化（するか、しな

いか、する場合の数量）、③軽装甲車軍へのシフト、という議論がされてきていたが、

その過程でイラク戦争が始まったため、この戦争の教訓が議論の行く末に大きく影響

を与えるものと思われた。

M-1 戦車は、イラクの開闊地では勿論、バクダッドの市街地においても十分に性能

を発揮し市街戦でも有効であることを証明した。しかしもっと狭隘な市街地で果たし

て M-1 のような重戦車が機動性を発揮できるか疑問である、とする意見もある。

米陸軍で最もネットワークセントリックな態勢が整えられた第 4 歩兵師団は、トル

コを経由してイラク北部に進撃する計画であったが、トルコに駐留並びに領土通過拒

否を通告されたため、急遽クエートまで迂回して作戦に参加したが、それは既に戦争

の終了目前であった。したがって、最も近代化された部隊の有効性を判断する戦績は

得られていない。

これらのことから、引き続きイラク戦争前と同様の議論が継続されていくものと思

われる。



66

７． Logistic Support

（１） 輸送

ア． 航空輸送

米空軍輸送軍は、2002 年 9 月から 2003 年 3 月の間に、約 40 万人の米軍部隊と装

備・資機材並びに補給物資を湾岸地域に空輸した。米空軍は湾岸戦争の教訓に鑑み、

C-17 輸送機の増強を図るとともに航空輸送力の不足を補うために、民間航空会社の旅

客機 47 機と貨物機 31 機を有事編成に組み入れた（但し、実際に動員されたのは旅客

機のみであった）。米輸送軍は 2003 年 4 月 10 日までに 16,213 ミッションを実施した

が、これは湾岸戦争のミッション数を凌ぐものであった。また英国は、陸海空軍 45,000

人と装備並びに作戦用資機材を輸送したが、英空軍の C-17 及び英海軍の新型車両輸

送船を使用した。全体として地上部隊の輸送に 7 ヶ月を要した湾岸戦争に較べ、イラ

ク戦争における部隊展開は、順調かつ迅速であったと言われている。しかしこれには、

装備の小型軽量化、消耗破壊型作戦から効果基盤型作戦への移行、輸送能力の高性能

化、さらには湾岸戦争以後の作戦で、戦域に逐次備蓄されていった資機材及び補給物

資、及び 2002 年 7 月から 2003 年 1 月までの間に、演習のために戦域に運び込まれ

た 200 万平方フィートの広さに及ぶ作戦用資機材・装備品等の事前集積物品の存在、

等がその背景にあることも承知しておく必要がある。

戦域空輸については、C-130×124 機及び C-17×７機を主力に合計 158 機の輸送機

を投入し、76,000 人の人員と 55,000 トンの物資の戦域内空輸を実施した。

イ． 海上輸送

バクダッドへの快進撃を支えた米陸軍及び米海兵隊の作戦用資機材・装備品の 90％

以上に相当する 1660 万平方フィートに及ぶ物品、並びに 3 億 7700 万ガロンの燃料

を太平洋を渡って湾岸地域まで海上輸送したが、これは湾岸戦争時より 3 倍以上速い

輸送であった。

湾岸戦争においては、米海軍は 215 艘の外国船をチャーターしたが、イラク戦争に

おいては若干数の外国船しかチャーターしなかった。しかしながらトルコの港湾使用

拒否に伴い、急遽 43 艘の外国船をチャーターしこれに間に合わせざるを得なかった。

イラク戦争においては、直前になってトルコ及びサウジアラビアの港湾使用拒否、

トルコの空港使用拒否及び空域通過拒否等による戦略輸送の変更を余儀なくされる等
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があり、或いは事前集積の効果等もあり、これらの教訓を分析すると共に装備品の近

代化・高性能化等を勘案して、今後における戦略航空・海上輸送能力の増強の程度と、

航空輸送と海上輸送の適正なバランスが議論されることになろう。

（２） 整備・補給

米国防省は、湾岸戦争の教訓から民間の物流会社「フェデックス」等の物流システ

ムをモデルにして、物品の流通の状況をリアルタイムで把握できるハイテク化された

後方支援システム（Three Dimensional Logistics）を開発し、今次のイラク戦争で初

めて使用した。このシステムは、インターネットと電波発信識別タグ（Radio Frequency

Identification Tag）を使って、物品の物流を自動的に識別・管理するシステムであっ

て、全世界 30 カ国 350 箇所にチェックポイントが設けられており、物品に付けられ

たタグによって物品を自動識別し流通状況及び在庫状況をほぼリアルタイムに把握す

るものである。このシステムにより戦域の部隊は、要求物品の在庫状況や輸送状況を、

部隊に装備されている戦闘支援統制システム（Combat Service Support Control

System : CSSCS）及び移動追跡システム（Movement Tracking System : MTS）を

使ってリアルタイムに把握できるようになった。また、全地球輸送ネットワークシス

テム（Global Transportation Network 21 : GTN21）による輸送システムの効率化は、

物品の配送待ち日数の短縮化物流経費の節減に貢献したと言われている。

物品管理を容易にするために、部隊のミッションごとの必要物品を一つのパッケー

ジとしてモジュール化し、この単位で物品の管理を行うとともに、CSSCS により在

庫状況をほぼリアルタイムに把握して、物品が枯渇する前に推進補給する等により、

戦域に対する物品の補給支援がより適時適切に行えるようになったと言われている。

また、将来の装備品について、分解した最大のコンポーネントでも C－130 に搭載

可能な大きさと重量以下にする方向で検討を進めていると言われている。

イラク戦争開戦前日、米国防省におけるブリーフィングにおいて、この作戦の遂行

に当たっての国防省の基本的な考え方として、効果基盤型( Effect Based Operations )

の作戦を実施する旨言明したが、これは一般市民に対する副次的被害を極限しつつ、

敵の戦争遂行機能を一挙に同時に破壊する考え方であって、作戦の速度、効果、精密

さに区分して湾岸戦争と比較してみると次の表のようになる。
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          　区          分 　　湾岸戦争 　イラク戦争

戦争期間対比 　　　　2 　　　1
　　速　　度 センサーからシュ

ーターまで

　　　
　　　数日 数時間～10 数分

兵員数対比 　　　　2 　　　1
攻撃能力

（目標数 /ソーテイ

数又はパス数）

　2 目標/1 ソーテ

イ

16 目標/1 パス　　効　　果

インフラ攻撃率 　　　31% 　　　⋍0%
PGM の使用対比 　　　　1 　　　9
トマホーク攻撃数 　　　　297 　　802

　　精　　密 TBM 要撃数

（要撃目標 /発射弾

数）

　　　14/88 　　8~9/1
2

　　　　（出展：航空自衛隊幹部学校計第 113 号 15.11.20 別冊「イラク戦争の教訓」）

第４章 近年における防衛装備の質的変動が欧米の防衛機器産業に与えた影響

１ ．  近 年 に お け る 防 衛 装 備 の 質 的 変 動

（１） 変動の状況

防衛装備の変動は、戦争に使用された実績を見れば的確に判断することができる。

近年において、1991 年の湾岸戦争、1999 年のコソボ紛争、2001 年のアフガニスタン

戦争そして今次のイラク戦争と数次にわたる戦争があったが、冷戦時代の装備とその

後の時代におけるこれらの戦争における装備とでは、格段の差がある。さらに湾岸戦

争とイラク戦争との対比においても、装備の質的進化は目覚しいものがある。

今次のイラク戦争は、米国防省が進める軍事変革の初期の段階における装備、ドク

トリンが適用されたものと言えるが、作戦上の最大の特色は、効果基盤型作戦を初め

て実践したということである。これは従来の消耗破壊型作戦と対比されるものであっ

て、付随的被害を極限しつつ、敵の戦闘能力・意志を効果的に破砕し戦争目的の早期

達成を図るものであり、これを可能にさせたものが、IT を駆使した C4ISR と攻撃目

標に応じた効果を発揮し、かつ精密誘導されたウエポンである。即ち、従来の重厚長

大な消耗破壊型のプラットフォーム中心の装備から、攻撃の所望の効果、速度、精密

さを達成できる高性能なセンサー及びウエポンと、これらをネットワーク化し知能を

集約させた C4ISR 中心の装備へと質的な変動がなされてきた。個々の装備品につい

ての変動の状況は、概略次のようなものである。

○武器・弾薬：精密照準、目標対象物に応じた殺傷・破壊、ファイヤーアンドフォゲ
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ット

○航空機：無人化、ステルス性、マルチミッション

○宇宙・衛星：宇宙アセットへの依存度増大並びに宇宙優勢獲得のため宇宙軍事利用

の拡大、各種攻撃兵器搭載衛星、超小型衛星、監視衛星

○センサー：レーザーセンサー、IR センサー、画像センサー、各種インテリゼンス

用センサー

○戦車：装輪駆動、小型軽量化

○C４：知能集約化

（２） 変動の要因

ア． 冷戦終結後に おける脅威の多様化

冷戦終結により、それまで抑えられていた地域・民族間或いは宗教の違いによる争

い等多様な脅威が顕在化してきた。また、2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロに代

表されるテロ国家・集団によるテロ活動の活発化、あるいは近年著しい大量破壊兵器

の拡散と、これらと“ならず者国家”等との結びつきによる脅威、あるいは全く新し

い部類に属するサイバー攻撃、等々多様な脅威に対処するためには、従来の装備品、

戦略・戦術・戦法では駄目であり、これらに有効に対処するために新しい装備やドク

トリンの開発が求められてきた。このことが防衛装備の質的変動の遠因をなすもので

あるということができよう。

イ． ウエポンシス テムの情報化

防衛装備の質的変動の直接的な要因は、ウエポンシステムの情報化志向である。近

年における IT の革新は極めて目覚しいものであるが、IT をシステムや製品の中に取

り入れることは、民生産業の分野で著しい進展を見せてきているものであって、民生

産業では IT を製品のみならず企業経営全般にわたって取り入れている。IT を巧みに

取り入れてその力を最大発揮している企業群が、競争の激しい業界を支配しているの

が実状である。このように先行する民生産業における情報化を軍事に取り込むことに

より、状況把握の迅速正確さ、作戦速度の迅速化、殺傷兵器の精密誘導化等を図るこ

とが可能であり、先端的な情報技術をこのように軍事、なかんずく装備に適用するこ

とのメリットは絶大なものがある。

今日、ウエポンシステムの情報化は急激な速度で進展していっており、今後ともこ
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の傾向は益々強くなるとともに軍事のあらゆる分野へと浸透していくものと思われる。

ウ． 米国防省によ る軍事変革の推進

米国防省による軍事変革の推進は、防衛装備の質的変動に推進力と方向性を与える

ものである。米国防省は、冷戦後における安全保障環境の変化と IT を中心とする科

学技術の急速な進展の中で、21 世紀における米国軍隊のあるべき姿を求めて、かねて

より軍事変革を進めているが、2001 年 10 月に公表された「4 年ごとの国防見直し」

（QDR）において、米国防省は変革のための目標と指針を示した。これを受けて統合

参謀本部が「Joint Vision 2020」を定めて統合軍部隊としての軍事変革の具体的な目

標と指針を示すとともに、各軍はそれぞれ「Vision 2020」並びに「目標達成のための

ロードマップ」を示して、米国防省全体として整合性のとれた装備品の取得をはじめ

として軍事変革を進めている。即ち、米国防省による軍事変革の推進が、防衛装備の

質的変動に方向性を与えるとともにその推進力となっているということができる。

（３） 今後の変動の動向

一般的な変動の動向としては、C4ISR の高性能化並びにプラットフォーム重視から

C4ISR 重視の装備へ、PGM の多様化・高性能化、そして宇宙関連装備の多様化・高

性能化ということが言えようが、具体的な装備品の動向ということから言えば、米国

における防衛装備の今後の動向が世界をリードするものと考えられ、QDR が目標と

して定める装備の方向が短期的な変動の動向を示唆するもの、そして米国防省 DARPA

が計画する防衛装備の研究開発の方向が中長期的な変動の動向を示唆するものとそれ

ぞれ考えることができよう。

ア． QDR で定め た軍事変革の目標達成

QDR で定め、かつこれに基づき各軍で定めた、軍事変革の目標達成のためのロー

ドマップに示された開発・取得が計画されている装備品が、当面の装備品の変動の動

向を示すものと言えよう。QDR の中の「変革のためのイニシアティブ」においては、

次の能力を保持するための装備の開発を求めている。
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（ア）内外の作戦基地を防護し、CBRNE 兵器の脅威を阻止

（イ）攻撃に対し情報システムを保証し、効果的な情報作戦を実施

（ウ）遠距離にある対接近拒否、地域支配拒否の環境下において米軍を展開・維持

（エ）監視、追跡、緊急交戦により、敵による聖域の確立を拒否

（オ）宇宙システムの能力、残存性の拡張

（カ）相互運用性を持った統合 C4ISR

イ． DARPA プロ グラム

米国防省 DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency）が取り組む先進

技術開発プロジェクトは、防衛装備の変動の長期的な動向を示唆するものと考えるこ

とができる。DARPA が現在実施中の主要な先進技術開発項目は、次のとおりである。

○ C4ISR

・地上移動目標を長距離で探知し PGM で攻撃できる C4ISR

・偽装、欺瞞、隠蔽の地上移動目標探知

・自動“Software Agents”の大システムを調整管理するシステム

・RF 信号処理のためのナノ技術使用の精密共鳴構造アレイ

・Advanced Tactical Targeting Technology

○ Information Technology

・次世代インターネット

・CBRNE 被害下の医療被害監視及び対処計画支援システム

・Polymorphous Computing Architectures

○ 先進構造材料

○ バイオテクノロジー

○ 無人機及びロボット

・Tactical Mobile Robotics

　　　・ハチドリ兵士

　　　○宇宙関連技術

・小推力推進システム

　　　・燃料補給並びに修理専門の無人でかつ自動作業のできる衛星

　　　・衛星攻撃宇宙兵器
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　　　・宇宙配備レーダー

　　　○ナノテクノロジー

　　　○高出力レーザー

２ ．  防 衛 装 備 の 質 的 変 動 が 世 界 の 防 衛 機 器 産 業 に 与 え た 影 響

（１） 防衛機器産業の情報化、グローバル化

近年における情報通信技術を中心とする急速な技術革新は、民生産業の中から起こ

っていったが、これは民生産業の製品やサービス等の画期的な変革をもたらしたのみ

ならず、組織構造改革と経営者の行動や社員の意識の根本的な転換をももたらした。

情報技術はその本質において、①企業間及び企業と顧客との間の直接的対話、②異業

種の水平・垂直統合、③中間業者・組織の排除、④物理的距離の克服、⑤時間の克服、

⑥個別化の促進、等を可能ならしめるものであって、この本質を生かし技術をうまく

取り込むことによって成功した企業が、世界の民生産業をリードし変革の先導者とな

ってきた。

そのような民生産業においては、情報化により、①顧客の望む特徴を持ったサービ

スや製品を提供する等、競合者より優位な価値の創造を進め、②情報の共有化を図っ

て競争環境の把握を可能ならしめ、③事業に応じて共同、統合、アウトソーシング等

仮想組織体を柔軟に形成して適時性の短縮を図る等諸活動のテンポを速め、④在庫品

の適正な管理等によりコストとリスクを抑え、⑤顧客のニーズや動向をいち早く的確

に把握することにより精確な生産を可能とし、⑥輸送業務の迅速・正確さの達成を図

る等ロジスティックスの集約を行い、⑦精確な販売を可能ならしめる、等を達成して

きた。

このような民生産業の貴重な教訓や見識が米軍で検討され、そのような中で軍事分

野に取り入れることができるもの、或いは取り入れるべきものが吟味され、モディフ

ァイされ、そしてそれらが現在、米国防省が進める「軍事変革」の中に反映されてき

ている。このことは組織やドクトリンの変革とともに、従来のプラットフォーム中心

の装備からネットワークを中心とした装備に転換していく、という考え方に端的に表

されている。

防衛機器産業は、IT を中心に急速な進展を遂げる民生産業と、これらの先端的な IT

を取り込んで軍事変革を推進する米国防省とに後押しされるカタチで情報化、グロー
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バル化を進めてきたと言える。

（２） 防衛機器産業のグローバルな M&A の進展と３層化

冷戦終結により、米国は防衛調達予算の大幅な長期にわたる削減を行ってきた。米

国の防衛調達予算は、1985 年をピークに下がり始め 1996 年にはピーク時の約 40％

に落ち込む等、大幅な削減が 15 年以上にわたって継続して行われてきた。その結果、

米国防衛機器産業は過剰となった生産能力の整理縮小、多数企業による過当競争の排

除、健全で技術力・競争力のある企業への淘汰等を余儀なくされ、1990 年代から 2000

年代はじめにかけて防衛機器産業の大規模な吸収合併が行われ、巨大企業数社に整理

統合されていった。欧州においては、米国の大規模な吸収合併を目の当たりにして、

防衛機器産業の欧州域内の整理統合を中心として、吸収合併が進んだ。

一方防衛装備について、民生産業で急速に進展していった情報化を軍事に導入する

ことによる、重厚長大型装備から IT を駆使した知能集約型装備へという質的変換の

要求が時を同じくして起こっていた。即ち防衛機器産業は、そのような質的変換が求

められている防衛装備を生産し得る産業体質へと転換することが求められていた。こ

のような環境の中で防衛機器産業のグローバルな M&A は数次にわたって進められて

いった。

このような結果、グローバルな防衛機器産業の環境は、世界の防衛装備の生産をリ

ードする欧米の巨大企業とそれ以外の国の中小の企業という階層構造へと変わってい

った。米国 RAND Corporation の Richard Bitzinger によれば、会社の規模が大きく、

先端技術を所有し、研究開発の世界を支配し、総額で世界の武器生産の 75％を占める

企業を有する欧米 5 カ国（米、英、仏、独、伊）を第１層とし、スケールは小さいが

工業化が進んだ国（豪、日本、カナダ、チェコ、ノルウエー、スウエーデン）及びそ

れに近く発展途上にある国（イスラエル、韓国、台湾、ブラジル、南ア、シンガポー

ル、インドネシア、イラン、アルゼンチン、トルコ、中国、インド）が第 2 層を形成

し、それ以下の武器製造国（エジプト、メキシコ、ナイジェリア）が第 3 層を形成し

ている、としている。

Bitzinger が言う第 1 層に位置する国の防衛産業は、ロッキードマーチン、ノース

ロップグラマン、ボーイング、レイセオン、THALES、BAE システムズ、EADS 等

超巨大な防衛産業であって、いずれも世界をリードする最先端の技術を誇り、グロー
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バルに展開している企業である。そして第 2 層に位置する国は、冷戦間或いはそれ以

前、中立国であったり、国連或いは特定の国により禁輸制裁を受けていたり、差し迫

った脅威国と隣接していたり等の環境にあったため、武器取得源を自国内に求めるこ

とを選択した国々である（但し日本の事情は異なる）。彼の分析によれば、これらの

国の防衛産業にとって、製造能力、先進技術開発力等を第１層の国の防衛産業に近づ

けるのは至難であり、生き残りのための選択肢としては、①防衛産業から撤退し民需

へ転換、②武器輸出の強化拡大、③両用技術或いは IT を梃子に生き残りを図る、④

国営から民営化へ、⑤吸収合併、⑥第 1 層の国の防衛産業と共同・提携、⑦安全保障

上の義務観念、国の威信等の理由で兵器国産主義を貫く（インド、中国）等が考えら

れる、としている。

いずれにしても第 2 層に位置する国の防衛産業にとって、民需への転換、或いは両

用技術や IT を梃子に再活性化を図ることができるかどうかは未だ不透明であるとと

もに、欧米の大企業に呑み込まれないで生き残るにはいかにすれば良いか等、厳しい

試練に直面していることは間違いない。

３ ．  世 界 の 防 衛 機 器 産 業 の 今 後 の 動 向

（１） グローバルなハブ・アンド・スポーク化

今後における防衛装備は、高価格、精密かつ複雑で高性能、多種多様なシステムが

統合されたシステム（システム・オブ・システムズ）となることは間違いない。従っ

て多企業による共同研究・開発・生産が望ましい形体となろう。また、世界における

最大規模の武器市場は米国であり、これに次ぐ欧州が概ねその 4 割の規模である。こ

のようなグローバルな武器市場の環境において、競争に参入し勝ち残っていける企業

は、欧米の巨大企業に限定されてこよう。このような企業が中心に位置して、先進技

術、設計開発能力、システム全体の統合を受け持ち、隙間システム、ローテク・シス

テム、隙間技術を中小の企業が受け持つという形体で、メジャーな防衛装備の生産は

行われていくこととなろう。これが Bitzinger のいう「ハブアンドスポーク・モデル」

である。スポークの先の縁辺企業は、ハブ企業の下で下請け、或いはジョイントベン

チャーとして役割を果たすこととなる。

このことからも明らかなように、今後のメジャーな防衛装備の生産においては、各

プロジェクトごと、設計、開発、製造において最適な企業をグローバルなマーケット
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から選定し、その都度仮想企業共同体を作ってこれに当たる、ということになるであ

ろう。

（２） ハブ企業及び縁辺企業並びにその他の国の企業の動向

Bitzinger の分析によれば、次のとおりである。

ア． ハブ企業（欧 米大企業）

1990 年代から 2000 年代初期にかけて起こった大規模な吸収合併は、健全な経営体

質を作り上げるとともに適正な競争環境を作ることを目的としていたが、概ねその目

的を達成したかに思われる。近年におけるメジャーな防衛装備のプロジェクトは、ほ

とんどすべて多数の企業が参加した共同によるものであり、プライム企業即ちハブと

なる企業は、先進技術はもとよりシステムインテグレイターとしての能力を持ち合わ

せていなければならない。　ハブ企業には、先進技術の研究開発を常続的に実施し、

他を圧倒する競争力を維持し続けることが求められている。

イ． 縁辺企業

中小規模の防衛機器産業にとっては、大企業の実施するメジャーなプロジェクト

に参加することは、経済的にメリットがあるのはもちろんのこと、先進技術獲得の機

会であるとともに自国内の防衛産業を存続させ得る道でもある。このような参入機会

を得るためには、大企業を凌駕するような先進得意技術を有するとか大企業には無い

隙間技術を持っていること、或いは労働力、資本力等なんらかの優れたコアコンピタ

ンスを持つことが必須の要件である。そのことはまた、ハブ企業が持つ強大な支配力

に抗するための有利な取引材料となるものでもある。ハブの縁辺を形成する中小の企

業にとっては、コアとすべき得意技術に特化した研究開発を心がけるとともに、隙間

事業の発掘と育成が求められる。

ウ． その他の国の 企業

冷戦時代の軍事大国、武器輸出大国ロシアは、中国、インド、イラン等に対して、

兵器のライセンス生産、軍事技術・生産ノウハウ、先進兵器等の主要な提供国になっ

ている。また、イスラエルは得意分野である指揮・統制システム、精密誘導兵器等の

提供国となっており、これらの国はもう一つの小さなハブを形成している。

中国、インド、北朝鮮は欧米の大企業が支配力を振るうハブ・アンド・スポークに

は組み込まれず、独自の自給自足体制を維持しようとしている。
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（３） グローバル化に伴う今後の課題

防衛装備の生産に当たって、グローバルな国際共同体制で生産されるのが一般的と

なってきた今日、今後検討すべき課題が生じてきている。

ア． 武器輸出管理

グローバル化した生産体制で製造された装備品、しかもそれらは多くの場合、多く

のシステムから成るシステムであって、このような装備品が第 3 国に輸出される場合、

武器輸出管理を厳格適正に行うことは極めて難しいと思われる。

イ． 技術の対外移 転管理

技術の対外移転は、企業にとっては利益をもたらすが、国の安全保障にとってそれ

がマイナスにならないか国益上からの判断が必要である。特に先進技術の対外移転に

あたっては、慎重な検討を要する。

技術移転に伴う知的所有権をどのように取り扱うかも検討を要する課題である。

これらの判断から、技術管理に関する国際的なレジームを作ることの必要性が叫ば

れて米欧間で検討が始められ、クリントン政権時代に“Defense Trade Security

Initiative 2000”　として纏められたが、継続して検討を続ける必要がある。

第５章 今後の安全保障・防衛戦略

１ ．  全 般

冷戦の終結によって第 2 次大戦後約半世紀にわたって世界を支配した東西の２極構

造は崩壊した。冷戦の終焉は、世界の恒久的な平和と秩序への期待を高揚させたが、

現実には、冷戦下で強く抑制されていた領土、民族、宗教等にかかわる紛争が頻発し、

国際情勢は著しく不安定となり、新たに世界規模での強力な秩序維持のシステムが模

索されるに至った。

この間に勃発した湾岸戦争においては、国連安保理の決議の下に多国籍軍が結成さ

れイラクのクウェートへの侵略を排除して平和を回復し、漸く国連が安保理を軸とし

て世界の中心的な安全保障機構になることが期待された。9.11 テロは、世界をテロと

いう新たな脅威に直面させたが、世界の主要国の関係では、単独主義的傾向が目立ち

始めていた米国がロシアや中国との関係を劇的に改善させ、安保理の結束は著しく強

化されたかに見えた。しかし、この国連への期待は、今次のイラク戦争を経て決定的

に後退した。冷戦後、新たな世界規模の国際秩序維持システムが模索される一方で、
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安保理内の常任理事国間の利害の衝突が冷戦時代以上に顕著かつ複雑になって、世界

の平和のために安保理を効果的に機能させる事は冷戦の時代以上に困難になっている

ことが明らかに成った。

このように国際社会は、構造的変革の時期を迎えている。冷戦時代にあった明白な

脅威は消えたが、同質の脅威が不透明なまま残ると共に、軍事的要因に止まらず民族、

宗教、資源、人口、環境問題等、非軍事的要因も含めた複雑且つ多様な危険因子が、

国際社会や各国の現実に対処すべき脅威と成りつつある中で、総じて国際社会は冷戦

の時代以上に弱肉強食の時代になりつつある。イラク戦争では、フランスやロシアは

米英のイラク攻撃を非難したが、今や仏露を含め安保理の全常任理事国が、その非難

の対象となった先制攻撃（preemptive attack）戦略を取り入れつつある。コソボや 9.11

テロを契機に人道や対テロを理由とした内政干渉が国際的に容認されるようになり、

軍事力が国際問題の解決手段として使用されることが極めて多くなっている。

米国においては、冷戦終結後の状況に対応して縮小された国防予算が、ブッシュ大

統領就任を機に、更に 9.11 テロ事件を契機とする「テロとの戦い」により大幅に増額

した。03 年の国防関係予算の総額は 3700 億ドルを越え、50 年から 89 年の冷戦期の

年間平均国防予算額 2800 億ドル（現在価格）を上回る国防予算が計上された。ソビ

エト連邦という強大な仮想敵国を失った現在、米国政府は、イラクや北朝鮮のような

「悪の枢軸」国との地域紛争を世界の２箇所で同時に遂行できる即応性の高い軍事力

を整備する必要性があるとして、巨額の国防予算を正当化し、国民もこれを支持して

いる。これ等の多額の国防予算は「テロとの戦い」のためとは言え、その主体は近代

軍を相手にした大規模な戦争・紛争に必要な最新鋭の近代的装備と軍全般の整備・運

用のために費やされており、冷戦終了後の 90 年代の国防予算削減期以来の業界再編

成によって、巨大化・効率化・少数化した米国の国防産業は、競争相手が少ない安定

した経営環境の中で増大して行く国防予算に支えられ、当面好調な経営が続くものと

思われる。

ロシアについても、プーチン大統領就任以降の最近の４年間でＧＤＰ（国内総生産）

は約 30％成長し、来る 10 年間でＧＤＰを倍増させる目標も示され、国家予算は黒字

続きで金準備高も 840 億ドルまで増加する中で、04 年の兵器などの軍調達費は、1500

億ルーブル（約５千７百億円）と前年比 20％増加し、今後国防関連への支出を更に増



78

大させる方針を示す等、最近、かつての米ソ軍拡競争を思い起こさせる軍事重視路線

を打ち出していたが、04 年３月プーチン大統領は、大統領権限が勝手の皇帝を思わせ

るまでに強化される中で再選を果たし軍事力の再建強化は急速に進展するものと思わ

れる。

長期にわたり軍事費を大幅に伸ばし続ける中国は、その増加に拍車をかけ、フラン

ス等も冷戦以後最近までの時代と異なり今後の 10 年間は国防関係支出を増大してい

くことになると予測している。

この様に、世界の列強は、冷戦以後の不安定な国際環境と、イラク戦争等に見られ

る軍事科学技術の急速な進歩に対応するため、真剣な国防体制の改革と軍の近代化に

乗り出している。

わが国においても、冷戦後の世界情勢の変化に伴う戦略環境の変化と将来方向及び

軍事科学技術の急速な進歩による戦闘の質的変化と将来様相を的確且つ継続的に見極

め、米国の対応と周辺諸国の状況を考慮に入れた自らの国家安全保障戦略を再確定し

て、防衛力整備のコンセプトを策定する必要があったが、残念ながらその対応は十分

ではなく、北朝鮮の脅威などの顕在化に伴い、漸く有事法制等、最小限の法制面の整

備に着手した現状である。

２ ．  新 し い 国 際 安 全 保 障 シ ス テ ム の 定 着

イラク戦争では国連の安全保障機能が改めて問題となった。日本人一般には、国連

が国際間の正義を執行する場であるとの認識の方が強く、これが、本質的には、第二

次世界大戦の勝者が、戦後の国際秩序を自分達に都合の良いようにコントロールする

ために作った組織だという意識は殆ど無い。加盟各国が、自国の国益を第一に激しい

駆け引きを行う外交の戦場であるとの意識も少ない。しかしながら、「国連信仰」と

か「国連幻想」とも言われる一般的な日本人の国連への過大な期待とは裏腹に、過去

５０年の国連の活動を振り返れば、国連設立の最も重要な目的である「国際の平和と

安全の維持」に関しては、極めて不十分な機能しか発揮出来なかった。

  国際連合は、その第二次世界大戦の末期に創立されたが、創立間もなく冷戦の時代

に入り、安保理の両雄である米ソが拒否権を持って対立することになり、国連の安全

保障機能は麻痺するに至った。東西の冷戦下において、国連は、相互の拒否権の行使

により、安全保障の重要事項に関する議決機能を失い、加盟各国の広報宣伝と対外的
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不満のガス抜きの場でしかなかった。

 冷戦の終焉は、世界の恒久的な平和と秩序への期待を高揚させたが、現実には、冷

戦下で強く抑制されていた領土、民族、宗教等にかかわる紛争が頻発し、国際情勢は

著しく不安定となり、新たに世界規模での強力な秩序維持のシステムが模索されるに

至った。この間に勃発した湾岸戦争においては、安保理の決議の下に多国籍軍が結成

され、その後の安保理の機能発揮が期待されただけに、今回のイラク戦争での安保理

の機能不全が与えた失望は、米英のみならず、常任理自国以外の加盟諸国おいても大

きかった。1993 年、インド提案の決議に基づき国連に｢安保理改革作業部会｣が組織

されて以来、国連での安保理改革論議は 10 年に及ぶが、改革の見通しは立っていな

い。

  総括して、現代の世界では国連の安全保障機能は満足に働いていない。国連におけ

る安保理改革の努力は続けられるべきであろうが、その早期解決が困難なことも事実

であり、見通しうる将来において安全保障・軍事面で国連に期待出来る事は、最大限

好意的に見ても、国際紛争について、解決にまで至らずとも、相互の立場を明確に表

明することで、誤解による戦争突入の危機を回避するという意味での、信頼醸成の場

としての限定的な機能に成らざるを得ない。

しかし一方で、現実の世界の平和と安全の維持を国連に依存するという立場から離

れて国際社会の状況を冷静に且つ大局的に観察すれば、テロ等新たな脅威に対応する

システムが十分に確立されていない歴史的移行期にあるとは言え、軍事的には米国一

強態勢を軸とし、米国を中心にした主要自由主義先進諸国の協力で、「共同防衛=集団

防衛=集団的自衛権行使=地域的抑止力の強化=国家間の戦争の封じ込め」という理念

の下に世界の隅々にまで二国間、多国間等、各種の自由主義的、民主主義的な集団安

全保障体制を張り巡らし、独裁的、非民主主義的、或いは侵略的な国家が在れば、そ

の周辺の自由主義諸国家群が所要の各種集団安全保障体制の包囲と力の均衡で押さえ

込み、不安定な要因が生じた場合は、各国が協力して拡大を阻止し、要すれば、国際

的に抑制された最小限の軍事力(国際有志連合軍 Coalition Force)を活用してでも安定

化を図っていくような態勢が出来上がり、安全保障機能を発揮している。

多くの夫々特色のある主権国家が並存し、テロや大量破壊兵器の拡散を含む複雑且

つ多様な軍事・非軍事の脅威・危険因子が重層的に潜在し、それが流動的に変化しつ
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つ突発的に世界の各所で顕在化する現代の国際社会においては、脅威の態様に応じて

対応の枠組みが変る点で複雑で多様ではあるが、自由主義、民主主義、及び人権の尊

重を国是とする米国を軸とする点では単純、強力且つ柔軟で実効性のある安定化戦略

のシステムの方が、統一された世界連邦と国際警察軍を夢見るより、或いは、全常任

理事国の意見が一致するという稀有の機会にしか国際の安全保障機能を発揮出来ない

国連安保理に期待をかけるより、結局一番安上がりに確実に平和を守る方法だという

ことが、多くの国で理解される様になって来た結果である。

また、第 2 次大戦後、核兵器の出現により、核戦争へのエスカレートのリスクから、

1 次、2 次世界大戦の様な大規模通常戦争が強く抑制される中で、狭間で行われた中

規模以下の戦争も、国策遂行上ペイしないという認識が国際的に逐次定着した結果で

もある。

20 世紀までの世界では、宗教・イデオロギー、ナショナリズム等のレトリックで、

国民を侵略的・覇権主義的方向に動員することが可能であった。その様な視点で 20

世紀を振り返ると、20 世紀の戦争原因の多くは、宗教であり、イデオロギーであり、

利己的人種差別的なナショナリズムであったが、戦争の動機が如何に不純なものであ

ろうと、国家は、勝ちさえすれば、自らの戦争の動機を美化し、政権の正当性を維持

できた。しかし、今や政権の正当性の基盤は如何に経済成長を着実に達成できるかに

かかる時代に変化している。同時に大規模な戦争は経済発展に繋がらず、政権の基盤

を揺るがすリスクが大きいことを多くの国が理解するに至っている。又、現代の世界

での経済成長は、一国単独とか中央統制経済では不可能で、自由市場経済を国際シス

テムに連結する形でしか成し得ないということは、世界が 20 世紀の終わりに辿り着

いた共通の結論である。共産党一党独裁の政治体制を捨てていない中国でも、経済的

には既にこの様な統治原則を理解している。

  即ち、現在の世界をマクロに見れば、経済システムで、共産主義中国や強権的体質

が色濃く残るロシアをも自由主義諸国の自由市場経済の緩やかなルールの統制下に置

き、軍事的には米国一強体制を軸とした、国連の安全保障機能より複雑ではあるが、

柔軟で、如何なる情勢にも対応性と実効性が高い国際秩序維持システムが機能してお

り、かかるシステムの下での安定を世界の多くの国々が支持している。

勿論、世界には政治的軍事的に不安定な地域は未だ多いが、国家間の紛争に働く複
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合的な抑止力は、その様な地域でも強くなり、例え紛争が生起しても、比較的小規模

のうちに平和を回復できる可能性が高まっている。

  冷戦後、新たな世界規模の国際秩序維持システムが模索される一方で、安保理内の

常任理事国間の利害の衝突が冷戦時代以上に顕著かつ複雑になって、唯一の超大国で

ある米国が、安保理の枠外で、国際間の紛争処理に関する調整を行い行動する傾向は

逐次増えていたが、9.11 テロがこの傾向を加速し、今次イラク戦争がこの方向を決定

付けた。北朝鮮の核開発問題を巡る 6 カ国協議等も、このような動きの一つであり、

最近のリビアの核開発放棄や、イランの核査察受け入れ等は、その成果である。イラ

ク戦争で米英に反対した仏独なども、戦後は米国との関係修復に動いている。イラク

の復興が世界各国の協力で順調に進めば、このような米国を中心にした安定化戦略の

システムが 21 世紀前半の国際の平和と安全を図る軸として定着することを、更に多

くの国が是認するようになると思われる。

  この様に国際的な安全保障のシステムが変化していく中で、軍隊の役割について最

近の変化を見れば、安定化戦略の時代には、各国とも、その経済発展を阻害する不安

定要因を如何に取り除くかに戦略の眼目が移行している。主要先進民主主義国は、そ

のような安全保障システムの中で、高度の能力と即応性を備えさせて抑止の目的を達

成する様に軍隊を管理する一方で、抑止の結果として実際の戦争に使わないが高度の

能力を備えた軍隊を、現実の運用面では、国連の枠組みを最大限活用した戦争以外の

作戦、即ち、国際平和維持活動、国際緊急援助活動等に活用して、抑止の効果を更に

高める方向に軍の実際の運用上の任務の重点をシフトして来ている。この様な理念に

基づく PKO 等のみが、国連憲章には記載されていないにも拘らず皮肉にも国連のフ

レームの中で多大の成果を上げている。この様な運用の初期には、これらの戦争以外

の作戦は「軍隊の本来の任務では無いが、軍隊にしか出来ない任務」と言われたが、

国連のイニシアチブの下でこの種活動が多大の成果を挙げるに伴い、列国とも逐次こ

れ等を軍隊の本来任務の一つと位置付ける傾向にあるとともに、これ等の任務で国際

社会に貢献することが、国連に加盟する各国の崇高な義務となりつつある。この様な

任務は、将来、国際社会で名誉ある地位を占めようとする国の軍隊が避けて通ること

の出来ない任務になるであろう。世界において、軍隊は、命を賭けて夫々の国民の安

全を守る役割を超え、身の危険を顧みず世界の安定・平和に貢献することを期待され
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る時代に入ったと言える。それが結局夫々の国民の広範な安全に繋がるからである。

更に、この様な平和を維持強化するに止まらず、紛争が起きた地域に軍事力で介入

し、平和を創造・回復する作戦も、軍事力の使用がその目的の範囲に止まる場合には、

国際法的には合法との解釈が定着している。しかしながら、Peace Making Operations

と称するこの様な軍事力の運用は、国連憲章記載の概念であるにも拘らず、国連軍と

して活動する運用原則，就中常任理事国間の合意が過去一度も成立せず、現実には、

既に述べたような新たな国際安全保障システムの中で、多国籍軍、米軍単独、NATO

軍、或いは更に複雑な連合の組み合わせによる有志連合軍等の形で機能しているのが

世界の現状である。

３ ．  軍 事 戦 略 に か か る 動 向

（１） 全般

９・１１テロ以降、世界の主要国はテロとの対決では一致していたが、具体的なテ

ロへの対応では夫々に排他的な国益をかけた思惑があり、米国の戦略の変化を軸とし

新たな国際関係再編の動きが出てきている。全般として、米国は、中東への対応の必

要性から、中ロとの関係を改善し、特にロシアとの関係は準戦略的パートナーとも言

えるまでに改善した。また旧西欧諸国から旧東欧及び中央アジア諸国に軍事的な協力

関係の軸足を移す方向にあり、これに伴い世界的な米軍の編成・配置も大幅に見直さ

れようとしているが、その変化の方向は未だ流動的である。

イラク戦争では、この新しい国際関係再編の影響と各国がイラクに関して保有する

直接的な権益及び国益が相俟って、米英の行動に対する賛否について各国の対応に著

しい差が表れ、この対応差が更に今後の国際関係再編の動きを流動的にしている。

しかし、主要各国の軍事戦略の動向から世界の動きを見れば、米英の完勝に終わっ

た対称戦の分野では軍事革命が叫ばれ、主要各国は等しく米国を追って軍の近代化・

情報化に狂奔し始めたと言ってよい。(対称戦とは、装備・戦い方が概ね相似形の戦い

のことで、過去においては近代化正規軍同士の組織的な戦闘様相をこの概念で捉え、

ゲリラ戦等を非対称戦と分類することが多かった。この様な分別でイラク戦の実態を

見れば、対称戦であるが戦力格差多大で戦いの形に成らなかった。このため、近代化

した正規軍同士とはいえ、戦力の情報化と海空戦力量の較差が著しく、新しい形の非

対称戦であったという見方もある。)
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米国は、対象戦の分野では、引き続き地上・海上・海中・航空・宇宙において世界

最強の軍事力を維持して自国の防衛(国家安全保障：homeland security)と同盟国の防

衛（世界的な戦力の投影：global power projection）に万全を期すことを目的とし、

ネット上の戦いに最適化設計されたオブジェクティブ・フォースを目指しており、ア

フガン、イラクで見られた軍事革命は、米国の目指すミリタリートランスフォーメー

ションの始めの一歩に過ぎない。またテロ、ゲリラ等に対する非対称戦の分野でも、

国家安全保障省の創設等で本土防衛（ホームランド・ディフェンス）の抜本的強化を

図ると共に、編成・装備、作戦・戦術教義、及びその訓練の開発を急いでいる。

しかしながら各国は先ず IT 分野で現在の米軍のレベルに追いつくのに必死で、仏

独等は勿論韓台等でも軍のデジタル化が当面の目標である。ロシアは国内に経済的困

難を抱え通常戦力の補完を核戦力に頼っていたが、最近の国家財政の好調に伴ない軍

の再建に転じる方向にある。中国はわが国等の援助で得られた余力の全てを軍のハイ

テク化に注ぎつつ、劣勢を電子化された近代的非対称戦で凌ごうとしている。

米国の軍事に対する投資は、世界で突出しており、見通しうる将来において、その

一強態勢が揺らぐ兆候は無く、世界の軍事情勢は米国の世界戦略と軍事技術を軸に動

くことは確実である。

（２） 米国の軍事戦略

ア． 国家安全保障 戦略（The National Security Strategy）

ブッシュ大統領は 02 年９月、政権発足後初めて国家安全保障戦略を議会に提出し

た。これにおいて、文明社会への脅威はテロであり、最大の脅威はテロ組織が大量破

壊兵器技術を手にすることとしている。国家安全保障戦略の目標を政治と経済の自由、

諸外国との平和的関係及び人間の尊厳とし、この目標達成の方策として①人間の尊厳

の追求、②世界規模のテロ打倒のための同盟強化と米国・友好国への攻撃の回避、③

地域紛争を防止する他国との協調、④大量破壊兵器による米国、同盟・友好国への脅

威回避、⑤自由貿易を通じた世界規模の経済成長新時代の開始、⑥社会の開放と民主

主義基盤造成による開発の拡大、⑦グローバルパワーとの協調を促進する対話拡大、

⑧21 世紀に向けての国家安全保障機構の改革を挙げている。特にテロリストを保護支

援するものをテロと同一視し、必要に応じ単独での行動と自衛先制攻撃を辞さないと

している。
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イ． 国家軍事戦略

9・11 テロ直後の 01 年 10 月公表のＱＤＲ（４年毎に国防計画を見直し戦略の基本

を明確化するため大統領任期初年度に議会に提出する国防総省報告書）（Quadrennial

Defense Review）では、新たな国防政策目標として①同盟国・友好国の安全の保障、

②将来の軍事競争の抑制、③米国の国益への脅威等を抑止、④抑止破綻時の敵の決定

的な打倒の４点を挙げている。戦力整備の目的は①米国の防衛、②重用地域での前方

抑止、③重複生起する大規模紛争で敵を迅速に撃破、④限定的な数の小規模緊急事態

への対処の４点である。それまでの戦力整備は北東アジアと南西アジアの特定二戦域

の戦争に対し最適化を目指したが、より広範な能力を構築して、二つの重要地域でほ

ぼ同時に生起する侵略を撃破する能力を維持することで、両地域を含む全世界への広

範なコミットメントを果たし、あらゆる紛争で勝利を収める計画を保持することを目

指した。翌 02 年 8 月国防報告は、更に一歩踏み込み、テロ攻撃等から米国を守るた

め時には先制攻撃も必要で、敵打倒にはあらゆる手段を用い、敵領土占領や政権交代

作為能力も保持するとし、北朝鮮・イラン・イラクを改めて悪の枢軸と名指しした。

ウ． 核戦略

米国防総省は 94 年以来８年ぶりに 02 年１月核態勢報告（Nuclear Posture Review）

を議会に提出した。議会が今後５年から 10 年間の核戦力の方向性を定めるため包括

的な見直しの実施を命じたことに基づく。攻撃核戦力のみに依存する戦略態勢は 21

世紀の潜在的な敵を抑止するには不適当で、核・生物・化学兵器や長射程の投射手段

等近代軍事技術を利用する潜在的な敵に信頼できる抑止力を誇示すると共に、最終的

に如何なる侵略者をも撃破できる選択肢の提供が必要であるとしている。冷戦時代は、

大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）、潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）、核搭載長距

離爆撃機が核態勢の三本柱であったが、①核戦力と通常戦力からなる攻撃能力、②防

衛システム、③国防基盤を新たな三本柱とし、これを実現するため、地下深くの堅固

な目標への攻撃能力やトライデント型潜水艦の巡航ミサイル搭載型への改修といった

非核攻撃能力、ミサイル防衛、地下あるいは移動体等目標情報収集技術等の分野で新

たな脅威への取り組みを行うとしている。

エ． 統合軍の将来 構想（Joint Vision）

統合参謀本部長は 96 年７月、将来の統合作戦改革方針を示す報告書としてジョイ
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ントビジョン２０１０を公表し、更に 00 年５月、その改訂版としてイラク・ユーゴ

空爆作戦等の教訓を踏まえてＪＶ２０２０を公表した。同構想は、①米国は世界規模

の国益を保有、②特定分野で米軍と同程度の軍事技術が拡散、③非対称脅威を伴う敵

が出現という戦略環境で、統合戦力が軍事作戦の全ての烈度･局面において優越する

ことを目標とした。全スペクトラムでの優越達成の鍵は情報の優越で、これで古い作

戦概念を新たな作戦概念、即ち①機動の優越、②精密正確な交戦、③あらゆる次元の

防護、④ニーズに合致する兵站に転換でき、その結果、全ての任務で優位に立った作

戦遂行が可能となるとしている。イラク戦争における統合作戦の成功とその教訓で、

統合軍の運用構想は更なる進化を遂げるものと思われる。

オ． 陸軍の将来構 想（Army Vision）

陸軍を 21 世紀に統合戦闘部隊の一部として戦える部隊に改革する構想で、ジョイ

ントビジョンを具現して、21 世紀へ向けた改編構想フォース 21（対象年度 00～15 年）

と陸軍の長期構想であるアーミー･アフター･ネクスト（対象年度 15～25 年）を連接

するものである。最新アーミービジョンは 99 年 10 月に日系米国人として初めて陸軍

大将と成ったエリック・シンセキ前陸軍参謀総長が公表した。本構想は、大規模地域

紛争から小規模な緊急事態までの幅広い任務に対処しうる戦略的即応能力の高い陸軍

に改編するため①長期的には軽量かつ打撃力のある将来戦闘システム（ＦＣＳ）を開

発し全軍に導入、②短期的にはＦＣＳ導入までの間、既存の装輪装甲車等を装備した

数個の暫定新旅団の創設を目標としている。将来の陸軍部隊は、現行の機械化部隊が

有する破壊力と軽歩兵部隊が有する戦略機動展開力を保持し、人道援助や平和維持活

動等の任務から錯雑地･市街地の戦闘、大規模紛争にも対応できることが必要として

いるとし、陸軍の改編は①初期段階：国内外からの代用装備・借用装備で新旅団を編

成、今後必要となる組織・運用等のデータを収集、②中間段階：新旅団の検証を踏ま

え暫定旅団を編成、装備は既存の装備から選定した暫定装甲車（ＩＡＶ）として導入、

③最終段階：将来陸軍=オブジェクティブフォース創設へと進む（アーミー・トラン

スフォーメーション Army Transformation）としている。当初改編された２個旅団は、

新旅団とか暫定旅団と呼ばれていたが、ＩＡＶがストライカーと命名されたことから

ストライカー旅団戦闘団（ＳＢＣＴ）（Stryker Brigade Combat Team）と呼ばれて

いる。ＳＢＣＴは３千６百人の歩兵中心の部隊で、陸軍の重戦力部隊（火力・打撃力
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は強大だが機動力が劣る）と軽戦力部隊(高度の機動性を有するが火力・打撃力が不足

する)との間に現在存在している作戦能力のギャップを埋めるために現状の陸軍部隊の

最良の特徴と技術を多く兼ね備えた部隊である。あらゆる軍事作戦の任務遂行能力が

あり、低烈度紛争から高烈度紛争までの作戦に耐えられるように設計されている。先

進的な指揮・統制・通信・コンピュータ・情報・捜索・偵察（Ｃ４ＩＳＲ）システム

を保有し、敵と交戦する前に全戦場を｢見る｣ことができる。ＳＢＣＴは、新部隊の概

念、ネットワーク主体の作戦・ドクトリン等を積み上げて陸軍のトランスフォーメー

ションを牽引している。

03 年 8 月、陸軍の改革をリードしてきた前陸軍参謀総長シンセキ大将の退役に伴い、

ピーター・シューメイカー大将が後任に就任した。同大将は、イラク戦争後の戦略環

境の変化に応じ陸軍の現役旅団数を 33 個から 48 個まで増加することのより陸軍を再

編成する方針である。新たな陸軍は、現行旅団より小型で、戦闘力は強化され、独立

作戦能力を有し、師団隷下で柔軟な運用が可能な３タイプの旅団（重装甲旅団、軽歩

兵旅団、空中機動・空挺旅団）からなるモジュラー式（Modular）陸軍として改変さ

れる予定であるが、基本的にはシンセキ大将が推進してきた陸軍改革の考え方を踏襲

していると見られる。

カ． 海軍の将来構 想

海軍は 92 年９月に From the Sea 構想、更に 94 年９月には Forward…From the Sea

構想を発表した。これらの構想は、将来にはスピードが戦闘全領域の優越の達成と効

果的な戦闘のために重要で、沿岸地域の防衛や敵縦深への精密地上兵器による攻撃等

は、海軍の新たな能力と構想の所要を創出するとし、平時の作戦、危機対処及び地域

紛争における海軍機動展開部隊の貢献を前方プレゼンスと海から陸への戦力投入を重

視する方向に転換した。96 年８月にはジョイントビジョンを受け２０２０ビジョンを

発表、更に 02 年には Sea Power21 構想へと発展させた。同構想は、長距離航空機、

ミサイル、情報作戦、特殊部隊･海兵隊等を使用した主要敵目標に対する圧倒的・決

定的な攻撃力を投射するシーストライク、米本土防衛、同盟国の保障、複数地域での

潜在的敵国を抑止する上の鍵となるシーシールド、外洋作戦艦船の独立性維持により

如何なる場所でも作戦を可能とするシーベイジングの３概念と、これらの概念の基盤

となるセンサー、プラットフォーム、兵器等をネットワーク化された戦闘部隊に統合
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し、海軍・海兵隊のネットワークを他軍種と共有することを目標とするフォースネッ

トの概念から構成され、これらに基づき海軍の改革が進められている。

イラク戦争後の海軍は、ネットワーク・セントリック・ウォーフェア（Network Centric

Warfare）と呼ばれる RMA（軍事革命）コンセプトを採用し、通信衛星を介して広域

に展開した航空機・艦艇・潜水艦等あらゆるプラットフォームを連接し、部隊作戦統制、

武器統制、部隊運用調整及び作戦支援の４機能が同一ネットワーク上で機能するネービ

ーワイドの高速通信インターネットを整備し、海軍の近代化を図ろうとしている。

キ． 空軍の将来構 想

90 年６月、空軍は、核戦力による抑止の維持、局地紛争への多様な戦闘力の投入、

世界的機動力の提供、Ｃ３Ｉ機能の充実等を目指す、「グローバルリーチ・グローバ

ルプレゼンス」構想を発表した。96 年 11 月にはジョイントビジョンを受け「グロー

バル・エンゲージメント:21 世紀の空軍構想」を発表、同構想は 25 年までの空軍戦力

の指針を示している。21 世紀の航空戦力の目標として、常に航空優勢を獲得維持する

こと、国家の要求を満たすべく航空戦力を米軍全体の統合努力へ組み込むことを挙げ、

核となる能力として①航空・宇宙における優勢、②世界規模の攻撃能力、③迅速かつ

世界規模の機動力、④高精度の交戦能力、⑤情報の優越、⑥敏捷な戦闘支援能力を挙

げている。

ク． 海兵隊の将来 構想

海兵隊は 96 年４月、沿岸地域を最大の焦点とし、海上部隊と陸上部隊とのより緊

密な協力を図るための海軍作戦に対する新たなアプローチである「海からの作戦機

動」(operational maneuver from the sea) 構想を発表し、更に 00 年 11 月には本構

想を基に、ジョイントビジョンを受け、未来の海兵隊構築の枠組みを示す｢海兵隊戦

略 21｣構想を公表した。同構想では、主要海外展開即応総合戦力として戦略的敏捷性、

作戦範囲及び戦術的柔軟性を強化するとし、また、危機及び紛争の複雑な展開に迅速

対応する柔軟な編成を持った相互運用性のある諸兵連合の海兵隊空地任務部隊を整備

するとしている。このための中核となる能力として①戦い勝利する準備、②海外展開

能力の保持、③諸兵連合作戦の遂行能力、④状況の変化に応ずる任務編成、⑤予備役

の総合能力、⑥海上からの強行侵入能力、⑦統合作戦能力を挙げている。
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ケ． 米軍の再編成 ・駐留配置の見直し

米国は、同盟国・友好国の安全保障を防衛政策目標の一つと掲げ、①米国は世界か

ら撤退することは出来ず、②米軍の海外プレゼンスは同盟国・友好国への米国のコミ

ットメントの最も重要な象徴の一つであり、③米軍は同盟国・友好国の安全を保障す

る上で重要な役割を演じ、その責務を尊重し、信頼できる安全保障パートナーであり

続けるとしている。このため、欧州、北東アジア、東アジア沿岸部及び中東・南西ア

ジアにおいて前方配置・展開した地域に適合する部隊を維持し、同盟国・友好国の安

全を保障し、威圧に対抗し、米国と同盟国・友好国に対する侵略を抑止するとしてい

る。この考え方は、将来も変らないと見られるが、重要地域への対処と同時に全世界

でのテロ等へより迅速に対応する必要性、軍事革命による迅速展開即応能力の飛躍的

向上、悪の枢軸対応への各国の協力度等の要素で、海外展開部隊の再編成、駐留配置

の見直しを行っている。

新たな配置の細部はいまだ検討中であるが、欧州では在独米軍を大幅に削減し中央

アジアに近い中南欧のポーランド等に移すものと見られ、中東でも対テロ作戦のため

の即応性を重視した再配置が検討されている模様である。

アジア太平洋地域では、米軍の支援による韓国軍の近代化強化の計画と平行して韓

国駐留米軍が非武装地帯近くから北朝鮮主力火砲の射程外の南方に移る計画が公表さ

れている。

在日米軍の再配置に関しては公表されていないが、朝鮮半島、台湾海峡等をにらん

だ即応体制を維持する必要があり、近代化された米軍、特に海軍に対する補給整備能

力は他地域で代替不可能であるため、大きな削減は無いと思われ、緊急展開能力と即

応性向上のため在日米軍の司令部機能や兵站機能は強化される可能性もあると思われ

る。

コ． 最近の米国に おけるイラク戦争の評価

本格的戦闘終了直後は、戦勝の影響もあり、NCW や空からの対地上戦、或いは「シ

ョックと畏怖」作戦と呼ばれた敵の作戦中枢を精密に撃破する作戦の成功が喧伝され

たが、最近では作戦の客観的なデータの分析に基づいた教訓の洗い出しと軍制への反

映が着実に進められている。（細部は添付資料参照）
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（３） 中国の軍事戦略

02 年 12 月、中国は「２００２年中国の国防」を発表した。同報告は、中国が平和

な国際環境を必要とし、アジア太平洋地域は全般的に平和で安定しているが、不安定

要素も増加し、特にテロは国際社会の安全に現実的な脅威としつつも、テロへの攻撃

は、確実な証拠と明確な目標があり、国連憲章の趣旨と原則、国際規範に合致し、国

連と安保理が主導的役割を発揮している状況で行われるべきとしている。ミサイル防

衛では、関係諸国の戦域ミサイルシステム研究開発を警戒し、特に台湾への戦域ミサ

イル防衛の援助、支援に断固反対するとしている。

一方、03 年 7 月、米国防総省は昨年に続き２度目の｢中国軍事力年次報告書｣を発表。

同報告では、中国は人員規模で世界最大の軍事力を維持し、冷戦後に主要国の大半が

国防予算を縮小して来たのに反し、年々二桁の大幅増額を続け、実質国防費は公表の

約３倍の世界２位で、戦略ミサイル攻撃能力を始め陸海空軍を着々とハイテク近代化

し、台湾向け短距離弾道ミサイル配備は、昨年約３５０基から予想の２倍のペースで

約４５０基に増強され、今後も増強は続き、日本や米国を射程に収めるミサイルの開

発配備も着々と進展中としている。

イラク戦争にかかわる最近の中国の文献等について解説した拓殖大学国際開発学部

教授茅原郁生氏の論文（ディフェンス 41 号、03 年 10 月）は、中国は、コソボ空爆

からアフガニスタン・イラク戦争までを通じた世界的な軍事革命の趨勢のポイントは

①圧倒的な航空戦力の価値の高まりと制空権を握ることの重要性、②小回りの聞く快

速機動部隊の価値の再認識と戦場での高機動力の重要性、③参戦した陸海空三軍の統

合運用とリアルタイムな情報の共有による指揮統制の自動化がもたらす決定的な影響

力、④宇宙空間の戦力化とデジタル通信による時空の超越及び作戦空間の多次元化へ

の対応の重要性、⑤空中攻撃、地上侵攻、ミサイルの海上発射、衛星による情報保障

等を総合した作戦のシステム化の必要性等であるとし、イラク戦争の特徴として①精

密誘導兵器が大量投下された点と軍事衛星がフルに活用された点に見る情報の優越、

②イラク領を進攻した地上軍の迅速な戦場機動速度、③陸・海(海兵隊含む)・空の三

軍に宇宙、電子を加えた五次元一体となった統合作戦の三点を指摘しており、中国は

イラク戦争から①武器装備の知能化、②編成の簡素化、③作戦様式のシステム化の三

点の教訓を得たとしている。
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同時に同論文は、中国はイラク戦争などの戦訓を分析して国防の近代化に真剣に努

力しているが、現実的には中国のハイテク技術を兵器に適応する技術水準には限界が

あり、開発に当たっても国防工業の IT 産業基盤には制約が多く、国防近代化資金に

ついても所要を満たす水準には到らず、このための兵力削減等、なお多くの軍内の抵

抗と制約要因を抱えていることを指摘している。

中国軍は、90 年代以降、コソボ紛争を分析して得た教訓から、「全面的空襲下でも、

積極的・効果的な対空措置で戦力を温存し、適時適切な方法を用いれば、弱小な戦力

で強敵を攻撃しつつ、戦力を維持し非対称戦の成果をあげ得る」とし、「劣勢な状況

下でハイテク条件下の局地戦争に勝利すること」を目標として新「三打（ステルス戦

闘機、巡航ミサイル、武装ヘリに対する攻撃）三防（電子妨害、精密攻撃、偵察監視

に対する防御）」訓練方針を打ち出し研究を開始した。前掲茅原論文でも、中国のイ

ラク戦争の分析では、一方で知能武器の圧倒的な効果を認めながら、他方でハイテク

兵器が万能でなかった事例、例えば戦争初期段階で頻発した米軍内の友軍相互の誤爆、

英軍戦闘機に対するパトリオットミサイルの誤射等の他に GPS に対するイラク側の

妨害の効果、砂嵐や油田自爆による煙等がハイテク兵器の機能を低下させた等、知能

兵器の弱点を指摘して中国軍の兵器が劣勢な水準にあっても運用によって対応できる

可能性を力説していることが紹介されている。

これ等から判断して、中国は今世紀半ば頃を目標として米軍に対抗しうる国防の近代

化を図りつつ、当面の軍事教義としては、正規軍以外の民兵・予備役の防空部隊にも個

人携行型対空ミサイルを配備する等により努めて全軍を近代化しつつ、非対称戦の利を

最大限活用する運用の妙により自国周辺における局地戦において勝てないまでも負けな

い戦いを目指すと思われる。

（４） 台湾の軍事動向

　02 年７月、台湾は「中華民国 91 年国防報告書」を発刊した。同報告では、国軍部

隊の将来の展望として、「ハイテク化、プロ化、全国民化」かつ「質が高く、卓越し、

精強な」国軍の確立を掲げ、科学技術の発達と戦争形態の変化につれ、情報優越の

獲得、即ち制情報権及び制電磁権の獲得が最優先目標となっているとし、電子戦部

隊、情報戦部隊を重視している。
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（５） 韓国の軍事動向

　韓国国防省は、01 年 5 月、96 年国防白書以来の北｢主敵｣明記に賛否の多様な世論

があるとして、02 年国防白書の発行を無期延期し、政権の太陽政策に配慮したが、

代わって 01 年 12 月、01 年国防資料・統計を発表した。同資料では、世界は超国家

的脅威の浮上とテロとの戦争で安保状況の不確実性・流動性に直面し、各国は将来

戦に備えて軍事科学技術力の向上と先端兵器確保に努めているとし、特に北東アジ

ア情勢については、多様な紛争の要因が潜在して不安定性が持続中としている。北

朝鮮の脅威については、韓国に比べ量的に優位な通常戦力と首都圏を含めた前・後

方地域を同時に攻撃できる長射程砲と中・長距離ミサイル、推定量約２千５百ｔ～

５千ｔの化学兵器、炭疽菌等の生物兵器等を警戒している。国防政策では、「21 世紀

の新国防」として、過去の慣行と思考の枠組みを変える革新的な努力が必要である

とし、テロ対応態勢完備のため、生物・化学テロ対応の国軍特殊武器防護司令部を

創設する等、対テロ組織と能力を補強して訓練環境等を改善する一方、米韓協力体

制を強化するとしている。

（６） 北朝鮮の軍事動向

　北韓年鑑(大韓毎日新報社０２年版)によれば北朝鮮の軍事政策は、軍隊と人民の思

想　武装の上に、全人民の武装化、全国の要塞化、全軍の幹部化、全軍の近代化を

基本とする４大軍事路線で、軍事最優先の先軍政治を掲げ、98 年９月改定の憲法で

も４大軍事路線を国家課題と明文化した。先軍革命路線は、地球上に帝国主義が残

る限り、未来永劫堅持すべき戦略路線としている。軍事戦略は、先制奇襲、速戦即

決、大規模正規戦と非正規戦である遊撃戦の混合等に要約でき、平時にも事実上戦

争準備完了状態のまま、強大な軍事力を保有し、部隊調整や再配置なしに奇襲的先

制攻撃が可能とされる。人民軍の兵力は、正規軍だけで陸海空軍計約１１７万名で、

他に教導隊、労働赤衛隊、赤い青年近衛隊等の予備戦力があり、その数は７百万名

を超える。また約 10 万名の特殊部隊は、有事、前方後方の各地域に同時多発的に侵

入し、指揮通信施設と飛行場等の破壊、要人暗殺等により、韓国の戦争持続能力を

無力化し後方地域を混乱させる等、前方と後方の同時戦場化を策する可能性が高い

としている。

　これに加え、北朝鮮は、近年、弾道ミサイルと核兵器の開発・輸出で、その瀬戸



92

際外交と相俟って、周辺諸国のみならず世界の緊急で主要な脅威の一つに成ってい

る。

（７） ロシアの軍事動向

ロシアは、現在でもわが国の防衛力と比較すれば、強大な核を含む軍事力を保有し

ているが、つい最近までの各種情報は、同国について、国内の困難な社会・経済状況

が、軍の建設・整備に直接的に影響し、軍用装備等の絶え間ない急速な陳腐化・老朽

化は克服されず、戦闘即応態勢と部隊訓練の充実度は不十分と伝えていた。

また大統領令で 00 年 1 月に承認された｢ロシア連邦国家安全保障構想｣や同じく同

年 4 月に承認された新｢ロシア連邦軍事ドクトリン｣等は、ロシアに対する戦争の直接

的脅威は過去に比べ著しく低下したとし、露の平時通常戦力は、大規模侵略対処から、

地域的、局地的規模の侵略を撃退できる水準を前提とするものへと移行したとすると

ともに、安全保障環境については、国際情勢の急転換期に露を含む多くの国々で多国

籍的性格を有し世界の安定を脅かすテロリズムの問題が著しく先鋭化しており、緊急

の措置を講じる必要性があるとし、イスラム過激主義勢力の活動と軍事的・政治的拡

張の目標を露にする国際イスラム集団の活動を特に危険視し、また、軍事力運用の原

則としては①大規模紛争対処は戦略核兵器の抑止力に期待、②通常戦力の劣勢補完の

ため核兵器使用も考慮、③小規模紛争は、平時編成のまま、常時即応部隊で対処、④

常時即応部隊の機動的運用を挙げて、明文化はしていないものの米国に対抗する軍事

力を整備する国家目標は放棄する姿勢を見せていた。92 年の創設時点での露連邦軍の

全定員数 280 万名についても、露連邦大統領令により 100 万名とすることが定められ

ていた。

しかしながら、最近のロシアにおいては、国家財政の回復を背景に米国 BMD へ対

抗する意志をも露わにした軍事重視路線への回帰という注目すべき変化が現れている。

04 年 3 月、在日ロシア臨時代理大使ミハイル・ガルージン氏は、産経新聞への投稿

で、プーチン大統領の政策の結果、ロシアのＧＤＰ（国内総生産）は４年間で約 30％

成長し、来る 10 年間でＧＤＰを倍増させる目標も示され、更には連邦法と地方法の

矛盾も排除され、ロシア市場で国内外の企業が正常に利益追求活動を行うための必要

条件が揃い、納税制度改革も進み、国家予算は黒字続きで金準備高も 840 億ドルまで

増加し対外債務の支払いも順調であると述べている。
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一方、ロシアのプーチン大統領は、04 年２月中旬にロシア軍が行った大規模演習で、

新型核ミサイルの実験が成功したことを明らかにし、このミサイルを近い将来、導入

する方針を明らかにした。ロシアの有力日刊紙イズベスチヤによると、大統領が指摘

した新型核ミサイルは、超音速で高高度を飛ぶＸ90 ミサイル又はＸ101 ミサイルを指

すが、Ｘ90 型は北大西洋条約機構（NATO）で AS19、又は「KOALA」と呼ばれ、

ソ連時代に研究に着手した後に中止されていた多弾頭ミサイルで、当初明らかにされ

ていた射程は「三千キロ」、高高度を弾道ミサイルとは異なる複雑な軌道を描き超音

速で飛行するため、いかなるミサイル防衛網をもかいくぐり「敵国」を攻撃できると

している。04 年 2 月の試射では、ロシア西部のプレセツクから発射され、約七千キロ

離れたカムチャツカ半島に着弾したと同紙は伝えている。この報道内容が事実である

ならば、ロシアは、将来米国のミサイル防衛（ＭＤ）に対抗できる核搭載可能な新型

ミサイルを保有することになる。

また、ロシアのフラトコフ新首相は、下院で国防関連への支出を今後さらに増大さ

せる方針を示す等、プーチン政権は、最近、かつての米ソ軍拡競争を思い起こさせる

軍事重視路線を打ち出している。

更にフラトコフ首相は、下院で記者団に「国防能力の向上が新政府の重要な課題の

一つであり、それは、技術水準の進歩にかかっている」と述べ、装備から軍人の待遇

改善まで含めて「軍への支出を増大させる」と言明した。具体的な支出の増大額につ

いては明らかにしなかったが、04 年の兵器などの軍調達費は、1500 億ルーブル（約

５千７百億円）と前年比 20％増加したことを挙げ、15 年までの中期的な兵器調達計

画を策定中であることを明らかにした。

ソ連邦崩壊以降、米国とのイデオロギー的対立の消滅、国家財政の困難、テロなど

の新たな脅威への対応への必要性等から、ロシアにおいては、米国に対抗する軍事大

国志向的な動きは少なく、装備老朽化による事故などの情報が目立ったが、国家財政

の回復及び 04 年３月の再選に伴い、大統領権限を大幅に強化されたプーチン大統領

が再び米国との間で対等抑止の方向を目指すのか否か、今後のロシアの国家戦略の動

きが注目される。

（８） 中東(イスラエル)の軍事動向

各種資料によれば、イスラエルは、依然として潜在脅威（アラブ・イスラム国家）
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に囲まれる小国との認識で、米国の援助の下に中東諸国に対する軍事力の質的優位の

獲得に努めている。通常作戦以外でも技術的優位に努め西はモロッコから東はイラン

まで全中東諸国への核を含む大量破壊兵器投射能力を持ち、中東での軍事的優位を保

持することが国家の安定的生存のため必要と考えている。また、テロリズムと戦うこ

とを表明し、特にパレスチナ過激派との武力衝突が頻発するようになって以降、国防

政策にテロリスト掃討作戦を取入れ、対テロ専任部隊の創設、市街地戦闘を想定した

新たな戦闘力導入、戦闘教義見直し等を図っている。軍の近代化については、陸海空

軍のデジタル化・ネットワーク化が進み、最新システムによる迅速な情報伝達で、あ

らゆる段階の状況判断が迅速正確になり、作戦間の決心に資する高度な情報が提供可

能となっている。

（９） 欧州(英仏)の軍事動向

英国は、同時多発テロで顕在化した脅威を受け、02 年 7 月、新たな「戦略防衛見直

し」を発表し、３軍はテロリズム対策を既に採り終え､海外で国際的な役割を果たし、

安定化作戦、威圧作戦あるいは捜索－攻撃作戦といった重要な作戦に必要な能力は「戦

略防衛見直し」によりもたらされたと評価した。一方、テロリストとの戦闘、遠隔地

における彼らへの対処及びテロリストの生物・化学・放射性・核兵器関連物資の入手

に対処する好機の獲得のためには、新たな能力が必要であるとし、ネットワーク中心

の能力、攻撃能力の強化、特殊部隊の能力、無人偵察機、より迅速に展開できる軽装

備部隊に必要な機動性と火力等を精査する必要があるとしている。また、英国は、国

際テロリズムとの戦闘に勝利するためには、広範な多国間協力が必要となるとし、国

連・ＮＡＴＯ・ＥＵで多大の外交努力をしている。国連は、国際テロリズムとの戦い

で多くの役割を持つとし、国連施策のコンセンサス造りに努め、国連安全保障理事会

対テロリスト委員会では議長を務めている。イラク戦争において英国は当初より米国

と緊密な協同歩調をとり、作戦開始以降は重要作戦正面を独立して担当すると共に、

海空軍、特殊部隊などを米軍のそれと一体的に運用し、今現在においても米軍と協同

作戦行動をとりうる軍事技術水準と運用能力、部隊の連度等を持つことを実証した。

一方、フランスは、03 年 1 月、仏の防衛力整備計画である｢軍事計画法｣を議会承認

した。同法では、米国同時多発テロで、戦争は多様な形態で生起し特定の戦場や強力

な軍隊を必要とせず一般市民を標的に大量破壊兵器を使用する可能性があることが明
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確になったとし、仏はハイテク高度社会で新たな脅威に極めて脆弱で、同盟国もこの

脅威の対象としている。欧州の防衛体制については、仏及び主要同盟国は欧州防衛体

制の構築を実現しつつあるとしている。米国について仏は、同時多発テロ以降、予測

困難な脅威に直面する米国にとって、迅速に軍を派遣し、米本土から衛星等を用いて

情報を確実に得ることが重要と認めつつ、事件後の米国の戦略変更は、同盟国や他国

の介入なしの単独行動も辞さないという意思によるもので、かかる戦略は欧州と米国

間の技術・軍事格差を拡大すると危惧を表明している。今後の国防努力について、仏

は、自国の安全保障の確保、軍改革の継続、世界での仏の地位強化等のため、今後の

国防戦略は、過去 10 年間に逆行し国防努力拡大を中心としたものになるとしている。

４ ．  今 後 の わ が 国 の 安 全 保 障 戦 略

（１） 21 世紀における日本の安全保障戦略の選択肢

わが国は、戦後独立して国際社会に復帰以来 50 年余にわたり「国連中心主義」、「日

米同盟主軸」、及び「アジア地域重視」を外交の三本柱にすえてきた。しかしながら

イラク戦争では国連の中枢である安保理は機能せず、これを契機に国連の存在意義が

問われている一方で、国連の枠内で国連憲章には規定されていない PKO 等への積極

的な貢献が加盟各国に求められる現在、日本が今後いかなる安全保障戦略を採るのか

について、国民が納得しうる明確な理念が必要な時代になっている。

  イラク戦争開戦前において、米国は、軍事作戦が不利になる砂嵐の時期に作戦がか

かるリスクを犯してまで、安保理メンバー国の説得に当たったが、イラクへの国際的

経済制裁の狭間を縫って同国での利権を獲得したフランス等が、安保理で拒否権を行

使する構えを見せるに至って、安保理で新たな武力行使の決議を得ることを断念し、

イラクへの攻撃に踏み切った。

  アナン国連事務総長は、イラク戦争後の国連総会において、異例の米国批判を交え

つつ、ブッシュ政権の｢先制攻撃戦略｣は、国連の安全保障機能のよりどころになって

きた諸原則への重大な挑戦であると強調し、国連の安全保障機能に強い危機感を表明

した。一方で彼は、米国が最終的には国連安保理の明確な承認を経ずしてイラクへの

武力行使に踏み切った要因にも配慮し、｢大量破壊兵器で武装したテロリスト集団の

ようなある種の脅威に対する強制措置を早期に承認する基準｣を作るよう提案する形

で、安保理の制度上の不備を認めた。
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  日本は、イラク戦争勃発同時に小泉首相が早々に米国支持を表明し、日米関係の緊

密さを誇示したが、国連中心主義の外交と日米同盟の両立が困難になった時点で、後

者を選択した理由について、政府の明確な説明は無く、国民一般にはイラク戦争に対

する疑問を持つ向きが少なく無かった。最大野党である民主党は、本格的な戦争が終

わりイラクの復興が焦点となる時期に到っても未だにイラク戦争に大義（国際法的根

拠、安保理決議）が無いとして、自衛隊のイラク派遣に反対している。自衛隊のイラ

クへの派遣は、国際公約でも有り、また国連安保理決議 1483 号、1511 号等が逐次に

可決され、各国が協力してイラクの復興及び安定確保に取り組むことが確認されるに

至って、結局国会の議決を経て実施されることになったが、国内的には賛否の議論が

続いている。

さて 5 章１において、現在の世界では、経済システムで共産主義中国等をも自由主

義諸国の自由市場経済の緩やかなルールの統制下に置き、軍事的には米国一強体制を

軸とした、国連の安全保障機能より複雑ではあるが、柔軟で、如何なる情勢にも対応

性と実効性が高い国際秩序維持システムが機能しており、かかるシステムの下で世界

は比較的安定しているとのべた。

  このようなシステムを肯定的に認めかつ利用しようとする態度をわが国が対米追従

として採らないのであるならば、それに変わりうる信頼性のある安全保障システムの

選択が必要である。現に機能している複雑な安全保障システムに将来変りうる信頼性

のあるシステムは考えられるであろうか。

最初の選択肢としては、国連中心のシステムが考えられる。

世界人類は、一次、二次大戦の惨禍等を教訓として侵略行為等を「悪」とし、現実

にそれが発生し、或いは発生する恐れの有る時等には、要請や勧告、軍事力の使用を

伴わない措置、軍事力の使用を伴う措置等、段階的に国際的・集団的行動を実施する

ことにし、平素からそれを円滑に実施し得る態勢の充実に努力することにより、侵略

行為などを未然に防止することを最善の体制として学んだ。これは、如何なる国も単

独ではその独立と安全を確保できないことを、或いは、何カ国かが集団を作って利己

的に安全を追求するのでは国際社会の平和と安全は確保できないことを歴史に学んだ

人類の智恵とも言える。こうした安全保障の世界的なシステムとして、国連中心の安

全保障の「理念」は、全世界から圧倒的な支持を獲得している。
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日本が、このシステムを選択する場合、当然のことながら安保理常任理事国入りを

目指し、集団的自衛権を行使する政治的決断をし、必要に応じ、国連警察軍・多国籍

軍などに参加することになる。加盟国として憲章の理念の実践に責任を持たなければ

ならないからであり、常時安保理理事国でなければ、国連の安全保障システムに不断

の影響力を維持することはできないからである。

しかしながら、わが国の常任理事国入りが実現するとしても、国連の現実は憲章の

理念とは異なり、冷戦期の過去においては超大国米ソが厳しく対立し、安保理がその

安全保障機能を発揮することには限界があった。冷戦が終了し、米ソの協調がある程

度可能になった現在、国連の安全保障機能が活性化する条件は、一面では整ったが、

先にイラク戦争での常任理事国各国の対応に見るとおり、冷戦の
くび
頚

き
木から解かれた

仏などは、従来以上に自らの国益に沿った独自の路線を主張するようになった。

国連の安全保障機能を活性化・現実化する条件整備を助長するべく支援す

ることは、世界の、そして日本の利益になることであり、その理念は、特に

日本国民の一般的心情においては、人類理想の哲学とも言える心地よい響き

を有するが、残念ながら湾岸戦争以降は、条件整備は前進せず、イラク戦争

において決定的に後退した。又、特にアジアにおいては、国連中心の安全保

障のシステムが機能する条件は整っておらず、現実的政策として国家の安全

を託することが出来ないことは明らかである。

選択肢の２番目としては、米欧等の民主主義・自由主義先進国家中心の新しい枠組

みを作ることが考えられる。しかしながら、中国等の反発はおいても、これ等の先進

国に共通する軍事力使用の規範を作るのは容易なことではない。米仏２国間だけでも

共通化は困難な面が多い。フランスの第 2 次大戦前後以降最近までの対外政策を見れ

ば、全く自国の国益中心で他の国の民主主義とか繁栄は二の次であり、世界の警察官

たらんとする理想主義は見られず利己的ともいえる現実主義である。一方、米国民に

は、民主主義的な手続きで選ばれた政府の正統性を何よりも重んじるという強い意識

があり、その象徴としての星条旗を越える権威として、国際政治上の必要性から作ら

れた妥協の産物である権威（共通規範）を認め、その下に自国軍隊・軍人を運用する

ことには極めて強い抵抗感がある。従って、民主主義という政治体制を共有している

というだけで、EU のような連邦的組織を、日米を含む世界の広域に拡大するような
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一枚岩の世界連邦的枠組みを作る事は不可能であり、この選択肢に実効性を持たせる

のは困難である。

この様に考えていくと、日本が見通しうる将来において現実的に採りうる安全保障

システムとしての最後の選択肢は、現状の追認に見えるかもしれないが、やはり日米

共同を機軸にしたものしか無い。既に述べたとおり、米国一強態勢を軸とした多様且

つ複雑な集団安全保障システムの組み合わせと力の均衡が実効的に世界の軍事的安定

を確保していると見れば、当然の答えとも言える。

わが国においては、その様な安全保障システムは是とするとしても、米国とは現在

より距離を置き、中国等との等距離外交を目指すという選択肢を主張する意見が根強

くあるが、かかる選択肢には大きな欠陥がある。

21 世紀前半において、軍事的に米国を凌駕しそうな国は見当たらない。ポール・ケ

ネディ米エール大学教授の試算によれば、米国の国防予算は、米に続く十カ国の国防

予算の総計に等しく、今後数十年、軍事力で米国に近づく国は現れないという。そし

て、日本の経済が、現状ではやや停滞しているとは言いながら、21 世紀前半において、

日米を合わせた経済力を凌駕しそうな国又は国家共同体も見当たらない。従って、日

米が確固として結びついている限り、他の国の採り得る選択肢は限定される。もし、

日米離反の可能性が有るとするなら、全ての国は、極めて複雑な政治的・外交的・経

済的調整の必要性が増大する。特に東アジアについては然りであり、国際紛争生起の

蓋然性は飛躍的に増大するであろう。その様な不安定な政治的・軍事的環境では、中

国近代化に付随する環境問題一つを取っても解決は困難である。従って、日米共同を

主軸とする選択肢は利己的な政治目的による対米追従の選択肢ではなく、わが国の平

和と繁栄のみならず世界就中東アジアの安定のために最良の選択肢である。

但し、日米一体化の程度は、現状程度では甚だ不十分である。集団的自衛権の行使

を容認した強固な軍事的パートナーシップに加え、経済的にも競争相手から相互補完

関係に発展させる必要がある。出来れば通貨統合を含む強固な相互補完関係が望まし

い。その様にしてこそ米国に対して政治的に対等の同盟国の立場に立てるからである。

それは米国に見捨てられないためではなく、わが国の自主的な世界戦略を合衆国に理

解させ、相互の協力により世界の安定に寄与すると共に両国の繁栄を図るためである。

何故なら 21 世紀における長期的視野に立ったグローバルな人類の繁栄を考えると
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き、現在米国が採っている｢あるがままの世界のあらゆる脅威に対し合衆国主導で合

衆国及び同盟国・友好国を守る｣という比較的短期的・中期的な戦略のみでは不十分

と考えられるからである。

21 世紀中頃位までを視野においてグローバル化した世界の脅威に関して、先ず軍事

的脅威について概観すれば、21 世紀において、世界の平和を脅かしうる軍事的脅威と

しては、①中国の軍事大国化と覇権主義、②ロシアの軍事大国化と覇権主義、③中東

紛争の再燃、④日本の軍国主義への回帰、⑤核等大量破壊兵器の拡散等が挙げられる。

この内、中国の脅威について言えば、その核戦力を含む世界一の規模の軍事力は、

周辺の軍事中小国にとっては確かに脅威である。しかし、米国の国防予算は実質的に

も中国を遥かに上回っていること、中国は近年の経済的発展により世界との交易によ

る相互依存が飛躍的に増大しつつあること、民族問題・貧富格差・自由経済の共産主

義による管理等の深刻な国内問題を抱えていること、更に、国民の不満を外に逸らす

ための小規模紛争は別として、戦争は現代中国の国益になる面が少ないこと等から、

見通しうる数十年間は、顕在化した世界の脅威（超軍事大国米国に挑戦する野望を抱

く侵略的膨張主義の軍事強国）になる可能性は少ない。

ロシアについても、依然強大な核を含む軍事力を有しているが、近年、経済的には

軍備更新もままならず兵器の老朽化が著しい状況にあり、最近経済的な復興の兆しが

見えつつあるものの、経済の再建・成長を実現するには自由主義先進諸国就中米国と

の協調が不可欠であるため、先に述べたような世界の軍事的脅威になる可能性は当面

少ないものと見られる。

中東は、20 世紀後半と同じく世界にとって要注意地域であり、イスラエルとイスラ

ム諸国の和解には長い年月が必要と思われるが、イラクの開放や国連の平和維持活動

等で、秩序維持システムが逐次構築されつつあり、最近のイランやリビアの例にも見

られるように、20 世紀後半より安定化の方向にある。また中東は世界のテロの主要な

震源地の一つであるが、主要国は一致してテロの対決する姿勢を見せており、テロが

如何に組織化されようと人類の生存にかかわるバイタルな脅威にはなりえない。

日本については、米国太平洋軍首脳が、アジア太平洋地域の多数の同盟国軍首脳と

意見交換する時には、将来の潜在的脅威として必ず列挙される。日本人にとっては奇

異な感じがあるが、未だ周辺諸国から真の信頼を得られていないということである。
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しかし現実の問題としてみれば、現代の日本には、軍国主義に回帰する要素は全く無

い。

最後の核等の拡散の危険については、近年
とみ
頓に顕在化して、世界的な封じ込めの

努力が進められている。この脅威は、個別の国にとっては甚大な損害を受けうる恐れ

があるが、冷戦時代のように全面核戦争にエスカレートして人類全体への脅威になる

可能性は無く、世界の各国が一致して対処する必要は有るものの、マクロに見れば、

人類の生存そのものに死活的な脅威を与えるものではない。

総じて言えば、21 世紀前半においては、イデオロギー的対立の消滅、メディアの発

達による戦争の惨禍の全世界的周知、主要国の間での相互依存度の増大、科学技術の

発達と米軍事力の一強化等により、現在見通しうる限りでは、大規模な戦争が生起す

る可能性は少なく、軍事的脅威は、人類全体への死活的な脅威としては蓋然性が小さ

いものと思われる。

次に非軍事的脅威についてはであるが、先ず筆頭に上げられるのが人口の爆発的な

激増と食料の不足・飢餓の問題である。20 世紀初頭の世界の人口は、約 16 億であっ

た。それが 21 世紀初めには約 60 億に達し、2050 年には 100 億に達するとの見積も

りもある。最近の調査では、人口の激増傾向は鈍化しているが、これを養う世界の穀

物生産量は、1950 年に約 6 億トンであったものが、1990 年頃に約 18 億トンに達し、

以後は頭打ちとなっている。既に飢餓は世界の各地で深刻な問題となり、アフリカ諸

国等に見られる食料流通のインフラ未整備や、中国・北朝鮮に見られる閉鎖的国家体

制が餓死者を拡大している。適切な対策が世界的規模でなされなければ、今後の人口

の増加と相俟って、食料不足の問題は、人類の生存への死活的な脅威となりうる。

石油、ウラン等の貴重な天然資源の枯渇も深刻な問題である。2000 年度版総合エ

ネルギー統計によれば、石油は後 41 年、天然ガス 62 年、ウラン 64 年、石炭 230 年

と言われる。21 世紀後半には枯渇の恐れがあるこれ等の資源は、新たな埋蔵が発見さ

れたとしても絶対量が不足する事は確実である。中国、インド、ブラジル、ロシア等、

資源と人口を有し、21 世紀後半には米国に並ぶ大国に成長する可能性があると予測さ

れている国々が、現在の日米欧並以上に経済発展を遂げた場合、世界的な資源の奪い

合いになる事は確実である。今後その他の後進国の近代化を見込めば、化石燃料の需

要は増加の一途を辿ると思われ、その枯渇は人類の生存への死活的な脅威である。
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その他、環境汚染の激化、自然破壊、森林の喪失は、あらゆる生態系への死活的な

脅威であり、大気温度の上昇と海面水位の上昇だけでも大きな問題である。ある推計

によれば、21 世紀末には地球の平均気温が約 2℃上がって温帯気候が亜熱帯気候に変

わり、海面水位が約 50cm 上昇することにより、少なくとも 5 千万から 9 千万の人の

居住地域に影響を及ぼすという。

又、エイズ等悪疫の世界的蔓延による死者は、近年常に武力紛争の死者数を遥かに

上回っている。国連エイズ計画(UNAIDS)が 2002 年 11 月に発表した調査報告によれ

ば、世界でエイズウイルスに感染している人は、2002 年末までに 4200 万人に達し、

前年より 200 万人増え、同年のエイズによる死者は、前年より 10 万人多い 310 万人

であった。これは小さな国の国民が全員死亡する単位の数であり、現状程度の対策で

は、今後数倍にも数十倍にも幾何級数的に増加する恐れがある。

この様に 21 世紀においては、これらの人類の生存にとって死活的な非軍事的諸問

題への挑戦の成否が人類の生存を左右する。これ等の問題の解決に失敗すれば、21 世

紀末頃には、数億、数十億単位での人類の淘汰が成されると言っても、あながち誇張

では無い。

更に、この様な難問の解決は、単一の国家や個別分野の専門家の力では困難であり、

広範な全地球的努力の結集が必要である。しかしながら、その様な広範な衆知の結集

は、軍事的・政治的に不安定な環境の下では不可能である。世界の軍事的安定が確保

されている状態であれば、国連も、過去の実績から、その様な非軍事的分野では大い

に力を発揮することが可能である。わが国も、国連の傘下で大きな貢献を果たすこと

が出来る。即ち、当面の現実的な国連の存在価値は、非軍事的脅威解決のため世界の

力を結集できる優れた機構であることにある。この様な面で国連を最大限活用してい

くことが重要である。わが国は、世界の平和によってより良くその生存と繁栄を維持

することが出来る世界平和の最大の受益国の一つであり、日本の平和・繁栄と世界の

平和・繁栄は相互に強くリンクしている。更に、わが国は、世界有数の経済大国、近

代先進国家、自由主義国家として、経済的にも技術的にも、世界が、人類の平和を脅

かす非軍事的脅威に挑戦するに当たり、それに貢献できる能力の高い国である。しか

しながら、一国での日本の国際政治力・影響力には限界があり、その最大の弱点は、

前大戦以後、周辺諸国の真の信頼を得ていないことである。アメリカ合衆国との同盟
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が不可欠な
ゆえん
所 以である。

（２） 21 世紀における日本の安全保障戦略

結論として、21 世紀における日本の国家安全保障戦略を、国連や米国との係わり合

いを含めて表現すれば、「日米安保の実効性を確保強化しつつ、その背景となる日米

両国のより強固な政治的・経済的一体関係と相俟って、地域の軍事的紛争を最大限抑

止すると共に世界の軍事的安定の維持強化に貢献し、国連等を中心とする世界平和の

建設・維持のための活動に際しては、国連又は国際間の連帯の枠組みの中において、

これに積極的に関与することで世界の信頼を獲得し、世界人類に死活的な非軍事的脅

威解決に為には、国連の枠の内外に係らず、あらゆる犠牲を厭わず持てる限りの経済

力と技術力を最優先で結集し、この人類にとって最も価値のある分野での技術的先進

性とモラルの高さで世界をリードし、世界に最大限に貢献すると共に国内の諸問題の

解決を図り、もって自らの繁栄を確保する」ということになる。

かかる路線を進むに際して、国連の常任理事国になる事は望ましいことではあるが、

不可欠な条件では無い。更に、わが国のこの戦略は、当面の米国の世界戦略を補完し、

先ずわが国がかかる戦略に基づき確実に国際社会における責任を果たし実績を積み上

げていくことで、将来的には日米両国共通の戦略とし、更に他の先進国にその戦略の

輪を広げていくことが可能である。何故なら、この様な姿勢でわが国が、或いは日米

両国が世界に積極的に関与することで不利益を被る国は無いからである。またわが国

が、或いは日米両国が、この様な姿勢で世界に積極的に関与する限り、主義、主張、

宗教、イデオロギー等の相違を乗り越え、全ての国々と協力できる分野は限りなく広

がり、絶対的な障害となる事は考えられない。アメリカ合衆国をこの様な戦略に誘引

することは、理想主義的な米国の国民性等を考えれば十分可能であり、またそのこと

は合衆国が世界に関与するに当たり単独主義と批判を受ける事を解消して合衆国の国

益とも合致する。

このような戦略で国家を運営していくためには、姑息な解釈論で無く憲法を改正し

て集団的自衛権を堂々と行使できるようにする必要があるが、わが国にとっては、こ

の様な国家戦略で進むことこそ、真の意味で敗戦により失われた精神的独立を回復し、

国民に夢と希望と誇りを与えると共に、平和を維持し、先制と隷従、圧迫と偏狭を地

上から永遠に除去しようと努める国際社会において名誉ある地位を占める道である。
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第６章 わが国の防衛機器産業に及ぼす影響

１ ．  全 般

日本が見通しうる将来において現実的に採りうる安全保障システムの選択肢は、日

米共同を機軸にしたものしか無いという前提に立てば、防衛装備・システムの進歩・

近代化の分野で米国が突出して一強状態となり、米国との科学技術・軍事力の格差が

拡大していくことを世界の各国が危惧する状況は、わが国にとってはどちらかといえ

ば望ましい状況である。

米国と対抗する立場に立てば、その軍事力に局地的にせよ不敗の態勢を作るのは、

米国以外の如何なる国と手を結んでも至難の業であるが、米国と共同する立場に立て

ば、同盟国として共同防衛行動を困難にしている防衛装備・システム等に焦点を当て

て、その問題点を解決すれば、将来出現が予想されるあらゆる脅威や自衛隊運用の局

面に有効に対応しうると思われるからである。

従って、イラク戦争の教訓がわが国の防衛装備に与える影響を考察するに当たって

は、先ず日米共同の見地からその教訓を精査する必要がある。

ただし、その事は、編成装備、戦術戦法、教育訓練などで米国を模倣し、少なくと

も共同防衛行動を採れるレベルにまでわが国防衛力の質的向上を図れば良いというも

のではない。米国とわが国は、同盟国とは言え、世界における政治的・軍事的な地位・

役割、地政学的な位置、産業構造、脅威対象国への防衛戦略目標等、根本的に異なる

点が常に存在するので、防衛装備・システムの改善に当たっては、当然これ等の要素

を考慮する必要がある。

一方で、冷戦後の世界情勢の変化に伴う戦略環境の変化と将来方向及び軍事科学技

術の急速な進歩による戦闘の質的変化と将来様相、並びに米国の対応と周辺諸国の状

況を考慮に入れれば、わが国の将来における国家安全保障戦略の基本的方向は明らか

であり、冷戦期から基本的に大きく変っていない防衛関係の法制、防衛政策、防衛力

整備の基本方針等は、根本から見直す時期が到来している。

２． 日米の防衛戦略、防衛環境の相違とわが国の防衛力整備の今後の方向

米国の国防戦略については、第５章２（２）米国の国家軍事戦略の項等でも述べた

が、それを要約して端的に表現すれば「将来の世界で想定しうるあらゆる状況におい

て、あらゆる脅威を国外の前方で抑止し、抑止が破綻した場合は、世界のあらゆる場
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所で敵を決定的な打倒しうる戦力を整備して、自国と同盟国・友好国を防衛する」「全

世界への広範なコミットメントを果たし、あらゆる紛争で勝利を収める」ということ

である。

この目的を達成するため、米国は、防衛産業には他の国の追随を許さない投資をし、

生産された兵器等については、世界最高の質のものを米軍に必要量供給するとともに、

同盟国・友好国に対しても選択的ではあるが積極的に輸出・供与などを行い、その戦

力のコントロールを図る。米軍の編成・装備及び作戦教義・戦法は、①外征軍として

国外で戦うこと、②あらゆる気象地形で戦うこと、③全般として圧倒的な戦力優勢、

就中核・宇宙戦力・航空戦力の優勢を保持すること、④それらを可能にする指揮通信

組織と兵站組織を常続的に維持することを前提とし、戦略的にも戦術的にも攻勢主体

の撃破戦略を採っている。

これに対し、わが国は、核を持たず、宇宙を軍事的に利用せず、武器を輸出せず、

軍事に対する投資は努めて抑制する政策を採っている。このため、防衛産業市場は、

閉鎖的で市場メリットが少なく、防衛産業は欧米先進国に比し規模が小さく、国際競

争力に欠ける。更に長期にわたる不況の中で防衛予算は厳しく抑制され、防衛用装備

品調達は多品種少量調達にも拘らず自由な競争入札を原則としているため、開発経費

や設備投資のリスクが大きく、防衛産業の経営状況は列国の国防産業に比し著しく困

難な経営環境におかれている。しかしながら、イラク戦争後の最近の情勢を見れば、

主要列国は米国に続いてその軍事力を近代化すべく真剣な努力を開始しており、防衛

産業についても新たな時代に対応し得る再編成が進んでおり、わが国においても武器

輸出三原則の運用見直し、防衛産業の再編成等を国家施策として推進し、国際競争力

と列国に劣らない技術水準を維持しうる態勢を整備する必要がある。

また自衛隊の編成装備は、わが国の狭隘な国土の気象・地形、国民の生活の場で戦

うことを前提としているが、最近の戦略環境の変化に伴い、陸海空三自衛隊の体制、

編成装備は抜本的な見直しが必要な時期に来ている。即ち、陸上自衛隊は、国土防衛

作戦にのみならず海外での国際貢献等の運用の可能性に対応するため、海外での所要

の運用能力、特に海外への緊急展開性・即応性の向上、及び国内作戦では民間能力に

依存する前提であったため欠落機能の多い後方支援能力の強化、海上及び航空自衛隊

は、周辺事態やシーレーンの防衛を視野に入れ、米海軍から独立しても運用に耐え得
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る均衡のとれた海上防衛力、陸上基地からでも洋上空母上からでも行動可能な航空打

撃力、弾道ミサイルまで要撃可能な戦域防空能力及び長距離戦略輸送能力等を統合部

隊として整備すること等が検討されるべき時期になっている。

更に自衛隊の作戦教義・戦法は、従来、外交、経済、国内政治等の制約から、全般

的戦力劣勢、状況によっては航空劣勢までも前提とし、戦略、戦術共に防勢主体の労

巧不償戦略であった。しかしながら、イラク戦争等に見られる現代戦の趨勢から判断

すれば、軍事力の質はある程度量の不足を補い得るにせよ、質、特に情報能力の質の

差は量を持って補いがたいことは明らかである。このため米国との共同作戦を行う場

合における日米のインターオペラビィティ（相互運用性）を確保するためにも、陸海

空自衛隊体制の抜本的検討に先立ち、その編成装備は情報技術の飛躍的向上に伴う軍

事革命に対応するため抜本的な改革に速やかに着手することが必要である。

その際、防衛装備・システムの改善に当たっては、地理的・気候的・外交的・国内

政治的環境の相違や、外国人、特に米国人との身体的条件、言語、宗教、食習慣等の

文化の相違、更には部隊運用にかかわる法制の相違や、国際貢献等において遭遇する

環境の類似性と日米対応戦略の相違についても考慮が必要である。

３． 最近の事例における教訓が防衛機器産業及び防衛装備・システムに及ぼす影響

（１） 日米共同の見地から見た影響

ア． 日米装備協力 の可能性と問題点

日米間の装備協力を、米国とＮＡＴＯ等のそれと較べると、幾つかの問題がある。

先ず、日米共通の戦略的なビジョンや指針が無く、様々な協力プログラムが個別に

扱われ、プログラム相互の野関連付けがなされておらず、FSX の様な大変な日米摩擦

を生んだプロジェクトを通じて得られた教訓が、他のプロジェクトに生かされず、日

米相互に不信感が残されている。装備品の売却、ライセンス生産等、ある程度の装備

協力プログラムが行われているが、日米相互の戦略の擂り合せを経た長期的な計画の

対象と成っておらず、行政的な制約が強い日本の防衛力整備計画の副産物のような位

置付けにおかれている。

一般に日本の導入は、米軍への配備よりかなり遅れて実施されるため、米国内で部

品の製造が終わっているなど、非効率で無駄な調達になっている面も多く、また、日

本に納入予定の部品が、米国の都合（他地域での紛争対処用に転用等）で事前調整・
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通告無く遅れる等、円滑に実施されていると言い難い面も多いが、それは当たり前と

考えられており、改善の真剣な話し合いが成されていない。

米国は、なるべく米国製の完成品を日本に提供したいが、日本は、努めて国産のプ

ログラムを推進したいと通常考えている。こうした思惑の違いから、インターオペラ

ビリティー（相互運用性）は言葉のみで、装備協力の実際的且つ主要なテーマとして

扱われず、外圧とか摩擦が主要テーマであった。悪名高いＦＳＸの問題はこうして起

きた。

日本の防衛産業が未成熟な時代には問題は少なく、米国の提供で、日本は先進的な

防衛装備を獲得し、防衛産業の基盤が出来あがり、米国の防衛産業も潤った。ところ

が時が経つにつれ、メリットよりも摩擦のほうが大きくなり、「アメリカの装備」対

「日本の国産技術」という摩擦の構図が出来上がった。

しかしながら最近、将来の日米装備協力を発展させる可能性のある環境の変化があ

った。

第一に日米安全保障関係そのものが進化した。実際的な運用面の共同研究が推進さ

れ、同盟関係が活発で積極的なものに成って来た。PKO 活動等にも日本が積極的姿

勢を示すことで、日米が共に行動する機会も増え、インターオペラビリティーの問題

が現実の問題として議論されるようになった。

第 2 に、冷戦後の日米欧共通の現象として、世界的な防衛予算の削減傾向の中で人

件費だけでなく、装備品取得予算も削減され防衛装備品の国産がだんだん難しくなり、

その結果、国際的な協力を強化し、多国間にまたがる防衛プログラムを持たざるを得

なくなり、これに伴って技術革新が防衛産業の構造変化をもたらしてきた。米国の防

衛産業では、既に企業合併などを通じて統合はほぼ完了した。ヨーロッパでも統合が

進んでいる。これに伴い、プログラムの合理化、国際的な協力の強化、提携・合弁等

の必要性は益々高まっており、これと並行して、軍・民間での研究開発、あるいはメ

ーカー間の交流が深まっている。日本の統合は遅れているが、世界のこの様な動きに

参画して技術水準と国際競争力を高めると共に、各国との信頼醸成に資するため、政

府主導でわが国の防衛産業の強化と再編成がいずれ必要になると思われる。

特に、現在の状況は、戦略的な対話を始める絶好の動機が存在する。例えば、弾道

ミサイル防衛システム（ＴＭＤ）、Ｓ＆ＴＦ（日米装備・技術定期協議）プログラム、
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ＭＰＡ（Ｐ３�Ｃ対潜哨戒機の後継機種）開発では、日米両国は将来の戦略的対話を

する機会が増えて来る、或いはせざるを得ないと思われる。

最後に輸出規制の問題がある。日本の武器輸出三原則を廃止しなくても、政府がも

う少し柔軟な運用をすれば日米共同プログラムに弾みがつく可能性がある。

しかしながら、これ等の問題を解決する前提として、喫緊に解決すべき重要な問題

がある。即ち、日米相互の不信感解消の問題である。米国側には、ライセンス生産や

共同研究開発を通じて軍事機密が日本に流出するのではないかとの懸念がある。同様

に日本側も知的所有権の保護を懸念している。例えば日本の技術情報が共同プログラ

ムで乱用され、アメリカによって自由にしようされてしまう等、日本の産業界の懸念

は相当強い。それらの懸念が払拭されない限り、共同プログラムの実行は困難である。

これらの懸念を払拭するには、日米間で、幾つかの合意、協定を結ぶ必要がある。即

ち秘密保護と軍事情報相互供与に関する協定が必要である。これらについては、従来、

日本政府が国内政治上の配慮から難色を示して来たため、実現しなかった。しかし、

イラク戦争後の国際情勢を観れば、自衛隊が世界の各地で各種の役割に運用される可

能性が高くなっており、また日米が海外で協力する場面も多くなっているため、イン

ターオペラビリティの強化は重要であり、これについては検討すべき時が来ていると

思われる。

イ． インターオペ ラビリティの問題点

海上自衛隊は、その創設以来、米第 7 艦隊との共同により完結した海軍としての機

能を発揮するような考え方で編成されてきた。専守防衛政策下で他国に脅威を及ぼさ

ないという観点から、本来海上防衛力の中核となる空母機動群の整備が出来ないため、

海上防衛に万全を競うとすれば、空母群の打撃力は米海軍の第 7 艦隊に期待するしか

なかったためである。このため海上自衛隊は先進国の近代海軍と比較すると、装備の

質も隊員暖簾度もトップクラスの高いレベルにありながら、機能上は冷戦時代の極東

ソ連海軍を対象とする対潜水艦戦に偏った特異な編成が採られている。

従って周辺海域における有事において、空母を持たない海上自衛隊は外洋における

広域防空任務を一義的に米海軍に依存することとなっている。即ち防空任務はローカ

ル・エリアに限定されており、この範囲での戦闘システムを整備し近代化を推進して

来た。そのため情報収集のデバイスは艦艇や航空機搭載のレーダー、ＥＳＭ
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（Electronics Support Measure：通信電波やレーダー波を傍受して行う電子偵察）

等を中心とするものであり、有事の初期段階において、日米安全保障条約に基づく米

海軍の来援が無い場合、海上自衛隊の洋上防空機能は限定された範囲に止まることと

なる。

戦域防空の最も高度の作戦は戦域弾道ミサイル防衛であり､平成 16 年度予算で海上

自衛隊イージス艦に対弾道ミサイル能力のある米海軍のスタンダード３ミサイルが導

入されることとなったため、国民一般には海上自衛隊単独でも弾道ミサイル防衛が可

能になったと受け取られているが、米国の衛星を利用した広域の監視システムからの

リアルタイムの情報が入らなければ、弾道ミサイルの迎撃は困難である。

従って、海上自衛隊は有事十分に機能を発揮しわが国の防衛任務を全うするために

は、①速やかに米海軍の来援が得られることと②米海軍との間に十分なインターオペ

ラビィティが確保されていることが不可欠の条件となる。インタ－オペラビリティを

保持するということは、相互運用の良し悪しを論ずる前に相互の情報の共有化、意思

疎通が万全であるということが絶対的前提となる。即ち海上自衛隊の C4ISR （指揮：

Command 統制：Control 通信：Communication コンピュータ：Computing 情報：

Information 捜索：Surveillance 偵察：Reconnaissance）関連システムが、少なく

とも米海軍の情報化ビークル（艦艇、航空機等）と同等程度の機能を持ち、内外相互

に情報交換が出来るようなネットワークで連接されなければ共同作戦の実施は満足な

成果をあげ得ない。

イラク戦争は、米軍と C4ISR でのインターオペラビリティを持たない軍隊は米軍

と共に戦えないということを明確に示した。

しかしながら海上自衛隊の C4ISR 関連の近代化は限定された範囲での小規模なも

のに止まっており、年々整備されて来ている一見優秀な艦艇・航空機の性能機能は、

現代の急速な技術革新のペースには追随していない。

宇宙利用については、政治的な制約のために若干の通信衛星以外は保有しておらず、

多目的情報収集衛星の実現検討が進められている段階に止まっている。情報処理デバ

イスについても、換装された海上作戦部隊指揮管制支援システムはオンライン・リア

ルタイムの C4ISR システムではなく、洋上のビークルとはオンライン・ネットワー

ク化されていない。各ビークル装備の情報処理コンピューターのＬＡＮ化は行なわれ
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ておらずず、バトル・グループ内の戦闘情報交換ネットワークはデータリンクの細い

チャンネルと在来型通信に止まったままである。ソフトウェアについては、データフ

ュージョンの技術が、一部のセンサーデータ処理装置に用いられているだけであり、

モデリングとシミュレーション（Ｍ＆Ｓ）については、海上作戦部隊指揮管制支援シ

ステムに戦術検討用として、いくつかのモデルとその運用のためのソフトウェアがあ

るほかは、幹部学校に研究用ウォーゲーミングシステムが構築されているだけで、米

軍が 1991年から 1998年にかけて徹底したＭ＆Ｓシステム再構築に取り組んだような、

広く部隊・機関を通じて共通に運用できるようなデータベースを作り、プロトコルの

共通化を定めて経済的で効率的なシステムの構築をしようというような計画はない。

即ち海上自衛隊は、米海軍と共同作戦を行わなければ意味が無い編成になっていな

がら、米海軍とのインターオペラビリティに必要な情報革命への対応に遅れをとって

おり、時間と共にこの問題は拡大している。

陸上自衛隊と航空自衛隊もインターオペラビリティに必要な情報革命への対応が成

されていない点については、海上自衛隊と同様である。しかしながら海上自衛隊は、

米海軍と共に作戦しなければ殆ど意味が無い編成である上に、主要機能が対潜水艦戦

の分野以外は大きく欠落しているという 2 点から、編成の抜本的見直しが必要である

ため、陸空以上に問題が大きい。

情報革命への対応だけの問題であるなら、３自衛隊と防衛産業が協力して努力すれ

ば、日本の技術水準から対応は十分可能であるが、ネックになっているのは防衛政策

と予算上の制約であることは明らかであり、国家的処置が必要である。

（２） 国土防衛の見地から見た影響

ア． わが国防衛産 業再編成の可能性

第 2 次大戦以降冷戦時代の 80 年代半ばまで米国の航空・防衛産業は年間成長率 1.8％

の国防予算の増大に伴い確実な成長を遂げてきた。特にレーガン大統領の第１期であ

った 80 年代前半は、軍備拡大政策による年間 7％を超える国防予算の増大があり、こ

の急成長する国防予算を獲得するため、航空・防衛産業各社は先行投資を行い事業の

拡大を図った。しかしレーガン政権第 2 期は冷戦終結に自信を深めた大統領が国防予

算引き締めに転じ、87 年を境に業界は一転して不況に直面することになった。更に、

80 年代から導入された国防調達にも競争原理を取り入れるという国防省の方針が、従
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来価格見直し条件付の支払保証方式であった価格体系を固定価格方式に変えたため、

企業は競争に勝てる低い価格を提案することだけでなく、その後のコスト増加にも自

ら責任を持つことが要求され、これが国防事業の収益性を大きく減退させた。

この時期、航空・防衛産業各社は、自らの事業を最も競争力が高く業界でトップの

位置を占められるような分野に特化し、比較的弱体な部門を整理する等により対応し

ようとしており、会社単位での統合・合併等の業界再編成の可能性が積極的に検討さ

れることは無かった。

米国航空・防衛産業を取り巻く経営環境は、93 年アスピン国防長官が国内大手国防

企業 15 社の最高責任者を招いた国防省の夕食会を契機に激変することになった。こ

の夕食会は、その後「最後の晩餐」と名づけられ米国航空・防衛産業界の大幅再編の

契機となった出来事として語り継がれた。この夕食会では、主にピ－ター国防次官が

発言し①冷戦後の国防調達予算は大削減となる、②国防産業不況は継続する、③国防

省は業界の過大な能力を支える積もりはなく無く 5 年以内に会社数は半減するすると

考えている、④これに対応する業界再編成は業界自らやるべきで国防省は一切関与し

ないと伝えた。

この発言を深刻に受けとめた他業界首脳は、自らの企業の生存は企業間の統合以外

に無いと認識し、適切な相手を求めて活発な動きを行い、その結果 93 年以降 97 年末

までに航空・防衛産業界では 35 の大規模な企業買収・合併が行われ、その結果ロッ

キード・マーチン、ボーイング、レイセオン、ノースロップ・グラマンという４大防

衛企業が生まれた。80 年代以降の競争原理導入により、業界の自主的な効率化を期待

していた国防省が遅々として進まない業界再編成に見切りをつけ、その意図を明確に

してリードした結果であった。この際、巨大企業が統合により総合的な能力を社内に

保有するようになった場合、大型の防衛プロジェクトで単にプライム候補として優位

に立つだけでなく、プライムになった場合、従来はベンダー企業が請け負ってきたサ

ブシステムの調達を社内から行うことが可能となるため、他の企業に対して排他的な

立場をとることが可能になり、競争原理を失わせ、かえって効率悪化を招く可能性に

ついて大きな危惧が持たれ、独占禁止法に配慮し、適切な競争環境の保持を重視した

合併審査が厳しく行われ、業界の健全性を保持した。

冷戦後縮小された国防予算は、ブッシュ大統領就任を機に冷戦期平均を実質ベース
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で大幅に上回る額が計上され、米軍の軍事革命、トランスフォーメーションは更に加

速して行くものと思われる。

わが国においては、武器輸出三原則により武器の輸出が基本的に禁じられているた

め、防衛産業市場は、閉鎖的で市場メリットが少なく、企業規模は欧米先進国に比し

小さく、国際競争力に欠ける。研究開発については、米国のような大規模な産学協同

の基礎研究システムは皆無で、防衛庁の技術研究本部で開発取得予算画が認められた

装備品について専門的研究が行われているのみで、基本的には各防衛産業は民生品分

野で獲得した技術を利用して開発を行っている。更に長期にわたる不況の中で防衛予

算は厳しく抑制され、防衛用装備品調達は多品種少量調達にも拘らず自由な競争入札

を原則としているため、開発経費や設備投資のリスクが大きく、防衛産業の経営状況

は列国の国防産業に比し著しく困難な経営環境におかれている。例えば近年戦場の情

報化で軍隊に不可欠の装備となった微光暗視装置については、その最も重要な中枢部

品である光増幅管は米国から輸入されている。IT 技術では民生品からのスピンオン（防

衛装備品への技術波及）で世界でもトップレベルにあるわが国の企業であれば、必要

な開発・設備投資を行えば十分に作れるものであるが、米国企業とわが国の企業では

防衛用装備の販売可能数に天と地ほどの開きがあり、少ない定数の装備が細々と長く

調達され、生産ラインは手工業的な小規模のもので、且つ予算は、防衛予算といえど

も単年度主義の競争入札によるもので、翌年の落札の保証も無いためリスクが大きく、

開発・設備投資を行ってもスケールメリットの違いから輸入品に太刀打ちできる価格

にするのは不可能であるからである。

この様にわが国の防衛産業は、国際競争力において武器輸出三原則という厳しい制

約を課されており、自由競争の原則の下に放置されるならば、大規模な統合を経て競

争力をつけた米欧の巨大航空・防衛産業に駆逐される恐れがある。

また情報革命が牽引する軍事革命の環境の中で、新規に開発が予定されるシステム

装備品は、従来の伝統的シェアの分野を引き継げば、三菱重工等、所謂箱物企業とし

てプライムを採っていた企業の担当分野は在来技術で出来る分野が多く、三菱電機、

NEC 等の通信電子メーカーの担当分野は、システムの核となる先進的分野になる。

その場合、通信電子メーカー側がプライムなるかといえば、自由競争原理に任すなら

恐らく防衛事業依存度の高い在来プライム企業が、従来の IT 企業の分野も社内で担
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当してプライムを取るものと思われる。何故なら、これ等の企業は、従来プライムを

多く担当してきた関係上、専門技術知識もさることながら、陸海空の夫々の戦いの本

質的仕組みや、それに対応する装備品のシステム・インテグレーションの技術・知識

に優れており、又、現今では、IT 専門メーカーではなくても IT の技術者は社内に豊

富に抱えているため転用が可能だからである。

こうなった場合、弱い企業が淘汰をされて結構ではないかと見るものもいるが、こ

とはその様に単純ではなく、競争原理が働かなくなると共に、IT 関係の民生品の広い

市場を持つ IT 企業から防衛分野に IT 関係先端技術がスピンオンしなくなり、IT 企

業から IT 分野の防衛関係の仕事を取った箱物企業は、IT 関係の民生品の市場を持た

ないため、防衛分野で特化して開発された最新の IT 技術も民生分野にスピンオフ（防

衛分野から民生分野への波及）せず、日本の防衛産業の実力はスパイラル的に低下し

ていく恐れがある。

そもそもわが国の防衛装備の研究開発、製造は、列国と異なり民間企業の技術と生

産設備に依存している。ところが防衛装備を生産するためには、火器・弾薬・車両・

ミサイル・航空機・艦船・通信電子・暗号・情報・指揮統制・化学防護等広範多岐に

わたり、それぞれ特殊な運用のノウハウや技術の蓄積が必要であり、防衛産業は防衛

力の基盤ではなく、正に防衛力そのものである。しかしながら防衛生産は武器輸出３

原則によりわが国の防衛専用に限られているので、企業全体における防衛のシェアー

は僅少である。各企業は、防衛のシェアー数％以下の総合企業から下請けの中小企業

まで多数の企業が幅広く存在しているが、防衛生産を主に行う企業は一部の中小企業

を除いて殆どなく、各企業の防衛部門の維持については各事業部等の努力に負うとこ

ろが大きい。わが国の防衛生産基盤は、この様に各企業の自主的な努力と協力により

築かれて来たものである。自衛隊発足以来防衛経費は抑制されて来たが、わが国の産

業・経済の高度成長と共に国の財政規模が拡大され、防衛経費の相対的な伸びにより

成長して来たと言える。昭和 33 年度以降の第１次～第４次防衛力整備計画時代の発

展・安定期を経て、昭和 51 年度の前防衛計画の大綱策定当時から景気の動向等に左

右される不安定時代に入り、現在は厳しい財政事情から危機的な状態に陥っている。

防衛装備を製造している企業は、研究開発の段階から参画し長年にわたり部隊運用の

ノウハウや技術試験・実用試験等によるデータ、経験を蓄積して防衛技術を高めると
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共に防衛専門の技術者を養成して来た。装備を受注するためには技術者の確保・育成、

設備投資等が必要である。企業が人材を育成するためには長い年月を要し、優れたシ

ステムを研究開発するには同じ技術者が２世代、３世代にわたって参画することが望

ましい。しかしながら継続安定した受注の見通しがなければこれらの対応は困難であ

り、シェアーが縮小され、将来に期待感がなくなれば、企業が存続していくために技

術者の配置転換や削減は避けられない。近年特に厳しい財政事情から年間の受注数量

は減少しており、例えば過去には装備数十コセット或いは数コシステムであったもの

が、装備１コセット或いは 1/2～1/3 システムごとに分割調達されるような状態になっ

ており、例えば陸上自衛隊の主要装備の戦車については専門の生産ラインは廃止され、

ブルドーザーのラインに混じって片手間に作られていると聞く。各企業は製造ライン

の見直し、人員整理、民需部門への転換等生産体制の見直しを行っているが、火器・

弾薬のように転換不可能な業種もあり、防衛専門の技術者は先細りの状態で、業界の

「国家国民のため」という志の合言葉は風前の灯の状態にある。自衛隊の行動を後方

から直接支えてきた企業のこの様な実態は、政府関係者にさえ良く認識されないまま

武器輸出三原則と防衛調達政策は運用されてきた。

従って、わが国の防衛産業についても、わが国の特殊性を考慮した国家的施策が必

要な時期になっている。

（注）武器輸出三原則と防衛産業

昭和 42 年４月に政府から「武器輸出３原則」が表明され、外国為替及び外国貿易

管理法及び輸出貿易管理令について政府の運用方針として、具体的には、①共産圏諸

国向けの場合、②国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合、③国

際紛争当事国又はそのおそれのある国向けの場合は、武器輸出は認められないことと

された。 次いで、昭和 51 年２月武器輸出に関する政府統一方針が表明された。武器

の輸出については平和国家としてのわが国の立場から、それによって国際紛争等を助

長することを回避するため、政府としては従来から慎重に対処しており、今後とも、

その輸出を促進することはしないことが再確認された。

昭和 51 年 10 月「昭和 52 年度以降に係る防衛計画の大綱」が定められ、防衛力整

備実施上の方針及び留意事項として「装備品の整備にあたっては、その国産に配意し

つつ、緊急時の急速取得、教育訓練の容易性、費用対効果等について総合的な判断の
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下に効率的な実施を図ること」とし、平時の教育訓練、有事の緊急取得等国の防衛生

産基盤として認識されてきた。

その後防衛白書において、平成４年度までは「防衛政策」の末項で「その他、防衛

力を支え、これを有効に発揮させるためには、平時から防衛産業を育成し、建設、運

輸、通信、科学技術などの分野で国防上の配慮を加えておく必要がある」と簡単に述

べられていた。平成５年度から防衛生産について記述され、平成６年度からは、「防

衛力を支える基盤を確保するための努力」として「防衛生産と研究開発」が記述され

るようになった。防衛産業の特性を踏まえ、防衛生産をめぐる国際情勢や厳しい財政

事情等環境の変化への対応が認識されてきた。

平成８年 11 月「平成８年度以降に係る防衛計画の大綱」が新たに定められたが、

前大綱と同様に「防衛力の整備、維持及び運用における留意事項」のなかで、「装備

品等の整備にあたっては、緊急時の急速取得、教育訓練の容易性、装備の導入に伴う

後年度の諸経費を含む費用対効果等についての総合的判断の下に、調達価格等の抑制

を図るための効率的な調達補給態勢の整備に配慮して、その効果的な実施を図る。そ

の際、適切な国産化を通じた防衛生産・技術基盤の維持に配意する」として費用対効

果の視点から調達価格の抑制が強調されている。そして「技術進歩のすう勢に対応し、

防衛力の質的水準の維持向上に資するため、技術研究開発の態勢の充実に努める」こ

とが軍事技術革新の著しい時代のすう勢から技術基盤に対する努力として加えられて

いる。

また、防衛計画の大綱策定時の内閣官房長官談話として、「武器輸出３原則等に関

しては、装備・技術面での幅広い相互交流の充実による日米安全保障体制の効果的運

用との調和を図りつつ、国際紛争等を助長することを回避するというその基本理念を

維持していくこと」が表明された。

イ． 弾道ミサイル 防衛が予算全般に及ぼす影響

弾道ミサイル防衛については、「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」(平

成 15 年 12 月 19 日安全保障会議及び閣議決定)により、「弾道ミサイル攻撃に対して

我が国国民の生命・財産を守るための純粋に防御的な、かつ、他に代替手段のない唯

一の手段であり、専守防衛を旨とする我が国の防衛政策にふさわしいものであること

から、政府として同システムを整備する」こととされた。その際「わが国の防衛力の
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見直し」についても、「我が国をめぐる安全保障環境については、我が国に対する本

格的な侵略事態生起の可能性は低下する一方、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の

進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事

態（以下「新たな脅威等」という。）への対応が国際社会の差し迫った課題となって

おり、我が国としても、我が国及び国際社会の平和と安定のため、日米安全保障体制

を堅持しつつ、外交努力の推進及び防衛力の効果的な運用を含む諸施策の有機的な連

携の下、総合的かつ迅速な対応によって、万全を期す必要がある。このような新たな

安全保障環境やＢＭＤシステムの導入を踏まえれば、防衛力全般について見直しが必

要な状況が生じている。このため、関係機関や地域社会との緊密な協力、日米安全保

障体制を基調とする米国との協力関係の充実並びに周辺諸国をはじめとする関係諸国

及び国際機関等との協力の推進を図りつつ、新たな脅威等に対して、その特性に応じ

て、実効的に対応するとともに、我が国を含む国際社会の平和と安定のための活動に

主体的・積極的に取り組み得るよう、防衛力全般について見直しを行う。その際、テ

ロや弾道ミサイル等の新たな脅威等に実効的に対応し得るなどの必要な体制を整備す

るとともに、本格的な侵略事態にも配意しつつ、従来の整備構想や装備体系について

抜本的な見直しを行い適切に規模の縮小等を図ることとし、これらにより新たな安全

保障環境に実効的に対応できる防衛力を構築する」とされ、その「考え方を踏まえ、

自衛隊の新たな体制への転換に当たっては、即応性、機動性、柔軟性及び多目的性の

向上、高度の技術力・情報能力を追求しつつ、既存の組織・装備等の抜本的な見直し、

効率化を図る」とし、「陸上自衛隊については、対機甲戦を重視した整備構想を転換

し、機動力等の向上により新たな脅威等に即応できる体制の整備を図る一方、戦車及

び火砲等の在り方について見直しを行い適切に規模の縮小等を図る」、「海上自衛隊に

ついては、対潜戦を重視した整備構想を転換し、弾道ミサイル等新たな脅威等への対

応体制の整備を図る一方、護衛艦、固定翼哨戒機等の在り方について見直しを行い適

切に規模の縮小等を図る」、「　航空自衛隊については、対航空侵攻を重視した整備構

想を転換し、弾道ミサイル等新たな脅威等への対応体制の整備を図る一方、作戦用航

空機等の在り方について見直しを行い適切に規模の縮小等を図る」とされた。その際

「経費の取り扱い」については、「ＢＭＤシステムの整備という大規模な事業の実施

に当たっては、（中略）自衛隊の既存の組織・装備等の抜本的な見直し、効率化を行
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うとともに、我が国の厳しい経済財政事情等を勘案し、防衛関係費を抑制していくも

のとする。このような考え方の下、現中期防に代わる新たな中期防衛力整備計画を平

成 16 年末までに策定し、その総額の限度を定めることとする。」とされた。

この考え方を整理すれば①「ＢＭＤシステムの整備」、②「戦力環境の変化に伴う

わが国の防衛力の見直し」、③「本格的な侵略事態にも配意しつつ従来の整備構想や

装備体系について抜本的な見直しを行い適切に規模縮小」、④「我が国の厳しい経済

財政事情等を勘案し、防衛関係費を抑制」の４点に要約出来る。

わが国の防衛力については、その整備に当たって脅威対応の考え方をとらず、防衛

に必要な最小限の機能について、その基盤を整備するという「基盤的防衛力構想」に

基づき整備されてきた。その考え方からすれば、③項は縮小しようの無い「最小限の

もの」を縮小するという論理矛盾が目立つが、いずれにせよ①、②項の必要性につい

ては疑問の余地は無いが、③、④項は、①、②項と論理的に繋がっておらず、ＢＭＤ

システムの整備が多額の経費を必要とするため厳しい国家財政事情とバランスを取る

配慮から出てきたものと思われる。

そうであるなら国家財政改革において、国家安全保障・防衛力整備がどのように位

置づけられているかを検証しなければ、③、④項の妥当性について論ずることは出来

ない。

小泉内閣の改革断行予算は、「今後の経済財政運営雄及び経済社会の構造改革に関

する基本方針」（骨太の方針）（閣議決定：平成 13 年 6 月 26 日）からスタートした。

これはバブル経済崩壊後の日本経済の停滞、高齢化の進展、労働力人口の減少などに

根ざす国民の閉塞感を打破し、日本経済が本来持っている実力を更に高め、その実力

にふさわしい新たな発展を遂げるために成すべき｢構造改革｣の道を示すものであった。

それは、｢経済再生の第一歩としての不良債権問題の抜本的解決｣の為の行動方針を述

べ、｢構造改革のための７つの改革プログラム｣として、①民営化・規制改革②チャレ

ンジャー支援③保険機能強化④知的資産倍増⑤生活維新⑥地方自立・活性化⑦財政改

革のプログラムを掲げ、｢中長期の経済財政運営と平成 14 年度予算編成｣等について

述べている。

細部の内容に触れるのは本調査研究の目的から外れるので省略するが、その内容は、

従来の、国家戦略らしいものが無く｢繁栄し成長しているから正しい｣という感覚に流
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された惰性的で事なかれ式の放漫な政治経済運営から脱却し、日本の政治経済社会の

問題点と改革の方向について網羅的に述べ、基本的に国民の幅広い支持を得られるも

のであった。

しかし一読して、極めて奇異に感じる事は、政治経済社会改革の基盤・前提である

安全保障、国家の独立・平和・安全の確保についての問題意識が全く欠落しているこ

とである。即ち、戦後一貫して我国の基本的欠陥であり、最近の国力・経済力の低下

と共に致命的なものになりつつある外交・防衛力の瑕疵について、全く触れられてお

らず、従って、｢外交・防衛力強化プログラム｣と読める表現は一行も見当たらない。

全世界を舞台にした自由主義経済活動に生存を託す国で、その生き方を変更する意図

は更々無いにも拘らず、その全ての活動の土台となる国家安全保障という重要事項が

全く軽視されている。安全に関する唯一の記述は、「生活維新プログラム」中、職住

近接、雇用に関する性差別撤廃、保育所待機児童ゼロ、バリアフリー化推進等が掲げ

られた６項目の末項で「国民に安全（人の生命・健康に関わる良質な環境や食料など

の確保を図るヒューマン・セキュリティ、安全な国土）と治安を確保し、安心して暮

らせる社会を保障する。」と書かれているが、その位置付けと表現からは、国家安全

保障の核心への問題意識は到底読み取れない。

本基本方針は、総理を長とし、重要閣僚、民間の選りすぐりの有識者を含み、国家

行政全組織のサポートを受けた経済財政諮問会議の答申を受けて閣議決定されたもの

で、国家全般の中長期的運営に係わり、予算での資源配分のポリシーとなる重要なも

のである。従って、経済社会運営の根幹となる外交・防衛等の国家安全保障について

大なる問題点が無いなら、それを明記すべきである。しかし、その様な表現を一切見

当たらない。

現実には、我国の外交には、致命的とも言える欠陥があり、正に本基本方針で言う

｢破壊的創造｣で札束迎合外交を改革する必要があることは、最近、国民衆知の事実と

なっている。

一方防衛については、現防衛計画大綱作成時には、コンパクト化しつつもタフでス

リムな防衛力建設を目標としたが、情勢の変化に係わり無くコンパクト化のみ先行し、

必要な機能の充実と質の向上は著しく不十分という予算査定が累積し、基礎体力の低

下は明らかである。
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ところが、本基本方針の最終章の｢平成 14 年度予算｣の項では、防衛の強化につい

ては、検討の必要性さえ提起されていない。

しかし乍ら、本方針の重点推進分野に挙げられている環境問題の解決一つを取って

も、国内問題に止まらない全地球的問題で、全世界的な英知を結集しなければ解決困

難である。従って、その解決への挑戦は軍事的に不安定な世界では成しえない。既に

世界の大国である我国には、当然の事ながら、世界の平和への積極的能動的貢献と、

科学技術、経済力による貢献が期待されているが、意識は国内に片寄ったままである。

社会資本整備、社会保障制度についても特筆されているが、防衛力は重要な社会資本

であり、国民の最大の福祉は国の安全であるという認識は見られない。税の不公平へ

の問題意識はあるが、納税の義務と同じく、国防も国民の重要かつ神聖な義務である

という意識は見られない。

この後、14 年度予算の編成を経て、本方針の基本方向は、「構造改革と経済財政の

中期展望について」（閣議決定：平成 14 年 1 月 25 日）、「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針 2002」（閣議決定：平成 14 年 6 月 25 日）、「経済財政運営と構造改革

に関する基本方針 2003」（閣議決定：平成 15 年 6 月 27 日）へと具体化され、夫々翌

年度の予算編成に反映されて行くが、外交防衛への無関心振りは大きく変わらない。

その結果、｢平成 16 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について｣(閣議了

解：平成 15 年 8 月 1 日)についても防衛費を取り上げた項目は無い。

従って平成 16 年度予算における「BMD システムの整備」については、必要な防衛

力の内容の精査を防衛計画の大綱の見直しと次期防衛力整備計画策定時の検討に先送

りした上で、システム整備に多額の経費がかかること、及び財政改革の必要性から全

体の防衛費の増額を抑える必要があること等の財務省的観点のみに立ち、他の防衛経

費から BMD 経費分を削減するという安易な方法で予算に盛り込まれたといえる。

　それで防衛力全般に大きな問題点が無ければ良いが、実際には陸海空自衛隊とも

老朽化装備の損耗更新もままならず、PKO 等、新たな任務は増加の一途にあるが、

その訓練経費も不十分で、イラク戦争の教訓を取り込んだ編成装備の近代化の道は遠

いというのが現状である。

また防衛産業について見れば、BMD を除く分野については従来の多品種少量生産

の枠が更に縮小することなり、生産効率・利益率は更に低下すると思われるので、採
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算性の低い分野を担当する防衛産業は、その分野が防衛上不可欠な重要分野であって

も、防衛事業から撤退することも考えられる。

従って、BMD システムの整備決定に伴い、他の防衛力への影響は勿論、防衛産業

に及ぼす影響についても十分調査し、所用の国家的処置をとることが必要と思われる。

ウ． 国外の敵基地 制圧

イラク戦争で多用された巡航ミサイル等、精密誘導兵器については、その精度が著

しく向上したことのみが注目されがちであるが、更に注目すべき点は、現代の軍事科

学技術が国家という広域に存在する目標を攻撃するに際してもアウトレンジからの攻

撃（敵が対抗手段を有する距離の外側からの攻撃）を可能にし、しかもそれが極めて

効率的、効果的に行われたということである。

この点は、我が国の防衛政策にきわめて重大な問題を提起している。

即ち、わが国の防衛戦略は、わが国の領域内において敵を迎え撃ち、これを撃破・

撃退して国土・国民の防衛を全うすることを基本としている。

従って、防衛用装備についても、わが国の領域外のアウトレンジから巡航ミサイル

や弾道弾などをわが国に打ち込み、或いは特殊部隊を送り込んで攻撃してくる敵に対

し、国境を遥かに越えて長距離から反撃するような必要性は想定しておらず、航空自

衛隊の戦闘爆撃機についても周辺諸国に脅威を与えないための配慮から、基本装備で

ある空中給油装置をわざわざ取り外して高価な装備の性能を落とすような国際的にも

極めて特異な政策的処置が最近までなされていた。このため遠距離に位置する敵への

攻撃能力は陸海空三自衛隊とも極めて限定され、この様な攻撃能力は基本的に日米安

全保障条約に基づき、米軍に一方的に期待するのみであった。

しかしながらイラク戦争は、将来においては従来の彼我共に大量の損害を甘受しつ

つ雌雄を決する消耗型戦略より、敵のアウトレンジから敵の指揮情報の中枢を正確に

撃破し、その組織的な抵抗能力を奪う「ショックと畏怖」戦略が多用されることを強

く示唆している。特に敵がアウトレンジからの攻撃に対し対抗手段を持たない時には、

敵中枢へのサージカル攻撃（外科手術的に本当に必要なところのみを撃破排除する攻

撃）を行える能力を持つ戦略的メリットは計り知れない。

勿論、米軍のレベルの攻撃能力を開発整備することは多額の経費を要するため、ど

の国でも成し得ることではないが、わが国周辺には、中ロのように米国に次ぐ軍事大
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国で、大量の核、弾道弾、巡航ミサイルを装備し、その一部はわが国に照準を合わせ

ていると推定される国々や、北朝鮮のように弾道弾と大量の生物・化学兵器を保有し、

核兵器の保有が疑われる国が存在することを考えれば、わが国の防衛力運用の考え方、

装備体系等は時代遅れと言わざるを得ない。

従って、最近では専守防衛政策下でも、わが国への攻撃を排除するため他に手段が

無い場合は他国領域にある敵基地を攻撃するのは合法との解釈がなされるようになっ

た。しかしながら政策は、国会答弁の変更で一夜にして帰ることが出来ても、その目

的を達する防衛用装備を開発して、陸海空自衛隊に配備し、十分な訓練を施して実戦

の用に供するに足る能力を付与するとともに、その分野における米軍とのインターオ

ペラビィティを整備して抑止力として機能させるためには多大の時間を必要とする。

特にわが国の防衛産業には、その様な防衛用装備の開発の経験やノウハウは無く、

僅かに陸上自衛隊の地対艦ミサイルや航空自衛隊の戦闘機の開発、生産、運用経験が

応用の可能性を有するのみである。

国外の敵基地を攻撃するような困難な作戦は、単一の長射程、あるいは航続距離の

長い兵器を保有するのみでは不可能であり、弾道弾、巡航ミサイル、戦闘機・爆撃機

等の航空機、特殊部隊、電子攻撃、サイバー攻撃等、全ての可能性を考慮したうえで、

最も効果的な遠距離広域の正確な情報収集能力、敵妨害の排除能力、正確な照準・誘

導・打撃能力、攻撃の効果の確認能力等を供えた陸海空統合の複雑なシステムを開発

運用する必要があるが、システムとしての設計においても、それを構成する装備の開

発においても、克服すべき課題は多く、民間防衛産業の提案に待つようでは絶対に成

しえないと思われる。

このような大きなシステムの開発は、列国においては国家主導のプロジェクトが結

成され、開発リスクは国家が負う中で各防衛産業の衆知を集める処置が成されるのが

通例であり、経験・ノウハウが乏しいわが国においては尚更その様な処置が必要と思

われる。

エ． 国土防衛ネッ トの可能性

米軍がアフガニスタンやイラクで行った戦いは、NCW(Network Centric Warfare：

ネットワーク中心の戦い)として世界に喧伝された。

NCW という言葉が最初に注目されたのは、元米空軍将校の数学家で統合参謀本部
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の文官アナリストとして軍事改革の仕事を続けてきたジョン・ガーストカが、上司の

アーサー・サブロウスキー海軍中将との共著として米海軍協会機関紙 98 年１月号に

発表した「ネットワーク中心の戦い－期限と将来－」においてである。この論文で登

場したネットワーク中心の戦いという表現は、NCW という略語も普及させながら、

瞬く間に軍事戦略家や運用開発、技術開発にかかわる人々の間に定着した。

このため NCW とは、米国の NCW 構想、即ち、衛星通信システムや大容量の無線

及び光ケーブル等データ通信を利用した米本国から作戦地域までのリアルタイムの全

地球的通信情報ネットワークの上で遠方に派遣された統合軍を運用する軍事戦略や教

義をイメージする人が多いが、本来 NCW とは「戦いにおいては広範な情報の共有が

計り知れない価値を生み出すという考え方」である。

このように NCW を見れば、NCW の概念は限定された武器システムから全地球的

な情報共有まで幅広く、米軍の NCW 構想のみが唯一最善の概念ではない。

現実の戦いの場での成果を観察すれば、NCW は発展の緒に付いた段階の様である。

イラク戦争で米軍は、B-52 戦略爆撃機や A-10 攻撃機のような消耗戦のために設計

された旧式に属する航空機に大量のレーザー誘導爆弾等を搭載して空中で待機させ、

歩兵の原点のような特殊部隊の兵士とネットワークで結んで、地上からの要求に即応

して爆弾を投下し、特殊部隊の兵士が照射するレーザーデジグネーターで爆弾の終末

誘導をして精密な爆撃を可能にし、これが物理的にも電子的にも対抗手段を持たない

イラク軍に対して多大の戦果を上げ、メディアによりその成果が広く流布されたため、

NCW は完成の域に達している様な解説をする専門家も少なくない。

しかしながら米国の戦略国際研究所（CSIS：Center for Strategic and International

Studies）が 03 年７月に発表した報告書「イラク戦争の教訓」は、NCW について次

ぎの様に述べている。

①C4I（Command：指揮、Control：統制、Communication：通信、 Computing：

コンピュータ、 Interoperability：相互運用性  ）と IS&R(Intelligence：諜情報、

Surveillance：監視捜索、  Reconnaissance：偵察)は、過去の能力の伸展も問題点も

見せた。

②各種情報の組み合わせは、湾岸戦争より大きく進歩したが、各司令部は単一軍種

の指揮しか出来なかった。統合戦がうまく言ったのは指揮システムの成果というより
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他の分野の改善によるものである。

③米国は現在の NCW を遂行するだけのためでも周波数が足りない。国防長官と中

央軍司令官も議会で問題提起している。情報過剰は統合に大問題であり、複雑過剰で

脆弱過剰なシステムに依存過剰するのは避けるべきである。

④戦術インターネットの旅団以下の下層ネットを構成する指揮システムは、小隊毎

に装備された位置報告無線機の効果と相俟って状況掌握の程度を向上させ同士討ちを

減少させた。

又、この報告によれば、NCW を行う前提としての、通信リンク設定、周波数配当、

戦術インターネットの開発、異種ネットワークの連接（特に地上と機上）等に基本的

問題が累積しており、それをインテグレイトして NCW にまで管制させる域までは到

底達していないことがわかる。イラク戦争が、米軍に近い近代軍を相手にした戦いで

あったならば更に多くの問題が発生したであろう。

しかしながら、靭強なネットワークで結ばれた軍隊は、彼我の状況に関する情報を

高いレベルで共有し、共有した情報により相互の協力が容易になり、組織としての戦

闘能力を高め、戦勝と任務達成の確率を高める、即ち「敵を知り己を知らば百戦危う

からず」ということは歴史が示している。

近代戦史で NCW の先駆として挙げられるのは、40 年の英国防衛戦（Battle of

Britain）であった。当時英国は、実用化されたばかりのレーダを、同じく実用化間も

ない無線システムのネットワークで、要撃戦闘機及び対空火器と結んだ防空システム

を作り、従来より飛躍的に効率化された防空戦闘を行い勝利に結びつけた。これを延

長上で第二次世界大戦後も各国で航空機の攻撃に対する広域の要撃完成システムが開

発され、続いて野戦防空、洋上艦隊防空、野戦砲兵等射撃統制、対潜水艦戦指揮統制

がネット化され、通信手段も音声から電気信号情報へ、無線機からコンピュータへと

進んだ。後方分野も、支援を受ける民間の流通系が早くからコンピュータ・ネットワ

ークで運営されていることに影響を受けネット化が進んだ。これ等のネット化が、夫々

の分野で戦闘効率を飛躍的に高めたことは確かである。

現在は、その発展が地上と空中等の異軍種、或いは共同同盟国軍相互間の指揮・統

制・共同・支援・被支援・連絡・通報等のネット化を行う段階に到って、膨大な情報

を如何に取捨選択・整理統合し、連絡通報を統制し、或いは優先配布し、保全秘匿し、
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更には記録するか等で、そのインテグレイトのノウハウに大きなブレイクスルーが必

要な段階に到っていると見るべきであり、これに成功した軍隊が将来の戦争で優位を

占めることは疑いの無いところである。

米国は、長期にわたって国を挙げてこの統連合ネットの開発に取り組んでおり、そ

の分野で世界をリードしていることはイラク戦争などで明らかである。米国の同盟国

であるわが国においても近代戦遂行能力を保持し米国との連合作戦能力を保持するた

めに、将来の戦いにおける NCW のノウハウを確立することは喫緊の重要課題である

が、戦略・教義。編成装備の異なる米軍の NCW 構想を模倣するのではなく、米軍と

インターオペラビィティを有しながらも、わが国にとって最も効果的な NCW のノウ

ハウが確立されなければならない。

情報通信の技術発達の経緯を見れば、それは民需の要求によって著しい進歩を遂げ

て来た。コンピューターのもたらす大容量の情報処理能力を活用するためには、コン

ピューター相互間のデータ交換・情報通信が必須であったため、通信ネットワークが

次々と構築され、それぞれが結合されて大規模なネットワークを作り、簡単な手続き

でこれを利用できるような技術が開発されて来た。それがインターネットであり、情

報ハイウェイである。今日では、携帯電話や大容量通信が可能な光ケーブルを用いた

ケーブルテレビでデータや情報を交換する大規模な通信ネットワークが構築されつつ

ある。

軍用についても、陸上部隊・機関間の通信手段としての有線のネットワークは、光

ケーブルの採用によって大幅な進歩をみたが、海軍では、洋上に広く分散して存在す

る艦艇や航空機等の間における移動体通信の必要性の拡大につれて、無線通信におけ

る電波の周波数帯域の拡大を始めとする通信技術の進歩を促し、更に地上波の限界か

ら人工衛星を使用した衛星通信システムの開発により飛躍的に発展した。データリン

クやＬＡＮシステム等の軍用の通信ネットワークによる情報通信の確立によって、指

揮官は戦闘時の部隊の行動をリアルタイムに把握して適切な指揮を行い、各級指揮官

相互の意思の疎通を図り錯誤を局限し、格段に戦闘を有利に進めることが可能になっ

た。

この様な軍民発展の一般的趨勢の中で、わが国においては民間レベルの発展が先行

している現状を見れば、わが国における NCW のノウハウを確立するに当たって、そ
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の第一の着眼は、民間ネットワークの活用である。自衛隊の作戦は先ず国土で戦うこ

とを基本とする。国土での戦いで無線に依存した防衛用通信ネットワークを独自に構

成する場合は、部隊の野外展開機動の自由を保障するが、一方で、それに過度に依存

する場合は、通信容量が制限されて需要を満たさない場合が考えられ、敵の傍受・妨

害を受けやすい。

特に、21 世紀における新たな脅威、即ち、テロ攻撃、ゲリラ攻撃、サイバー攻撃等

に対応するには国家行政組織・民間が一体となったネットワークと防衛用ネットワー

クの連接が極めて重要である。

これ等の脅威において、わが国を脅かそうという敵の破壊手段は、核・生物・化学

兵器等も考えられ、これらの攻撃が生起すれば、被害は甚大である。しかし、攻撃の

危険が近づいた時に、被害を局限する方法は、20 世紀においてある程度確立している。

問題は、国家としてどの程度の危機意識で、どの程度真面目に平時から被害局限に取

り組むかである。サイバー手段も、対応のノウハウが未確立な部分が多いので厄介で

あるが、これで即時に大量殺人を行うのは難しいと思われるので、原発管理システム

等絶対的に防護し抗堪性を高めるべき対象を漏れなく選べば、対応の方法はあると思

われる。その他は、通常火器、爆薬、その他航空機等の火器・爆薬代替え手段である

が、これ等は、脅威の存在さえ発見出来、自衛隊・警察等を適切に使うことが出来れ

ば、対応は可能である。弾道ミサイル攻撃等も、脅威ではあるが、衛星等の情報網が

発達した現代では、発射国を秘匿することは困難であるので、考えるなら弾道ミサイ

ル防衛システムの範疇であろう。新たな脅威の攻撃対象には、20 世紀型の顕在した国

家間の戦争と同様に、政経中枢とか、軍事施設、原発等もなりうるが、21 世紀型の戦

争では、現にイラクやスペイン等で行われているように、敵は一般市民を攻撃対象に

することを躊躇しない可能性もある為、戦術的にヒットエンドランが容易な市民が集

う場所も重要防衛警備対象になる。

こういう風に具体的に考えていくと、本当に深刻な問題点が明らかになってくる。

一つは、無差別に市民が攻撃対象とされ得る以上に、「何時何処で」が判らないこと

である。海空を行動する敵を捜索・探知するのは比較的易しい。しかし、地上で、市

民の中に紛れ込み、市民を隠れ蓑として行動する敵を探し出し、それを迅速に補足ま

たは撃破して被害を未然に防止するのは容易なことではない。
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自衛隊は勿論、国家としても、情報組織・手段は、質量共に従来とは比較にならな

い広範高度なものが必要である。この際、国際的なギブアンドテイクの協力に耐えう

る質の高い情報機能であることも重要な視点である。今までの様に、自衛隊、警察、

海上保安庁、公安調査庁、その他諸々の機関が、平素は縦割り行政の中でばらばらに

情報活動を行い、必要に応じて省庁間協力を行うといった悠長な態勢では、到底対応

できないであろう。極めて短期間に関係する全国家機関と必要に応じ民間機関や所要

の外国機関が情報を共有し、それに基づき、必要な全ての国家及び民間の組織を動員

する対処の為の作戦計画を速やかに立案し、一元的指揮の下に間髪を容れず作戦を実

行に移す必要があるからである。海外で戦うことを前提とする米軍の統合作戦ネット

ワーク以上に、各種ネットワークの高度のインテグレイトが不可欠であり、この様な

事業は、一人防衛庁のみのリーダーシップで成し得るものではなく、国家安全保障の

高い見地から全行政組織一丸となった努力が必要である。

そして、その様な国家的情報のネットに載って、直接撃破・掃討を担任する自衛隊

には、新たに色々な情報用装備が必要であろう。例えば、テロリストやゲリラが人質

を捕って建物に立てこもる場合は、建物内の熱源移動を探知できる装備、窓や壁の振

動で建物内の会話を聞き取れる装備、下水などの孔を通して隠密に建物の中を観察で

きる胃カメラの様な装置など、ある一場面を想像するだけでも、枚挙に暇が無い。こ

の様な防衛用装備の開発にチャレンジしてくれる防衛産業の育成は今後の大きな課題

である。

いずれにせよ、NCW を完成するには、全国的な官民の総合的ネットワークを活用

することが不可欠であり、その前提で、サイバー攻撃への防護を進め、或いは防衛用

等情報の保全等の対策を考えるべきであろう。このさい、わが国においては、05 年に

電子政府が完成する予定であることは大きな利点である。行政全体の中で防衛分野を

如何に位置づけ、如何に活かしていくか明確な理念が求められている。

国土防衛作戦における、次の課題は、陸上作戦用の移動通信のネットワーク化の困

難性を如何に克服するかということである。イラク戦争において米軍は、空地統合通

信のレベルでは、敵の電子的妨害が無いこともあり、ある程度の成功を収めたが、陸

上作戦における指揮官は、上級指揮官が通話中には自分の必要な通話が出来ず待たさ

れるようなケースが頻発したようである。数時間以上の停止を前提とする連隊以上の
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指揮所であれば、高容量伝送可能なマイクロ波利用の搬送通信ネットに接続可能であ

るが、移動間は在来無線機に依存しているのが現状であり、固定的な防御以外の戦闘

間は常続的に移動している場合が多い大隊以下の指揮通信は、特に在来無線機への依

存度が高い。その周波数は相対的に低く、非常に離隔した偵察隊等との通信は短波を

使うこともあり、敵の傍受を受け、或いは敵から電子的妨害を受ける危険性が常にあ

る。航空優勢の有無にかかわらず、敵火を避け、或いは敵の監視観測を避けるため森

林の中や地隙に入る戦闘車両は衛星通信に依存するのは難しい。この様に移動通信と

いう制約が周波数バンドを厳しく制約し、ブローバンド化を不可能にしており、米国

でもこの問題は解決されておらず、旅団以下のレベルの移動間の高容量・高速通信要

求に応えられないでいる。

現在各方面で開発が進んでいるソフトウェア無線機（携帯電話、PHS、無線 LAN

など、出力や周波数帯、変調方式などが異なるさまざまな無線通信手段を、1 台の無

線機のソフトウェアを書き換えることで対応させる技術を使った無線機）の技術にお

いては、わが国は防衛産業も含めて米国に引けを取らないレベルにあり、防衛用のソ

フトウェア無線機が開発されれば、ある程度問題点が解決されるものと思われる。

しかしながら、わが国特有の重要な問題点が、その他にある。電波法で政府機関が

使える周波数帯域は、途切れ途切れの狭い帯域しか割り当てられていないため、その

一部を割り当てられる自衛隊用の帯域では、到底高度の防衛用通信の所要を満たしえ

ないという問題である。高容量・高速の通信システムを開発しようとすると、その部

分がネックになって他の分野の技術水準のレベルに通信用ハードの性能を上げ得ない。

周波数帯域は、民間用に一番使いやすいところが割り当てられており、在日米軍への

割り当ても大きく、防衛用通信の制約が大きいことは問題である。平時には民間有線

でも良いが、国家の緊急事態及びその訓練の際には、優先的に幅広い周波数帯が使え

るよう、国家的施策が必要な時代になっている。

オ． 昼夜間連続戦 闘の必要性が編成装備兵站に与える影響

イラク戦争では、湾岸戦争終了後から開戦寸前まで 12 年間にわたり持続的に実行

された「デザート・フォックス」作戦で、イラクの防空網はズタズタに破壊されてお

り、防空網の制圧作戦､換言すれば航空優勢獲得のための作戦は、ほとんど不要であ

った。米英軍は、短期の戦略的航空攻撃からイラクの地上部隊への空軍力による全縦
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深同時精密爆撃に移行するとともに、特殊作戦部隊によるイラクの指揮・統制組織に

対する攻撃、及び地上軍による電撃戦の再来と呼ばれるクウェートからバクダッドへ

の突進等により、26 日間という極めて短い作戦期間でイラク全土の制圧を成し遂げた。

この間、米地上軍は、その急速な前進に兵站が追随し得ないなどの理由により停止

せざるを得ない場合以外は、昼夜間連続して戦闘を続行し、特に有力なイラク地上軍

に対する攻撃においては夜間を選ぶことにより、卓越した夜間戦闘能力を発揮し、夜

暗克服能力の劣るイラク軍を圧倒する等により、イラク軍に殆ど再編成などの対応の

暇を与えずこれを殲滅した。

四半世紀以上前には、夜間は本格的戦闘が休止する時間であり、弱者が夜暗に乗じ

て敵を奇襲し、或いは再編成・再補給に利用する時間であった。勿論、戦力優勢な側

も、夜間に攻撃準備や再補給等を行うが、これは夜暗が彼我の状況の把握を困難にし、

総合戦闘力の発揮を制限するため、やむをえず戦闘を休止したためで、強者にとって

夜間は、なしうれば昼間からの攻撃を続行して戦果を拡張したい時間であった。

ところが 70 年代後半から、この状況に変化が生じた。この頃から旧ソ連陸軍は、

全ての第一線装甲車両にアクティブの暗視装置を装備し、大隊レベルまで位置座標評

定装置（ナビゲーションシステム）を装備することにより、NATO 陸軍を遥かに凌駕

する夜間戦闘能力を保有し、戦車、装甲戦闘車を中核とする装甲戦闘力の圧倒的優勢

と相俟って昼夜間連続無停止攻撃能力を保持し、夜間は主たる戦闘を停止して再補給、

再編成することを前提とした編成装備の NATO 陸軍を圧倒した。在欧米軍を含む

NATO 軍は戦術核と航空戦力の優勢で、辛うじてソ連軍を抑止している状態であった。

軍隊の情報化による RMA（軍事革命）の考え方も、この頃のソ連若手戦略家の中で

芽生えた。

この状態に危機感を持った米軍は、この時期以降総力を挙げて夜暗克服のための戦

力開発を実施すると共に、あらゆる分野で軍の情報化を推進して、短期間でソ連軍を

凌駕し、現在では、歩兵から装甲車両、対戦車ヘリ等、陸軍のあらゆる戦闘機能は勿

論、海空軍の航空機まで、世界に冠たる夜間戦闘能力を保持している。

この様にして現代戦では、情報化革命は夜暗にも及び、夜間は情報化の優者が利用

する時間となっている。このため全般戦力でも優勢な攻者が情報化の優者である場合

は、イラク戦争の様に、夜間を利用し、或いは昼夜間連続の戦闘を防者に強要して態
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勢整理の余裕を与えない等、圧倒的に有利な立場で作戦戦闘を行うことが可能である。

逆に相対的戦力劣勢な防者の立場に立てば、少なくとも夜暗克服の情報化の程度が攻

者と同等以上でなければ防御成功の可能性は少ないということになる。

このことは、自衛隊、特に陸上自衛隊に深刻な課題を突きつけている。

陸上自衛隊の個々の装備は、最新鋭のものについては、充足数は十分とは言えない

ものの、小火器から火砲、戦車等まで、列国近代軍に遜色ない装備を保有している。

しかしながら、その情報化は列国に比し著しく遅れており、漸く対空戦闘指揮等、個

別のシステム毎にネット化に着手し、戦車と対戦車ヘリ以外は殆ど保有していなかっ

た暗視装置等を第一線の戦闘部隊から急いで導入している段階にあるが、後方部隊に

まで導入される見通しは当分なく、全縦深で昼夜間連続して戦闘が生起する近代戦に

対応できる態勢には程遠い。

更に、陸上自衛隊の編成装備、教義、教育訓練においては、作戦戦闘間の再補給、

再編成、整備等は、主たる戦闘が休止する夜間を利用して行うという四半世紀前の方

式であり、また、上級司令部の組織も昼夜間連続の作戦戦闘に対応して交代制が取れ

る編成になっていないが、これは暗視装置などのハードが遅れている以上の深刻な問

題である。

従って、米国とのインターオペラビリティの保持など遠い夢というのが現実である

が、周辺諸国が軍事予算を毎年大幅に伸ばす近年の情勢でも、防衛予算の伸びは、緊

縮財政編成の象徴になるという防衛上の理由以外の要因もあって、厳しく抑えられ、

国際貢献等、新たな任務と、テロ・弾道弾等、新たな脅威等、陸上自衛隊に係る度合

いが大きい防衛所用が近年著しく増えている中で、陸海空自衛隊の規模の縮小の方針

のみが理屈なく先行しており、特に多品種少量生産の度合いが海空に比し著しく高い

陸上自衛隊の場合は、昼夜間連続戦闘に対応する体制と情報化の推進はおろか、防衛

産業のラインの維持さえ危ぶまれる状況であり、国家的対応が必要と思われる。

カ． 兵站組織のシ ステム化と効率化

イラク戦争において、米軍の兵站は極めて効率的に運用され、それが作戦全般の効

率化、迅速化に寄与し、確実性・信頼性を増大させたと伝えられる。それはわが国に

はジャスト・イン・タイム方式（必要な時期場所に必要な物又はサービスを必要な量

だけ届ける方式）という新たな方式で効率的な兵站業務を実施したとして伝えられて
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いる。

実戦での運用においては、詳細は明らかにされていないが、色々脆弱な面も露呈し

たと伝えられ、また現実に米陸軍の攻撃部隊は予備部品の欠如等から攻撃を中断せざ

るを得なかったそうであるが、この中断については、その原因は、兵站システムの問

題というより、攻勢に先立つ数週間の準備期間に、必要とされる兵站支援部隊より戦

闘部隊を優先して送るという国防総省の決定にあったそうであり、新しいデジタル化

された兵站方式は評価するに足る成果があった様である。

その成功をジャスト・イン・タイム方式の採用のみに結びつけるなら、わが国にも

トヨタの看板方式や、黒猫ヤマトの物流方式の様に、厳しい企業活動の中で世界に冠

たる成果を挙げている方式があり、それらのノウハウを自衛隊の兵站業務に取り入れ

れば良いわけであり、現に米軍も民間の物流業者 FEDEX 社のノウハウを取り入れ、

その支援を受けたと伝えられる。

しかしながら米軍の兵站が成功した点については、更に深く考察する要素があると

思われる。

先ず、米軍は軍産一体の巨大な物資供給能力と大規模な戦略戦術輸送能力を保有し

ている。例えば部品の生産能力が小さければ、保管場所は無駄になるが作戦に必要な

量を相当期間遡った前から生産しなければならないし、輸送能力が貧弱であるとか、

航空劣勢や対ゲリラ能力が不十分であれば、無駄が生じることには甘んじても、十分

な補給品をあらかじめ作戦予定地域の近傍まで前送しておかなければならない。米軍

のジャスト・イン・タイム方式を自衛隊が取り入れる場合は、予想する作戦のバラン

スの取れた生産・保管・輸送能力を整備し、作戦間の敵の攻撃から確実に兵站組織・

業務を防護できる能力を整備することが重要である。

それ以上に米軍の兵站で注目すべき点は、作戦間の兵站業務のみならず、兵器やそ

の部品の開発・調達分野まで電子化されていることである。所謂 CALS(Continuous

Acquisition and Life-cycle Support/Commerce At Light Speed)と呼ばれる生産・調

達・運用支援のための統合情報システムによる構造改革である。

近代兵器は、一般に、その進歩と共に複雑高度化・システム化し、それと同時にそ

のマニュアルについても膨大な量に成る。例えば、米空軍の F-16 戦闘機のマニュア

ルは、文書にすれば一式 3,500 冊になるという。イージス艦であれば、文書一式 23.5t、
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宇宙ステーション・フリーダムの技術文書は 186 万ページと伝えられる。

マニュアルの文書量が膨大ということは、その作成にコストがかかり、保管運搬の

負担が大きいという以上に重要な問題が作戦間に生じる。例えば有るシステムに不具

合が生じた場合、その不具合と修理方法が書かれた場所を何万ページというマニュア

ルから探すだけでも大変な労力である。自衛隊ではベテランの整備員は膨大な量のマ

ニュアルを諳んじていて、更にマニュアルに書かれていない微妙な調整要領とかコツ

まで身に付けていなければ一人前ではないと言われるが、人間の記憶には限界があり、

ミスもある。実戦では、普段の訓練では発生せず、従って整備員が出会ったことの無

い損害や故障も発生し得る。人間の訓練された能力で対応出来るのは、防衛装備がシ

ステム化される前の火砲や戦闘車両の整備位が限界で、現今の複雑高度化したシステ

ム兵器には到底対応出来ない。

この様な状況に危機感を持った米国防総省は、80 年代前半、今から四半世紀も前に

兵器マニュアルのペーパーレス化（電子化）に乗り出した。しかし、マニュアルには

文章もあり図面もある。それを電子化するには、多数存在する図面ソフト、ワープロ

ソフトの企画の標準化が必要であり、それは大変な努力を要した。元々防衛用装備品

のマニュアルは一般に量が多く、取り扱いの業務も複雑である。自衛隊では統合が叫

ばれて久しく、近々本格的に着手されるそうであるが、現実には陸海空自衛隊で全く

同じ戦術行動でも呼び名が違い、同じ装備品を購入していても、名称から予備部品の

伝票の様式まで違い、電子化どころか文書様式の統一の目処も立たず、後方兵站の統

合は当分手を付けられない状況と聞くので、統合幕僚監部が出来ても統合運用の効果

は極めて限定されたものになりそうである。

ともあれ、国防総省は、図形ソフト、ワープロソフトから、写真の記録・保存等、

マニュアルに必要なソフトの標準化から開始し、それに目処がついた 84 年から 86 年

に兵器の開発調達業務を電子化することを決定し、防衛産業各社にその企画を提示し

た。即ち、電子化された標準規格によらなければ国防総省の調達に参画出来ない様に

した。当然、各企業は標準情報規格を取り入れざるを得なかった。

ところが CALS の採用は、作戦間の兵站運用上の要求に応じるという国防総省の当

初の狙い以上の副次効果を生み出した。

現代の高度のシステム兵器の開発には、必ず複数の企業が参画する。米国において
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は、それらの企業は標準情報規格に基づき提案書を書き、夫々の担当分野の設計をし、

業務の予定を相互に通報し、調整し、設計変更・予定変更を連絡確認し、コア・コン

ピュータの資料にアクセスする。90 年代初め頃には、その様な標準情報規格に乗っ取

った開発生産ネットワークは、結果的に、業務のミスやロスを驚異的に減らし、手戻

りをなくし、各企業相互の生産性を高める相乗効果を発揮し、生産スケジュールの徹

底管理を容易にし、最終的にコストを減らし生産性を大幅に高めた。その結果、米国

防衛産業の国際競争力は著しく向上した。

その状況に注目した、米国商務省は、92 年、米国全製造業に CALS を取り入れ、

国家の全ての調達の規格を CALS とし、米国製造業の再生宣言をした。その結果、92

年以降、米国産業は製造業を中心に国際競争力を大幅に回復し、それが全業種に拡大

し、現在までの米国産業の活況に繋がっている。クライスラーの復活はそのほんの一

例であり、アイアコッカのサクセス・ストーリーとして伝えられるのは、実は CALS

の効果であると伝えられる。

イラク戦争における米軍の兵站の成功の影には、この様な長期の国家的努力と行政

の的確強力なリーダーシップの発揮があった訳である。わが国においても CALS の考

え方はもてはやされており多くの企業が取り入れていると聞くが、その概念は「商品

の研究開発、調達、維持、修理、補修といったライフサイクルの各段階における情報

をコンピュータ・ネットワークにより共有し、ライフサイクルコスト全般を通じたコ

ストの低減を図ること」という、単一の商品を対象とした、或いは会社のある部門で

の部分的な応用に留まっているため、米国のように国家的効果を上げていない。列国

においては、少なくとも防衛産業については行政が強力なリーダーシップを発揮して

おり、見事なシビリアンコントロール（政治による軍事の統制、ゲネラリストによる

スペッシャリストの統制）と言える。特に米国においては、国防総省のソフトを商務

省主導で全業種が利用出来る（しなければならない）様になり国家的成果に結びつい

た訳であり、縦割り行政の弊害を批判されることの多いわが国においては特に見習う

べき所が多いものと思われる。

キ． 火力の精密誘 導化の可能性

イラク戦争において、米軍は精密誘導兵器・爆弾を多用した。航空攻撃作戦は海上

と空中からの、巡航ミサイル、空中機動精密誘導爆弾、及び自由落下弾道爆弾により
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実施され、爆弾とミサイルの消費量は、３倍の期間を要したコソボ航空作戦時とほぼ

同量の 29,000 発で、毎日に攻撃回数は平均すると約 1,000 ソーティで 91 年の湾岸戦

争時の回数とほぼ同じであったが、イラク作戦においては、使用された武器の大多数

が高精度誘導武器であったことに特色があった。

在来弾に比し著しく高価で使用出来る数には限界があった精密誘導兵器・爆弾の使

用比率を高めた要因は①戦略の変化、②戦場の劇場化と国際・国内政治上の要求、及

び③安価な精密誘導技術の出現であった。

イラク戦争において米軍は、大量の航空攻撃、敵が存在する全地域に対する絨毯爆

撃で敵の士気を破壊することが特徴となっていた従来の戦略とは異なり、敵の指揮組

織の中枢をピンポイントで正確に破壊することにより組織的戦闘を不可能にし、士気

を阻喪させる所謂「ショックと畏怖」作戦をとった。91 年の湾岸戦争では、地上戦に

先行しクウェートとイラク南部に所在するイラク陸軍と他の主要な目標に対し６週間

の継続的な空爆を実施したが、今次イラク戦争ではこの様な空爆は行われなかった。

結果的に言えば必要がなかった。巡航ミサイルに加えて驚異的に正確性が増大した空

爆は、投下する弾数は著しく少なくなったが空爆の効果を増大し、爆撃に必要な時間

を短くしたため攻撃と並行して敵を叩くことで十分な成果を挙げ得た。地上作戦とそ

れを支援する航空攻撃はジャスト・イン・タイムできわめて効率的となり、敵に対す

る奇襲効果も大きくなった。

しかしながら、結果的に地上軍と空軍の空爆能力などがバランスの取れたものにな

ったが、潜在的な問題点も包含している。イラク戦争における米国の戦略は、アフガ

ニスタン方式の戦略支持者と湾岸戦争方式支持者との間の妥協策であった。アフガン

方式の支持者、即ち、主として国防総省の高級官僚等は、当初アフガニスタンで最終

的にタリバーンを打破した方式、即ちタリバーンとアルカーイダを撃破するために、

土着の抵抗運動勢力を使って作戦を実施する少数の特殊作戦部隊と航空精密爆撃との

効果的かつ軽快な共同作戦に類似したイラク作戦を要求した。一方、米軍側の計画者

達は、アフガンのタリバーンとは異なり近代兵器を装備した強大なイラク軍を完全に

敗北させる為、圧倒的な空軍力に支援された非常に大規模な重戦力主体の米地上軍に

よる湾岸戦争と類似した戦略を提案した。最終的に選択された計画は、非常に強力な

特殊作戦部隊によって支援された米英連合地上攻撃部隊約 22.5 万となり、外交上の
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失敗で実際に運用できた地上軍は更に少なくなった。現実には、頑強な抵抗を行うと

思われたイラク軍は、長年の経済封鎖で疲弊し装備も旧式化しており、米空軍に損害

を与えうる対空火力は皆無となっていたうえ、独裁者の軍隊には有り勝ちなことでは

あったが国家に対する忠誠心も士気も低いレベルにあったため、概ね最適設計の戦力

で効率的に作戦が成功した印象を与えているが、これ等の要素が一つでも異なってい

たなら、作戦が部分的に頓挫し、国際世論・米国内世論も戦争に懐疑的な勢力が増す

可能性はあった。部分的にせよ近代軍との凄惨な地上戦を予期していた米中央軍司令

部、陸軍参謀本部などは本格的作戦終了まで気の休まる暇は無かったと思われる。

イラク戦争後、国防総省は、将来の主要兵器システムの一つとして調達候補に挙げ

られていた陸軍のクルセイダー自走砲システムを不採用にした。ラムズフェルド国防

長官は、クルセイダーは急速展開要求を満たすにはあまりにも重過ぎるとして調達計

画を中止にした。圧倒的で精密な空軍打撃力と軽快な地上軍との共同による作戦に自

信を得た結果と思われる。これに盲目的に影響されたかどうかは不明であるが、わが

国でも、次期防衛計画の対抗と中期防衛力整備計画で火砲を削減する動きがあると仄

聞するが、陸上自衛隊の作戦環境を考える時、米陸軍のように豊富な航空自衛隊の近

接航空支援を受けられないことは明らかで、且つ、長射程で戦場機動力に富み防護能

力も高い新 155mm 自走砲は、わが国の国土防衛作戦においては精密誘導弾の主力発

射機になる可能性があり、一度削減した生産ラインは技術者の養成を含めて短期間の

回復は困難であるので、長期的、科学的、専門的視野に立ち、わが国の特性を踏まえ

た慎重な検討が望まれる。

戦略上の要求とは別に米国には精密誘導弾を多用する動機があった。91 年の湾岸戦

争では、バクダッドの目標に対する航空攻撃は、一つの精密照準爆撃が多数の一般市

民を殺害した後に中止された。安保理の決議と圧倒的な国際的支持を得た湾岸戦争で

も一般市民を戦火に巻き込むことはタブーであった。長期間にわたる幾多の国連決議

を無視したイラクではあったが、これに対し最終的に武力を行使すること対して明確

な国際社会の支持を得られなかった米国としては、湾岸戦争以上に軍事目標を一般住

民から峻別して撃破する必要性があった。戦場が劇場化し全世界の目が注視する中で

一般市民の悲惨な犠牲が増大すれば、或いは米軍が一般市民の犠牲を軽んずる姿勢を

見せれば、大量破壊兵器の排除を超える大儀、即ち非道な圧制者・独裁者からイラク
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市民を解放するという大儀まで失われる可能性があった。米国の国内政治上も、本作

戦が最小限の人員損耗と極小の社会資本の破壊で、申し分の無い結末を迎えるという

こと明確に示して世論の支持を維持する必要があった。従って、本戦争を勝利に導く

ため米軍は新技術の投入を惜しむことはなかった。完全な航空優勢は、開戦時点から

達成され、バクダッドに対する精密な爆撃は世界の専門家を驚嘆させるレベルで米軍

のバクダッド占領まで続行されて、世界の警察官としての米軍の実力と信頼性を証明

し、国際社会の支持は徐々に米英等連合軍に傾いた。

しかしながら完全な航空優勢下における地上作戦と航空作戦の統合は、航空戦力を

更に地上部隊に対する直接支援に振り向けることを可能にしたが、在来型の広域面制

圧爆弾が作戦上必要な場合も生じた。砂嵐は近接支援任務妨害したが直接支援は続行

さ、ピンポイント目標が覆い尽くされた時には集束爆弾が通常より多量に使用された。

精密火力を十分に保有していても特殊な状況下では面制圧火力は依然として必要であ

ったし、精密誘導爆弾より効果的であった。敵の電子戦能力や対空戦闘能力が高い場

合には、更にその様な場面が多くなるものと思われる。

米軍が精密誘導兵器・爆弾を多用出来た背景には、近年の技術的進歩があった。こ

こ数年間で最も変化したものは、精密誘導兵器の費用と規模が大きく変化したことで

ある。91 年の湾岸戦争でも精密誘導兵器による攻撃もあったが、使用した４分の３以

上は在来型の爆弾であった。ピンポイント目標を破壊するために、第二次世界大戦時

には９０００発の爆弾を必要とした。ベトナム戦争最盛期は爆撃コンピュータの進歩

により３００発、ベトナム戦争末期、レーザー誘導爆弾の登場により数発で目標の破

壊が可能となり、湾岸戦争においては、ほぼ１発で目標破壊が可能となった。レーザ

ー誘導爆弾は航空作戦に劇的な変化をもたらした。高い爆撃精度により爆弾投下に要

する航空機の機数を削減、作戦効率を向上させ、対空砲火による被害も減少した。目

標周辺にある民間施設などへの被害も最小限にできるようになった。 ただし、レーザ

ー誘導爆弾には、次の様な運用上の制約も存在した。先ず、レーザー誘導爆弾は目標

からの反射レーザー光を中心に形成される円錐形の空間に投下する必要があった。ま

た航空機からレーザー照射する場合、爆弾命中までレーザーを照射し続ける必要があ

り、その間、航空機は敵対空砲火に対し脆弱であった。更に、レーザー光は空気中の

水蒸気やゴミ・チリなどに吸収されやすいため、目標が雲、霧、煙幕などで覆われて
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いると使用不能となる。湾岸戦争やコソボ紛争でも悪天候のため、爆撃中止となった

例があった。このように過去の最も精度の高い精密誘導兵器においても、運用上の問

題点があり、これが視界不良時等の弱点となり、不正確な投下タイミングの指示や目

標指示上の誤りを引き起こしていた。

ところがイラク戦争においては、GPS 衛星を利用した安価な精密誘導技術の出現が、

大量に貯蔵された通常型爆弾の作戦形態を完全に変化させた。移動目標に対しては依

然レーザー照射誘導が必要という同じ弱点が存在するが、固定目標に対してはその高

い信頼性で作戦の終始に渡り抜群の成果を挙げた。トマホーク巡航ミサイルは、１基

あたり 100 万ドルのコストがかかるが、統合直接攻撃爆弾 JDAM(Joint Direct Attack

Munitions)は、１個当たり 18,000 ドルの追加コストがかかるだけであり、この安価

な価格が大量使用を可能にした。

総括すればイラク戦争において過去高価な兵器に分類された精密誘導弾は、種類に

よっては費用対効果上最も安い兵器となった

一方で、未だ運用上の問題も残っている。米英連合軍部隊は敵との交戦による犠牲

者が局限されていた反面、誤射や誤爆による友軍相撃事故に悩まされ続けた。精密誘

導弾は、その正確さゆえに、味方に誤って指向されれば直ちに致命的な結果をもたら

し、士気にも甚大な影響を与える。

又わが国に JDAM を導入する場合は、わが国が自前で運用する GPS システムを持

たないこと、米軍のように常に航空優勢を期待できないこと等、米軍との運用条件の

違いなどを十分考慮する必要がある。

更に、爆弾や、火砲の弾丸の精度の向上、精密誘導化は世界の趨勢であるが、自衛

隊においてもこれが進めば、唯でさえマイナーなわが国の火薬メーカー等は、今以上

に経営が苦しくなる等の影響も考えられ、将来は国家的処置の要否などの検討が必要

となろう。

（３） 自衛隊の任務拡大への対応の見地から見た影響

ア． 特殊部隊の運 用の可能性とテロの脅威が編成装備に与える影響

アフガニスタン戦争に引き続き、イラク戦争においても、特殊作戦部隊(SOF)が幅

広く運用され顕著な成果を挙げた。トルコの陸上基地が使用不能となったこともあり、

北部方面では、クルド族との連合であったが、ほぼ SOF 部隊及びネットワーク指令
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上から発揮された航空火力、地上重火器の支援のみというアフガン型の戦いで、イラ

ク正規軍を撃破しつつバクダッドに向け前進し得た。また、西部方面においても、英

国やオーストラリアの SOF と連携して、スカッド・ミサイル基地の探索・破壊任務

に従事しつつ、国境を接したシリアとの軍事的離間（逃走・侵入阻止）の実現に直接

的に寄与した。これらは SOF の歴史においても特筆すべき事であり、今後米軍は、

陸軍参謀総長に SOF 司令出身者が着任したことに象徴されるように、SOF を更に重

視強化するものと思われる。

米軍 SOF の現状について要約すれば、その一般的任務としては、直接行動（短期・

小規模攻撃、人質救済、先制攻撃等）、戦略（特別）偵察、通常戦の遂行（敵領域内

でのゲリラ戦などの支援）、外国政府への軍事支援、民事行動（外国政府、自治支援）、

心理戦、人道援助、戦場救難、対テロ戦等が明らかにされている。しかし、SOF が何

時、どのような任務を担うのかは、まさに時のアメリカ政府及び国防長官レベルの直

接的な決心事項である。

こうした背景から、SOF は、その多岐にわたる能力を最高度に発揮し得る状態を保

つため、徹底した現実に限りなく近い状態で実戦的訓練を重ねている。そのために、

特殊作戦用に特化した航空機やボート、火器類等を、常時使用出来る状態にし、最近

は、夜間作戦が主流をしめることから、チーム全体を夜間ゴーグルに精通させている。

例えば、SOF の航空機搭乗員については、パイロットの中でも、志願し選抜された適

格者に対して、総合して 46 週にも及ぶ集中的な各種の技能訓練を施す等、個々の隊

員は、それぞれの専門分野に卓越した能力を身に付けるよう徹底した訓練が成されて

いる。

SOF の活動は、計画的な、語学教育を含め、系統的・長期にわたる訓練を受けた上

級下士官が主体を占めるが、こうした隊員は、必ずしも将校への昇進を望んでいるわ

けではなく、一番は SOF 部隊員としての誇りであろうが、次に、海外派遣が多いと

はいえ同一基地に長く勤務可能である事や、第 3 に、それぞれの訓練・実任務毎に、

活動内容に応じ、月給として追加補給される特別手当等の各種特典に魅力を感じてい

る。

SOF は装備・火器や運搬手段が比較的軽易なことから、運営経費は、一般軍種に比

べ少額で済むものと思われがちであるがが、全く反対で、SOF の高い練度での維持・
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継続は、他に比して、大きな予算を要している。

また、教育訓練に移行できる人的ソースには高度の素養が求められ、実戦的な訓練

で叩きあげるので、部隊編成は簡単ではない。このため SOF 部隊の創設、実戦化に

は長時間を必要としている。

一方、わが国においても、平成 15 年度末、陸上自衛隊は初の対テロ・ゲリラ専門

部隊となる「特殊作戦群」を新編する。この部隊は防衛庁長官の直轄部隊として、レ

ンジャー等全国の隊員から選抜した精鋭約三百人により習志野駐屯地（千葉県船橋

市）に新設される。

産経新聞の報道によれば、その任務は多様で、ゲリラや外国のコマンド（特殊）部

隊を撃退するほか、アルカーイダなど国際テロ組織が大規模テロを仕掛けてくるのに

備え、首相の指示に基づいて省庁間協力を活用し、要人の警護や重要施設の警備に当

たり、友好国の特殊部隊間の独自のネットワークからテロ情報も入手すると言われる。

更に、海外派遣の自衛隊部隊の安全確保に協力し、有事には通常部隊を助け、敵の勢

力圏に入り込んでの抵抗や偵察も行い、敵軍やテロリストに拘束された要人、捕虜の

救出も任務となるとのことである。　隊員は厳しい訓練をこなし、「一つのチームが

一個師団の戦果を上げる力を発揮することもある」（米軍筋）と評される米陸軍特殊

部隊の「デルタフォース」や「グリーンベレー」を参考に、武器、通信、衛生、言語

などの専門能力を習得し、小人数のチームを編成して行動すると言われる。

平成 15 年度防衛予算の特色の一つは、我国に対する明らかな直接及び間接の侵略

事態以外の「多様な事態への対処態勢の整備」を重視したことであった。

防衛庁は、平成 15 年度業務計画の重視事項の第一に「昨年（平成 13 年）9 月 11

日の米国での同時多発テロ事件や炭疽菌事案、12 月 22 日の九州南西海域不審船事案

を踏まえ、不審船等への対策、ゲリラ・特殊部隊の侵入や生物兵器等への対策を重点

的に実施する」ことを挙げた。

それぞれの重視項目の予算は、ゲリラや特殊部隊の侵入対処 192 億円、不審船への

対処 90 億円、生物兵器による攻撃への対処 36 億円、各種災害への対処 676 億円とな

っている。

金額が大きいところの大半は、中期防衛力整備計画で規定の「防衛計画大綱に定め

る態勢への移行」と「必要な機能の充実と防衛力の質的向上」のため必要な航空機等
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の国土防衛作戦用の装備品から、多様な事態への対処にも使える装備品を、中期計画

の年割の範囲ではあるものの、優先して整備したというものであった。しかし、新規

の政策的事業も多く、防衛庁・自衛隊に与えられた権限の中では精一杯の努力がなさ

れたと評価できる内容であった。

今般新編のゲリラや特殊部隊の侵入対処専門部隊として特殊作戦群は、その目玉の

一つである。産経新聞の報道にもあるとおり、陸自初の特殊部隊で、概ね 300 人規模

を第１空挺団駐屯の習志野で新編し、米軍等を参考に最新鋭の専門装備で近代化され

た精鋭部隊を作る構想の様である。習志野駐屯地で新編するのは、訓練環境等の考慮

も勿論有ろうが、陸自最精鋭部隊と言われる空挺団からも最優秀最強の隊員を多数選

ぶことを期待していると思われる。21 世紀型の脅威に対応する陸上自衛隊の尖兵(作

戦・戦闘の先頭に立つ部隊)であるから、予算を惜しまず全ての面でベストの部隊が編

成されることを期待したいものである。

特殊作戦群の装備については、米軍のものを参考に、主として輸入品でスタートす

る模様であるが、日本人の体格上の特性もあり、将来は特殊作戦群の装備に特化した

ものの開発研究を専門に行う防衛産業が育つことを期待したい。

しかしながら、特殊作戦隊員の配置手当ては、陸上自衛隊の当初の要求は認められ

ず、空挺隊員並びで査定された。これは大きな問題を含んでいる。

陸自最強最精鋭の部隊を作ると言えば、全国の部隊から、国家国民の為に自分の出

来る最大限の貢献をしたいという志を持った希望者が、手当ての額に関らず、それな

りに集まると思われるが、防衛期待度、即ち、要求される能力･技能、任務とそれに

伴う訓練の困難性、即応の程度、守秘義務の程度等、どれを取っても空挺を上回るも

のが要求される筈である。そうでなければ独立して編成する必要は無い筈である。防

衛期待度も任務の過酷さも大差なく、装備や訓練内容が違うに過ぎないなら、空挺団

内に編成し、団内で人事交流をさせながら練成した方が、余程人事管理等も容易なは

ずである。この様な特殊な部隊を編成する時は、一般に能力の向上を階級昇任で十分

に処遇するのは難しい。小さい独立部隊内の固定的配置で長期間過酷な任務と訓練を

課するからである。これに報いるスキルレベル手当てとレディネス(即応待機)手当て

を準備することが必要である。空挺隊員の訓練は、勿論一般部隊に比べれば過酷であ

るが、特殊作戦隊員に、報道にあるような列国の特殊部隊に準じた任務と練度を期待
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するなら、当然空挺隊員を上回る防衛期待度を与え負荷をかけるのであるから、当然、

差別化が必要である。

日本国憲法には基本的人権の尊重という大きな柱がある。自衛隊が、国の防衛等に

関する高度の即応性、精強性を維持することは、裏返せば、国家･国民の安全等とい

う真にやむをえない高度の公益上の必要を満たす為、その任に任ずる個々の自衛官の

基本的人権を強く制限することである。勤務では、労働３権(団結権･団体交渉権･争議

権)を制限し、職務離脱を禁じ、特に有事の違反には、一般の公務員の様に単なる免職

だけでなく、厳しい刑事罰が待っている。健康で文化的な生活とはかけ離れた、原始

的或いは非人間的環境での不眠不休の過酷な訓練が、任務遂行上必要である。こうい

う基本的人権の制限は、防衛等任務という公益上の必要に均衡が取れた最小限にし、

適切な代償措置が伴うべきで、結果として、他より任務上過酷な勤務･訓練を要求せ

ざるを得ない場合には、その過酷さ等の程度毎に、応分の報酬があるのは当然である。

この様な原則を無視して、単に希望したことのみを理由として、過酷劣悪な勤務環境

での困難な任務を強制する事は出来ない筈である。その様な事をするのは、民主主義

の否定である。任務を前に、思ったより過酷だという理由で、これを辞退することが

許されるなら良い。しかし、特殊作戦隊員を希望し認められた時点で、如何に過酷な

任務でも、隊員には任務への絶対的な義務と責任が生じ、国家には、その隊員の労に

報いる義務と責任が生じる。手当ての査定が低いから、任務を減じ、査定状況を見て

任務を上げる等は出来ない筈である。隊員の基本的人権を無視して国の防衛に当れ等

と言う事は、突き詰めれば、民主主義国家の国民であることを否定しながら、国の防

衛に誇りと責任を持てと言う様なものである。予算が苦しいからといって、簡単にカ

ットして良いものと、そうでないものがある。

この付近の基本的な特殊性が財政当局に理解されないようであれば、特殊作戦群の

訓練環境の整備についても、装備の開発についても、列国に追いつくことは到底期待

できない。

特に装備の開発については特段の配慮が必要であるからである。

特殊作戦群が、ゲリラやテロリストに対処する場合、彼らと同等以上の戦闘能力を

有する精鋭部隊であることだけでは不十分である。ゲリラやテロリストに対処するた

めには、特殊作戦群は勿論、一般部隊も、通常の国土防衛作戦用の装備以外の特別の
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装備が必要である

何故なら、一般の市民が混在する環境とか、人質がある場合、如何に迅速正確な射

撃能力を持つ隊員でも、先ず敵と市民の識別を行わなければならないため、その必要

が無いゲリラやテロリストとの戦闘は不利にならざるを得ないからである。この不利

を補う為、巻き込まれた市民に後遺症の残らない無力化兵器、非殺傷兵器であるとか、

小火器や手榴弾程度ではダメージを受けない装甲に防護されて建物内の廊下や階段を

移動・戦闘できる装備等が，精鋭部隊でも必要である。

逆に言えば、この様な装備があれば、ある程度の訓練を受けた一般の部隊でも有効

な対応が可能で、場合と必要によっては、警察行動的な攻撃を受けて対応する横綱相

撲的戦闘も可能である。更に、対象となるゲリラ等の所在が不明の場合には、敵の数

が少数でも、捜索・追撃・捕捉・撃破・掃討・捕獲する為には、極めて多くの部隊が

必要なことは、常識である。96 年、北朝鮮の特殊部隊二十六人が韓国に侵入した際に、

韓国軍は６万人の兵を動員し約 50 日間、捕捉作戦を展開したが、民間人ら十六人の

犠牲者を出したことは記憶に新しい。そのため、近接戦闘を主任務とする普通科(列国

で言う歩兵)のみならず、戦闘支援等を主任務とする部隊でも、夫々の担当の地域・施

設でゲリラやテロリスト対処のための戦闘任務が遂行できることが必要である。必然

的に、如何に高度の訓練を受けたゲリラやテロリストでも持ち込むことが困難な航空

機や装甲車両、それ等に搭載した高度の戦術情報機器、高性能火器、指揮統制機器を

駆使し、それ等を全国的に張り巡らした指揮統制情報ネットの上で機動的に運用する

様な装備・戦法を開発することが必要である。

更に、その様にして編成された部隊を、市街地、山岳、森林、離島、原発等の各種

地形や重要警護施設等を想定した訓練施設で十分に練成しなければならない。ごく一

般的な戦闘訓練でも極めて制約があるというのが、自衛隊の現況であるが、この様な

未知の特殊な訓練を完成の域に到達させる為には、現実の住民の生活の場で、統制出

来ない不特定多数の市民が作戦地域を行動している想定で最終的な訓練を行う必要が

ある。練習していないことは試合で出来ない。戦闘も同じである。しかし住民の生活

の場で実弾を撃って訓練というわけには行かないので、実銃と同じ感覚で使える訓練

用装備が必要なことも考えられる。

この様に、特殊部隊を作るということは、それを生かし支援するために一般部隊に
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も幅広い施策を施してシステム化することが必要であり、正に国家的事業である。自

衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣はもとより、関係各省庁と国民の幅広い理解と

支持が必要である。

イ． 国外活動に応 じる装備の多様化等

イラク戦争とその戦後処理、国連も関与するイラクの復興などにかかわる列国の活

動等に見るとおり、世界の平和と安定に責任を有する先進国軍隊は、自国の領域に留

まらず、広く世界の各地において、平和の回復・維持のための活動を期待される時代

になっている。

イラクの復興については、今般、自衛隊も派遣されたが、イラクの復興という平和

的活動を行うために必要な装備であっても、その準備は多岐にわたり、多くの時間を

必要とした。

イラクの気象に対応するためにだけでも、車両から隊員の装具まで多くの処置が必

要であった。イラク周辺の砂漠の砂の粒子は非常に細かい。湾岸戦争当時、米軍のヘ

リコプターや車両のエアー・フィルターは通常の物しか装備していなかったため、極

小の砂の粒子がエンジンの中まで入り、トラブルが続出した。世界の何処においても

作戦出来る準備を平素から行っている米軍でもそうであった。自衛隊の車両等装備に

ついても、当然特別の処置が成された。隊員の着る戦闘迷彩服や靴についても、国内

とは異なる特別のものが準備された。未知の土地で自己の位置を正確に知るため、イ

ラクの地図や、米軍も使用している民生品の携帯ナビゲーションシステムが急遽調達

された。

日本国内では見られない伝染病予防のため、派遣予定隊員は長期にわたって各種の

予防接種を受ける必要があった。派遣を予定される医官は、イラクの医療の現状や、

風土病の勉強が必要であった。

イラクに派遣される隊員には、イラクの気候風土、文化、宗教、基礎的言語、国際

法等の教育が集中的に行われた。アラビア語と日本語の通訳器は、民生品に無く、手

に入れることが出来なかった。

テロリストの攻撃を受けた場合の対応のためには、更に多くの対策処置が、装備に

ついても隊員の教育訓練についても必要であった。

結果的に、政治の派遣のための判断が遅れた為に、かろうじて最小限の準備が間に
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合ったと仄聞するが、この間、必要な予算措置も無い中で、防衛庁の関係者は大変な

苦労をしたであろう。

自衛隊の海外における PKO などの活動は、カンボジア、ルアンダ、ゴラン、チモ

ール、そしてイラクと拡大の一途をたどっているが、国内政治上の配慮のため、何時

も派遣の直前まで、任務、編成装備さえ定かにされず、予算処置も国会議決の後のた

め、部隊における準備は正に泥縄の連続で、派遣部隊・隊員・家族に大変な負担をか

けているのが現状である。

海外派遣の都度特別立法を必要としない国内法規の整備はもちろんのこと、装備の

調達、開発・研究等、即応性を高めるための国家的処置が必要である。

（４） わが国の防衛力整備の見地から見たイラク戦争教訓の評価と防衛装備に及ぼす影

響

ア． 新しい装備の 開発・導入のあり方、在来装備の換装・改修・連接等のあり方

（ア）情報革命の波及効果

イラク戦争を観察して、将来の作戦・戦闘に情報革命が及ぼす最も注目すべき影響

の一つは、過去火薬の発明、航空機、戦車の発明等では全く変化しなかった戦力・態

勢・損害の不離一体性がある程度克服されたことである。

従来に戦いにおいては、戦力を集中するためには、態勢を集中ることが必要であり、

それに伴い被る損害も集中することが避けられなかった。従って、戦力優勢な側は、

一般に攻勢をとり、防者の弱点を求めて損害を省みず戦力を集中し、防御組織を突破

拡大し、防者の戦力の中枢を破壊して組織的な戦力を失わせることを慣用戦法とした。

一方、戦力劣勢な側は防勢をとり、火力等の戦力は分散して損害を回避しつつも、地

形を防護力等に戦力化することにより、攻者の攻撃衝力をそらしつつ、態勢を集中し

て損害を被り易くなった攻者に損害を強要してこれを累積し、戦力比の逆転を図り、

或いは時間の余裕を獲得することを慣用戦法とした。

情報技術の発達により、過去の如何なる軍事革命でも変らなかった戦力・態勢・損

害の不離一体性が変化した。即ち情報技術の優者は、攻防にかかわらず敵より相対的

に分散した態勢でより効率的に戦力（弾先、電子的攻撃手段、サイバー攻撃手段等）

を集中できるようになった。

従って、IT 技術の進歩は、従来重戦力としてしか設計し得なかったハードを分割小
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型化する可能性を示唆している。例えば、迅速に機動して地形地物の陰に隠れる戦車

をトップアタックすることが容易になった事は、従来他のハードでは代替し得なかっ

た戦車の瞬間交戦性の価値を著しく減じ、過去戦車に期待された機能は、火力機能は

後方の砲迫の発射する弾薬に、デジネート（照準）機能は、潜望鏡式のデジネート機

器を有する小型装甲車又は歩兵、或いは、遠隔操縦無人小型照準機に分化する可能性

もある。

一方、現代の大型の戦闘用ハードは、全て IT の集合体と言っても過言ではない。

即ち、過去は、強大な火力や装甲防護力を得るための重キャリアが必要であったが、

今や IT 中枢を運搬するために重キャリアが必要となっている。対戦車戦闘機能とし

て設計された最新型の戦車や対戦車ヘリコプターが、対戦車戦闘機能より近接戦闘グ

ループにおける指揮情報中枢としての機能で有用性が見直されているのは、その一例

と言える。しかしながら、数年前まで大型固定翼機にしか搭載できなかった JSTAR

が、現在では AH64 クラスの中型回転翼機に搭載可能になり、大型トラック搭載のシ

ェルターにしか入らなかった無線機がジープの後部座席の片隅に搭載可能になった如

く、近年の C4I2 関連のハードの小型化の傾向は著しく、IT 革命が小型化革命の障害

とはならないであろう。

更に、IT の発達は、従来人と一体でしか設計し得なかったハードの無人化の大きな

可能性を示唆している。今次戦争での小型無人機の活躍は、その方向を先取りしたも

のであるが、例えばドッグファイトによる防空戦闘のために有人戦闘機は、BMD が

実用化する時代に果たして必要であろうか。高い空中機動性能を得るのに人間の搭載

はむしろ足かせである。人がどうしても乗らなければならない必要性は、戦闘機能以

外のところにある。しかも無人機であれば有人機では躊躇われる危険な任務にも投入

することが出来る。とすれば、人の搭載を不可欠とする分野の機能と無人の戦闘機能

に分化したほうがより効率的とも言える。近年、時代遅れと目されていた大型爆撃機

が大量の巡航ミサイル等のキャリアとして有用性を見直されたのは、戦闘機に劣る地

上攻撃機能は無人の巡航ミサイルに託し、大型キャリアとしての機能に徹したからで

ある。勿論、在来型大型爆撃機の有用性は、米軍の如く、常に絶対航空優勢下で戦う

軍隊において生きるものであり、我が国の如く、相対的に航空劣勢下でも国土防衛作

戦を戦うことを前提とする航空自衛隊においては、敵基地を叩きうる機能として戦闘
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機より爆撃機を持つべきであると言うことにはならないであろうが、少なくとも、防

空戦闘のためには、F15 のような地上攻撃能力の低い戦闘機を中核とする編成装備は、

早急に且つ大幅に見直さなければならないであろう。

即ち、イラク戦争は、IT の発達により、過去の戦争のために設計されたハードをネ

ットに載せて最大限効率的に戦うネットワーク・セントリック・ウォーフェアという

軍事革命を実現したが、同時に、戦争に関する鋭い分析者には、ネットに乗せられた

個々のハードの設計思想の古さを際立たせることにもなった。

今後はネットワーク・セントリック・ウォーフェアの環境下に、過去の遺産である

在来装備を如何にネットに載せるかということと並行して、新たに開発するならば最

適の戦闘用ハードは如何にあるべきかが模索されることになろうが、そのキーワード

は、当面、戦闘機能の「分散」、「小型化」、「無人化」になりそうである。

従って、新しい装備の開発・導入のあり方、在来装備の換装・改修・連接等のあり

方を考えるに当たっては、単に情報化に着目するだけではなく、情報化がもたらす作

戦・戦闘・戦術・編成・装備の新たな変化の可能性について分析検討することが重要

であり、過去、強大な戦力を発揮するため重厚巨大化した陸・海・空の兵器を、如何

に戦力を落とさないで分割・軽量小型化・無人化したシステムに再設計するかが今後

の戦闘の為のハード設計の一つの焦点になろう。即ち、情報革命は、ネット軍事革命

を経て「分散革命」・「軽量小型化革命」・「無人化革命」を導き、新たな軍事革命を招

来すると思われる。

（イ）情報依存の危険性と陥穽

一方で、今後は情報戦の優者が戦いを制し、しかも情報戦の帰趨は、一つの技術的

革新で逆転しかねないことを考えると、戦闘機能をあまりに分割・分散する戦闘組織

は、新たな脆弱性をもつことに注意を要する。

即ち、分割・分散した個々の先頭機能がネット上で有機的に結合されている場合は

大きな戦力となるが、一度ネットを破壊され、或いは、ネットに障害を生じた場合は、

一挙に無力化する。従って、分割・軽量・小型化・無人化革命と並行して、米陸軍の

ランドウォーリアを強化したような、単独の兵員に最小限の地上・対空独立戦闘能力

を保持さる独立完結した戦闘システムの開発も今後の大きな課題となるであろう。

また今次イラク戦争の米軍の情報化に現れたレベルで近代戦場に必要な情報能力が
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概ね満たされたと考えるのは更に危険である。

情報は、戦闘遂行の可否判断の基本に係り、戦闘指揮の基本要素の一つで、戦闘シ

ステムの中核になるものである。この情報の収集・処理は過去においてはもっぱら人

の頭脳によって行われて来たが、戦闘の現場では今や情報の量は莫大なものになり、

その属性も多種多様であるため個人の記憶や思考・判断では戦闘の推移に追従できな

いものとなってしまっている。情報は、過去に生起したものから現時点の事象まで、

大・小・遅・速の相違があり、継続しているものや断続して発生しているもの、複雑

な要素が相互に関連する事象から独立の事象まで、或いは諸元が変化するもの・しな

いもの、直接的もしくは間接的に取得されたものや伝聞に基づくもの、真実のものか

ら虚偽のものまでそれぞれ確度・信頼性が異なるもの、いくつかの情報が相互に関連

するもの・或いはしないもの、定量的に把握されたものや定性的な判断によるものな

ど、極めて幅広く変化に富んでいる。これら複雑多岐にわたる各種大量の情報を収集・

処理・管理・運用できなければ的確な戦闘指揮を行い、勝利を得ることは出来ない。

実際の戦闘時における戦域の脅威目標に関する情報としては、移動(固定)目標の３次

元位置とその時刻、運動(方向、速度)、大きさ、数、類別・識別結果、われに指向さ

れる武器の種類・性能諸元・数量・整備状況・運用能力、弾薬量、抗堪性、これらに

つての複数センサーによるデータ・コリレーション結果及び異種センサーによるデー

タフュージョン/アソシエーションの結果に基づくデータとその信頼度、味方の一部も

しくは基準とする点における当該目標の脅威評価、及びこれら個々の目標情報を総合

した複数目標からなる相手グループ全体の能力予測と総合脅威評価、グループ内にお

ける個々の目標の任務分担などの個別評価及び爾後の行動予測などがある。

更に情報はデータとして取得されただけでは不十分であり、過去の経緯を含め他の

データとの関連を十分に分析検討し、意味のある使いやすい情報として整理されなけ

ればならない。今日では、従来の分析担当者の頭脳と記憶、紙と鉛筆による情報分析

に加え、コンピューターが桁違いの速さで大量の分析処理をするようになっている。

ソフトウェア技術も進歩し、データフュージョンのように、同一目標に関する複数の

センサーからの多種多様な形の情報データを分析・精製・転化して信頼度の高い単一

の目標情報として確立する技術が開発されている。また、コンピューターに人間の思

考過程と同様な知的活動をさせるＡＩ技術も実用化されている。
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この様な情報技術が適切に利用されなければ、情報の共有は徒に情報の過多を招き

先頭の阻害要素になる。新しい装備の開発・導入のあり方、在来装備の換装・改修・

連接等のあり方を考えるに当たっては、軍事における情報革命は初めの一歩を踏み出

した段階であることを十分に認識しておく必要がある。

（注）データフュージョン(融合)：コンピューターを用いて多くのセンサーと多種

多様な情報源との一体化を効果的に実施し、膨大な量の情報を組織化しかつ適

切に評価するためのデータフュージョン技術の研究開発が進んでいる。即ちア

ソシエーション(関連付け)、コリレーション(相関)、エスティメーション(推定)、

コンビネーション(結合)といった技法を含む統合情報処理である。関係する各

分野の専門家が有している知識、判断基準、判断方法をプログラム化してコン

ピューターに推論させるエキスパートシステムや、データの不確かさの尺度を

ファジーメジャーという曖昧さの概念の数値で表現するファジー理論も用いら

れる。

（ウ）弱者の着眼

イラク戦争の戦い方は、戦力優勢、特に航空優勢の下でしか戦わない米軍が、情報

の優越という強力な戦力を得て、20 世紀以来目指してきた理想の戦い方に辿り付いた

と見ることが出来る。一方、将来米軍と矛を会い交える可能性ありとする軍隊は、米

軍に乗じる隙は無いかという目でイラク戦争を観察していると思われる。

イラク戦争を通じて、米軍に対抗する弱者（戦力劣勢の側）の今後の課題は、

①抗堪性（敵の攻撃に耐えて生き残る能力）の飛躍的向上

●　装甲・築城などの防護力の向上

●　機動回避力の向上

●　兵器の小型化による被弾率、隠蔽・掩蔽率の向上

②同時精密爆撃を成り立たせている要素の破壊能力の獲得

● 衛星の破壊

　（注）武器を搭載した衛星もしくは宇宙ステーションを宇宙軌道上に置くこと

は、国連の宇宙平和利用決議などに違反するとされており、現時点で攻撃

衛星は存在しないが、武器搭載衛星の無搭載衛星への優位性は絶対的であ

り、また衛星を経由して行うネットワーク通信は米軍のような戦い方をす
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る軍隊は各種衛星システムへの依存度が高いため、ロシアや中国等、衛星

打ち上げ能力を保有する国は、必ず攻撃衛星を準備していると考えておく

必要がある。

● 基地・空母の破壊（遠距離から深海を経て精密誘導される魚雷等）

● 兵站組織、物資の破壊

● 運搬機（爆撃機等）の破壊

● これ等を結ぶ通信網（ネットワーク）の破壊（物理的攻撃とサイバー攻撃）

● デジグネーターの撃破又は無力化

③対空火力等の強化

● 対航空機

● 対ミサイル・爆弾

（注）全てのミサイル、爆弾を破壊するのではなく、自然軌道を修正して自己に

向かってくるミサイル等のみを選別して、最小限の安全距離を維持した至近

距離で破壊する兵器システムの開発をさす。

航空戦力優勢の軍隊が戦場上空を制し、戦力劣勢の側の防空能力は電波の発射など

で位置を暴露し破壊される可能性が高いとなれば、戦力劣勢側に戦域防空は期待でき

ないということであり、必然的に戦術防空か個別防空に頼ることになる。従って今後

の戦術防空以下のレベルの対空火器は、戦略兵器システムである BMD を戦術目的に

小型化したような高性能の機能が不可欠である。

この様な兵器システムが開発されなければ、過去に開発された地上兵器システム、

例えば戦車などは、単なる走る鉄の棺桶となる。現在陸自が開発中の新戦車も同様で

ある。

裏を返せば、如何なる軍事大国であろうと保有する装備を技術の進歩に合わせて一

挙に更新することは出来ず、古い設計思想の装備品であろうと、ある程度古い戦力も

活用する必要があり、先に述べたような高性能の短距離防空システムの開発は、膨大

な量の在来兵器を活用する道でもある。

イ． 注目すべき戦 法、システム、装備等の評価と課題

（ア）GPS 精密誘導爆弾とデジグネーターの連結

アフガニスタン戦争と今回のイラク戦争では、空軍の対地上戦闘に新たな戦闘形態
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が試みられた。すなわち、爆弾の目標への最終誘導にレーザー・デジグネータが使用

されたことである。レーザー・デジグネータそのものは目新しい兵器ではないが、こ

れを特殊作戦部隊要員に携帯させ、目標近辺から低出力レーザー光を目標に照射させ

た。GPS システムを搭載した、例えばバンカーバスターといったミサイル（Pave Way

Ⅲ等）が、そのレーザー光の反射圏内に到達すれば、ミサイルはその反射光に誘導さ

れて目標に CEP 約２ｍといった精度で誘導され、湾岸戦争時よりもさらに正確に目

標を爆撃することが出来た。ミサイルを発射するパイロットと特殊作戦部隊隊員、そ

して戦闘を企画する司令部要員の連携は、双方向性インターネットで確保され、発見、

識別、攻撃の可否の決心、任務付与、接敵、撃破の戦闘の各段階をネットによって統

合（Integrate）できたことが、本戦闘形態を可能にした。即ち、衛星群が作り上げた

情報交換用のネットが存在して初めて可能となった戦闘形態であった。これまでの戦

闘では、例えばパイロットが、発見･識別･決心･接敵・撃破の全ての戦闘サイクルを

自分ひとりで実施しなければならなかったが､将来の戦争では、複数の兵員が夫々の

戦闘機能の段階や役割を分担し、ネットを介して統合するという方法が、主流となっ

て行くと思われる。“統合の必要性”の本来の意味は、ここに存在する。スウェーデ

ンでは既に､レーザー・デジグネータを搭載するコンテナ､ミサイルを搭載するコンテ

ナ､指揮統制装置を搭載するコンテナを個々に用意し､必要に応じてこれらを装軌車に

乗せて分散配置し､ネットを介してその機能を統合して戦闘を遂行するという戦闘形

態が実験段階に入っている。

米国はこの戦闘形態の有効性に着眼し、今後５年間で６０兆円の軍事予算を投じて、

通信、画像、航法、気象、早期警戒、信号傍受、中継を含む衛星システムを更新し、

GPS でも数 Cm から１ｍの精密度で誘導可能なバンド幅の広い衛星システムを作り上

げようとしている。

（注）GPS 誘導の精度について、1m 以下という精密度が実現すれば、敵と至近距

離に位置した兵員のレーザー・デジグネータ照射という危険な任務は不要となり、

「空からする地上戦」はさらに正確、かつ、同時多数の作戦を並行的に実施するこ

とが可能になるという見方がある。しかしながら、現在の技術では弾頭に搭載でき

る敵識別のためのセンサーは、未だ人間の目には到底及ばず、レーザー・デジグネ

ータ照射兵員の危険な任務からの解放は、今少し遠い未来の課題になると思われる。
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即ち、アフガン戦争の例で見れば、特殊部隊が戦場に入る前のアフガンに対する米

空軍の攻撃の様相は、「砂を叩く」と言われた。それは CEP 約 10m でデジグネー

ターがいなかったからではない。デジグネーターがいなくても、固定目標に対して

は、JDAM は十分に有効であった。イラクでもそれは同様であり、デジグネータ

ーの誘導で CEP 約 2m にする必要があるのは特殊な場合であった。アフガンで特

殊部隊侵入まで JDAM が効果を発揮し得なかったのは、アフガンには固定目標が

無く移動目標しか無かったからである。特殊部隊による終末誘導は、固定目標に対

して CEP 約 10m を約 2m にするより、移動目標を JDAM の標的としうる点にお

いてより決定的に有効であった。従って、今後の投資により JDAM の CEP が 1m

以下となったとしても、それは弾薬を小型化し、或いはより精密な攻撃を可能にす

る等の効果は大でも、直ちに敵と至近距離に位置した兵員のレーザー・デジグネー

タ照射という危険な任務が不要ということにはならない。人間の判断による高度の

目標識別の機能が CEP の向上だけでは代替できない事は誤解の無いようにする必

要がある。

（イ）航空戦力の重要性と今後の課題

航空優勢を獲得することが現代の戦闘で極めて重要なことは論を待たない。イラク

戦争では、航空戦力の優越性が際立ったため、将来戦は航空戦力が制すると速断し、

或いは戦闘における勝利獲得のためには航空戦力の優越が不可欠かつ決定的な要素で

あると説く軍事専門家も多い。

しかしながら「空から地上を攻撃する、空中に浮く兵器」にも利点・欠点はあり、

「地上に足を着けて空と戦う兵器」にも利点・欠点がある。空中飛翔戦力の最大の長

所は、その卓越した機動性（速度と距離）にあるが、技術の進歩、特に IT の進歩は、

従来の地上にプラットフォームを置く兵器の鈍重性や、足の短さを大幅に補う面もあ

る。空中飛翔兵器は、本来隠れることが難しく、僅かな故障で致命的な結果になるリ

スククを持ち、高価で、長時間の継戦能力に乏しい。近年の技術的可能性が、空中に

浮く兵器と地上に足を着ける兵器の何れをどの様な面で有利にするかは、今一度冷徹

な分析が必要であろう。

その結果、持続性があり効率的で安価に航空優勢を獲得するには、航空機と地上の

対空火器を如何に設計し、どの様に組合せると良いかという問いへの正しい解が出て
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くると思われる。

ただ、現時点で確かな事は、戦闘用のハードが抜本的に変化するまで当分の間は、

従来以上に航空戦力が全般の戦局を制する傾向が増大したことである。即ち、IT の発

達により、航空戦力が地上戦力に緻密に共同しうる能力が向上し、今次イラク戦争の

ような絶対航空優勢下の平坦開闊戦場では、航空戦力単独でも地上戦力を殲滅できる

可能性が増大し、また航空優勢の側では、航空戦力を近接戦闘場面でもある程度活用

することが可能となり、より軽戦力で重戦力に対抗しうるようになった点には注目す

る必要がある。

（ウ）空軍のパッケージアタック

米国は湾岸戦争において初めてネットを作戦に利用した。即ち、湾岸戦争において

出現した約６０機にも及ぶ航空機の空中集合による「パッケージ・アッタック」は、

ＩＴ技術に起因するネットの存在なくして実現しなかった。しかし、この時のネット

はまだ不完全で､米海軍にはフロッピーの形でヘリコプターによって配布せざるを得

なかったということであったが､それでもなお、ネットを介して航空任務指令（Air

Tasking Order＝ＡＴＯ）を伝達したのは、米軍のこの戦闘が初めてであり、ネット

を利用して瞬時に 100 名を越える兵員に対し与えることに成功し、戦闘機等に空中給

油を実施させながら見事に空中集合を実現し、イラクに応戦の暇を与えず至短時間に

強大かつ同時大量の打撃力をイラクの防空組織に対して与え、米国を中心とする多国

籍軍側に航空優勢獲得という果実をもたらした。イラク戦争においては、全てのＡＴ

Ｏをネットを経由してリアルタイムで伝達することが可能となり、「パッケージ・ア

ッタック」は更に進化した。

ただ、過去においては、僅か 100 程度の戦闘単位でも、戦闘機動しながら機微な戦

闘行動の指揮統制ができなかった空軍が、ネットによってそれを可能にしたというこ

とは、画期的なことであったが、陸戦で言えば、100 の戦闘単位を比較的単純な任務

の下に運用するというのは、中隊レベルの初歩的運用のレベルである。とはいえ、過

去においては、戦力特にその質的優勢が戦勝の絶対的要素であった空戦においても、

運用の妙を発揮する余地が生じ、将来は陸戦のように指揮運用能力の是非が戦力と同

様戦勝の行方を左右する時代が来ることを示唆している。かかる観点からすれば、IT

革命は現時点では、空軍の対地攻撃能力を飛躍的に高める段階に止まっているが、今
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後は、空軍の編成装備、戦法を大幅に変革し、複雑化する可能性を秘めている。

一方、イラク戦争における米空軍のパッケージアタックが、画期的なものであった

とは言え、その過去に無い作戦速度によりイラクに応戦の暇を与えなかったと見るの

は誤りである。イラクには応戦の暇が無かったのではなく、応戦の手段が無かった。

イラクの防空網は、湾岸戦争終了後から開戦寸前まで 12 年間にわたり持続的に実行

された「デザート・フォックス」作戦で壊滅に近い状態であった。ネットを利用した

パッケージアタックの迅速性が無くても、多少時間がかかる程度で作戦の結果は同じ

であったであろう。決め手は、イラクの残存対空火力のアウトレンジ航空精密攻撃能

力であった。

従って、米空軍の攻撃に有効な対抗手段を有する敵に対して、現レベルのネットに

乗ったパッケージアタックの迅速性と指揮運用の柔軟性が、実戦に使えるレベルに到

達しているかどうかは検証の余地が残っている。即ち、如何なる対抗手段を取れる敵

まで通用するかの検証は今後の課題である。判り易く言えば、現米空軍の戦闘行動間

運用能力は、陸戦で言えば、小銃小隊長が、小隊員に、集まれ、この方向に前進、あ

れ撃て、これ撃てと号令を掛けて指揮しているレベルである。異種多様且つ複雑な戦

闘要素を無駄なく効率的に統制調整して総合戦闘力を発揮するレベルに達していない。

換言すれば、今次戦争におけるパッケージアタックの成功は、今後の空軍の編成装

備戦法の大変革の予兆の一つと位置づけることが出来る。

（エ）指揮組織のフラット化

イラク戦争においては NCW の活用により、上級指揮官と一線の兵員が情報を共有

することが可能になったため、特に航空機を活用する作戦において、必要により上級

司令部から中間司令部を経ず第一線の航空機や特殊部隊員に直接作戦任務が付与され、

それが迅速な作戦効果を上げるために有効であった例が数多く見られた。

このため軍隊の基本として１０名からなる分隊が指揮命令の基本単位となり、４個

分隊が１個小隊を、４個小隊が１個中隊を、４個中隊が１個大隊を形成し、連隊、師

団と組織が積み上がっていくという、人類の歴史 3000 年以上の間全く変化しなかっ

たピラミッド型の指揮命令・作戦運用系統が根底から覆され、今後は中間指揮結節を

省略したフラット型の指揮命令・系統による作戦が主流になるとの見解がある。

しかしながら今次戦争のような環境ではフラットな指揮が可能であったとしても、
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ある程度対抗手段を取れる敵に対しては、個々の戦闘域において、三時限の空間と時

間の中で変化する状況について、敵の予測される対応行動は勿論、不測の事態に関し

ても、複雑な戦闘と人事・兵站に関する状況判断と処置が必要であり、ピラミッドの

必要性が覆されたと見るのは過早である。指揮官に必要とされる判断能力はピラミッ

ドの上下で大きく異なる。兵器の威力や機動速度は別として、陸戦で言えば、小銃小

隊レベルの単純な戦闘要素、状況判断要素であったからフラット指揮が可能になった。

従って人類の歴史 3000 年以上の間全く変化しなかったピラミッド型の指揮命令・作

戦運用系統が根底から覆ったのではなく、彼我の戦力較差が大で敵に対抗手段が少な

いときにはフラット型の指揮命令・系統による作戦のほうが効率的且つ迅速な場合が

あると理解すべきである。従って、今次戦争のような航空優勢時の航空機の運用等、

任務に関する命令を正確迅速に伝えることが出来れば後は特に指揮官が運用すべき内

容が無い場合などは、当然フラットな指揮系統で十分ということになるが、戦闘手段

が多岐多様で地形の影響や住民の存在、対空考慮等、判断要素が複雑で連続的な状況

判断と指揮運用を必要とする陸戦においては、指揮可能な隷下部隊の単位数が若干増

える程度で、フラットな指揮で十分という単純な状況はあまり考えられない。

一方で、軍隊の情報化が進んだ今、夜暗は戦闘の障害にはならなくなり、陸戦で言

えば、師団、旅団、連隊戦闘団等、直接作戦・戦闘に任じる部隊レベルの司令部は、

２４時間連続で、彼我の情報の収集、分析、状況判断、作戦指揮・指導、報告、連絡、

通報等、極めて多忙な指揮幕僚活動を強いられる。戦史などを参考にすれば、過酷な

戦闘状況下で人間が不眠不休で活動できるのは概ね３日程度である。２交代制の司令

部編成が採られていない陸上自衛隊等の継戦能力は高々３日で、現代戦に適合してい

るとは言い難い。

（オ）デジタル化師団の戦力評価

イラク戦争においては、組織的な「地上軍による地上戦」は行なわれなかった。特

に注目された米陸軍のデジタル化師団は転用が遅れ、実戦における戦闘力は、その物

理的戦闘力と錬度の何れも検証されなかった。しかしながら地上戦以外の分野で証明

された NCW の威力からして、実際に組織的な地上戦が行なわれたとすれば、その様

相は海空戦ほど単純ではないにしろ、デジタル化師団は、それなりに相当な戦闘力を

発揮したであろう。実戦運用錬度は別として、その物理的戦闘力が列国師団を凌駕す
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るものであるなら、その力の源泉は、列国師団に無い卓越した指揮統制情報能力を基

盤とした統合総合戦闘力にあるのは明らかである。現実に、デジタル化師団は、本格

的戦闘終了後の対テロ作戦において卓越した能力を発揮している。戦闘用の各ビーク

ルが戦術インターネットで結ばれ、各戦闘単位が常にリアルタイムで情報を共有して

連携できる能力は、その卓越した火力、装甲防護力、機動力と相俟って、テロリスト

の掃討からテロ攻撃への対処まで効果を発揮しているようである。

　その様な師団に対抗しようとする陸軍は何を考えるであろうか。力の源泉である指

揮統制情報能力がターゲットになるのは疑いが無い。現在実用化され又は実用化が近

い兵器で師団や空母機動群規模の指揮統制情報能力を一挙に破壊しうるのは、RAM

効果を利用する核爆弾と電磁爆弾である。核には核の抑止力が働くことを期待出来る

としても、電磁爆弾に抑止力は働かない。かかる観点から、米陸軍のストライカー旅

団に見られるように軽戦力化の傾向が強い列国陸軍において、①重装甲は、対核防護

力や、高い電磁シールド能力で生き残るのか、②重装甲に勝る軽量電磁シールドが開

発可能か等は、電磁爆弾の実用化の程度と共に一つの注目点である。

　一方で、米陸軍は、イラク戦争に見るように、実質的な地上戦、即ち、激烈な近接

戦闘の無い地上戦を勝利する経験を積み重ねることにより、ベトナム戦争以来蓄積継

承して来た凄惨な地上近接戦闘能力をメンタルな面でもノウハウの面でも逐次喪失し

て行く可能性がある。しかしながら人間が生活する地上において戦う陸軍には、かか

る能力は、本質的に不可欠のものであり、イラク戦争の米軍に学ぼうとする実戦経験

の少ない陸軍は、この点に注意する必要がある。
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the Pentagon presented a briefing on the unclassified conclusions of the report reached

to date. In general, and among other things, it noted that the following areas fell well

short of expectations and require substantial improvement: Prevention of friendly fire

casualties, planning and execution of large force deployment, the mobilization of

reserve forces, assessing battle damage, and sharing information with coalition

members.

Second, each of the four services—Army, Navy Air Force, and Marines—is conducting a

separate assessment of the lessons learned from the Iraq War. The Army has already

produced a substantial unclassified draft study on the history and lessons of the Iraq

war. This study heavily criticizes logistical problems that almost forced a halt to the

rapid advance of Army forces. It also noted that pure improvisation overcame logistical

constraints in many cases, which enabled the advance to continue almost without

interruption.

Civilian Lessons Learned: The high-level civilian leadership of the Department of

Defense has also derived its own set of lessons on the recent Iraq war. These lessons

are not always documented in terms of official studies or in post-war assessments.

However, they are manifest in two recent policy decisions: (1) the decision to support a

plan for the fundamental reorganization of the U.S. Army, and (2) the decision to

reposition U.S. military forces currently spread around globe.

As for the impact of the Iraq on the U.S. defense-industrial base, only one major

weapon system slated for procurement—the Army’s Crusader self-propelled artillery

system—has been cancelled. In 2003, Secretary of Defense Donald Rumsfeld deemed

the Crusader too heavy to meet the rapid deployment requirements and thus ordered

its cancellation. In the administration’s current request for weapons procurement,

aircraft and missile defense are allotted substantial funding. In addition, funding for

the Army’s Future Combat System was also increased greatly.

B. Overview of the Iraq War

Major Combat Operations (March 19–May 1, 2003)

U.S. Military Forces: The U.S.-led military effort to oust the regime of Iraqi President
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Saddam Hussein involved over 340,000 U.S. military personnel, either ashore or afloat.

The ground component comprised four large U.S. Army formations and one Marine

unit—the 3rd Mechanized Infantry Division, the 101st Airborne Division (Air Assault),

the 82nd Airborne Division, and the 7th Cavalry Regiment, and the 1st Marine

Expeditionary Force. In addition, five U.S. Navy aircraft carrier battle groups, and the

equivalent of 15 U.S. Air Force air wings supported the ground invasion at sea or from

bases spread throughout the Arabian Peninsula and Turkey. In addition, the U.K.

contributed 47,000 troops to the effort, and Australia about 2,000.

U.S. Strategy: U.S. strategy for the liberation of Iraq represented a compromise

between advocates of an Afghanistan-style strategy and supporters of Gulf War-style

“liberation of Kuwait” operation. Proponents of the Afghanistan strategy, chiefly high-

level civilian officials in the Department of Defense, initially pushed for an operation

in Iraq similar to the one that ultimately defeated the Taliban in Afghanistan. This

operation was characterized by the highly successful and improvised combination of a

small number of special operations troops working with indigenous resistance forces to

identify, target, and destroy Taliban and Al Qaeda forces with precision air strikes.

In contrast, U.S. military planners proposed a strategy similar to the first Gulf War,

which relied on a very large and heavy U.S. ground force, supported by overwhelming

air power, to defeat Iraq’s military. The plan ultimately chosen relied on a combined

U.S. and British ground attack force of about 225,000 soldiers supported by an

extremely robust contingent of special operations troops. Relatively fast moving armor

and infantry forces were to advance Baghdad from both north and south. Ultimately,

the diplomatic failure to convince Turkey to open its territory to prevented U.S. forces

from concentrating a large force in northern Iraq, thereby limiting the main focus of

ground operation to the south.

Opening of Operation Iraqi Freedom: The initial war plan called for a 72–96 hour air
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offensive—the so-called “shock and awe” campaign—to paralyze the Iraqi command

and control structure and to demoralize Iraq’s soldiery. However, U.S. intelligence

indicated that Saddam Hussein and other key Iraqi leaders were gathered at a secret

location in Baghdad on March 19, 2003. On the basis of this information, President

Bush ordered an immediate airstrike against the location, which occurred on the same

day. This action not only commenced the war but also necessitated a major change in

the sequencing of air and ground operations

The ground advance started the next day, on March 20, when U.S. and British ground

units—many of them heavily armored formations—entered southern Iraq at multiple

locations and advanced rapidly along multiple axes toward objectives on or north of

the Euphrates River. Major air operations in support of the ground advance began on

March 21, one day after the start of the ground advance.

The initial concept of aerial “shock and awe” was never fully implemented, though key

government and military targets in Baghdad did receive heavy poundings by air-

delivered precision weaponry after the 21st.

The sequencing of ground operations before the air campaign stands in stark contrast

to the 1991 Gulf War, when the ground attack was preceded by 6 weeks of sustained

aerial attacks against Iraqi military forces and other key targets in both Kuwait and

southern Iraq.

In 1991, air attacks against targets in Baghdad were called off after one precision strike

killed a large number of civilians. During the major combat phase of the Iraq War, air

and ground operations preceded simultaneously after March 21. Strategic and close air

support attacks over Baghdad continued until the capital fell into coalition hands.

Progress of Ground Operations: During the first week of operations, British forces

secured the large southeastern city of Basra and the port of Umm Qasr. However, Iraqi

irregular forces—the so-called Saddam Fedayeen—offered advancing U.S. forces

significant, unexpected resistance in or near many cities of southern Iraq. These forces
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harassed U.S. lines of supply and compelled U.S. ground commanders to reroute some

forward moving forces to clean up the problem.

At the time, this generated widespread criticism in Washington that U.S. forces lacked

sufficient numerical strength to simultaneously protect lengthening lines of supply and

advance on Baghdad.

Many in the media argued that the advance should be halted until the 4th Infantry

Division (then aboard ship and on its way to the region) could be off-loaded and

moved into Iraq.

However, U.S. commanders characterized the resistance as sporadic and disorganized.

By late March, the irregular threat to U.S. lines of supply was largely neutralized and

the advance toward Baghdad resumed.

Due to diplomatic difficulties with Turkey, a heavy U.S. armored division slated to

open a “northern front” inside Iraq was denied permission to transit Turkish territory.

Although a highly capable U.S. airborne force was dispatched into the Kurdish zone of

northern Iraq, it took weeks to airlift sufficient armored support before this force,

working in tandem with the Kurdish militia, could pose much of a threat to Iraq’s

military forces arrayed north of Mosul and Kirkuk.

By early April, U.S. forces had crossed the so-called “red line” close to Baghdad and

entered the area where Iraqi forces were allegedly authorized to use chemical

munitions against U.S. troops.

Elements of the 7th Cavalry and the 3rd Mechanized Infantry Division punched north

while the 1st Marine Expeditionary Force crossed the Tigris River pushed toward

Baghdad along the northern bank of the river.

Two daring armored thrusts by the 3rd Mechanized Infantry Division deep into

Baghdad—so-called Thunder Runs”—broke the regime’s will stand and fight in the

capital. Baghdad “fell” on April 9, 2003, when government officials fled the Iraqi

capital.

U.S. Marine units occupied Tikrit on April 14, the sole remaining stronghold of
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Saddam Hussein’s Baathist regime. The large northern cities of Mosul and Kirkuk had

earlier fallen to a combined force of U.S. troops and Kurdish militias. On May 1, 2004,

President Bush declared that major combat operations in Iraq had ended and that

reconstruction would begin in earnest.

Counter-Insurgency Operations (May 2003 to Present)

After abandoning Baghdad, Saddam Hussein and members of his military, intelligence,

and security services went into hiding and set in motion plans to organize an

insurgency against the U.S.-led occupation.

This insurgency, which at first appeared “disorganized” to U.S. officials and military

commanders, commenced in May 2003 in Baghdad and in the surrounding Sunni-dominated

region.

This area, called the “Sunni Triangle,” is bounded by the Sunni neighborhoods of Baghdad in

the east, Ramadi in the west, and Tikrit in the north.

This region was the heartland of Saddam’s support during his rule and comprises at least 20

percent of Iraq’s population.

About 90 percent of the attacks against U.S. and coalition forces in Iraq occur within this

regions.

In contrast to the Sunni region, the Shiite south and the Kurdish north are relatively

stable and peaceful, but have experienced episodes of civil and ethnic unrest.

Frequency of Attacks: The average number of attacks against U.S. and coalition forces

increased from an average of about 6 per day in June, to 15 per day in August, to 30–35

in October. Although insurgent attacks declined to a daily average of 22 during the

month of November, 79 U.S. soldiers died in combat that month, making it the most

costly month for U.S. casualties since March 2003. (The downing of two U.S.

helicopters caused most of the deaths.) Since the capture of Saddam Hussein on
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December 13, 2003, U.S. commanders have reported a significant decline in the

number of daily attacks.

Nature of Attacks: Iraqi insurgents occasionally try to engage U.S. forces in sustained

combat, usually by initiating ambushes against military convoys. The outcome of such

engagements does not favor the insurgents.

In general, Iraqi insurgents prefer to attack U.S. and coalition forces from a distance

with improvised explosive devices, mortars, rockets, and rocket-propelled grenades,

which allow the insurgents a stronger chance of escape and survival.

Since August 2003, insurgents have widened their pattern of attacks to include

embassies and the U.N. headquarters in Baghdad, international aid agency offices,

Iraqi police stations, and other symbols of the emerging Iraqi self-government.

Suicide car bomb attacks, in particular, have destroyed a number of these so-called

“soft” targets, inflicting high numbers of casualties and disrupting reconstruction

efforts.

U.S. commanders confirm that radical Islamic fighters, infiltrating from Syria and Iran,

are operating in Iraq in cooperation with Saddam loyalists.

These fighters are suspected of conducting many of the suicide bombing attacks. Some

of these fighters are thought to be affiliated with Al Qaeda.

The Sunni insurgent’s goal is to force the United States out of Iraq by raising U.S. casualties to a

publicly unacceptable level.

Through horrific suicide attacks against the U.N. and non-U.S. forces, the insurgents also aim to

deter the international community from assisting the U.S.-led effort to reconstruct Iraq, thereby

saddling the United States with most of financial burden for rebuilding the country.

The insurgents probably hope that the combination of higher than expected casualties and

financial costs will force a quick U.S. exit from Iraq.

Casualties: Between March 20, 2003, and January 17, 2004, 500 U.S. soldiers died in

Iraq: 346 in combat and 154 in non-hostile incidents ranging from accidents to suicide.
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The number of U.S. soldiers injured in Iraq as of January 17, 2004, was 2,947, with

over 2,400 wounded in combat.

The level of U.S. casualties sustained in Iraq to date are minimal compared to other

conflicts in which the United States has been involved.

For purpose of comparison, an average of 1.1 U.S. soldiers have died in combat each

day in Iraq since March 20. The average number of daily deaths rises to 1.6 when non-

combat fatalities are included.

This compares to an average of 15 military deaths per day in Vietnam during the height

of U.S. military involvement in that country from 1965 to 1973.

COALITION CASUALTIES IN IRAQ
As of January 17, 2004

Coalition Deaths in Iraq
United States 500
Great Britain 55
Other 38
Total Coalition
Deaths

593

Operation Iron Hammer: U.S. military forces in Iraq launched a sustained and hard-

hitting counterinsurgency operation in late November 2003. This operation—named

Iron Hammer—involved a sustained and massive series of raids against suspected

insurgent strongholds north and west of Baghdad.

Of note, U.S. forces started responding to insurgent attacks with air strikes involving

the dropping of 500-pound bombs on guerilla positions. These tactics hurt the

insurgents’ ability to sustain a high daily average of attacks against U.S. forces. In

addition to the drop in attacks, U.S. commanders cited increased cooperation by Iraqis

with coalition forces leading to greatly improved accuracy of intelligence and more

effective targeting of Iraqi insurgents.

The Capture of Saddam Hussein: On December 13, 2003, U.S. military forces captured

former Iraqi President Saddam Hussein hiding in a village near his hometown of Tikrit

in north-central Iraq. Saddam was captured without resistance, essentially
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surrendering to U.S. troops, who had discovered his underground hiding place next to

a mud-brick building. Some commentators portrayed Saddam’s capture as a major

psychological turning point in the U.S. effort to neutralize the Iraqi insurgency.

Developments since the Capture of Saddam: Since Saddam’s capture U.S. military

commanders have developed a highly detailed understanding of the structure of the

Sunni insurgency. Documents in Saddam’s possession proved to be of tremendous value

in identifying key insurgent leaders, the number and location of insurgent cells, how

the insurgency is financed, and so on.

U.S. intelligence officials believe that Saddam loyalists and other Iraqis account for 90

percent of the insurgency. On the basis of documents captured in Saddam’s possession,

they also believe that ties between the Saddam loyalists and radical Islamic terrorists,

such as Al Qaeda, are not strong.

Moreover, members of five powerful, extended Sunni families are responsible for

organizing, funding, and guiding the insurgency, often recruiting former members of

the Saddam Fedayeen to plant bombs and attack U.S. soldiers. These families were all

highly loyal to Saddam Hussein and benefited tremendously during his rule.

U.S. military authorities have made major progress in apprehending the adult male

members of these families, and other fugitive insurgent leaders. As a result, the

insurgency has lost significant momentum. Attacks against U.S. forces have declined

22 to 50 percent in the four weeks since Saddam’s capture. There are also indications

that the Sunni insurgents are running out of weapons and cash.

However, removal of Saddam and other key insurgent leaders has created a vacuum at

the apex of the insurgency that foreign and Iraqi Islamic militants will to try and

exploit.

If the “jihadists”—chiefly Al Qaeda types and others motivated by the militant Islamic
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creed—gain control of the Sunni insurgency, U.S. forces will confront terrorist violence

in Iraq for a very long time.

Out of all segments of the insurgency, the jihadists are the least likely to be

demoralized by Saddam’s capture.

Security Developments in the Shiite South: Iraqi Shiite Muslims, who comprise about

60 percent of Iraq’s population, are concentrated in the cities of southern Iraq along

the Tigris and Euphrates River Valley. Shiite Iraqis also comprise a large portion of

Baghdad’s population.

This region has been relatively stable compared to the Sunni Triangle. To date, no

sustained armed resistance to the U.S.-led occupation has emerged in this region,

which is currently supervised by multinational peacekeeping forces under British and

Polish command.

However, during the summer of 2003, periodic car bomb attacks against Shiite clerics

and political leaders, and against non-U.S. coalition troops in the region, most likely

conducted by Sunni insurgents and/or foreign fighters, raised concerns that the

insurgency was spreading beyond the Sunni region.

In January, several days of violent civil unrest occurred in the cities of Amara and Kut.

There is uncertainty about whether the violent demonstrations were instigated by

extremist Shiite groups or organized by citizens angry about the absence of

fundamental improvements in public services and employment opportunities.

Security Developments in the North: This region comprises the Kurdish self-ruled

areas along the Iraqi border with Syria, Turkey, and Iran as well as the largely Arab

cities of Mosul and Kirkuk further south.

In the Kurdish controlled region of the far north, the two main Kurdish political

parties—the Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan
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(PUK)—recently agreed to create a single administration to govern the autonomous

region. Both the KDP and PUK are supported by large militias that U.S. forces did not

disarm after the collapse of Saddam’s regime.

Like the Shiite region, northern Iraq has remained relatively quiet and stable since the

collapse of Saddam’s regime in April. However, Iraqi insurgents have attacked U.S.

troops in Mosul, where U.S. forces have made significant progress in transferring

security and policing duties to Iraqis. Ethnic tension between Kurds and Turkmen has

caused some violence in Kirkuk.

Current U.S. Military Presence in Iraq

With large-scale military operations concluded, U.S. and British ground forces moved

into three zones of occupation: U.S. Marine units, in conjunction with British forces,

occupied southern Iraq; heavy U.S. Army divisions occupied Baghdad and areas of

central Iraq; while lighter U.S. units occupied northern Iraq, excluding the Kurdish

region along the border with Turkey and Iran.

Today, approximately 125,000 U.S. troops—mostly U.S. Army—are deployed in Iraq.

They are concentrated in Baghdad and in the predominantly Sunni region of central

and western Iraq. Their primary mission is to combat the insurgency in this region,

thereby helping to stabilize the country, and to train the rapidly growing Iraqi security

forces, thereby improving security throughout the country.

These U.S. military forces are supported by about 24,500 troops from 32 countries,

including 14,000 from Britain, who remain concentrated in and near Basra. These

troops have been formed into two peacekeeping divisions—one under Polish command,

the other under British command. They are deployed throughout eastern and southern

Iraq.

U.S. plans to field a third non-U.S. peacekeeping division have not materialized due

the U.S. failure to recruit additional and substantial contingents of troops from India

and Pakistan. Turkey had agreed to dispatch 10,000 troops to Iraq, but the Iraqi

Governing Council protested and ultimately prevented the deployment of the Turkish



165

contingent.

At present, White House and Defense Department officials plan to maintain a large U.S.

troop presence in Iraq through at least 2005, if not longer. In contrast, U.K Prime

Minister Tony Blair recently announced that British forces will be staying in Iraq

through 2007.

U.S. Troop Rotation Plan: In early November 2003, Defense Secretary Rumsfeld

approved a plan to replace U.S. forces currently in Iraq with a mixture of fresh active

duty and reserve units by May 2004.

Subsequent modifications of the plan increased the targeted troop strength to 108,000

from the initially planed level of 105,000. At present, there are approximately 125,000

U.S. troops in Iraq. This plan is already in motion and also involves the replacement of

20,000 troops in Kuwait and about 10,000 soldiers in Afghanistan.

Lieutenant General Ricardo Sanchez, commander of all U.S. forces in Iraq, said the

troop rotation is the largest operation of its kind since World War II. The equivalent of

about 8.5 U.S. Army Divisions—out of ten active duty divisions—will be in motion

over the next 90 to 120 days.

Over the short-term, the number of U.S. troops is expected to increase significantly as

new units enter Iraq before old units return to the United States. Execution of the troop

rotation plan, as currently conceived, depends on the security situation and the ability

of Iraqi security forces to assume greater responsibility for maintaining law and order.

The four Army divisions currently in Iraq—the 101st Airborne Division, 4th Infantry

Division, 1st Armored Division, and 82nd Airborne Division—will depart Iraq during

the first four months of 2004. Three of these units are concentrated in the Sunni

Triangle.

The four divisions will be replaced by elements of the 1st Infantry Division, 1st
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Cavalry Division, and the 1st Marine Expeditionary Force (with three extra infantry

battalions). In addition, the 2nd Infantry Division and the 25th Infantry Division will

each provide a brigade for duty in Iraq.1 Army Lt. Gen. Thomas Metz will command

these units.

REGIONAL DEPLOYMENT OF NEW
U.S. GROUND COMBAT UNITS IN IRAQ
Baghdad 1st Cavalry Division and the 39th Infantry

Brigade of the Arkansas National Guard
will replace the 1st Armored Division.

Sunni region west of Baghdad, including
Ramadi, Fallujah, and other cities with high
insurgent activity

1st Marine Expeditionary Force (reinforced)
will replace the 82nd Airborne Division.

Sunni region north of Baghdad, including
Kirkuk

Two brigades of the 1st Infantry Division,
along with one brigade of the 25th Infantry
Division and the 30th Infantry Brigade of the
North Carolina National Guard, will replace
the 4th Infantry Division and the 173rd
Airborne Brigade.

Northwestern Iraq, including Mosul  The “Stryker” Brigade of the Second
Infantry Division (already operating in Iraq)
will replace the 101st Airborne Division.
(Note: The Stryker is an eight-wheeled
armored vehicle that can carry as many as 11
soldiers and travel faster than 60 miles per
hour.

National Guard units in North Carolina, Arkansas, and Washington State will also

provide one brigade each. More than 37,000 Army Reserve and National Guard troops

and about 6,000 Marine reservists were recently alerted to prepare for deployment to

Iraq in 2004.

The new forces designated for Iraq will be relatively lighter, highly mobile infantry

units that are better suited to counter-insurgency operations. Most of the M-1 Abrams

tanks and Bradley Fighting Vehicles will be withdrawn from Iraq and replaced by

armored versions of the “Humvee” tactical transport vehicle. Other heavy weapons

systems—such as missile launchers and artillery—will also be reduced.

                                                 

1 The U.S. Army has ten active duty divisions, and eight reserve divisions. The U.S. Marine Corps has

three active divisions and one reserve.
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C. Lessons Learned from the Iraq War

The institutional military’s process of learning and disseminating the war fighting

lessons of the recent Iraq war is already well underway with two notable results:

First, the Joint Forces Command is conducting one comprehensive study on the process

of “joint” decisionmaking at the operational level of high command (The initial results

of this study are described below).

Second, each of the four services—Army, Air Force, Navy, and Marines—is conducting

an separate assessment of the lessons learned from the Iraq War. The Army has

already produced a draft study on the history and lessons of the Iraq war (also

described below).

The high-level civilian leadership of the Department of Defense has also derived its

own set of lessons on the recent Iraq war. These lessons are not always documented in

terms of official studies or post-war assessments.

This section begins with a comparison of pre-war expectations with post-war

realities, followed by a look at recent military efforts to derive relevant lessons learned

from the conflict, and concludes with a look at how the Iraq war experience is shaping

the civilian leadership’s decisionmaking on key defense decisions concerning the

realignment of U.S. military bases overseas and the reorganization of the U.S. Army’s

combat structure.

Pre-War Expectations and Post-Major Combat Realities

Pre-War Expectations: In terms of pre-war predictions about the military outcome, the

immediate outcome adhered closely to the more optimistic prognostications.

The achievement of victory was relatively rapid: Twenty-six days of major combat
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operations aimed at taking Baghdad brought about the complete downfall of Saddam’s

regime. Iraqi resistance, while fierce in some locations and at different times, never

seriously threatened to halt the coalition’s ground advance. Indeed, the lightning

speed of the ground attack—coupled with precision air strikes and special operations

attacks against Iraqi command and control facilities—fundamentally disrupted the

inadequate Iraqi defensive posture and facilitated the rapid capitulation of Baghdad.

Casualties were comparatively light on both sides: 125 U.S. military personnel were

killed in action during the first 26 days of major combat operations; 30 British were

killed in action. There are some indications that Iraqi civilian casualties were greater

than during the 1991 Gulf War, but military causalities were correspondingly lighter.

Casualties on both sides would have undoubtedly been sharply higher had U.S.

commanders decided to prolong the war by waiting for reinforcements instead of

pressing the attack on Baghdad.

Anticipated “nightmare scenarios” failed to materialize: Iraq’s oilfield’s escaped major

destruction, while the transportation of oil through the Persian Gulf proceeded

without interruption. No catastrophic terrorist attacks against the United States, U.S.

oversees interests, or U.S. allies occurred. Similarly, there were no Iraqi missile

attacks against Israel, and the Iraqi missile attacks against Kuwait were easily

defended and of little consequence militarily or politically. Finally, the feared use of

Iraqi weapons of mass destruction—mainly chemical munitions—did not occur,

because it now appears that Iraq had neither produced nor deployed such weapons.

Post–Major Combat Realities: Civilian officials in the Department of Defense believed

that the reconstruction of Iraq would be a relatively rapid process primarily funded by

Iraq’s oil revenues. However, soon after the collapse of Saddam’s regime, the United

States confronted a number of realities on the ground that it did not fully anticipate and

for which it was initially unprepared.

First, the eruption of widespread looting and the near complete breakdown of Iraqi law
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enforcement overwhelmed U.S. forces, who were too small in number and too

dispersed to reinstate any immediate semblance of public order.

Second, during the spring and summer of 2003, U.S. forces engaged remnants of the

old regime in an increasingly deadly guerilla conflict concentrated in the Sunni Arab

region of central and western Iraq.

Third, it quickly became apparent that Iraq’s dilapidate oil industry could not earn the

hundreds of billions of dollars required to rebuild an Iraqi society devastated by two

decades of brutal misrule, corruption, war, and sanctions.

Fourth, Washington expected that the major opponents of military intervention in

Iraq—chiefly France, Germany, and Russia—would contribute heavily to the

reconstruction of post–Saddam Iraq. While these countries did support a number of

U.N. resolutions endorsing the U.S. and British role in Iraq, each has so far refused to

contribute troops or substantial resources for Iraq’s reconstruction.

Military Adaptations: Virtually no one in the administration publicly anticipated that

an organized, sustained guerrilla war would commence almost immediately after the

fall of Baghdad and build in intensity and deadliness during the summer.

The U.S. military—which is primarily configured for conventional warfare against

comparably armed and organized opponents—at first struggled with the challenge of

fighting this unfamiliar conflict. However, it has also adapted rapidly, though not

perfectly, to the requirements of unconventional warfare.

U.S. military commanders quickly reconfigured heavy armor and mechanized units to

combat elusive insurgents and built an effective intelligence operation highly

proficient at identifying, locating, and capturing/killing insurgent leaders, including

Saddam Hussein and many of his key lieutenants.

Institutional Military Studies of Lessons Learned to Date
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Joint Forces Command “Joint Lessons Learned” Study: The Joint Warfighting

Center of the Joint Forces Command (JFC)2 has conducted broad-based lessons-

learned study that occurred as Operation Iraqi Freedom took place.

A JFC team comprising 35 military and civilian analysts was deployed throughout the

U.S. Central Command theater of operations at 10 or more sites, including command

facilities in Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, and Iraq. Team members started

gathering information on March 6, 2003, almost two weeks before the conflict began.

The JFC team documented the operational level of war on activities that took place at

the forward-deployed Central Command (CENTCOM) headquarters and subordinate

functional headquarters. In addition, they recorded interactions among CENTCOM,

Department of Defense agencies, and other combatant commands supporting Gen.

Tommy Franks, the CENTCOM commander who commanded coalition forces.

During a Pentagon briefing in October 2003, Pentagon officials presented an

unclassified version of the JFC’s lessons learned to date. In summary:

The JCS determined that the following capabilities demonstrated considerable

effectiveness, but required improvement: Urban operations, psychological operations;

and intelligence, surveillance, and reconnaissance.

The JCS observed that the following capabilities reached a new level of performance

that needs to be sustained and improved: Joint integration and adaptive planning, joint

force synergy, special operations and the integration of special operation with

                                                 

2 Joint Forces Command, located in Suffolk, Virgnia, is one of nine unified commands in the

Department of Defense. It is the only command with both a geographic region and a functional

responsibility to support the main regional commanders.  The JFC is primarily focused on the mission

of helping to transform the U.S. military. This includes experimentation, innovation, improving

interoperability and reviewing, validating and writing joint doctrine and preparing battle-ready joint

forces and coordinating joint training, simulation and modeling.
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conventional force operations.

The JCS determined that the following capabilities fell short of expectations or

operational needs and must be improved through new initiatives: Prevention of

friendly fire casualties, planning and execution of large force deployment, the

mobilization of reserve forces, assessing battle damage, and sharing information with

other coalition members.

U.S. Army History of the Iraq Conflict: The U.S. Army’s Combined Arms Center at

Fort Leavenworth, Kansas, recently prepared an unclassified draft history of the major

combat phase of the Iraq war. Former Army chief of staff, General Eric K. Shinseki,

ordered the study during the spring of 2003. The 504-page internal Army document is

based on interviews with 2,300 people, and relies on nearly 120,000 documents. The

Marine Corps, Air Force and Navy are each conducting similar reviews of their

service’s performance in the conflict.

The study’s primary criticism concerns the breakdown of Army logistics during the

rapid advance north, which caused many army units to experience serious supply

shortages.

In particular, logistics problems were much more widespread than was reported

publicly at the time of the conflict. The Army report indicates that the Army’s logistics

distribution system was inadequate to meet the high demand for spare parts and other

items during the rapid advance north.

For example, tank engines remained in warehouses in Kuwait because no truck drivers

were available to move them north.

As a result of logistical inadequacies, the 3rd Infantry Division was within two weeks

of being halted by a lack of spare parts. In many cases, soldiers were compelled to

improvise solutions to keep the ground offensive moving forward. Broken-down trucks

were scavenged for usable parts. Artillery units used parts from captured Iraqi guns to

keep their howitzers operating. Army medics foraged medical supplies from combat
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hospitals.

One contributing factor to the inadequate logistics structure was the Pentagon’s

decision to send mostly combat units instead of support troops in the weeks

immediately prior to the offensive.

The study also notes the widespread communications problems: While divisional

commanders could communicate with each other, lower unit level commanders often

could not. Fast-moving units quickly became separated by long distances and

discovered that their radios were suddenly out of range and ineffective. Again, troops

relied on improvised solutions, such as using mobile phones or e-mail messaging, to

maintain communications between far-flung units.

The study also notes the widespread failure of the extensive psychological operations:

This effort involved use of leaflets and broadcasts to induce Iraqi soldiers to surrender

and to refrain from sabotaging Iraq’s oil fields. In many cases, these messages either

failed to reach the intended Iraqi units. When such messages were delivered, they

tended to confuse the Iraqi soldiers who got them.

Despite extensive pre-war planning for the capture in Baghdad—ground commanders

and intelligence analysts failed to learn how the Iraqi forces intended to defend

Baghdad. Only after armored columns carried out probes, called "thunder runs,"

through Baghdad did American commanders realize that the city was poorly defended.

The study also determined that future U.S. opponents could also learn several lessons

from the war:

Decoys and the sophisticated camouflage of weaponry could offset the U.S. advantage

in surveillance satellites and aircraft.

More powerful warheads for rocket-propelled grenades, which are already effective

against helicopters and light military vehicles (like the Humvee), could damage or

destroy heavier armored vehicles.

U.S. forces could be drawn into a protracted, costly urban war, more effectively than

they were by the Iraqis.
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U.S. forces remain vulnerable to traditional guerilla tactics, like car bombs and

improvised explosive devices.

Despite the criticisms outlined above, the Leavenworth study generally praises the

Army’s combat performance, particularly the demonstrated ability of soldiers and

commanders to adapt to rapidly changing battlefield conditions. Senior Army officials

say lessons from the study are already being incorporated by Army training centers.

Force Transformation and Army Reorganization

In Washington, there is substantial concern that the U.S. military is over-extended

(or “over-stretched”) due to ongoing operations in Afghanistan and Iraq. In reality,

however, it is primarily the U.S. Army that is over-extended.

As described above, about 8.5 of the Army 10 active divisions are either in the process

of entering or exiting Iraq or Afghanistan.

In addition, substantial portions of the Army’s active reserves and the state National

Guard have also been called up for extended tours of duty. This was done to

compensate for the fact that the current active duty strength of the Army is

numerically insufficient relative to the demands placed upon it.

Moreover, many key support functions, including military police, intelligence units,

and so on, are concentrated in the reserves.

Stop Loss Orders: The immediate solution to the Army’s over-extension is to

temporarily increase the Army’s congressionally authorized strength of 480,000 to

510,000.

This is to be accomplished through so-called “stop-loss” orders, which will allow the

Army to retain personnel who would otherwise be discharged from active duty upon
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expiration of their contractual obligation. The additional 30,000 increase in personnel

strength—the rough equivalent of two divisions—is expected to be needed through

about 2007.

In Congress there is some support for permanently increasing the size of the U.S. Army

from 10 to 12 active divisions. Secretary of Defense Rumsfeld opposes increasing the

size of the Army by two divisions, chiefly because such an increase would divert

resources away from transforming and improving U.S. military capabilities.

The “Modular Army”: General Peter J. Schoomaker, the Army chief of staff, wants to

restructure the army by increasing the number of active-duty combat brigades from 33

to 48 in order to create more rapidly deployable units for overseas duty. Gen.

Schoomaker said this restructuring should enable the Army to eventually return to its

current authorized troop strength of about 480,000 troops.

Each new brigade is to have more combat power and to be more self-sustaining than

current brigades. This is to enable the civilian defense leaders to respond to smaller-

scale contingencies by deploying, for example, a brigade of 5,000 soldiers instead of a

full division, which may total as much as 20,000 soldiers.

The plan envisions the creation of three basic types of brigades: Heavy brigades based

on the M1 Abrams main battle tank and the M2 Bradley Fighting Vehicles; lighter

brigades with motorized infantrymen; and airborne brigades with helicopters.

The divisional structure will remain intact. However, a headquarters structure from one

division could be deployed to command heavy, light, and airborne brigades from other

divisions.

The goal of this proposal is to create a more flexible, “’Modular Army’ comprised of

smaller, self-contained brigades that would be interchangeable, available to work for

any division.”

The Schoomaker plan aims to convert 39 field artillery battalions and 10 air defense

battalions into military police, civil affairs, and light infantry units, which are in great
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demand in Iraq.

Implications for Army Force Transformation: In October 1999 at the annual meeting of

the Association of the United States Army, then-Army Chief of Staff General Eric

Shinseki announced a comprehensive plan for the transformation of the U.S. Army.

The Army’s specific transformation objectives, when achieved, would bring it in line

with the broader transformation of the U.S. military based on rapidly developing

technologies in information technology, weapons systems, sensors and intelligence

collection analysis, and real time presentation of combat data.

Shinseki’s plan, which evolved into the Army’s “Future Combat System” program, had

a basic goal: the capability to send a well armed mobile brigade anywhere in the world

within 96 hours, a division within 120 hours and five divisions within 30 days.

The Future Combat System concept calls for an Army comprised of lighter, less heavily

armored predominantly wheeled vehicles that can rapidly cross the battlefield as well

as provide the same lethality as their heavier predecessors.

On August 1, 2003, General Shinseki retired and was succeeded by General Peter

Schoomaker after an intensive search by Secretary of Defense Rumsfeld for the “right

officer”. General Schoomaker has largely maintained the concepts Shinseki had laid

out.

However, in the aftermath of the second Gulf War, General Schoomaker has shifted the

priorities of Army transformation to include a focus on current fighting capabilities

and systems as well as future combat systems. Schoomaker’s plan for a Modular Army

seems to fit within the paradigm of force transformation as proposed by General

Shinseki.

Overseas Basing Realignment

The Departments of State and Defense are in an advanced stage of decisionmaking on,
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and also in consultation with U.S. allies over, a major realignment of the U.S. military

bases overseas. Although the complete plan of realignment has not been fully decided,

current indications are that the impending redeployment and realignment of U.S.

forces abroad will mark the most profound change in U.S. global military positioning

since the end of the Cold War.

Force Alignment Review and New Basing Concept: The Department of Defense

conducted an intensive review of the worldwide deployment of U.S. military forces that

coincided with the Iraq War.

A team of Pentagon analysts led by Andy Hoehn, deputy assistant secretary of defense

for strategy, devised a strategic blueprint for the major redeployment of U.S. forces

into what the Pentagon calls the “Non-integrating Gap.”

The Non-Integrating Gap is a crisis-prone region that runs from the Andes Mountains

of South America through the Caribbean Rim, across Sub-Saharan Africa, the Middle

East, the Caucasus, Central and South Asia, ending in North Korea.

The gap’s chief defining feature is the great extent to which countries within it are

“disconnected” from the global economy and prone to disorder and chaos.

The new basing scheme is likely to lead to the withdrawal and redeployment of some

U.S. forces currently concentrated in Western Europe. The most likely locations for

these forces are Central and Southeastern Europe.

U.S. forces in Northeast Asia will be rendered more expeditionary over time, and

therefore made more capable of deploying rapidly to Southeast Asia or other trouble

spots from locations in Japan and South Korea.

The New Basing Concept: The Department of Defense is currently planning a new

network of widely distributed overseas military bases through which U.S. forces will

rotate on a regular basis. In this scheme, three types of bases would predominate:

Overseas Strategic Bases: These would be major facilities—on U.S. territory and on
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foreign soil—where U.S. forces would be permanently stationed in support of forward

operating bases and locations. Guam, Australia, Britain, Germany, and Japan have

been mentioned as candidates.

Forward Operating Bases: At these locations—rumored to be in the dozens and

situated in southern Europe, the Middle East, and Asia—small support units would

maintain equipment and facilities for future deployments. These bases would be

located in states close to major areas of instability and violence.

Forward Operating Locations: There would be no permanent U.S. military presence at

these locations, which would function as prearranged forward staging areas that U.S.

forces would visit only for training missions or in the event of crisis or conflict. These

locations would be sited within areas of major instability or violence.

In essence, the new scheme would further enable global application of the Bush

Doctrine, which calls for preemptive attack against terrorists and terrorist-supporting

regimes. U.S. forces could end up involved in a number of small, relatively short fights

against terrorist-type organizations or in major conflicts against regimes that harbor

terrorists and seek weapons of mass destruction.

The key goal of the new basing scheme is to reduce the time it takes to respond with

force from months and weeks to days and hours. For example, it took the United States

27 days—from September 11 to October 7, 2001—to marshal, deploy, and commit to

combat a military force in Afghanistan. Today, with U.S. forces stationed throughout

the country and in neighboring Central Asian states, response time can be measured in

hours.

Asia-Pacific Region: Since the end of the Cold War, the United States has maintained

approximately 100,000 forward-deployed U.S. troops in the Asia-Pacific region,

primarily concentrated in Northeast Asia: Currently about 39,000 in South Korea,

about 47,000 in Japan, and the remainder primarily concentrated in Guam and
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Hawaii.

The United States has formal defense treaties with Japan, South Korea, Thailand, the

Philippines, and Australia; defense responsibilities for Taiwan; and significant

security concerns in Indonesia and South Asia.

Throughout Southeast Asia, the United States has agreements with regional

governments allowing U.S. military access to their ports, airfields, repair facilities,

and training grounds in return for aid, equipment, and training.

The U.S. and South Korean governments recently announced an agreement to redeploy

U.S ground forces to locations within South Korea further south of the Demilitarized

Zone, which divides North and South Korea.

The future disposition of U.S. forces in Japan and Okinawa is under review. Senior U.S.

defense officials have publicly denied recent press reports that U.S. Marines in

Okinawa will be redeployed to bases in northern Australia.

The United States is reportedly discussing new basing arrangements with the

Philippines, Thailand, Singapore, and perhaps with Malaysia and Vietnam. The U.S.

territory of Guam is likely to assume greater operational importance in any regional

force realignment scheme.

Europe: U.S. troops have been permanently stationed in Europe since the end of World

War II. Today, about 112,000 U.S. military personnel are permanently stationed in

Europe, including about 70,000 troops in Germany, 12,400 in Italy, and 10,200 in the

U.K. Other key U.S. military facilities are located in Spain, Belgium, and the

Netherlands.

In February 2003, U.S. Marine General James L. Jones—supreme allied commander

Europe (head of NATO’s operations command) and commander in chief U.S. European

Command (headquartered in Stuttgart, Germany)—briefed members of the U.S.

Congress on emerging plans to redeploy the bulk of U.S. troops in Western Europe,

particularly those now stationed in Germany, to new bases in central and Southeastern

Europe.

Poland, Bulgaria, and Romania were mentioned as the leading candidates to host U.S.
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forces.

Poland offers numerous advantages over Germany, including a large number of

airbases, vast areas for uninhibited large-scale maneuver training, and a readily

available workforce capable of supporting the U.S. military.

Bulgaria and Romania offer forward operating base locations much closer to the Caucasus and

central Asia, where U.S. forces currently operate in support of counterinsurgency and nation-

building operations in Afghanistan.

According to recent reports, U.S. forces permanently stationed in Western Europe (chiefly in

Germany) will be reduced by one-third and redeployed to the United States. Contrary to its initial,

the Defense Department is no longer planning to permanently base U.S. troops in Poland, Romania,

or Bulgaria. Instead, U.S. troops will rotate in and out of these countries on a regular basis for

training operations.

Middle East and Africa: The United States will maintain a robust military presence in

the Middle East and Eastern Africa for the foreseeable future despite the departure of

U.S. forces from Saudi Arabia and Turkey:

Larger-than-anticipated U.S. forces will remain in Iraq indefinitely, and also in

Kuwait to support the current U.S. counter-insurgency/nation-building presence in

Iraq.

U.S. combat forces (primarily 5,000 U.S. Air Force personnel at Prince Sultan Air

Base) have been completely withdrawn from Saudi Arabia. U.S. military forces have

resumed using the base at Incirlik, Turkey, as a transportation hub for moving troops

into and out of Iraq.

U.S. basing arrangements with the smaller Gulf Arab states are under review.

Although nothing has been confirmed publicly, the United States is likely to maintain

a military presence in all of the smaller Gulf Arab states, which would host “forward

operating bases” in the jargon of the new basing concept.

In particular, Qatar will assume Saudi Arabia’s former role as the key operations and

command hub for U.S. forces in the Gulf region.

In Africa, U.S. defense officials are actively considering increasing the current U.S.
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military presence in East Africa, to counter Islamic radical groups, and establishing a

new presence in West Africa, possibly in Liberia, to ensure the security of the region’s

oilfields.

The South Caucasus and Central Asia: One of the most remarkable aspects of the U.S.

response to the terror attacks of September 11, 2001, was the rapid establishment of a

U.S. military presence in the South Caucasus and Central Asia.

The Department of Defense is reportedly considering the establishment of bases or

forward operating locations in Georgia, Armenia, and Azerbaijan.

Recent reports indicate the Defense Department intends to retain access to bases in

Central Asia, notably in Uzbekistan and Kyrgyzstan, which were first established to

support the war in Afghanistan and continue to support about 9,000 U.S. troops in the

country.

D. ITTA Comments: Implications for the U.S. Defense Industrial Base

The most significant implications of the Iraq war for the U.S. defense-industrial

base will depend on how the lessons of that conflict affect future procurement decisions.

To date, only one major weapons program was cancelled following the conclusion of

major combat operations in Iraq. That system—the Army’s Crusader self-propelled

artillery program—was eliminated after Secretary of Defense Rumsfeld argued that

the system was too heavy to be easily transported in great numbers by air.

No major weapons systems were proposed for elimination in the Bush

Administration’s proposed Fiscal 2005 defense budget. Money for procurement of new

weapons systems and equipment would decrease slightly from 73.5 billion to $74.9

billion. However, the procurement budget remains heavily weighted toward

controversial aircraft and missile defense systems: The Joint Strike Fighter, the F/A-

22 Raptor Fighter, the MV-22 Osprey tilt-rotor transport, and Boeing’s ground-based

missile defense program, are slated to continue receiving substantial funding.

Moreover, the development of the Army’s Future Combat Systems is slated for a major

increase in funding: $3.2 billion compared to $1.8 billion in the current budget.
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<全訳>

イラク戦争の教訓

2004 年 2 月 6 日

本報告書は、イラク戦争の軍事的教訓についての米国の考え方を記述しており、以下の項

目で構成されている。

・初期の大きな戦闘段階と後続する暴動を含むイラク戦争の概観

・在外米軍の再編問題と米陸軍の再構成／軍事変革に係わる最近の決定に関するイラク戦

争の影響及び最近の軍制面での研究を含め、全体としてのイラク戦争の教訓

・米国防産業基盤に対するイラク戦争の影響、特にブッシュ政権の先進兵器システムに関

する 2005 年会計年度軍事調達予算案

本報告所の記述内容、若しくは米国の国防・安全保障政策に係わる諸問題について、質問

または意見がある場合は、ITTA に連絡されたい。

A. 概　説

・軍制面での教訓 :

最近のイラク戦争の教訓と公開に係わる軍制面のプロセスは、二つの注目すべき結果を出

しており、既に相当進行している。

第一に、統合参謀本部は、高級司令部の作戦計画水準における「統合」意思決定プロセス

に係わる包括的な研究を行なっている。2003 年 10 月、国防総省は、それまでにまとめ

られた報告書の秘区分の無い結論部分について概況説明を行った。一般的にみて、特に次

の分野は期待はずれに終わり、実質的な改善を必要としている。：友軍相撃犠牲者の防止、

大規模軍展開時の計画と実行、予備役の動員、戦闘被害の評価、同盟諸国との情報共有

第二に、海軍空軍と海兵隊の四軍は、イラク戦争の教訓について個別の評価を行なってい

る。陸軍は、既にイラク戦争の歴史と教訓に係わる概ね秘区分の無い研究の文書を完成し

た。この研究文書は、後方兵站支援上の問題 ( 陸軍部隊の急速な進攻  に殆ど停止を強要

した) を痛烈に批判している。同時に、全くの即断即決が、多くの場合後方兵站支援上の

制限を克服し、阻害無き進攻を継続せしめたと指摘している。

・国防総省高官にとっての教訓 :
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国防総省の高級官僚の戦争指導に関して、本イラク戦争の教訓についての官僚版が同様に

作成されている。これらの教訓は、公式の研究文書として、若しくは戦後の評価として常

に記述されるとは限らない。しかし、それらは  二つの最近の政策決定において明らかに

されている。

(1) 米陸軍の基本的再編成計画を支持するとの決定

(2)現在の地球の全体に広げるために米軍を再配置するとの決定

イラクの米国の国防産業基盤に対する影響に関しては、調達候補に挙げられた只一つの主

要兵器システムであった陸軍のクルセイダー自走式大砲システムが不採用となった。2003

年、ドナルド・ラムズフェルド国防長官は、クルセイダーは急速展開要求を満たすには余

りに重過ぎるとして計画中止を指揮した。現在の政権の兵器調達要求においては、航空機

とミサイル防衛に相当の予算が割り当てられている。更に、陸軍の将来戦闘システム予算

も大きく増額された。

B. イラク戦争の概観

米軍の主要戦闘作戦(2003 年 3 月 19 日～5 月 1 日)

米軍の戦力：

イラクのサダム・フセイン政権を崩壊させるために米国が主導した軍事的努力は、地上若

しくは海上で、少なくとも 34 万の米軍兵力を巻き込むことになった。地上兵力は、第 3

機甲歩兵師団、第 101 空挺師団(空襲)、第 82 空挺師団、第 7 騎兵連隊、第１海兵遠征軍

からなる四つの米陸軍大部隊と一つの海兵団で構成された。

更に、5 個の米海軍空母戦闘群、及び 15 個の米空軍航空団相当部隊が、海上、若しくは

アラビア半島、及びトルコの至る所に広げられた基地から地上進攻を支援した。これに加

え、英国は 47,000 人、オーストラリアは、2,000 人の兵員を派遣した。

米国の戦略 :

イラク解放への米国の戦略は、アフガニスタン方式の戦略支持者と湾岸戦争方式の「クウ

ェート解放」作戦支持者の間の妥協策であると言明された。アフガニスタン戦略の支持者、

即ち、主として国防総省の高級官僚等は、当初、アフガニスタンで最終的にタリバーンを

打破した方式と類似したイラク作戦を要求した。この作戦は、タリバーンとアルカーイダ

を確認し、目標とし、破壊するために、土着の抵抗運動勢力を使って作戦を実施する少数

の特殊作戦部隊と航空精密爆撃との非常に効果的に、かつ急速に練り上げられた共同要領
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が特色となった。

一方、米軍側の計画者達は、イラク軍を完全に敗北させる為、圧倒的な空軍力に支援され

た非常に大規模で、重量に富む米国の地上部隊に頼る当初の湾岸戦争と類似した戦略を提

案した。最終的に選択された計画は、となった非常に強力な特殊作戦部隊によって支援さ

れた米英連合地上攻撃部隊約 225,000 人の兵士達に委ねられた。

比較的高速度で機動できる機甲、歩兵部隊がバグダッドに向け北と南の両方向から進攻す

ることになった。結局、外交上の失敗によりトルコ領土が使用出来なかったことから、イ

ラク北部に大規模な米軍部隊を集中させることは不可能となり、大きな焦点であった南に

向けての地上作戦は制限されることとなった。

イラク自由作戦の開始 :

当初の戦争計画は、72 時間から 96 時間の空爆によりイラクの指揮統制組織を機能不全に

し、イラク軍の士気を削ぐ、所謂、「ショックと畏怖」作戦と呼ばれた。しかしながら、

米国の情報機関は、2003 年 3 月 19 日、サダム・フセイン及び他の主要なイラク指導者

達が、バグダッドの秘密拠点に集合することを察知した。

この情報に基づいて、ブッシュ大統領は、当日明らかになった当該拠点に対し、即座に空

爆を命じた。この行動は、戦争状態に移行したというだけでなく、航空と地上作戦の順序

そのものに大きな変革を要求した。

・翌日の 3 月 20 日、重武装した米、英軍地上部隊は、幾つかの拠点からイラク南部に進

攻を開始し、目標に向けた幾筋かの軸線に沿って、又は、ユーフラテス川の北側沿いに急

速な部隊展開を始めた。地上進攻二日目の 3 月 21 日、地上進攻を支援する大規模航空作

戦が始まった。

・21 日以降、バグダッドの主要な政府と軍事目標は、航空からの精密兵器によって強烈

な攻撃を受けたが、当初に予定されていた航空戦力によるショックと畏怖の概念が十分に

履行される事は無かった。

・空爆の前の地上作戦の順序付けは、地上戦に先行しクウェートとイラク南部に所在する

イラク陸軍と他の主要な目標に対し、6 週間の継続的な空爆を実施した 1991 年の湾岸戦

争の場合と、はっきりとした差異を生じさせている。

・1991 年、バグダッドの目標に対する航空攻撃は、一つの精密照準爆撃が多数の一般市

民を殺害した後に中止された。今回の航空作戦と地上作戦は、3 月 21 日以降、イラク戦
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争の大きな戦闘段階を通じて、ほぼ同時に進行した。バグダッドに対する戦略、近接航空

支援攻撃は、首都が連合軍の手に落ちるまで継続された。

地上作戦の進捗:

作戦開始時の週内に、英軍は南東部の主要都市バスラとウムカサ(Umm Qasr) 港を占領

した。しかしながら、サダム・フェダィーン(Fadayeen)と呼ばれるイラクの不正規軍は、

イラク南部の多くの都市やその周辺に展開している米軍に対し、大規模で不意打ち的な抵

抗運動を企てた。これらの不正規軍は、米国の補給線ラインを混乱させ、問題解決のため、

米地上軍指揮官に一部前線部隊の後方兵站再投入を強要した。

・その時、ワシントンでは、米軍が長くなっている補給線を防護しつつ、バグダッドに進

攻するに十分な数的戦力を有していないとする広範囲な批判を巻き起こした。

・多数のメディアは、当時、洋上で戦域に向かいつつあった第 4 歩兵師団がイラク上陸

後、戦場に到着するまで、地上軍の進攻は停止させられるべきであると主張した。

・しかし、米軍指揮官は、これらの不正規軍の抵抗運動は散発的で無秩序な類のものであ

ると判断した。3 月下旬までに、米国の補給線に対する不測の脅威は大幅に無力化され、

バグダッドへの進攻は再開された。

・トルコとの外交上の困難により、イラク内で「北方前線」を開設する予定であった米の

重機甲師団のトルコ地域通過は許可されなかった。高能力を有する米の空挺部隊が、イラ

ク北部のクルド人支配地域に派遣されたが、クルド人人民軍と共同作戦を行うこの部隊が、

モスルとキルクーク北側に配置されたイラク軍に十分対抗できる水準に達するまで、空輸

による兵器輸送支援を行うには何週間もの時間を要した。

・4 月上旬までに、米軍は、バグダッド近傍の所謂「レッドライン」を横切り、イラク軍

が米軍に対し化学兵器を使用する権限を有するとされた地域に進入した。

・第１海兵隊遠征軍がチグリス川北岸に沿ってバグダッドに圧力を加えるためチグリス川

を渡河する間、第 7 騎兵連隊及び第 3 機械化歩兵師団部隊は、北側を攻撃した。

・雷轟（らいごう）(Thunder Runs)と呼ばれる作戦で、大胆にもバグダッド深部に突進

した第 3 機械化歩兵師団の 2 つの武装部隊は、首都で立ち上がり戦おうとする政権の意

図を封殺した。2003 年 4 月 9 日、イラク首都のバグダッドは、政府官僚が現地から逃走

した時をもって陥落した。

・4 月 14 日、米海兵隊は、サダム・フセインが率いたバース党が唯一残存していた要塞
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チクリットを占領した。北部の主要都市モスルとキルクークは、米軍とクルド人民連合軍

に前に陥落した。2004 年 5 月 1 日、ブッシュ大統領は、イラクでの主要な戦闘作戦が終

わり、再建が本格的に始まるであろうと宣言した。

対フセイン残党作戦 (2003 年 5 月時点)

バグダッドを放棄した後、サダム・フセインと彼の軍、情報機関、保安部隊の隊員達は、

消息を絶った。米が主導する占領軍に対するフセイン残党を組織化しようとする計画に移

行した。

・このフセイン残党は、当初、米当局者と軍司令官には、組織化されていないように思わ

れたが、2003 年 5 月、バグダッドと周辺のスンニ派支配地域で開始された。

・東部のバグダッド、西部のラマディ、北部のチクリットに隣接するこの地域は、スンニ

派三角地帯と呼ばれる。

・この地域は、サダムが権力を握る間、サダム支援の中核地帯であり、イラク人口の少な

くとも 20 パーセンを含んでいる。

・イラクにおける米と連合軍に対する攻撃の約 90 パーセントはこの地域内で発生してい

る。

・スンニ派地域とは対照的に、南部のシーア派と北部のクルド人の地域は、比較的安定し

ており平和でもある。しかし、社会生活や民族不安に係わる事象を経験した。

攻撃頻度 :

米国と連合軍に対する攻撃の平均数は、6 月の 1 日当たり約 6 回の平均から、8 月では 1

日に 15 回、10 月の 30 から 35 回まで増加した。11 月の月間におけるフセイン残党の攻

撃回数は、毎日平均で 22 回であり、 79 人の米軍人が、当該月の戦闘で死亡したが、2003

年 3 月以来、米国の月間死傷者数としては最悪の状態を記録した。(2 機の米国ヘリコプ

ターの墜落が大部分の死をもたらした。)2003 年 12 月 13 日のサダム・フセインの捕獲以

来、米軍の指揮官は毎日の被攻撃数の大幅な低下を報告している。

攻撃の性質 :

イラクのフセイン残党は、通常、米軍の護送部隊に対して待伏せ攻撃をすることによって、

米軍を継続的な戦闘に誘い込もうとする。そのような交戦結果は、フセイン残党にとって

有利なものではない。

・概して、イラクのフセイン残党は、米国、連合軍に対して、自分達の逃走、生存への機
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会を高める様な手製爆弾、迫撃砲、ロケット、ロケット推進手榴弾等による遠方からの攻

撃を好んでいる。

・ 2003 年 8 月以来、フセイン残党は、バグダッドにおける各国大使館、 国連司令部、

国際援助団体事務所、イラク警察署及びイラク自治政府の建物等にまで攻撃対象を広げた。

・特に、車両による自爆攻撃は、大規模な死傷者数を与え、再建努力を崩壊させるため、

所謂、多くのソフト・ターゲットを攻撃目標にして破壊している。

・米軍指揮官は、シリアとイランから浸透する急進的イスラム教兵士がサダム体制支持者

と協力してイラクで行動していることを確認している。

・これらの兵士は、多数の特攻攻撃を行なっているとの嫌疑をかけられている。これらの

兵士の内、幾人かはアルカーイダと密接な関係があると推測されている。

・スンニ派フセイン残党の目標は、米に公に受容しがたい水準の死傷者を発生させ、米を

イラクから追い出すことである。フセイン残党は、国連及び米軍以外への恐怖の自爆攻撃

によって、米国に主導されたイラクへの復興支援に際し国際社会が躊躇するようにさせ、

国を再建するための大部分の財政負担を米国に負わせるように目論んでいる。

・これらのフセイン残党は、米国に対する全く予期しなかった高い死傷者数と財政負担を

加えることで、米軍がイラクから早期撤退する様、強制しようとしている。

死傷者 :

2003 年 3 月 20 日から 2004 年 1 月 17 日の間に、米軍人 500 名がイラクで死亡した。346

名が戦闘における死亡であり、154 名が事故から自殺まで戦闘時以外の状況で死亡した。

2004 年 1 月 17 日時点で、イラクで負傷した米軍人の総数は、戦闘で負傷した 2,400 名

を含め 2,947 名である。

・現時点までイラクで維持されている米国の死傷者率は、米国が係わってきた他の紛争と

比べると最小になっている。

・比較のために計算すると、米軍人は、3 月 20 日以来イラクの戦闘で毎日平均 1.1 人死

亡している。非戦闘死亡者を含めれば、毎日の平均死亡者数は、1.6 人に上昇する。

・この死亡率は、1965 年から 1973 年まで米国がベトナムに軍事関与を強めていた時期

におけるベトナムでの 1 日当たり米軍人の死亡数である平均 15 人に匹敵する。

イラクでの連合国軍の死傷者数(2004 年 1 月 17 日時点)
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　　　　　 米国

 　　　　　英国

 　　　　その他の国

      　　500
 　　 　　 55
 　　 　 　38

　 連合国軍の死亡者総数           593

鉄槌作戦 :

2003 年 11 月末、イラク駐留米軍は継続的かつ強力な対フセイン残党作戦を開始した。鉄

槌と命名された本作戦は、バグダッドの北部と西部の疑われるフセイン残党の根拠地に対

して、継続的で大規模な急襲を含んでいる。重要な点として、米軍は、フセイン残党根拠

地に対し、500 ポンド爆弾で空爆し、フセイン残党側の反撃に対応し始めた。

これらの戦略は、フセイン残党側の能力を傷つけ、米軍に対する毎日の高い攻撃率を低下

させることを狙っている。米軍指揮官は、こうした攻撃を低下させる処置に加えて、情報

の正確度が高まり、イラクのフセイン残党の目標識別が更に効果をますことになるイラク

人の連合軍に対する協力拡大を指摘した。

サダム・フセインの捕獲 :

2003 年 12 月 13 日、米軍は前イラク大統領サダム・フセインがイラク中央部北のチクリ

ットの故郷近くの村に隠れていたところを捕獲した。泥レンガ建造物隣の地下の隠れ場所

を発見した米軍に降伏した状態で、サダムは抵抗運動することなく捕えられた。ある解説

者達は、イラクのフセイン残党を無力化しようとする米国の努力過程において、サダムの

捕獲を主要な心理学的分岐点として位置づけた。

サダムの捕獲以降の進展 :

サダムの捕獲以来、米軍指揮官はスンニ派フセイン残党の実態に関し、より詳細な理解を

深めた。サダムが保持していた文書は、フセイン残党がどの様な経済支援を受けているか

等を含め、フセイン残党分子の数と位置や、フセイン残党の主要な指導者を特定するため

大変な価値があることが判明した。

・米情報当局の見方では、サダム体制支持者と他のイラク信奉者が、フセイン残党の 90

パーセントを占めているとされる。米情報当局は、捕獲されたサダムが所持していた文書

に基づき、サダム体制支持者と急進的なイスラム教のテロリストの繋がりは、アルカーイ

ダの場合の様に強固ではないと考えている。
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・更に、強力かつ拡大したスンニ派の五家族の一員は、爆弾を仕掛け、米軍人を攻撃する

ために、前サダム・フェダィーンの隊員から度々募集したフセイン残党を組織化し、資金

を提供し、指導する責任を有している。これらの家族は、全てサダム・フセインに非常に

忠実であり、彼の治世間には、途方もない利益を得ていたとされる。

・米軍当局は、これらの家族の成人の男性の一員と他の逃亡したフセイン残党の指導者を

逮捕する為に大きな進歩を成し遂げた。その結果、フセイン残党は、一時の勢いを失って

いる。米軍に対する攻撃は、サダムの捕獲以来 4 週間で 22～50 パーセント減少した。同

じくスンニ派フセイン残党が兵器と資金を使い果たしているという徴候もある。しかしな

がら、サダムと他のフセイン残党の指導者の除去は、フセイン残党組織のトップに真空地

帯を形成したことから、外国とイラクのイスラム教過激派が、そこに入り込もうとしてい

る。

・もし、アルカーイダ・方式のジハード(聖戦）主義者や、攻撃的なイスラム教義賛同者

が、スンニ派フセイン残党を支配したりすれば、米軍はイラクで非常に長期に亘りテロリ

ストの暴力に直面するであろう。

・フセイン残党の総ての分子の内、ジハード(聖戦）主義者は、最もサダムの捕獲によっ

て士気が低下する可能性が少ない。

南部シーア派地域での安全の進展 :

イラクのシーア派教徒(イラク人口の約 60 パーセントを含む) は、チグリス川に沿ったイ

ラク南部とユーフラテス川渓谷の都市に集中している。同じくシーア派イラク人は、バグ

ダッドの人口の大部分を占めている。

・この地域は、スンニ派三角地帯と比べると、比較的安定していた。これまでに、英国、

ポーランドの指揮下にある多国籍平和維持軍によって監督されるこの地域では、米に主導

された占領地にの様な継続的武装抵抗運動が存在しなかった。

・しかしながら、2003 年夏期には、自動車爆弾攻撃が、シーア派の聖職者や、政治的指

導者、米国以外の連合国軍に対して定期的に行われ、恐らくスンニ派フセイン残党、外国

フセイン残党兵によって行なわれた攻撃と見なされたことから、フセイン残党がスンニ派

地域を越えて広がったという懸念を生じさせた。

・ 1 月には、数日間の激しい社会不安が、アマラとクットの両都市で発生した。

こうした暴力的抗議活動が、過激派シーア派集団によって扇動されたものか、又は、公共
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事業や雇用機会の基本的な改善の欠如に怒った市民によって組織化されたものかについて

は、未だ確定できていない。

北部における安全の進展 :

この地域は、イラク北部シリア、トルコ、イランとの国境沿いに所在するクルド人の自治

区と更に南のアラブ主要都市モスル、キルクークから成っている。

・最北部のクルド人が支配する地域において、クルド民主党(KDP)、クルド愛国同盟(PUK)

の 2 つの主要なクルド政党が、最近、単一の政権を創設することに同意し、自治地域を

統治している。KDP、PUK には、米軍がサダム政権の崩壊後も武装解除することは無か

った大規模なクルド人民軍による支援が認められる。

・イラク北部は、4 月のサダム政権の崩壊以降、シーア派支配地域のように、比較的静か

で安定した状態を維持している。しかしながら、イラクのフセイン残党は、米軍がイラク

人に民政移管 することで、安全と治安面で著しい進展があったモスルの米軍を攻撃した。

クルド、トルコ間の民族的緊張は、キルクークで幾分激しさを増している。

現在のイラクにおける米国の軍事的プレゼンス

米英の地上部隊は、大規模な軍事作戦終了し、占領した 3 地域に移動完了した。米海兵

隊は、英軍と共にイラク南部を占領した。米陸軍の重装備師団は、バグダッド及びイラク

中部地域を占領した。米陸軍の軽装備部隊は、トルコ、イランと国境を接するクルド人支

配地域を除いたイラク北部を占領した。

・現在、イラクには、米陸軍を主体に約 125,000 人の兵力が配置されている。

米軍は、バグダッド並びにイラク中部及び西部の主としてスンニ派地域に集中している。

彼らの主要な任務は、この地域でフセイン残党と戦い、国を安定させる手助けを行い、急

速に成長しているイラクの治安部隊を訓練し、それによって国内の安全保障環境を改善す

ることである。

・バスラ及びバスラ近傍に集中して駐留している英軍 14,000 人を含み、米陸軍は、全体

で 32 ヶ国からの約 24,500 人の陸軍兵力に支援されている。これらの派遣軍は、ポーラ

ンド軍と英軍の指揮下にある 2 個の平和維持師団に師団されている。各部隊は、イラク

東部及び南部の至る所に配置されている。

・米国は、第 3 の平和維持師団の編成を計画したが、インド、パキスタンから相当数の

追加兵員を募集することに失敗し、本計画は実現しなかった。トルコは、10,000 人の陸
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軍兵力をイラクに派遣することに同意したが、イラクの運営評議会が最終的にトルコ部隊

の派遣に反対したことから実現しなかった。

・現在、ホワイトハウスと国防総省当局者は、更に長くはならないまでも、少なくとも 2005

年の間はイラクに大きな米陸軍部隊を駐留させる積もりである。一方、トニー・ブレア英

国首相は最近の声明で英軍は 2007 年までイラクに留まるだろうと述べている。

米軍の交替計画 :

2003 年 11 月初旬、ラムズフェルド国防長官は、現在イラクに駐留している米軍を、2004

年 5 月までに新たな現役と予備役の混合部隊に交替させる計画を承認した。

・次の計画修正は、当初の目標兵力水準の 105,000 人から 108,000 人まで増強すること

であった。現在は、イラクに約 125,000 人の米軍が駐留している。この計画は、既に進

行中であり、この先、クウェートの兵員 20,000 人、アフガニスタンの兵員約 10,000 人

の交替を予定している。

・在イラク米軍司令官リカルド・サンチェス中将は、現下の陸軍兵力の交替は、第二次世

界大戦以来の最も大きな兵員交替作戦であると述べている。10 個の米陸軍現役師団の内

約 8.5 個の師団相当数が、今後 90～120 日間にわたって作戦下の状況となるであろう。

短期的に見れば、米軍の兵力数は古い部隊が米国に戻る前に新しい部隊がイラクに入るの

で著しく増加すると予測される。現在考案されている陸軍交替計画は、イラクの治安情勢、

治安部隊が治安確保に関し責任を引き受ける事が出来る能力如何によって変化する予定で

ある。

・ 現在、イラクに駐留している第 101 空挺師団、第 4 歩兵師団、第 1 機甲師団、第 82

空挺師団の 4 個陸軍師団は、2004 年の最初の 4 ヶ月間でイラク出発することになってい

る。これらの部隊のうちの 3 個師団は、スンニ派三角地帯に集中している。

・ 4 個師団は、第１歩兵師団、第１騎兵師団 、第 1 海兵遠征軍(3 個追加歩兵大隊と共に)

の部隊と交替されるであろう。更に、第 2 歩兵師団、第 25 歩兵師団は、隷下の旅団を差

し出すことになり、イラク第 1 陸軍司令官トーマス・メッツ中将がこれらの部隊を指揮

するであろう。

イラク米地上戦闘部隊の新たな配置
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バグダッド 第 1 騎兵隊師団、アーカンソー州兵第 39
歩兵旅団は、第 1 機甲師団と交替予定

フセイン残党の活動が激しいラマデ

ィ、ファラ

ヤ、及び他の都市を含むバグダッド西

部の

スンニ派領域

第 1 海兵遠征軍（補強済み）は、第 82
空挺師団と交替予定

キルクークを含むバグダッド北部のス

ンニ

派地域

第 1 歩兵師団の 2 個旅団は、第 25 歩兵

師団の 1 個旅団、ノースカロライナ州兵

第 30 歩兵旅団と共に、第 4 歩兵師団、

第 173 空挺旅団と交替予定

 モスルを含むイラク北西部  第 2 歩兵師団  (イラクで既に作戦中)の
tryker 旅団は、第 101 空挺師団と交替予

定(注 : Stryker は、兵員 11 名を運ぶこ

とができ、1 時間に 60 マイル以上の速

度を有する 8 輪装甲車である。)

・ノースカロライナ、アーカンソー、ワシントンの州兵部隊は、それぞれ 1 旅団を派遣

するであろう。37,000 人を超える陸軍予備役、州兵、約 6,000 人の海兵隊予備役は、イ

ラク配置に備えて 2004 年内に展開するために、最近、呼集警報が出された。

・新しくイラクに配置された軍は、更に対フセイン残党作戦に適している比較的軽量で非

常に機動性に富む歩兵部隊である。大部分の M-1 アブラハム戦車、ブラッドリー戦闘車

は、イラクから引き揚げられ、武装した Humvee 戦術輸送車と交替するであろう。他の

ミサイル発射装置、大砲といった重兵器システムも削減されるであろう。

C. イラク戦争の教訓

最近のイラク戦争の教訓と公開に係わる軍制面のプロセスは、二つの注目すべき結果を出

しており、既に相当進行している。

・第一に、統合参謀本部は、高級司令部の作戦計画水準における「統合」意思決定プロセ

スに係わる包括的な研究を行なっている。

・第二に、海軍空軍と海兵隊の四軍は、イラク戦争の教訓について個別の評価を行なって

いる。陸軍は、既にイラク戦争の歴史、及び教訓に関する研究文書を完成した (下記参照) 。

国防総省の高級官僚の戦争指導に関して、本イラク戦争の教訓についての官僚版が同様に
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作成されている。これらの教訓は、公式の研究文書として、若しくは戦後の評価として常

に記述されるとは限らない。

この項では、イラク戦後の現実と戦前の予測の比較で始まり、紛争から学べる教訓を得る

為の最近の軍事的努力を眺め、イラク戦争経験が如何なる形で米国の海外基地の再編問題、

米陸軍の戦闘構造の再編成問題といった高級官僚達の国防上の重大決心に関連してくるか

について触れることとする。

戦前の予測と主要戦闘後の現実

戦前の予測 :

軍の成果に対する戦前の予測では、直後の成果は楽観的な予測が優勢であった。

・勝利達成は、比較的急速であった。

26 日間に及んだ作戦・戦闘は、サダム政権の完全没落とバグダッド奪取を目的とした。

イラクの抵抗運動は、場所や時により激しいこともあるが、連合軍の展開を阻害するよう

な深刻な脅威にはならなかった。実際に、精度爆撃と結合した地上戦の稲妻のような速度

とイラクの指揮、統制組織に対する特殊作戦部隊の攻撃は、基本的に不十分なイラクの防

衛態勢を崩壊させ、バグダッドの急速占領を容易にした。

・死傷者数については、双方とも比較的軽微であった。

当初の 26 日間の主要作戦戦闘における米軍の戦死者数は 125 人であった。英国人の戦死

者は 30 人であった。イラクの民間死傷者が 1991 年の湾岸戦争より大きかったとする説

もあるが、軍の死傷者数は相応して少なかった。米軍指揮官がバグダッドを急襲する代わ

りに増援部隊を待つため戦争を先延ばしする様に決心していたとすれば、双方の死傷者数

は、疑いもなく非常に高かったであろう。

・予期された「最悪の事態」は、回避した。

イラクの油田は、徹底的な破壊から逃れ、また、ペルシア湾を航行する原油の輸送路が阻

害されることは無かった。破滅的テロリストは、米国内、海外の米施設、米の航空会社に

対する破壊的なテロ攻撃は発生しなかった。同様に、イラクからのイスラエルに対するミ

サイル攻撃は発生しなかった。クウェートに対するミサイル攻撃は、容易に防御され、軍

事的、政治的波及度は殆ど無かった。

最終的に、恐れられていたイラクが化学兵器等の大量破壊兵器を使用する事態は生じなか

った。何故なら、現段階では、イラクが、そのような兵器を生産したり、配備した形跡は
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認められなかったからである。

主要な戦闘終了後の現実 :

国防総省の高級官僚は、イラクの再建はイラクの石油収益によって資金を提供されること

から、比較的、早い段階で実現するであろうと考えた。しかしながら、サダム政権の崩壊

の後、直ぐに、米国は、それが全く期待できず、初めから用意すら出来そうにもない多く

の現実に直面した。

・第一に、広範囲にわたる略奪行為の爆発的発生、イラク警察の殆ど完全な崩壊は、数の

上であまりにも小さく、治安の即座の外観を復権させるために、同様に分散されていた米

軍を圧倒した。

・第二に、2003 年の春から夏の間、米軍は、イラク中部、西部のスンニ派アラブ地域に

集中発生した激しいフセイン残党紛争に係わっている旧体制の残滓に対する攻撃に専念し

た。

・第三に、イラクの荒廃させられた石油産業が、20 年の残酷な失政、堕落、戦争、制裁

によって荒れ果てたイラクの社会を再建するのに必要とする数千億ドルを、とても稼ぎ出

し出来ないことが、次第に明白になった。

・  第四に、ワシントンは、イラクの軍事介入に反対した相手であるフランス、ドイツ、

ロシアは、サダム後のイラク再建に大いに貢献するであろうと予期した。これらの国は、

イラクでの米国と英国の役割を支持する多くの国連決議を支援したが、これまでのところ、

軍隊 、又は確固とした財源をイラク再建の為に提供することを拒否している。

軍の適応性 :

政権の殆ど誰もが、組織された継続的フセイン残党戦がバグダッドの陥落直後に始まり、

夏の間まで、強烈、且つ致命的な事態に至ろうとは、公にも予期していなかった。

・主として、同等の装備、組織の相手との通常戦のために構成されている米陸軍が、初め

て、この良く相手が解らない紛争を戦う挑戦に苦労することになった。しかしながら、そ

うした不正規戦の要求に、完全ではないまでも、急速に適応した。

・米軍指揮官は、解りにくいフセイン残党と戦うために、重武装・機械化部隊を迅速に解

体し、サダム・フセインと多数の主要な副官達を含むフセイン残党指導者を識別、評定、

捕獲/殺害することに、極めて効果的な情報収集活動を行った。

最新の軍制面での教訓研究
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統合軍司令部「統合面での教訓」研究 :

統合軍司令部(以下 JFC と呼称)2 の統合戦争センターは、「イラクの自由作戦」開始後始

められた広範囲な教訓研究を行なった。

・35 人の軍と民間の分析官を含む JFC 調査班が、カタール、クウェート、バーレーン、

サウジアラビア、イラクの指揮設備を含む 10 個、又は、それ以上の米中央軍戦域作戦本

部に配置された。調査班員は、紛争が始まる 2 週間前の 2003 年 3 月 6 日から情報を集め

始めた。

・JFC 調査班は、前線中央軍司令部(CENTCOM)、及び隷下の司令部で行われた作戦運

用水準での活動を記録した。更に、彼らは、中央軍司令部、国防総省各機関、及び連合軍

を指揮したトミー・フランクス中央軍司令官を支える他の実戦部隊指揮官間での相互作用

を記録した。

・2003 年 10 月に行われた国防総省での概況説明の間、国防総省当局者は、最新の秘区

分の無い JFC の教訓報告書を提示した。

要 約 :

1. JCS は、次の能力は優れた有効性を示したが、更に改善を要することを確認した。: 都

市の作戦、心理作戦/情報、警戒監視、偵察

2. JCS は、次の能力が新たな運用水準に達してはいるが、これを維持し、改良する必要

があることを認識した。: 統合調整、適応計画、統合軍の協働、特殊作戦、通常戦と特殊

作戦の統合

3. JCS は、次の能力が期待値、運用上の要求に達していないことを認識し、新しいイニ

シアティブで向上を期さなければならないと認識した。: 友軍の誤爆死傷者、大規模軍の

展開に関する計画と実行、予備役の動員、戦闘被害の評価、他連合国との情報共有

イラク紛争における米陸軍の動き :

カンザス州フォート・レヴェンワースに所在する米陸軍統合兵器センターは、最近、秘区

分の無いイラク戦争の主要戦闘段階の動きに関する文書を準備した。エリック K. シンセ

キ前米陸軍参謀総長は、2003 年春、本研究を命じた。504 頁に及ぶ陸軍報告書は、2,300 人

との面接と、ほぼ 120,000 通の文書に基づいて記述された。米海兵隊、空軍、海軍も、

戦争全般における各軍の動きの再検証を個別に行なっている。

・研究における主要な批判は、多くの陸軍部隊が重大な物資不足を経験した北部への急速
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な前進間における陸軍の後方兵站の崩壊に関係している。

・特に、後方兵站問題は、戦争当時に公に報告された内容よりも遙かに広範囲にわたって

いる。陸軍報告書が示すのは、陸軍の後方兵站流通機構が、北部への急速な前進間、予備

部品及び他の品目への高い需要を満たし得なかったということである。

・例えば、戦車のエンジンはクウェートの格納庫に放置されたままであった。理由は、そ

れらを北部に動かすためのトラック運転手が存在しなかったからである。

・後方兵站の不備により、第 3 歩兵 師団は予備部品の欠如から 2 週間も停止させられた

ままであった。多くの場合、前進的な地上攻勢態勢を保つために、兵士達は当座の間に合

わせ解決策を強要された。動けなくなったトラックは、使用できるパーツを共食いされた。

砲兵部隊は、榴弾砲を稼働させ続けるために、捕獲されたイラク軍の火砲の部品を使用し

た。陸軍衛生兵は、戦闘病院で医療品を探しまくった。

・不適切な後方兵站構造を作ってしまった一因は、攻勢に先立つ数週間、大抵は支援部隊

の代わりに戦闘部隊を即座に送るといった国防総省の決定にあった。

・報告書は、同じく広範囲に及んだ通信上の問題点を指摘している。

師団水準の指揮官が交信している間、しばしば下級部隊の指揮官は交信できなかった。

高速前進部隊は、至短時間に遙かな距離に分離された状態に陥り、相互間の無線が到達範

囲外となり、交信出来なくなってしまったことを発見した。再び、軍部隊は、広範囲にわ

たる部隊間の通信を維持するため、当座の解決策として、携帯電話、電子メール等の通信

手段を使わざるを得ない状態であった。

・報告書は、同じく広範囲にわたる心理作戦の失敗を示している。

この心理作戦上の努力には、イラク軍兵士に、イラク油田でのサボタージュ行為をやめて、

降伏することを勧めるために、広告チラシや放送手段を活用することが含まれていた。

多くの場合、こうしたメッセージが意図するイラク部隊に達することすら出来なかった。

しかも、そのようなメッセージが配布されれば、それらを得たイラク軍兵士を困惑させる

可能性があった時にである。

・バグダッド占領に関する広範囲にわたる戦前の計画にもかかわらず、地上軍指揮官や情

報分析官は、実際問題として、イラク軍がどの様にバグダッドを守る意図を有しているか

を学ぶことが出来なかった。機甲部隊がバグダッドを突き抜けた「雷轟（らいごう）」と

呼ばれる調査を敢行した後に始めて、米国の指揮官は、その目標とした都市が全くお粗末
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な防衛態勢にあったことを理解した。

・報告書は、将来の米国への敵対者も、同様に、本戦争から多くの教訓を学ぶであろうと

指摘している。

＊おとり兵器や念の入った欺瞞は、衛星、航空機による警戒監視という米国の利点を相殺

するであろう。

＊既にヘリコプター、Humvee の様な軽軍用車両に対して効果があると認められるロケ

ット推進手榴弾に更に強力な弾頭を装着すれば、重装甲車両をも、損傷、若しくは破壊す

ることが可能となろう。

＊米軍は、イラク人より更に効果的な、長引く、高くつく都市戦争に引き込まれる可能性

がある。

＊米軍は、相変わらず、自動車爆弾や手製爆弾の様な伝統的なフセイン残党戦法に弱い状

態のままである。

上記に概説した批判にもかかわらず、  リーベンワース(Leavenworth) 報告書は、一般的

に陸軍の戦闘能力、特に戦場環境が急速に変わる毎に示された兵士及び指揮官の適応能力

を賞賛している。陸軍上級当局者は、既に陸軍訓練センターは報告書からの教訓を組み入

れつつあるとしている。

軍事変革、陸軍の再編成

ワシントンでは、米軍が、アフガニスタン、イラクにおける進行中の作戦のために過度に

任務付与された (若しくは過度に伸びきった) のではないかという本質的な懸念がある。

現実問題として、米陸軍は全く過度に任務付与された状態なのである。

・上記で示されたように、陸軍の 10 個の現役師団の内、8.5 個師団は、イラク、又は、

アフガニスタンに入国するか、若しくは出国する途中である。

・更に、同じく陸軍の出動可能な予備役、州兵の大部分は、勤務期間の拡大のために呼集

されている。この事は、陸軍の実在する現役兵力が求められている要求に比して、数的に

不十分であるという事実を補填するために行われたのである。

・更に、憲兵隊、情報部隊等を含む多くの主要な支援機能が、予備役に集中して依存して

いる。

削減停止命令 :

陸軍への過度の任務付与の即効的な解決策は、議会により定められている現行の陸軍兵力
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480,000 人を一時的に 510,000 人に増大させることである。

・これは、陸軍においては、契約上の義務年限の満期に現役から解雇されるであろう人員

を保持することを可能にするであろう、所謂、削減停止命令によって完遂されるべきであ

る。増加される 30,000 人の兵員数は、2007 年頃必要と予測される 2 個師団相当の兵員

数とほぼ一致する。

・議会では、10 個から 12 個の現役師団まで米国陸軍の規模を永久に拡大させようとする

幾らかの動きが認められる。陸軍の 2 個師団増強案に対して、ラムズフェルド国防長官

は、そのような増強は、米戦力を変化し改善するための財源を転用しかねないとして反対

している。

「モジュラー式(Modular)陸軍」:

米陸軍参謀総長ピ－ターJ.シューメーカー大将は、更に多くの海外任務に向けた急速展開

可能な部隊を創設するために、現在の 33 個から 48 個まで現役戦闘旅団の数を増加する

ことにより陸軍を再編成することを求めている。シューメーカー大将は、この再編成によ

り、結局、陸軍は約 480,000 人の現行兵力枠に戻ることが可能になると述べている。

・新編される各旅団は、現在の旅団より、更に多くの戦闘力を有し、自己完結的でもある。

これは、国防省の指導者が、小規模な緊急事態に応答する際し、約 20,000 人の兵士から

なる充足規模の師団の代わりに兵士 5,000 人規模の旅団を配置することを可能にすること

を意味している。

・本計画は、基本的に次の 3 方式の旅団の編成を想定している。：M1 アブラハム主力戦

闘戦車、M2 ブラッドリー戦闘車を保有する重量級旅団、機動性を保有する軽歩兵旅団、

ヘリコプターを保有する空挺旅団

・師団構造は、完全な状態を維持するであろう。しかしながら、１個師団の司令部には、

重、軽、空挺旅団を指揮するため他の旅団から派遣された要員が配置されるであろう。

・この提案の目標は、更に小さな自給自足の旅団から成り、柔軟で、交替可能、且つ、総

ての師団のために働かせるのが可能なモジュラー式陸軍を創設することにある、

・このシューメーカ計画は、39 個の野砲大隊、10 個の防空大隊を、イラクで大きな需要

があった憲兵隊、民間部門、軽歩兵部隊に転換させることを目指している。

陸軍での軍事変革の実行：

1999 年 10 月に開催された米陸軍協会の年次総会時 、当時の米陸軍参謀総長エリック・
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シンセキ大将は、米陸軍の軍事変革への総合計画を発表した。

・陸軍の明確な軍事変革の目的が成就された時、それは情報技術、兵器システム、センサ

ー、情報収集分析、戦闘データの即時提示等で急速に発展している技術に基づいた米軍の

更に広い軍事変革と軌を一にしている。

・陸軍の将来戦闘システム計画に発展したシンセキ大将の計画  は、基礎的な到着点を持

っていた。それは、十分に武装した機動旅団を 96 時間以内に、１個師団を 120 時間以内

に、5 個師団を 30 日以内に世界のどこにでも送ることができる能力である。

・将来戦闘システムの概念は、以前の重量に富んだ装甲車両と同様の攻撃効果を有し、戦

場を縦横に疾駆できる、軽量、軽武装で、従来より優越した車両で構成される陸軍を必要

とする。

・2003 年 8 月 1 日、シンセキ大将は退役し、ラムズフェルド国防長官による集中的な「適

切な将校」探しの後、ピーター・シューメイカー大将が後任に就任した。シューメイカー

大将は、大いにシンセキ大将が提示した概念を踏襲した。

・しかしながら、第 2 次湾岸戦争直後の時期でもあり、シューメイカー大将は、将来戦

闘システムと同様に、現在の戦闘能力に対しても焦点を当てた陸軍の軍事変革を目指して、

多少、従来とは優先順位を変更した。シューメイカー大将が唱えるモジュラー式(Modular)

陸軍という計画は、シンセキ大将が提案した軍事変革の方法論として適合しているように

思われる。

海外基地の再編成

国務省、国防省は、かなり進んだ意思決定段階にあり、同盟国と海外米軍基地の主要な再

編成について協議中である。完全な再編成計画は、未だ最終決定されていないが、現在の

兆候では、海外米軍の間近に迫った配置転換、再編成は、冷戦終結以来、米軍の地球的な

位置付けに関し、最も重大な変化を示すことになるであろう。

軍編制の見直しと新しい基地の概念

国防総省は、イラク戦争と同時に符合させる形で、世界的な米軍配置に関する集中的な見

直しを実施した。

・  アンディ・ホーエン国防戦略副次官補に率いられた国防総省分析調査班は、米軍の主

要な配置転換のために、国防総省が「はみ出し筋(Non-intergating Gap)」と呼ぶ対象へ

の戦略的青写真を考案した。
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・「はみ出し筋」とは、南米のアンデス山脈からサハラ以南のアフリカ、中東、コーカサ

ス山脈、北朝鮮で終わる中央、そして南アジアを横断するカリブ海の縁まで走る危機発生

予備地域である。

・「はみ出し筋」の大きな特徴は、その中の諸国が世界経済から「遮断されて」おり、無

秩序と混乱が生じやすい傾向があるという点である。

・新基地計画の基礎は、現在、西欧に集中している幾つかの米軍を撤収、配置転換するこ

とから発している。この考えに最も適合する米軍基地は、中部・南東ヨーロッパである。

・北東のアジアの米軍は、時間をかけて更に遠征軍化され、東南アジア、又は、他の紛争

地点まで、日本、韓国の基地から急速展開することが可能である状態にされるであろう。

新しい基地の概念 :

国防総省は、現在、広く分散した海外米軍事基地 (米軍が定期的に交替する予定）の新し

いネットワークを計画している。この計画においては、次の 3 通りの基地案が有力であ

る。

・海外戦略基地 :

これ等は、米軍が、前方作戦基地、拠点を支援するため、永続して配置される米領土上、

又は、国外地域上の主要設備基地である。

グアム島、オーストラリア、英国、ドイツ、日本が、候補地となっている。

・前方作戦基地 :

南部ヨーロッパ、中東、アジアに展開している小さな支援部隊で、将来の展開に向けての

機材、設備を維持し、数十はプレゼンスすると噂される基地である。これ等の基地は、不

安定、暴力の中心地域の近傍の国家に位置することになろう。

・前方作戦拠点 :

これ等の基地は、米軍が訓練任務のため訪れるか、若しくは、危機、紛争が発生した時に

のみ機能させるために事前に準備する前方の部隊集結地であり、米軍が永続して配置され

ることは無い拠点である。これ等の拠点は、不安定、暴力の中心地域内に位置することに

なろう。

要するに、この新しい計画は、テロリストやテロリストを支える政権に対する先制攻撃を

辞さないとするブッシュ・ドクトリンの地球的な展開を可能にするものである。

米軍は、多数にのぼる小さな準テロ組織との比較的短切な戦闘、又は、テロリストをかく
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まい大量破壊兵器を求める政権に対する大きな紛争に巻き込まれることになるであろう。

新しい基地計画の主要目標は、軍の対処可能時間を、月から、週、日、時間の単位まで、

減少させることである。例えば、米国は、アフガニスタンにおいて、軍を整列させ、配置

し、戦う状態に至らせるまで、2001 年 9 月 11 日から 10 月 7 日まで 27 日間を要した。

今日では、本土内と近隣の中央アジアの諸国に配置された米軍の応答時間は、数時間単位

で測定されるのである。

アジア太平洋地域 :

冷戦の終結以来、米国は、主として、北東アジアに集中させる形で、アジア太平洋地域に

約 100,000 人の米軍前方展開部隊を擁した。 現在、この地域において、米軍は、主とし

て、韓国に約 39,000 人、日本に約 47,000 人、残りはグアム島、ハワイに集中している。

・米国は、日本、韓国、タイ、フィリピン、オーストラリアとは正式に相互防衛条約を、

台湾には防衛責任を、インドネシア、南アジアとは大いなる安全保障関係を、それぞれ有

している。

・米国は、東南アジアの至る所で、港湾、飛行場、修理工場、及び援助、装備、訓練に対

する返礼として訓練場の形で、米軍の立ち入りが可能な地方政府との協定を有している。

・最近、米国と韓国政府は、北朝鮮と韓国を分離している非武装地帯の遙か南にまで、韓

国駐留の米地上部隊を、移駐させる協定を発表した。

・日本、沖縄に駐留している米軍の将来配置は検討中である。

米国防総省の上級当局者は、将来、沖縄における米海兵隊がオーストラリア北部の基地に

移駐させられるであろうという最近の新聞報道を公認することは無かった。

・米国は、伝えられるところによれば、新しい基地構想について、フィリピン、タイ、シ

ンガポール、そして、恐らくマレーシア、ベトナムとも協議中である。

米国領であるグアム島は、総ての本地域の軍再編成計画において、更に大きい作戦上の重

要性が与えられそうである。

ヨーロッパ :

米軍は、第二次世界大戦の終結以降、ヨーロッパに永続して配置された。

現在、ドイツの約 70,000 人、イタリアの 12,400 人、英国の 10,200 人を含めて、約 112,000

人の米軍兵力が、ヨーロッパに永続して配置されている。他の米国の主要軍事施設は、ス

ペイン、ベルギー、オランダに位置している。
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・2003 年 2 月、ヨーロッパ連合軍最高司令官で、且つ米ヨーロッパ軍司令官(シュツット

ガルト、ドイツに司令部を置く)でもあるジェームズ  L.ジョーンズ米海兵隊大将( NATO

作戦司令部司令官)は、現在はドイツに配置されている米軍の大部分を、中部、南東ヨー

ロッパの新基地に移駐させる新たな再展開計画の概要を連邦議会のメンバーに紹介した。

・ポーランド、ブルガリア、ルーマニアは、米軍受け入れ国の有力候補とされた。

・ポーランドは、ドイツよりも、多数の航空基地、制約を受けない広大な大規模機動作戦

訓練用の地域、米軍の支援が可能で、容易に利用できる労働力等、多数の利点を提供する。

・ブルガリア、ルーマニアは、現在、米軍が、アフガニスタンで対フセイン残党作戦、国

家再建作戦を支援しているコーカサス山脈と中央アジア地域に遙かに近い前方作戦拠点を

提供する。

・最近の報告書によれば、西欧  (主として、ドイツ) に永続して配置される米軍は、3 分

の 1 に減少され、米国に再展開するとされている。当初と異なり、国防総省は、最早、

永続してポーランド、ルーマニア、ブルガリアに米軍基地を築く積もりは無い。その代り

に、米軍は、作戦訓練で、定期的に、交替で、これらの国に出たり入ったりするであろう。

中東、アフリカ :

米国は、サウジアラビア、トルコからの米軍の撤退に係わらず、近い将来も含め当面、中

東、東アフリカに強い軍事的プレゼンスを維持するであろう。

・  予想される規模を超える米軍が、現在の米国のイラクでの対フセイン残党作戦、国家

再建を支援するために、イラク及びクウェートに駐留するであろう。

・米国の戦闘部隊 (主として、スルタン王子空軍基地に所在した 5,000 人の米空軍兵員) は、

完全にサウジアラビアから撤退した。米陸軍は、再び、米軍のイラク国内へ出入り、輸送

中継地として、トルコのンシリック基地を使用し始めた。

・小さな湾岸アラブ諸国との基地協定は現在検討中である。何れも公に確認された訳では

ないが、米国は、新しい基地概念では前方作戦拠点の受け入れ国になるが、総ての小さな

湾岸アラブ諸国に、軍事的プレゼンスを維持しそうである。

・特に、カタールは、サウジアラビアが以前担っていた湾岸地域での米軍のための主要作

戦・指揮中継地としての役割を発揮するであろう。

・アフリカに関しては、米国防総省当局者は、東アフリカで現在の米国の軍事的プレゼン

スを高めることを考慮しており、又、イスラム過激派グループへ対抗するためと、地域の



202

油田の安全を保証するために、西アフリカにおいて、恐らくはリベリアに、新しいプレゼ

ンスを確立する予定である。

南コーカサス山脈、中央アジア :

2001 年 9 月 11 日のテロ攻撃に対する米国の対応の内、最も注目すべき視点の 1 つは、

南コーカサス地方、中央アジアにおける米国の軍事的プレゼンスの急速な確立であった。

・国防総省は、伝えられるところによれば、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャンに

前方作戦拠点を確立することを考慮している模様である。

・最近の報告書が示すのは、国防総省が中央アジア、特にアフガニスタンで戦争を支援し、

国内に約 9,000 人の米軍を支援するために最初に設立されたウズベキスタン、キルギスタ

ンにおいて、基地への立ち入り権を保持する積もりがあるということである。

D .ITTA の論評 :　米国の国防産業基盤に対する影響

米国の国防産業基盤に対するイラク戦争の影響は、如何に紛争の教訓が将来の調達決定に

影響を及ぼすかによって変わるであろう。最近では、わずか 1 つになっていた主要な兵

器計画が、イラクの主要作戦・戦闘後の結論で中止された。そのシステムは陸軍のクルセ

イダー自走砲計画のことであり、計画は、ラムズフェルド国防長官の当該システムは航空

機で多数輸送するにはあまりにも重いという指摘の後、直ちに中止された。

2005 会計年度国防予算要求でブッシュ政府が提案した総ての主要兵器システムは議会を

通過した。新しい兵器システム、装備調達のための予算は、僅か 735 億から 749 億ドル

の間で減少するであろう。しかしながら、調達予算は、通常型航空機、ミサイル防衛シス

テムに重点を置いている状態を維持している。

統合攻撃戦闘機、F/A-22 ラプター戦闘機、MV-22 オズプレイ可変ローター輸送機、ボー

イング陸上発射ミサイル防衛計画は、かなりの予算を獲得し続ける予定である。更に、陸

軍の将来戦闘システムの開発は、予算の主要な増加が予定されている。予算化された 32 億

ドルは、現在の経常予算の 18 億ドルにあてはまる部分である。
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添付資料 2

「海外調査　出張報告」

A. 「米国ーイラク戦争教訓」

< Congressional Research Service 社>

１．日　程：16.1.14（水）11:00 ~ 12:15

２．訪問先：Congressional Research Service

３．面会者：Mr. Ronald O’Rourke　外交・防衛・貿易部、防衛スペシャリスト

　　　　　　Mr. Andrew D. Feickert　  同　　上　　　　防衛アナリスト

　　　　　　Mr. Christopher Bolkcom　同　　上　　　　防衛スペシャリスト

　　　　　　Mr. Stern R. Bowman　　　同　　上　　　　防衛スペシャリスト

４．訪問者：JFSS　二宮隆弘、田中伸昌、松井　健

５．面談内容要旨

 ○　米軍はコソボで戦い、アフガンで戦いそして今回のイラクで戦ったが、コソボでは

航空作戦、空爆のみであり、アフガンでは PGM の威力を見せつけたが、種類数量と

もに限定的であった。今次のイラク戦では NCW 実用、PGM 多用、ジョイント によ

る実質初の作戦等、幅広い分野の教訓を得た。

 ○　トルコの基地使用拒否等あり、今後作戦遂行を海外の基地に依存することは再考を

要するかもしれない。アフガン戦の時に出た考えであるが、”New Sea Bases 

Concept”について真剣に検討する必要があろう。これは作戦の指揮統制、後方支援等

を艦艇から行うものである。現状では、指揮所、物資集積等は戦域近くの同盟国基地

を使用している。

 ○　作戦遂行面での連合軍との協力は、概ね満足のいくものであった。しかしながら

政治的な面での国際的な理解、協力ということでは、トルコの非協力、仏、独の反対

等に見られるように満足のいくものではなかった。米国にとって直接的脅威の無いコ

ソボ、ボスニアの戦争参加においてさえ、国内の支持を得るために国際的な協力が得

られるとの事実が必要であった。

 ○　兵站支援について、湾岸戦争では作戦準備に 7 ヶ月を要した。今回は、事前集積効

果、圧倒的な数量による大量消耗型作戦ではなく、適切な種類と量による効果型作戦、

 ディジタル化兵站の採用、“Adaptive Logistic”の実行等の結果、期間と過誤は大幅
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に減少した。

 ○　 湾岸戦争の教訓に鑑み、ビラとかラジオによる心理戦を行った。これは第 2 次大

戦では多用されたが、冷戦間においては見られなかったものであるが、今次の戦争で

はそれなりの効果があった。ただ一部においては、作戦の進行が早くて心理戦の効果

あるいは心理戦を行う暇が無かった、というようなケースが生じた。そ の他、金銭

による有力者、軍上層部の者の買収等も行い効果があった。

 ○　Time Sensitive Targeting あるいは PGM による指揮通信系の寸断等によるリーダ

ーシップの破壊作戦は効果があった。即ち、指揮に対する不信、部隊の孤立、状況把

握不能等による戦意喪失等である。

 ○ 国連決議に基づく対イラク経済制裁は効果があった。もし、これがなければイラ

ク軍はもっと強力に装備されていたと思われる。

友軍相撃について、空対空射撃では皆無、地対地攻撃では極めて少数 1～2 件、地対

空射撃で最も多く、空対地も一部あった。原因を究明して技術的な問題については Blue

Force Tracker の導入等改善策を施すことと、手順上の問題あるいは空域管理の問題

等であれば訓練により技量向上を図る、等による解決を図る必要がある。

< ITTA 社>

１．日　程：16.1.14（水）16：00～17：15

２．訪問先：ITTA 社

３．面会者：ITTA 社社長　Gen. Dyke (Ret.)

４．訪問者：JFSS　二宮隆弘、田中伸昌、松井　健

５．面談内容要旨

　○　（前回依頼作業との関連）NATO は現在極めて困難な状況にある。一つには、明

確な脅威が無く、ミッションを明確に定められない、二つ目には、NATO 全体の防衛

予算は米国の 70％にしか過ぎず、改革等が思うように進んでいない、三つ目には、イ

ラク戦争に対する仏、独の態度に米国防省は失望している、ということである。

　○　今次のイラク戦争に関する米国の外交努力は、not successful であった。基本的な

問題は、米国政府が明確な、統一された、一貫性のある見解を持っていなかったこと

である。
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　○　湾岸戦争の時には、フセインはクエートを侵略し国連憲章に違反すると共に、1990

年 9 月までに 4 つの国連決議を履行せず、国際的な支持のもとに多国籍軍を編成でき

た。今次の戦争では、2002 年 9 月までに国連の合意を得ることができなかった。

　○　WMD の保有について米国は資料を提出したが、説得力に欠けていた。スペイン、

イタリア、ポルトガルは早々に米国支持に回ったが、ベルギー、仏、独は反対に回っ

た。また、国連決議について解釈に差があり、その差を埋められなかった。

　○　米国政府内において対イラク政策について、国務省と国防省とで意見の対立があっ

た。国務省は国連決議を得て、これに則って行動しようとしたが、国防省はイラクが

10 年以上にわたって国連決議を無視し続けてきたことから国連に限界を感じ、軍事行

動やむなしとの意見に傾いていた。

　○　ウォルフォウィッツ国防副長官がトルコの説得に当たったが、結果的に拒否された。

　○　ブッシュ大統領による世界のリーダーに対する説得努力は足りなかった。

　○　湾岸戦争の時のチェイニー国防長官とベイカー国務長官のペアー、特にベイカー国

 務長官は非常にタフでかつ精力的に行動し、時のブッシュ大統領を良く補佐した。

これに対しパウエル国務長官はベイカーほど強力ではなかった。もっとも時間的余裕

も 少なかったせいもある。

　○　ネットワークセントリックウォーフェア（NCW）と UAV について、UAV は NCW

の重要なコンポーネントの一つである。Time sensitive targeting における他のセン

サー及び攻撃機との連携による作戦は、その最たるものであろう。丁度 1950 年代の

ヘリコプターの役割と似ている。

　○　兵站支援について、Battle field package 及び Mission specific package を作って

迅速な補給支援或いは迅速な部隊展開に貢献した。Capability based plan という考え

方が兵站支援にも浸透している。デジタル化システムの導入による迅速正確な状況把

握及び対処は、正確な見積もりによる推進補給を実現した。

　○　民間の FEDEX 社からは物流システムに関し色々学ぶべきこと等あり採用した。

そのほか FEDEX に関しては、緊急性のある重要部品の補給に際し、軍の複雑な手続

きなしで、どんな小さな部品でも、どこへでも運んでくれるという重宝さがあった。

　○　Air Power Assessment について、実現していたレベルの NCW 性能を使って、適

時適切な状況把握と精密攻撃、mission specific planning,capability based planning
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等に基づく force structure による effect-based operation が実施できた。

迅速な補給という観点から、今後コンポーネントは C-130 に搭載可能なサイズ、重量

とする方向で検討を進めている。

　○　今次のイラク戦で特殊作戦部隊の活躍は見逃せない。ミッションとしては、①偵察、

②direct action、③going and working with local people、であった。③について、例

えば 12 人の SOF でローカルの人 9000 人を雇い、貴重な情報を入手、助言を得る、

あるいは心理戦に活用する等、また②については、ターゲットをレーザー照射し攻撃

を支援する、あるいは直接写真を撮り画像を送信する等である。

< Association of the US Army (AUSA)>

１．日　程：1 月 16 日（金）09：00～10：10

２．訪問先：Association of the US Army (AUSA)

３．面会者：Col. George P. Coan, Jr. (Ret.)

４．訪問者：JFSS　二宮隆弘、田中伸昌、松井　健

５．面談内容要旨

　○　米陸軍が現在進めている“Army Transformation“は緒についたところであるが、

これの目指すところは、バランスが取れて、相互に支援し補完しあう能力のセットで

ある。それはまた、訓練と装備と組織とが一つの方針のもとに整合性が取れていなけ

ればならない。

　○　新米陸軍参謀総長シューメーカー大将は、“Relevant and Ready Army“（適切な

そして即応性のある陸軍）をキャッチフレーズに米陸軍の改革を進めている。また全

陸軍の軍人に対して”soldiers first“と言っている。近代化兵器を操作するために技

術偏重になり勝ちであるが、軍人の基本的技量は Combat skill であり、まず戦闘員で

あれ、と言い聞かせている。

　○　湾岸戦争の時は、”Air and Land Battle“ドクトリンで戦った。しかし実質は統合

作戦とは言えなかった。イラク戦争では陸・海・空・海兵隊同時攻撃、近接航空支援

作戦も統合で、特殊部隊の運用も統合で等、必ずしも十分ではなかったがあらゆる面

で統合による作戦を実施した。将来は、ネットワークの更なる充実、インターオペラ
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ビリティの拡充等を進め各軍が夫々の特性・能力を共同で活用し、相互に依存する態

勢で作戦を実施する”Joint Interdependent”な作戦遂行を目指している。

　○　兵站支援について、輸送効果をあげるため兵站梱包のサイズ、数量、重量を可能な

限り小さく少なくし、組織を簡素化し、ネットワーク化及びディジタル化を進めて近

代化する、等で効果をあげている。兵站物品のモジュール化を進めているが、これは

ミッションごと必要な物品を一つのパッケージとした考え方である。

< Lexington Institute >

１．日　程：16.1.16（金）11：00～12：00

２．訪問先：Lexington Institute

３．面会者：副社長　Dr. Daniel Goure

４．訪問者：JFSS　二宮隆弘、田中伸昌、松井　健

５．面談内容要旨

　○　統合作戦について、アフガニスタン戦争では米軍は部分的なジョイントであったが、

イラク戦争では、空軍の対地攻撃は特殊作戦部隊の支援を受け、北部イラク戦域では

作戦支援はジョイントで行った。又南部イラク戦域では陸軍に対する近接航空支援は

海・空・海兵隊がジョイントで行った。又航空機に対する航法支援はジョイントで行

った。これらは平時において、ジョイントで教育訓練を行い、統合組織を作ってきた

結果である。

　○　イラク戦はかなりのレベルの C4ISR 態勢で戦うことが出来た。陸軍でも小隊レベ

ル、中隊レベル、大隊レベル、旅団レベル等ネットワーク化された態勢で戦えた。但

し、通信量が想定していたより多すぎたため通信に支障をきたした。通信バンド巾は、

湾岸戦で 100Mbt、イラク戦ではその 40 倍の４Gbt で対応したが結果的に不足した。

一つには、計画調整、情報確認等のための secure e-mail system を使ったチャット通

話が多かったことによる。将来は衛星利用のレーザー通信等を考えねばならない。

　○　航空機の運用は、プリンススルタン基地に設置した統合航空作戦センター（CAOC）

で一元的に実施し、多大の効果を挙げたが、基地確保の不安定性等を考えれば、今後

の課題として、“Reach-back”機能の確立を図る必要がある。即ち、戦域から遠く離

れた地域に設置した CAOC で殆どの航空作戦統制を行い、前線にはその分遣隊とも言
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うべき小規模 CAOC を設置し、戦域の近接航空支援のみを行わせるものである。

　○　友軍相撃がかなりあったが、これの防止並びに戦況把握のために”Blue Force 

Tracker”を一部装備していたが、これは車載型戦術通信システムで米陸軍が開発した

ものであって、衛星通信能力を備え戦場における友軍の位置情報を入手できるもので

ある。これの装備拡充が求められる。

　○　精密誘導爆撃について、地上固定目標として 4,000 箇所選定した。そのうち 24 目

標は特定重要目標と定め、爆撃については上層部に上げて政治的要素を交えて判断を

仰いだ。その他の 3,970 余の目標は戦域指揮官に判断の権限を委任した。また一般市

民に対する副次的被害を避けるため、そのような恐れのあるときは直撃破壊のみの

kinetic energy 爆弾を使用した。

　○　バグダッドの市街戦については、事前の情報が十分にあったとはいい難い。また地

下要塞まで貫通するような掘削爆弾は有していなかった。今後開発を要する。そのほ

かにも爆発しないで目標物の機能を破壊する、直撃効果のみで目標物のみ破壊する或

いはエネルギー指向兵器等の開発が必要である。

　○　特殊部隊の装備について、通信装備、機動用装備、装備品修復用装備、ステルス性

また機動型火力等いずれも不十分であり今後改善を要する。特殊部隊は陸海空海兵隊

或いは英軍等が保有し、それぞれ主任務あるいは特殊性能を異にするが、イラクで共

同して作戦することを予期していたので、事前にクロストレーニングを実施した。

　○　特殊部隊の今後における任務は、①作戦をリードするエレメント、②WMD の発見・

無害化、及び WMD からの本土防衛、③テロへの対処、であろう。

イラク戦の正当性について、米政府が公表しているほか、イラクはサウジアラビア

の”Counter Weight”である。クエートは”Major non-NATO Ally”である。しかしサウジア

ラビアはそのような位置づけにはならない。

< Northrop Grumman 社>

１．日　程：16．1.16（金）13：00～14：30

２．訪問先：Northrop Grumman 社

３．面談者：N/G Air Combat Systems 　Mr. Edward Walby

            N/G International Inc. 　Mr. William Ennis



209

４．訪問者：JFSS　二宮隆弘、田中伸昌、松井　健

５．面談内容要旨：グローバルホークに関する聞き取り要旨、次のとおり。

　○　アフガニスタン戦争が初の実戦運用であった。同戦争では 60 のミッションを実施

し、総戦闘飛行時間 1,200 時間、17,000 枚の画像を収集した。UAE の基地から発進

し 3.5 時間飛行して目標空域で 12 時間ロイターし 3.5 時間飛行して帰投というミッシ

ョンフライトである。ミッションフライトのコントロールは在独米軍基地で行った。

　○　イラク戦争では搭載センサーは、レーダー、IR 及びオプティカルとあり特性に応

じて使い分けた。ミッション遂行も例えば、IR センサーでターゲットを照射し、サウ

ジにあるプリンススルタンの AOC 経由で在空 AC-130 に指示し射撃するというよう

に実施した。又、タイムセンシティブターゲットに対する爆撃の場合、グローバルホ

ークのセンサーデータでターゲットを判定し、AOC 経由上空の B-2 爆撃機に指示伝

送し、爆撃するという具合である。情報収集→判断→爆撃までの所要時間は、15 分で

ある。尚、ミッションコントロールは米本土カリフォルニア州の米軍基地で行った。

　○　グローバルホークは武器を搭載していない無人機であるので、自由にどこの国の上

空でも飛行させられる。（航行許可等不要）また、各種センサーのほか通信中継装置

を搭載し通信中継もさせられる。

○　同盟国への販売については、NATO 諸国、オーストラリア、日本とも販売可能で

ある。

< Boeing Rosslyn Office >

１．日　程：平成 16 年 1 月 15 日（木）　09：00　～　14：30

２．訪問先：米国ボーイング社ロズリンオフィス

　　　　　　バージニア州　アーリントン市　ウイルソンブルバード 1200

３．会議参加者

（１）ボーイング社

　Bob Ford, ワシントン地区代表 ； Dennis Zuegschmidt, 国際事業部アジア部長

　Rusty Napier, 特殊部隊担当部長； Norb Josten,  CV-22 担当部長

　Jim Butt, V-22 開発技術部長； Jim Teeple,　CV-22 ビジネス開発部長

　Bob Richardson, CH-47 ビジネス開発部長； Len Tavernetti,　C-17 事業開発
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　Wes Spreen, ビジネス開発アジア地域部長；Jeff Shelton,　タンパオフィス部長

　Hugh Cox（退役空軍少将）,ボーイング社顧問

（２）JFSS：二宮隆弘、田中伸昌、山崎眞、松井健

（３）イトチュー商事㈱：Gary Ikuma,　イトチューワシントン事務所；沢田邦夫、防衛

　システム室室長代行；椎葉淳、フィラデルフィア事務所ゼネラルマネジャー

４．会議内容概要

　○　自衛隊特殊作戦部隊構想（創設の経緯と現状、編成組織、任務、装備等）について、

陸上自衛隊の状況及び海上自衛隊の状況について、松井、山崎が夫々説明

　○　米特殊作戦軍の組織、任務、行動、同盟国軍との共同並びにボーイング社が関わる

特殊作戦部隊用装備品の開発・生産・兵站支援等について、ボーイング社より説明

　○　現在開発中の V-22 Tilt-rotor Aircraft について、開発中における重大な飛行試験

事故はあったものの問題を解決しており、海兵隊ヘリコプターの後継として、あるい

はその他の多様な用途に応えられる新世代の航空機との説明があった。長航続距離、

短い不整地滑走路離発着、給油機能力、高速性能等から高い需要が見込まれると思わ

れる。

　○　C-17 輸送機並びに C-130 輸送機の現状と今後の見とおし並びにイラク戦争にお

け る教訓等

５．所見

　特殊作戦部隊あるいはその他の部隊勤務経験者が、実戦等の経験に基づく専門的

なアドバイスを与えつつ、航空機及び関連する装備品等の開発製造に関わっており、

防衛用装備品開発・生産のあるべき姿をそこに見た気がした。

 <Embassy of Japan(在米国日本国大使館)>

１．日　程：16．1.15（木）16：30～

２．訪問先：Embassy of Japan(在米国日本国大使館)

３．面談者：防衛駐在官

４．訪問者：JFSS　二宮隆弘、田中伸昌　松井　健

５．面談内容要旨：

　○　表敬訪問、意見交換
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 防衛駐在官との意見交換時の議論

  ○　イラク戦の教訓

米軍が、益々、実態的、機能的な作戦としての統合とネットワーク中心の作戦

(Network Centric Approach)を指向していることが明らかになった。

しかし、こうした先進的な概念を、背景の事情への考慮や、統合的な兵器システ

ムとして捉えるのみで、真に取捨選択することなく、場当たり的に我が国に当て

はめたり、兵器導入の必要性のみを叫ぶのでは、いかに日本においても、その文

言通り支持されるのは難しい時代になっている。

　　 従って、米軍におけるイラク戦の教訓を日本に紹介するに際して、理解を得やす

い依存概念の延長線として（例えば、UAV、通信衛星、精密爆弾といった単体の

兵器面から）説明する部分と、新たな概念（例えば、後方活動を含め、作戦に参

加する総ての軍種が、指揮系統上の上下関係を超えて、最新の戦場情報と攻撃手

段を常時共有し、対応の要否、優先度等をコンピューター処理すること等）を説

明する部分について、判りやすく交通整理したり、我が国特有の事情（予算面、

技術面、防衛作戦の概念のみ等）に合わせ直す必要性を感じている。

  ○　ＳＯＦについて

 　　アフガン戦に引き続き、今時イラク戦においても、ＳＯＦが重要な作戦機能を果し

たことは認識しており、我が国も大いに参考とする部分が有る。但し、米空軍ＳＯＦ

部隊の如き AC-130、V-22、CH-47 といった対テロ、ゲリラ戦専用の機種を揃えた航

空部隊の日本における必要性（作戦上）を考慮すれば、精々、戦闘航空救難の部分が

該当する程度であり、我が国の防衛作戦の特質上、空自が配備する か否かを含め、

ＳＯＦ航空部隊として独立維持する必然性は弱いように感じる。この点は、未だ米空

軍内においても同様の議論があり、これから先、特に戦闘航空救難任務はＳＯＦから

元の米空軍の任務に再変更すべきだという意見が米空軍内に根強く残っている。

○　ＵＡＶについて

    かって、ＵＡＶ予算化の可能性を検討したことがあったが、当時は AWACS、空中

輸送機、Ｆ－2、BADGE 等、緊急を要する課題が山積みであったため、優先順位の関

係から断念せざるを得なかったが、その後、米国におけるＵＡＶの活用状況（特に、

グローバルホークを高空偵察専用、プレデターを低空偵察・攻撃用と任務分岐したこ
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と）を目の辺りにすれば、日本も購入、自主開発配備の何れにせよ真剣に検討せざる

を得ない時期が来ているとの意識を抱いている。

<US SOCOM>

１．日　程：16．1.19（月）12：30～14:00

２．訪問先：ＵＳ SOCOM(米特殊作戦軍)

３．面談者：US SOCOM 退役 OB

４．問者：JFSS　二宮隆弘、田中伸昌　松井　健

５．面談内容要旨：

　○　特殊作戦軍の概要（歴史、作戦実態、特殊作戦軍の役割、陸軍の組織改編）、統合

作戦、特殊作戦航空群

　○　ＵＳ SOCOM(米特殊作戦軍)ＯＢ将官等が語るＳＯＦの現状

ウイリアム　タングネイ　陸軍中将（退役）  William Tangney、ジム　マッコブ　空

軍少将（退役）  Jim McCombs 及びジェフ　シェルトン陸軍大尉（退役 SOF） Jeff

Shelton  元統参議長 Shelton 将軍の子息との懇談

　 タングネイ中将は、数年前、フロリダ州タンパのマクディル空軍基地に所在する

SOF 司令部（USSOCOM）の副司令官の職で退役しており、マッコブ少将も、ほぼ同

時期、同基地の空軍 SOF（AFSOF）司令部の副司令官で退役し、同基地の周辺に居

住している。シェルトン氏は、ボーイング社の SOF 支所長的な立場。

アフガニスタン戦争に引き続き、今次イラク戦争において、特殊作戦部隊（SOF）が

果した役割には計り知れない価値があった。例えば、イラク戦争では、トルコの陸上

基地が使用不能となったこともあり、北部方面では、クルド族との連合であったが、

ほぼ SOF 部隊及びネットワーク指令上から発揮された航空力、地上重火器の支援の

みで、イラク軍を撃破しつつバクダッドに向け前進し得た。

また、西部方面においても、英国やオーストラリアの SOF と連携して、スカッド・

ミサイル基地の探索・破壊任務に従事しつつ、国境を接したシリアとの軍事的離間（逃

走・侵入阻止）の実現に直接的に寄与した。これらは SOF の歴史においても特筆す

べき事であり、今後においても、SOF の重要性は益々増大するものと見ている。

　　一般的な SOF の任務としては、直接行動（短期・小規模攻撃、人質救済、先制攻撃
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等）、 戦略（特別）偵察、通常戦の遂行（敵領域内でのゲリラ戦などの支援）、外国

政府への軍事支援、民事行動（外国政府、自治支援）、心理戦、人道援助、戦場救難、

対テロ戦等が明らかにされている。しかし、SOF が何時、どのような任務を担うのか

は、まさに時のアメリカ政府及び国防長官レベルの直接的な決心事項であり、予断を

持って任務の幅を狭める事は出来ない。

　こうした背景から、SOF にとって最も重要なモットーは、その多岐にわたる能力を

最高度に発揮し得る状態を保つため、徹底した訓練を重ねることである。そして、そ

の訓練は、現実に限りなく近い状態で行う必要がある。すなわち、作戦に関わる総て

の人員が、チームとして、実際通りに行動できるように鍛え上げられるのである。

　そのためには、特殊作戦用に特化した航空機やボート、火器類等を、常時使用出来

る状態でなければならないし、最近は、夜間作戦が主流をしめることから、チーム全

体が夜間ゴーグルに精通していなければならない。例えば、SOF の航空機搭乗員につ

いては、パイロットの中でも、志願し選抜された適格者に対して、総合して 46 週に

も及ぶ集中的な各種の技能訓練を施している。

　　このように個々の隊員は、それぞれの専門分野に卓越した能力を有する必要がある。

他の例では、メデックと呼称される医療特技を有する隊員は、自軍のみならず、展開

した地域における医療活動に従事するために、軍医療以外の特別な医療経験を有して

いるが故に、SOF において最も大きな活動責任を有する職種と称されるのである。

　また、SOF の活動は、計画的な、語学教育を含め、系統的・長期にわたる訓練を受

けた上級下士官が主体を占めるが、こうした隊員は、必ずしも将校への昇進を望んで

いるわけではなく、一番は SOF 部隊員としての誇りであろうが、次に、海外派遣が

多いとはいえ同一基地に長く勤務可能である事や、第 3 に、それぞれの訓練・実任務

毎に、活動内容に応じ、月給として追加補給される特別手当等の各種特典に（個人に

より異なるが、一例では月 1,000 ドルを軽く超すともいわれる）魅力を感じている風

である。

　 　何れにせよ、SOF は装備・火器や運搬手段が比較的軽易なことから、運営経費は、

一般軍種に比べ少額で済むものと想像されるかも知れないが、これが大間違いであり、

SOF の高い練度での維持・継続は、他に比して、大きな予算を要していることを銘記

されたい。また、教育訓練に移行できる人的ソースには高度の素養が求められ、実戦
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的な訓練で叩きあげるのであるから、そう簡単に部隊編成が可能という訳にはいかな

い。

　専門技術的なノウハウを体得していなければ、例えば 12 人という少人数で、取り

あえず友軍の援護も無く敵地の真っ直中に飛び込めるものではない。当該任務への経

験・訓練を通じた成功への確信が存在しなければ、為政者はこうした部隊を緊急時に

投入できるものではない。

　数年前、日本からフォートブラック基地に留学していた陸上自衛隊幹部のことは、

よく覚えている。我々に出来ることは、情報でも何でも提供する用意があるので、今

後も必要とあらば、色々なチャネルで、是非、SOF 側に打診して欲しいと考えている。

　兎に角、兵を養うのは百年の計ではないが（その種の事を発言）、SOF 部隊の創設、

実戦化には長時間を有するものであり、SOF 部隊の出動の必要性が生じてから、準備

するのでは遅きに失することになる。我ら SOF のＯＢ軍人としては、貴国における

斯かる方面での、今後の各種取り組みへの努力に期待するのみである。

< USCENTCOM >

１．日　　程：平成 16 年 1 月 19 日（月）18：30～21：00

２．訪問目的：米中央軍司令部（USCENTCOM）派遣連絡幹部との面談

３．場　　所：フロリダ州タンパ

４．面談者：1 等海佐　柴田雄三、1 等陸佐　山田一郎、1 等空　尾崎

　　　　　（いずれも外務省と防衛庁の併任で USCENTCOM に派遣）

５．訪問者：二宮隆弘、田中伸昌、松井健

６．面談内容要旨

　○　世界 67 カ国より代表者が USCENTCOM に派遣されている。タンパ基地内に OEF

（アフガニスタン戦争）関係者の居住する Village-1 と OIF（イラク戦争）関係者の

居住する Village-２とがあり、V-1 には仏、独も含め日本も居住、V-2 には仏、独は立

入りできず日本は新規参入となった。

　○　海上自衛隊の燃料補給は関係各国から大変感謝されている。これに関連して、パキ

スタン派遣将校から「もし海自が燃料補給してくれるなら海軍を出せる」と言われた。

　○　海自 P-3C 派遣の話しが一部で報じられているが、アルカイダグループが資金獲得
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のためアフリカの角地帯へ海上ルートで往来しており、これの監視に協力して欲しい

との要請はある。

　○　67 カ国の中で日本の存在観が大きいとの印象を肌で感じている。例えば、物的支

援でトラック 100 両を一挙に提供する等、さすが GNP 世界 2 位の国と思われている。

更に、今回のイラク特措法で危険地域での人的支援も始めたことも高く評価されてい

る。

　○　因みに、韓国は 3,000 人派遣しているが、米国は冷淡に扱っている。反面、日本に

は極めて好意的である。USCENTCOM での日米の良好な関係は、現地派遣の自衛隊

と米軍との関係にも好影響を与えている。

　○　レポート、訓令の送受等は、秘匿をかけて E メールで外務省宛て、統幕宛て、各

幕宛てとして実施している。

　○　ワシントンの加藤大使には、月あたり１～２回直接出向き定期的に報告している。

７．所見

（１）全般

ア　米国は、2001 年の 9.11 事件を契機として、今次イラク戦争においても、21 世紀

型攻勢テロ戦争とも表現される大きな政治的・軍事的試みに踏み出しており、国

際社 会を縦断するこうした流れは、今後も変わらないものと思われる。

イ　我が国は、こうした流れの中にあって、イラクへの自衛隊派遣を始めとして、益々、

経済大国としてふさわしい存在感を有する国際貢献が求められて行くことであろ

う。

ウ　そのことは、我が国自身の安全保障問題にも直結しており、今次調査時米国の各

所（官僚・軍人以外に市民サイドからも）感じられた日本に対する強い友好意識

から、米国に関しては、日本政府の決断の正しさを確証させるものであった。

（２）細部

ア　20 世紀末、湾岸戦争から、コソボ、アフガニスタンを経て、米国の産業軍事部門挙

って進めてきたＲＭＡ（軍事革命）の成果が、今次、イラク戦争において如実に現れ

ている。軍事的側面に限れば、米国は現実に存在する如何なる国家、集団に対しても、

単独で効果的・圧倒的な勝利への作戦手段を樹立し得ており、その核心は、ネットで
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の融合による情報力、先端攻撃力、統合作戦力、心理作戦力、プ ロパガンダ等の一

方的集中行使能力に由来している。但し、これらは未だ、消化 不十分・脆弱

であり、政治的に有効手段として利用できる段階・環境には至っていな

 　い。

イ　従って、これらは直接的に他の国々へ有形無形の影響を与えることから、引き続

き、米国における新規戦力の造成方針（政治決定、議会での予算配分等）、軍事組織の改

編、装備品（BMD、戦闘機・艦艇・重火力装備、UAV、先進誘導ミサイル・爆弾、情報

収集伝達表示手段、特殊作戦部隊戦法等を中心に）の行方と実態を注 視する必要がある。

 ウ　我が国においては、航空自衛隊、海上自衛隊の海外派遣に関する装備需要を注視

する必要（正面装備が停滞の反面輸送能力の大幅拡大）があるが、寧ろ戦闘組織

としての抜本的改革を迫られているのは陸上自衛隊であろう。そのヒントは米国

における特殊作戦部隊の進化にあると伺える。軽快で機動性に富み、テロ・ゲリ

ラに対抗した多種の任務をこなす部隊構築が大方の予想以上に進み、統合運用の

核心となる可能性が存在する。この方面の先行的・包括的な情報収集が、極めて

重要と判断される。

B. 「欧州-イラク戦争教訓」

１．概要 　

 　平成 16 年 2 月上旬、日本戦略研究フォーラム (以下、フォーラム)から 2 名がフォー

ラムの受託研究  の一環として、英国ロンドン、仏パリ、独ボンに出張、所在シンク

タンク及び陸軍司令部等を訪問し、情報収集と意見交換を実施した。

２．日程 / 訪問先等 ：

（１）期間：平成 16 年 2 月 1 日 (日)～2 月 8 日 (日)     8 日間

（２）出張者

           フォーラム事務局長　二宮 隆弘　　　 同研究委員　 　 松井 健

（３）日程 / 訪問先と懇談内容、収集資料等

ア　1 日目（2 月 2 日 月）

  (ア) 英空軍協会(Royal Air Force Club), 1700 - 1800

      Sir Timothy Garden / General Royal Air Force (Ret.)
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      Visiting Professor Centre for Defense Studis

      King's College University of London

○　特殊作戦部隊(SOF)の今次イラク戦争等に関する情報は、米、英国では殆ど公開さ

れ ず非常に限定された状況となっている。しかし、共同作戦を実施したオーストラ

リア では、多少この点でルーズと言うか、比較的公開度が高い状況となっているの

で、そちらのインターネット経由で情報入手を図るのは一案である。また、米軍の公

表ベースとなるが、内容によっては、U.S. CENTCOM の公式サイトから、入手でき

る場合も有ろう。

○　特殊作戦部隊については、今回、非常に戦略的な使われ方をしたと見ている。この

軍種は、政治的な意味合いを持つ戦場にも投入可能な特徴を有していることから、

対 米嫌悪感、クルド問題を抱えているセンシィテイブなイスラム社会に潜入、多様

な装 備を駆使し、政治的な作戦を含め、広範多岐に亘る任務を効果的に遂行できる

能力を実証した。

○　大量破壊兵器（WMD）の情報操作問題について、個人的には、本件問題が今回の

戦争を開始する理由として十分であったとは思っていない。しかし、民主主義のルー

ルに基づき国会で議決を経た自主的なイラク派兵であるので、参戦自体の正当性

可否 を議論することは余り生産的ではない。寧ろ戦後のイラクをどの様に復興させ

るかの方が、より現実的で重要な議論であろうと考えている。

　○　イラク戦争における米英軍間の軍事能力差については、ラムズフェルド国防長官が

指摘するように米国としては、開戦３日前まで、英国が最終的に一緒に参戦するとの

確信が無かったわけであり、米軍が単独で戦争を遂行する計画を有していたことは十

分に理解できる。インターオペラビリティの面で述べれば、米英の空軍間では作戦上

大きな齟齬は無かったが、陸軍間ではこれが大きな問題となった。

　 双方の陸軍は、その歴史、運用ドクトリン、戦略、戦術、予想する戦場、教育・訓練

等総ての面で異質であり、同じ戦場で作戦させることが不可能なことから、作戦地域、

基本任務等を分離させようとした結果、英陸軍はイラク南部の都市バスラを分担・統

治することになった。

　○　トルコの基地提供拒否に関しては、自分としては、国内に反米勢力や、クルド問題

等を抱えるトルコ政府にむしろ同情的である。この国の地政学的位置づけ、また、新
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西欧イスラム諸国のリーダーとしての重要性に鑑みれば、トルコ政府の今回の苦渋の

決定を非難するより、この国をしっかりサポートし続ける方が、より適切な選択肢で

あろうと考える。

　○　今回のイラク戦争に際して示された仏、独の米の独走を批判する立場は、正に為政

者としての選択の問題であり、内容的には欧州諸国の全体的な認識や、英国民の持つ

一般的な印象と軌を一にしている。

　 　シラク首相とブレアー首相は、2003 年の２月にイラク政策に関し政策合意をしてい

たことから、仏、独の行動も西欧の一般的な立場から見れば是認できる。一方、米国

は、仏、独、ルクセンブルグ等が欧州独自の軍を構成しようとしている件に関して、

不快の念を示していることも事実である。

　しかし、意見の不一致が喧伝される仏にしても、1956 年のスエズ紛争から 1999

年のルーマニアを NATO に参入させるか否かの議論に至るまで、NATO とどの様に

付き合っているかについて学んだ訳であり、軍事力の低下問題では、1991 年の湾岸

戦争を契機に、NATO 内での軍事能力の格差是正に努めた結果、自国の軍では十分

成果があがっている。

　また、対テロ戦争では、アフガニスタンでは共に戦っている事実など、西側陣営

の一員として、仏も懸命に努力しているという事実関係の理解が重要であり、米国

もそういった点を無視できないはずである。

○　米軍は、今回のイラク戦争ではネットワーク中心の戦闘（Network Centric Warfere)

を実行しており、確かに短時間に戦闘力を指向することには成功したが、そもそも、

ネットワーク中心の戦闘とは何を指すのかという定義が未だ曖昧な側面を有している。

　また、イラク軍を敵とする近接航空支援での場面では、ネットワーク中心の戦闘

が有効であったようであるが、これが将来の作戦の主流となると考えている専門家

は、見たところ 60%程度であり、残りは懐疑的な考えを示している。また、こうし

た戦法がイラクで適用できたとしても、そのまま直ちに北朝鮮で適用可能とは考え

づらい。

　個人的には、ネットワーク中心の戦闘について、ＵＡＶ、戦車等を情報ネットワ

ークの中に取り込んで有効に活用したことや、同時並行的な戦闘を実現し得たこと

は、大いに評価している。
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　そして、将来戦の方向としては、いきなり革命的な状況が現出するとは思えず、

従来の戦車に代表される重装甲車等を中心とした兵力組成、今回実証されたネット

ワークを中心とする新しい戦闘に関わる戦法・技術、更に、その後生起したイラク

の戦後統治・復興上の問題点への対応、こうした３つの異なる目標・方向に対して、

当面、如何に予算配分を行うかが焦点となるであろう。

○　将来の軍事力の役割については、装備・技術力と人的能力のバランス面でジレンマ

があるが、今後とも、対テロ戦争への対応が中心になるのであれば、益々特殊作戦軍

の役割が増大するであろうし、反面、イラク戦争に見られたように、航空優勢を完全

に確保し、目標情報をレーダー表示器等で評定し、精密誘導爆弾を投入するという戦

闘要領は、将来に通じる新たな境地を開いているものと評価できよう。

○　今次イラク戦争の後方補給面に関しては、英軍は大きな問題点を抱えた形である。

米国は、適時、定点に所要の輸送物資を補給できる態勢を整えたとしているが、これ

は巨大な物資供給能力が各所に存在することが前提になる作戦であり、英軍は、今回、

特にイラク北方のトルコ経由の補給路が全く使用できなかったことで、当初の補給計

画が大幅に実現不能となり、事前に計画した作戦そのものが多大の影響を受けたこと

を指摘しておきたい。

○　ＵＡＶの成果については成功面ばかりが協調されているが、用兵上の立場からは、

このシステムが、故障しがちであり、撃墜されるケースも頻発していることから、シ

ステムの運営に要する費用と得られた効果とのバランス・シートについて、再度検討

する必要が有ろうと考えている。このことは、平時において、十分、UAV の運用につ

いて、教育・訓練を行っていないと、有事には、役に立たないことをも意味しており、

教訓として検証すべき事項となっている。

　 特に、ＵＡＶに地上部隊からの要求が千変万化する近接航空支援上の攻撃機能を分担

させるには、有人機の運用上の柔軟性に遠く及ばない状態であり、戦場への投入は能

力的に時期尚早であったと見ている。

○　イラク戦争は、大量破壊兵器の存否や、絶対的な航空優勢に特色を有する独特の作

戦形態を辿ったと総括できよ

(イ) BBC ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ TV 番組(ｴﾘｰﾄ･ｽﾍﾟｼｬﾙ･ﾌｫｰｽ SAS）, 0300 - 0400

○　ロンドンのホテル投宿中、偶々、BBC が SAS のドキュメント番組（教官風の人物
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が紹介）を放映していた。殆ど公表されない貴重な内容とも思えるので、概要を紹介

する

○　番組の当初は、SAS 隊員への候補者に対する基礎訓練（クレイモアと称していた）

の様子が紹介された。内容的には、歩兵の基礎訓練（行軍、武器の取り扱い、個人戦

闘訓練）を重ねる場面であり、最初の重要なポイントは、兵員としての自己統制であ

り、如何にすれば事故が未然に防げるかを徹底して学ばせる事にあるとの解説があっ

た。

○　この基礎訓練を終了すれば、次にジャングル訓練が控えている。SAS は、1947 年

マレー半島でのジャングル戦を起源としており、4 名の異なる専門家を１チームとし

て編成し、ミニミと称する短機関銃を携行しつつ、パトロールを行う際の分隊行動、

特に手信号による意思疎通要領を繰り返し演練している様子が紹介された。

○　このジャングル訓練は、約 2 カ月間に及びジャングル戦における基本的技能を体得

する事が狙いの様で、日本のレインジャー訓練とも軌を一にしているのではないかと

推測された。その際の重視事項は、戦場における情報収集とされ、これを主任務とし

た場合、どの様な状況が予想され、行動基準は何かといったことが徹底して教育され

ているようであった。

○　ジャングル訓練における次の段階は、20 日に及ぶ戦場監視であり、これは定点で移

動することなく連続して戦場監視を続ける訓練の様子が紹介された。これは対テロ訓

練においても重要な部分であると述べていた。総じて、ジャングル訓練は、過酷な環

境下にあってチーム員として起居を共にし、厳しい要求内容の任務を達成する過程を

通じて、SAS 隊員としての基礎的な精神要素を育成することを目標としている。

　　その為に、敢えて集中的に肉体・精神両面で対応困難な状況を現出させ、そうした

極限状況でも、相互に協力して忍耐し得る強靱な精神力を求めているとの説明があっ

た。また、ダイレクト・スタッフと称される SAS のベテラン教官が、本訓練間、各被

訓練者に同行しており、直接的に技術指導や精神面での教育に当たると共に、将来 SAS

隊員としての任務遂行が可能なレベルに到達し得るか否かを厳しく評価・選別する様

なシステムを採用していた。

○　ジャングル訓練が終わると、３週間のサバイバル訓練（ハンター・フォース・トレ

ーニングと称していた）に移行する。これは、実際に SAS 隊員から追跡を受け、過酷
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な状況下で、任務を達成しつつ、無事に生還できる技術を身につけさせようとするも

のである。

　　隊員が携行するサバイバル・キットの紹介もあり、内容的には、鋸の役目も果たす

スチィ－ル・ワイヤー、サバイバル・ナイフ、鏡の反射板、ピンセット、お金、コン

パス、スケッチマークと称する絹布製の目印、蒸気発生装置、水を濾過するために男

性用衛生用品と靴下、火を起こすためにアルコールと女性用衛生用品を利用するとい

った具合で、その他、発火手段、グリセリン、医薬セット等がまとめて布製のバッグ

に封入されていた。

○　この訓練は、逃走する隊員を追跡チームが狩りだす形式になっており、程度の差は

あれ最終的に全員が捕捉されることになる。この訓練は、技術的な側面と逃走間にお

ける極度の緊張状態の体験などを眼目とするが、最も SAS らしい特徴は、隊員個人が

捕捉された後、引き続き敵方に拘置され、尋問（ほぼ拷問に等しいものを含め）に晒

される段階である。

 　これは情報収集任務を帯びた SAS 隊員が、実際に拘引され、肉体的・時間的にも極

限状況下、自白を強要される状況をリアルに模してあり、体験者自身が自らの生死の

行方に疑問を持つ極限状況まで追いつめられる事になっている。自白は、隊員として

の不合格を意味しており、普通の軍隊では、そこまで到底考えられない様な内容とな

っている。

　　個人の体力、精神力の限界を冷徹に評価する仕組みであろうが、テロ集団のリンチ、

若しくは宗教集団の修行等を連想させる過酷さである。これらの基礎訓練を通過し得

た者のみが、ハート・オブ・レジメントと称する SAS 部隊徽章（Who　DareWins　勇

気ある者は勝利するとの文字入り）を授与され、正式に SAS 隊員として採用される事

になる。

○　SAS の正式隊員となった後も、警戒行動（パトロール）、潜水（ダイビング）、語学

等の多岐に亘る専門的訓練が用意されており、個人の特技も、パトロール・コマンダ

ー（狙撃）、語学、医学、武器・通信等に、特技上、専門細分化された内容となって

いる。

　　また、実際の戦闘状態に至れば、医学的素養を有する隊員の重要性が際だってくる

との説明が加えられていた。更に、SAS 隊員個人の能力としては、劣悪な環境下で、
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各種の通信機材を自在に操る能力、戦闘に際しては、敵味方双方の短銃、機関銃、対

戦車砲等の取り扱いに完全に習熟している事などが強調されていた。

  　SAS の部隊構成に関し、番組では、A、B、D、G の４個中隊からなっているとされ、

これらが順に実任務に就いているとしている。任務の遂行では、、迅速に、敵を制圧

し、任務を完遂することをモットーとしている。

○　高度な近接戦闘（進入）訓練としては、キル・ハウスと呼ばれる２階建てコンクリ

ート製の訓練施設を使用し、例えば、マスメディアが注視する環境下で、人質を救出

したり、テロリストを制圧する訓練風景（全体で６カ月にも及ぶ）を紹介していた。

  　また、同施設を使った対テロ訓練では、SAS 隊員を赤、青の２チームに分け、攻撃

と防御の分担を図った上で、攻防の両面での実戦的訓練を実施していた。攻撃進入に

際しては、進入隊員と狙撃援護隊員の連係動作の重要性などを強調していた様である。

○　クローズド・プロテクションと呼ばれる要人防護訓練では、身を挺して要人の身体

を防護するために近接し続けることが鉄則であり、軽機関銃を駆使しつつ、要人役の

隊員と共に、各種の状況に応じ、建物内外、道路上、車両内外での行動、運転技術の

習得に至るまで、体を駆使しながら、繰り返し訓練を行っていた。

　　番組の中でも、普段は要人の影のように寄り添うのみで変化と刺激に乏しいが、突

発的な危険状況下で、色々な役割を果たさなければならず、正に SAS 隊員としての真

価が問われる任務であると説明していた。

○　最後に、アフガニスタン戦争から、二つのイラク戦争に至る過程で、SAS 部隊が達

成した任務について簡単な紹介があったが、これらを通じて、SAS 隊員といえども、

英国陸軍の一員であり、軍人としての軍規、モラルには完全に従い、同時に英国市民

としての義務を完全に履行し、それらに逸脱する存在ではないことを、再三強調して

いたことが印象的であった。

他方、任務の特殊性から SAS 隊員の家族生活には強いストレスが加わり、妻側か

ら求められる離婚率が高いことや、SAS 隊員は 45 歳程度の若年で兵役を去ることに

なるが、除隊後を取り巻く実社会との環境の落差から精神的に不調をきたす例や、反

対に、全世界の警備会社に再就職して、高収入を得ている例など、多様な人生模様が

描かれていた。番組全体のトーンとしては、SAS の存在を肯定する内容であった。

　注：http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-ENGLAND.htm

http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-ENGLAND.htm
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○　ＳＡＳの活動している連隊は、22SAS である（21 と 23 は TA 連隊に所属）。人員

は約 550 人、平均年齢は 27 歳。SAS に加入するには、普通部隊に３年間所属してい

なければならない。22SAS は、各４中隊ずつからなる４作戦分隊（A、B、D、G）が

ある。このほかにＲ分隊がある。各中隊は 32 人から構成され、８人ずつの４小隊と

なっている。ただ、連隊はいつも人員不足なので、いつもこのようになっているわけ

ではない。

　各中隊は「突入能力」という特殊技能を有する。これらは以下の通り。

空中：パラシュート降下、　山岳：登攀及び歩行、   機動：乗物とバイク

ボート：ボートとカヌー

分隊は以下の３つの任務を６カ月交替で行う。

特別プロジェクト：反テロ任務、 　チーム任務：海外訓練 、

 分隊訓練： 展開と訓練

○　ＳＰ（特殊プロジェクト班　Special Project Team） いわゆるＣＲＷ中隊。各 SAS

中隊が６カ月単位の任務として受け継がれる。４個作戦小隊（士官１名＋15 名の部下）

に分かれる。通常、狙撃班・監視班・突入班に分割される。各作戦小隊は４名の作戦

チームに編成。突入の場合、２名１組のペアで行動。

○　ＯＲＵ（作戦調査班　Ops Researchh Unit）  対テロ作戦仕様の特殊装置の開発。

スタングレネード、特殊突入梯子、火気用のライト据え付け装置等。

○　テレグラフ(95.8.31)によると、ボスニアのセルビア人に対する NATO 空爆作戦の間、

NATO のジェット機による精密な空襲のために、SAS を含む特別軍は、地上でレーザ

ーによってターゲットを指定することに使われた。 　

○　サンデー・タイムス 96.3.10.の記事：SAS と SBS は新兵器を獲得するかもしれな

い。最大６つの世界でも最も強力な武装航空機購入計画がある。アメリカの航空機、

スペクトル（C-130 ハーキュリースの変形）がすでに、最近のボスニア作戦で飛行し

ている。これは 40mm６連装ガトリング銃と 3000の弾丸、Bofors 40mm機関銃、105mm

曲射砲を装備している。

　これは二つの対象に同時に発射する能力、偵察のための特別テレビ、完全レーダ

ー、電子保護装備があり、さらに軽量セラミック・アーマーもある。これはロック

ウェル航空機整備所にて必要品を供給され、現在はアメリカ特別部隊の活動におい
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てのみ使われている。同様に特別部隊仕様の８機のチヌーク・ヘリコプターの運送

に続く協議である。

　どちらも、特別部隊のための役割が変わってきていることを示している。現在の

SAS と SBS の作戦は４人から８人の小隊であるが、軽運搬機で敵前線背後に隊レベ

ルの大きさの部隊を運搬することが可能となるだろう。これは、調査・破壊活動だ

けではなく、倒れたパイロットを救出するような作戦にもふさわしい。

○　サンデー・タイムス 96.7.7.の記事：SAS は新しい拳銃を評価している。SAS は拳

銃を隠された武器、あるいは HK MP5 サブマシンガンがジャミングした場合のバッ

クアップとして使用している。これはアンダー・アーム・ホルスターで運ばれ、２丁

拳銃として使われる。しかし、最も強力な拳銃が近接して使われない限り防げる現在

の軽量防護服が、テロリストや犯罪者にも使われるようになっている。

結果的に、SAS（とその他のイギリス組織）は新拳銃 ＦＮ Herstal 製作の Five-SeveN

を評価している。この新拳銃は世界最強の拳銃だという。200 メートルの距離から薄

板状のケブラー製防護服 48 枚を貫通しうる。茶色の 9mm 拳銃（現在 SAS が使って

いるもの）は秒速 350m で８グラム弾を発射するが、Five-SeveN（5.7mm）は、２

グラムの弾丸をほぼ倍の秒速 650m で発射する。

また、これは軽量弾を使っており、発射時のガス圧を部分的に相殺させるように巧

妙にデザインされているため、反動も従来の拳銃よりはるかに少ない。 SAS は現在、

ブラウニング 9mm ではなく Sig Sauer P226 9mm を使用しているとされている。

イ  ２日目（2 月 4 日 水）

(ア) Foundation pour la Recherche Strategique, 1000 - 1200

     Mr. Yves BOYER / Directeur Adjoint

○　今回のイラク戦争で、米国は、19 世紀以降、理想主義的な見地から平和のため人類

社会が営々として築きあげた国際連合の基本的なルール、一般的アプローチとは、際

だって異なった考え方に基づき、戦争の正当性を打ち出した。特に、国際関係を正義

と悪との戦いとする二分法は、近代の哲学ではとても受け入れられるものではない。

　戦争を開始するにあたっての根拠として、米国は大量破壊兵器の脅威を持ち出し

たが理由づけとしては有効なものではなかった。そもそも、米国（CIA)、英（MI6)、

イスラエル（モサド）等の情報機関は、イラクには、最早、大量破壊兵器は存在し
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ないことを知っていながら、敢えて言及しなかったと見ている。この情報活動は失

敗するに至り、米国は常に自由貿易の重要性を強調しているが、期せずして前世紀

の帝国主義・覇権主義的な体質を暴露したことになった。

　無論、国連は完璧なものではないが、そこで議論の場を持つことは重要であり、

これは他をもってしては代替できない機能である。そうした意味から、仏の政治家

は、国連における承認が必要である旨を主張したのである。

○　他方、軍事レベルでは、米欧間の関係強化の動きも見られる。現在、米国、英、仏、

独、加、豪の６カ国を対象とした統合運用構想が実行されようとしている。

この構想の中核は緊急即応展開軍であり、各国の統合参謀本部の作戦部長

レベルで協議が重ねられている。この構想が実現すれば、各国の国防大臣間

で協定を締結することとなり、各国の基本戦略面で整合を図るのみならず、

緊急事態に対する各国軍の作戦運用に関し、より明確な相互協力が図られる

こととなろう。

○　イラク作戦開始前に、米、英等の特殊作戦部隊がイラク国内に展開したのは事実で

あろうが、この種の特別な軍事作戦に関して法的根拠、正当性に拘る必要は全くない

と考える。むしろ、部隊の存在を含めて、作戦の存在そのものを全く外部に漏れない

ように厳重な監視を行っているのは、かかる特殊作戦部隊の活動については、国際法

上の法的根拠さらには正当性が全く存在しないことを十分理解しているが故にと考え

れば良いのではないか。

○　仏は、1991 年の湾岸戦争後、将来に向けて特殊作戦部隊を育成する必要性を認め、

陸、海、空軍部隊からなる特殊作戦部隊の新編に取りかかった。そして、この特殊作

戦部隊を作戦運用するために、特殊作戦総司令部 (General Commandantb les

Operations Special:GCOS)を創設し、統合参謀本部に直属させた。総司令部は、敵後

方での偵察任務、破壊活動、その他の特殊作戦のかかわる総ての部隊を指揮下に統合

させた。

 それから、既に 10 数年が経過したが、日本が、将来、特殊作戦部隊を保有するの

であれば、こうした部隊の育成、特に部隊が作戦可能レベルに達するためには、長

期間を要することを銘記されたい。

○　特殊作戦部隊の運用には、高い情報収集能力が要求される。まず、広域にわたる気
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象観測能力、戦略的な衛星を含めた偵察能力、隊員の高空からのパラシュート降下能

力、更に、リアルタイムの情報伝達、指揮能力等が作戦の成功には欠かせない要素と

なる。更に、彼らの作戦は極めて戦略的、政治的な側面（多くの人は知る必要すら無

い）を持っているので、通常の陸、海、空の指揮系統から離れて、直接的に統合参謀

総長が指揮することが適当である。

 但し、一端、任務が与えられれば、特殊作戦部隊が戦力を発揮するに際して、如何

なる制約も加えられるべきではない（無用な被害を出す必要はないが）と考えてお

り、それが、又、特殊作戦部隊の特殊と呼称される所以でもあろう。

(イ) Centre Fracais de Recherche sur le Renseignment, 1500 - 1700

    Mr. Eric Denece(エリック ドネス）/ Directeur Adjoint

 ○　一般的な国民性から述べるとフランス人は、情報とか特殊作戦といった類の話を余

り好まない。従って、著名な大学の学生達は、こうした方面（情報・諜報に係わる様

な）の仕事には興味はなく、将来に対する政治的な経歴上はマイナスに作用すると感

じることから、ごく限られた一部の人間が関心を持つのみである。

 これは、仏という国の由来が、狩猟民ではなく小作農民（田舎者、百姓）を中心と

した構成になっていることと関係しているのかもしれない。国際関係を例にとれば、

ここの所が仏の弱点である。仏では、情報活動に大きな投資が投じられることは稀

有であり、逆に情報を統制しようとする意識も希薄である。フランスは西側諸国で

唯一、情報に関して如何なる国会の関与も受けない国である。

○　国防情報に関連した事項に限って述べると、第１は軍事情報局であり、これは 1992

年湾岸戦争の終了とともに、従来の陸、海、空、それぞれに分離していた情報組織を

組織上も一元化したものである。

 第２は軍事情報保全であり、これには軍事産業に対する保全事項も含まれている。

第３は所謂シークレット・サービスである。これにはヒューミント、特定技術情報、

通信情報であり、米国のＮＳＡ、英国のＧＨＱに相当し、仏では DGSE と略語化し

ている。仏ではその下に軍とは別に特殊作戦班を有している。

　注：http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-FRANCE.htm

 （フランス DGSE 特殊作戦班：第 29SA 行動局）GCP と同様に余り知られていな

いフランスの秘密作戦部隊。フランス軍の諜報機関 DGSE（フランス対外安全保障

http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-FRANCE.htm
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総管理局）に所属秘密作戦班で第２９SA（第２９行動局）と呼ばれる。彼等は、CQB、

水中作戦、空挺酢酸、情報収集、秘密通信及び偵察・破壊活動などに従事し、総勢

で、150 名程度の部隊で、わずか２人を 1 チームとして任務に従事することも少なく

ないとされる。

第４は、軍の特殊作戦総司令部(GCOS)であり、これは英国の SAS と同様な機能を持

つ。第５は、対テロ部隊ＤＳＴであり、任務には暴力テロへの対抗や仏企業に対す

る情報テロへの対抗      を含んでいる。第６がＡＲＧであり、これは一般的な情報

活動を通じて国民の保護に当たっており、デモやスパイ活動を対象にしている。ア

ルジェリア戦争以前は国防大臣が担当していたが、現在では仏大統領が統括してい

る。

○　仏の特殊作戦総司令部（GCOS）の隷下部隊の総員は、約 3000 名に及んでいる。

英国の SAS が総勢 300~400 名に過ぎないのに対して、数が多いのはインドシナ、ア

ルジェリア等での紛争を通じて活躍した２個海兵空挺連隊が含まれているからである。

これらの部隊は一般の軍事作戦とは異なり、隠密にパラシュート降下等を利用して敵

の後背地での破壊活動や隠密作戦に投じられることになる。

 一般的に、英の SAS は、少人数のチームで情報活動とリンクさせて、戦略的価値が

高い作戦に限定投入されるが、仏の特殊作戦部隊は、より通常の軍事作戦に寄与す

る形で投入されるのが、両国の特殊作戦部隊の運用で異なる点である。

　注：http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-FRANCE.htm

 ＧＣＰ（フランス・パラシュート・コマンド・グループ)所属は外人部隊の第 2ＲＥ

Ｐ（第２空挺連隊）で、定数 90 名のエリート部隊である。ＧＣＰの選抜コースの概

要は、まず、27kg の背嚢を背負って、ピレネー山脈を強行軍で単独踏破することが

要求され、次いで、廃墟となった城を改造した障害物コースをくぐり抜け、ふたつ

の銃眼付胸壁のあいだの 1.5m の塹壕を飛び越えなければならず、過去にこのジャン

プを試みて、命を落とした者が数名いる。

 捕虜生活を実体験する訓練では、通常の射撃演習の最中に突如待ち伏せ攻撃を受け、

殴打され、地下牢へ放り込まれるという形で始まり、脱出訓練は、目隠し状態で行

われる。隠された跳ねあげ式のドアを抜ける前に捕まると、再び殴打され、尋問を

受ける。爆破訓練では、動いている戦車の前に飛び出して、回転するキャタピラの

http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-FRANCE.htm
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あいだに身体を伏せ、反対側に出るまでの短時間にマグネット式吸着地雷をセット

するように命じられるといった次第である。以前、ＧＣＰは、CRAP（潜入情報行動

コマンド）と呼称されていた。

 ○　また、特殊作戦総司令部隷下の海兵コマンド司令部は海上における特殊作戦部隊で

ある。特に戦闘潜水夫の要員からなるユベル支隊（80 名編成）は艦艇、潜水艦で派さ

れ、過去、水中破壊工作や、リビアのカダフィ大佐暗殺計画に関与した事もあるとさ

れる。この部隊は、米国の SEALS や、英国の SBS のカウンターパートである。

○ 　 仏 は 、 こ の 他 に フ ラ ン ス 国 家 憲 兵 隊 対 テ ロ 専 門 部 隊 GIGN(Groupement

D'Intervention De La Gendarmerie Nationale)を有している。GIGN の任務は、対テ

ロ戦闘の他、要人警護、暴動鎮圧、重要防護施設の警備、人質救出等があり、一応、

国内対応用の部隊となっているが、運用は比較的柔軟であり、仏大統領の政治決定で

は、国外に派遣されるケースもある。

注：http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-FRANCE.htm

  任務は、以下の通り。凶悪犯罪者の護送、高官レベル要人警護、刑務所暴動への

対処、犯罪者やテロリストに狙われる可能性のある超重要施設警備（原発など）、可

能であれば射殺せずに敵を無力化することを選ぶ。フランス国内での各種人質籠城

事件に国家 SWAT 部隊として出動。

○　特殊作戦部隊の活動についてはソ連のスペッナズが有名であり、約 3 万 5 千人の要

員が存在したとされるが、厳密な意味での特殊作戦部隊員がそれ程多数存在する筈は

ないのであって、これは国家的施策としてオリンピック選手などもその分類に加えて

数えたからであろう。

 1979 年 12 月、ソ連がアフガニスタンに侵攻した際、英国の特殊作戦部隊 SAS､Ｍ

Ｉ8（内容不詳）と同様に、SAS を起源とする仏の第１海兵空挺連隊(1RAPAS)の一

部（約 80 名程度） が、アフガニスタンのムジャヒディーン・ゲリラ勢力の訓練（ス

ティンガー・ミサイル等の操作法を含め）に当たった経緯がある。この様に、仏と

英国の特殊作戦部隊は相互に代替できる様になっている。

 英は、ほぼ総ての任務に既存の SAS 部隊を投入するが、仏は、その都度、状況に応

じ新しい特殊作戦班を編成するところに運用上の違いがある。具体的には、英では、

常に SAS１個中隊が待機態勢にあるが、仏では待機中の６個中隊から１個中隊を新

http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-FRANCE.htm
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編することになっている。

　即ち、常に北アイルランド等で出番がある英と、必ずしもそうではもない仏とで

は、対処する質の追求方法が異なるということである。

　1962 年頃までは、仏も中国戦線からアルジェリア戦争に至るまで、35 年間にわた

って十分な実戦経験を積んでいたが、その後は、英の方が作戦レベルが高い状態と

なっている。仏では皆無だが、英国では特殊作戦部隊経験者が参謀総長まで登り詰

めた例が有る事が、そうした背景を物語っている。

　1970 年代まで仏においては特殊作戦部隊というカテゴリーは存在しなかったが、

特殊戦闘(special Warfare)という名目下で、一般住民に対する心理作戦などを展開し

ていた。これは少人数からなるチームを敵の奥地深く（時には 240Km も）潜入させ

メディアなども動員して、住民に対する心理作戦（仏に対する好感情の醸成等）を

展開するものである。

　また、民主主義の原則として、仏は平時において特殊作戦部隊を他国に潜入させ

る事はなく、必要がある場合は、シークレット・サービス（DGSE の特殊作戦班？）

を派遣することになる（アフリカ諸国に対して幾つか例が存在している）。

○　1991 年の湾岸戦争において、米は 3000～4000 名の特殊作戦部隊（デルタ・フォー

ス）をイラクに派遣した。「砂漠の嵐作戦」では、捕虜の救出や、空爆に備えて敵軍

の対空レーダーを破壊する等、工作員としての活動が主となったが、実際に、こうし

た任務の 80%は、同行した英国の SAS が達成していたと言われる。

　仏も、特殊作戦部隊を派遣したが、これは仏陸軍部隊の展開２～３  時間前に、パ

ラシュート降下により展開予定地域に先行派遣され、戦場偵察任務が付与される形

であった。

○　2001 年 9 月 11 日の米中枢テロ以降、10 月に始まる多国籍軍によるアフガニスタン

のタリバーンへの攻撃に際し、シラク大統領は、タリバーン政権に対する米英軍の攻

撃に仏軍も参加する方針を明らかにしたが、この際、約 500 名の仏の特殊作戦部隊が、

アフガニスタン領土内に進入し、多国籍地上軍に対する近接航空支援のため飛来した

仏軍機に対し目標情報を与えるなどの位置評定任務に従事した。この様に、仏の特殊

部隊は作戦よりも戦闘レベルに投入されるのが特徴である。

イ  3 日目（2 月 6 日 金）
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 (ア) 独陸軍総監部第 3 部 2 課, 1000 - 1200

       Col Blotz,  LtCol Gawellek, Maj Reyer

○　特殊任務部隊(KSK: Kommand Spezial kraefte)は、21 世紀に入りテロリズムやゲ

リラ部隊が国際的に跋扈し、国家の安全を脅かしかねなくなった事態を受けて、これ

に対応するために独が講じた政治的、軍事的意図を有する国家的対抗手段である。ま

た、同時に、進められている軍事力の変革(Military Transformation)と軌を一にして

いる。

○　KSK は、1994 年のルワンダ内戦時、現地に拘束されたドイツ人を救出するためフ

ランス及びベルギーの空挺部隊に依頼せざるを得なかった苦い経験から、英国 SAS 部

隊をモデルに陸軍第 26、31 空挺旅団を母体として 1996 年に設立された。

○　KSK は、統合作戦軍（CJSOTF）の指揮下に、陸軍、空軍、海軍特殊任務部隊、統

合補給部隊、中央医療機構、連邦防衛局の一部を統合させ、遠隔地（活動予定地域）

での偵察任務や友軍部隊の防護を主任務とする統合特殊任務軍として活動する。

○　KSK は、総人員約 950 人で、作戦本部、通信中隊、補給中隊、４個コマンド中隊

（各 300 名、１個中隊は４個小隊、16 個分隊）で編成されている。コマンド分隊は、

工兵、武器、衛生、通信の特技兵で構成され、４個コマンド小隊は、それぞれ陸路に

よる潜入、空中からの潜入、水陸両用作戦、高地・極地での作戦を担任している。

○　KSK は、2001 年のアフガン戦争で、米国のデルタ・フォース、英国の SAS、仏の

GCOS 部隊、豪の SASR(Special Air Service Regiment)等と、初めて実戦としての共

同作戦を行った。この作戦では、捕虜・人質の救出や、自国軍の強行撤退支援で米国

やウクライナの航空機、ヘリコプターと緊密な共同行動を行った。　　作戦発起可能

時間としては、作戦計画策定に１日、出動準備完了に 5 日、救出作戦発動に 8 日程度

を見込んでいる。

○　アフガン戦争においてタリバーン等非正規部隊との戦闘では、攻撃する前に敵とし

ての個人情報の確定が主要な命題となり、人的関係、写真、携帯武器等の細部情報に

基づき、攻撃への政治的許可を受けることが、時間的に困難な状況がしばしば生じた。

この点、米国は、装備的にも、手順的にも、円滑な運用を行っていたが、他方、NATO

のＪ2（情報部）は、特殊作戦部隊の運用に対して、適時・適切な情報を収集するこ

とが、殆ど不可能であったことにも関連している。
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○　また、2006 年からは、NATO の決定に従い、テロリズムの抑止反乱勢力に対する

戦闘行動や国外における市民の救出・避難行動支援などを主たる任務とする NATO 軍

の特殊作戦部隊「高価目標空挺部隊(High Value Target AirbBorn Troop)」の一翼を

担う予定である。

○　KSK は、構成人員の技能向上を図ると共に即時出動態勢を高めている。特に、国家

的危機管理の一環として、人質救出部隊を常時待機させており、この部隊は至短時間

で作戦に投入可能な状態になっている。KSK に最近付与された任務は、国際テロリズ

ムに対する戦闘である。

○　KSK の任務を外観すると、紛争が生じた場所若しくは敵の後背地に対する特別偵察

任務と危機における総ての直接行動が、最優先の任務である。これらの任務は「緑作

戦(Green Operation)」と呼称される。これに対して、外国において人質となったドイ

ツ国民の救出、国際テロ組織への攻撃的作戦、特別な配慮が必要な要人警護といった

任務は、「黒作戦(Black Operation)」と呼ばれている。

○　付与される任務は、以下の条件を満たすことが、必要な要件とされている。必ずし

も戦略的ではなくとも、極めて重要な目標であること、通常の部隊では任務を達成で

きる見込みがないこと、２次的な被害を避けるため軍を極めて効率よく驚くべき正確

さを備えていること等である。また、奇襲は成功のための必須の要件でもある。これ

らの作戦に高度の秘密を保つ為、総ての作戦計画には、秘密防護措置が施されること

になる。時に、作戦自体が政治的なリスクを有するため、政治指導者による緊密な監

視・統制措置が加えられることもある。

○　作戦目標の位置、状態が常に異なり、コマンド部隊は、パラシュート、車両、カヤ

ック、若しくは徒歩による目標到達を可能とする陸海空の戦術的機動力を保有してい

る。そして部隊編成も、特殊作戦偵察・戦闘車両小隊、HAHO（高高度降下高高度開

傘）及び HALO（高高度降下低高度下傘）パラシュート降下小隊、ボート、カヤック、

水泳、スキューバ（潜水）等による敵前上陸小隊、そして、それぞれの 4 個小隊に付

随する形で山岳、極寒地作戦の専門家が配置されている。

○　1999 年のコソボに対する NATO 空爆作戦の後、KSK 部隊は、他の NATO 諸国の

部隊とともに、ハーグ戦犯法廷に起訴されたミロシェビッチ前大統領へのセルビア共

和国からの逮捕依頼を実行するための情報収集活動で逮捕の切っ掛けを作っている。
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　また、2001 年 12 月 21 日、独政府は、国連安保理がアフガンへの派遣を決めた多

国籍部隊に、連邦軍兵士 1200 人を参加させることを閣議決定したが、この決定を受

けて派遣された KSK 部隊は、タリバーンに拘束されている援助関係者 8 人の救出作

戦を実行したりしている。

　更に、このタリバーンに対するアフガン戦争では、米国、英国の特殊作戦部隊と

共に、カブール周辺のみならず、米軍のヘリコプターを駆使し、根拠基地から 420km

離れた 2500～3500m 級の山岳地帯で、タリバーン指導者の捜索作戦に参加したり、

アフガン南部では、NATO 空爆作戦の間、NATO 機による精密な爆撃のために、NATO

特別軍の一員として、地上でレーザーにより目標を照射する近接航空支援作戦の一

部を担ったとされる。

         注:http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-GERMANY.htm

  戦時は、敵国の主要基地・主力部隊に対しての大規模な奇襲攻撃、偵察・情報収

集、撃墜されたパイロットの救出、戦場内にいる非難・非戦闘員の救出等の各種特

殊任務を行い、平時の主な任務はドイツ国民の安全保障を第 1 とし、対テロ任務等

の治安維持任務、ドイツ及び NATO 諸国領域の防衛、PKO 任務等を行う。

　この KSK の構成は、特別奇襲中隊、長期偵察中隊、作戦支援中隊、訓練部隊から

成り、特別奇襲中隊は 4 人で 1 個小隊を構成し 4 個小隊ある。それぞれグリーン・

ベレーの隊員のように専門分野が決まっており、通信担当、破壊工作担当、医療担

当、作戦指揮担当（いわゆるチームリーダー）である。長期偵察中隊は 8 個の特別

偵察奇襲小隊と 12 個の長期偵察専門小隊から成っている。

　KSK の訓練内容は、HAHO（高高度降下高高度開傘）及び HALO（高高度降下低

高度下傘）、スキューバ（潜水）訓練、対テロ訓練などを行い、あとは専門分野別に

わかれていくことになる。対テロ任務に関しては、ＧＳＧ－９やＳＥＫでは遂行す

ることのできない困難な状況下での任務に対応する部隊という位置づけである。KSK

は、SAS やアメリカの各特殊部隊とも合同訓練を行っている模様である。

○　ドイツ「ヴェルト」紙 2001 年 9 月 21 日 ：独「ヴェルト」紙は 20 日、同時多

発テロに対する米軍の報復作戦を支援するため、ドイツ連邦軍の特殊部隊が中央アジ

アに派遣されると報じた。同紙によると、この部隊は陸軍特殊作戦部隊（KSK）で、

「間もなく」出発するという。軍事専門家は、落下傘部隊と兵站の専門家が作戦に参

http://www5c.biglobe.ne.jp/~recon/2-DATABASE-GERMANY.htm
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加するとみている。この報道について、KSK の広報はコメントを拒んでいる。

○　援助関係者の救出作戦に参加か ：「フランクフルター・アルゲマイネ」紙は、KSK

の 300 人がアフガニスタンでの作戦に参加すると報じた。 同紙は、KSK 部隊は他の

NATO 諸国の部隊とともに、タリバーンに拘束されている援助関係者 8 人の救出作戦

にあたるとしている。

３  所 見

（１）全 般

ア   特殊作戦部隊に関して、西欧諸国は、従来の比較的隠微な性格を持つ隠密作戦の範

疇と米国が進めている対テロ軍事作戦の変革の旗手としての佇まいに、未だ戸惑いを

感じており、米国の偵察、情報搬送システム、絶対航空優勢下での近接航空支援のレ

ーザー指示器、現金をばらまくが如き心理作戦の有り様に、一方では、心惹かれ、他

方で、余りのレガシーの欠け振りに軽蔑感を有しているようにも看取される。そして、

かかる作戦部隊発祥の地である誇りを（正統性につき、それなりに意味はあるが）、

何時までも捨てきれないでいるが如く感じられる。

イ  英国で、SAS の話題は、一切、禁句となっている。現在作戦中であるかも知れず、

生命の危険や作戦に支障が生じる恐れがあるから、SAS については、一切、知らない、

触れないと徹底している。しかし、それは、一般国民、部外者に対してであり、各国

での記録を見る限り、政府間の協力要請に対しては、本家・家元として、次々とノウ

ハウの提供に励んでいることが窺い知れるのである。一つには、民族としての抗争の

歴史である北アイルランドのＩＲＡ問題等の経験から、安全に関わる秘密厳守の方針

が行き渡っており、かつ階級制度の残渣なのか、自ら認めるカウンターパート以外に

サービスは無用との姿勢である。

ウ   仏で印象的であったのは、英国に対する対抗意識である。情報を軽視するのは国民

的性向としながらも、過去の植民地抗争時代からの名残が特殊作戦部隊に留められて

いる。SAS に学んだとしながらも、作戦運用の要諦は、政治目的より、軍事支援作戦

が主体であり、発動は、国会の歯止めもなく、指導者の一存に任される等、タフな訓

練を経て育成される隊員以外の説明振りは、やや支離滅裂である。情報コンプレック

スが存在しているやに伺える。

エ   独は、特殊作戦部隊の用兵にも、民主主義国らしい気配りと、過去の秘密警察への
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反省からか、何ら後ろめたいことがないことを示したがっているような感じである。

そして、NATO 軍の一角としての重要性に対して更に国際的な認知を求めるが如き姿

勢である。日本とも、積極的に交流を求めるシグナルの様にも受け止められる。

（２）分 析

ア   人間の精神的な戦闘力に価値を認めているものであり、非正規戦における物量・技

術の優越を目指すよりも、対象とする敵に奇計をもって圧倒・殲滅する技法の充実を

目指しているやに伺える。従って、西欧においては、兵器システムよりも、個々の武

器の充実・発展に重点が置かれている様である。

イ  特殊作戦部隊の運用について、米国の圧倒的な軍事的影響度にあらがうべくもなく、

追認せざるを得ない状況下にある。また、新たな作戦運用の構築にさほど意欲は無く、

全般に軍事予算の裏付けに事欠けることから、特殊作戦部隊を全面に押し立てて、抜

本的改革を成そうとする米国のような熱気はまず見られない。

ウ   欧州においては、特殊作戦、特殊任務の暗い影は、永劫に付きまとうようであり、

我が国が直接学べる点は、原則事項、考え方の基軸以外には、余り無さそうである。

そうした意味で、やはり米国の特殊作戦部隊の動向が最も将来の参考になるように思

われ、米国の関連兵器システムの開発と在来型の通常戦力との兼ね合いを更に注目し

続ける必要がある。
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