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[要約] 

第１章 冷戦終結からイラク戦争直前までの情勢等 

  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。しかし、その反面、新たな

核保有国の核管理の不備、グローバリゼーションの加速がもたらした問題、地域紛争の増大といった

新たな問題が発生することとなった。 

湾岸戦争、９．１１同時多発テロ、イラク戦争等は国際社会に大きな影響を及ぼしたが、これらの紛

争を見るとき冷戦終結以降のこうした大きな潮流を考慮する必要がある。 

湾岸戦争は、イラクとクウェートの間の油田を巡る国境線問題、イラン・イラク戦争後のイラクの経済

的低迷等からサダム・フセインのクウェート侵攻によって始まった。この戦争は、米軍を中核とする多

国籍軍の圧倒的勝利に終わった。 

９．１１同時多発テロは、世界を震撼させるものであった。国際社会にはこれを契機に次のような認識

の変化が見られるようになった。 

     ①国際社会の主要関心事がテロとの闘いになった。 

     ②テロとの闘いは、敵が国ではなく目に見えないテロ・ネットワークである。 

     ③テロとの闘いは、国外と国内で闘わねばならない「二正面」の闘いである。 

     ④大量破壊兵器がテロリストの手に渡る危険の懸念が益々高まってきた。 

アフガニスタンにおける軍事作戦は、同時多発テロをオサマ・ビン・ラーデンの率いる国際テロ組織

「アル・カーイダ」によるものと特定、国連安保理は同時多発テロを非難し、これを国際平和と安全に

対する脅威とする決議を採択、米英軍による航空攻撃をもって軍事作戦が開始されることとなった。 

タリバンによるアフガニスタン支配が終わった段階で軍事作戦は終了したが、オサマ・ビン・ラーデン

等の行方は依然としてつかめておらず、現段階においても世界の何処ででもテロを実施できる危険

な状態が続いている。 

米国は冷戦時代を通じてその軍事機構の全力を挙げて、ソ連の第三世界への浸透に歯止めをかけ

つつ、ヨーロッパに対する侵略を防止することに努めてきた。 

冷戦の終結に伴いこの体制の見直しが行われ、新たなたな戦略が確立された。それは、化学兵器や

核兵器で武装した「ならず者国家」を国際社会の危険な存在と認識し、これに対処することを主眼と

したものであった。 

しかし、９．１１同時多発テロは、世界を震撼させ、同時に、米国にも戦略の見直し迫ることとなった。 
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この結果米国は、次の４つの目的のために戦力を構成するとした。 

米国の国土を防衛する。 

４つの主要な地域において前方抑止する。 

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。 

限定的な数の小規模緊急事態に対処する。 

また、2002 年 9 月 20 日に発表された「米国の国家安全保障戦略」においては、大量破壊兵器を使

って攻撃する恐れのある国等、いわゆる「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た。 

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を形成を推進しようと

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があると分析し、ロシ

アの軍事的国益（独立、主権、領土の防護、侵略の阻止等）に対する脅威として、国際テロリズム、

国連等の役割を低下させようとする動き、ＮＡＴＯの東方拡大をあげて対処している。 

欧州主要国は、ワルシャワ条約機構の解体によって中東欧州地域に安全保障上の空白ができたと

する認識に立って既存の安全保障の枠組みの強化・拡大等を図る等多様な事態への対応能力の

確保について努力している。 

 

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）米英合同軍の戦力概要 

  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。 

 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。 

(２)戦争理論と作戦上の特色 
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 ア．衝撃と畏怖（Shock and Awe） 

  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。

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、

一路首都目掛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(Effect Based Operation : EBO） 

 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 時間以内に攻撃が可能とされた。 

 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。この考え方はラムズフェルド理論として定

着したが、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 

 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。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。   

（３）開戦から戦闘終結まで 

 ア．開戦劈頭  

  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した。 

 イ．大規模航空攻撃 

 3 月 21 日午後 9 時、大規模な航空攻撃が開始された。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
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に投下したと発表した。クエート国境西側では、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）が並んで越境し、

バグダッド方面に向けて進攻した 

 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）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。海兵隊は、ナシリア付近で暫く進撃が停滞した。 

 エ．作戦部隊の全戦線停滞 

 24 日、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、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。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。 

 オ．バクダッド南への進撃と猛烈な空爆 

 3 月 27 日、イラク軍司令部は、北に配置していた師団を首都南方面への移動し始めた。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。  

 カ．首都バグダッド攻略作戦 

 4 月 5 日、先駆けとして、第 3 歩兵師団第 2 旅団の 2 個戦車大隊が、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。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、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。 

（４）戦闘終結以降のテロ対処 

 ア．戦後の経緯 

 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
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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。 

   イ．CSIS の「イラクの軍事情勢」報告書 

  米国ワシントン 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)には、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、首都バグダッ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いる。 

 ウ．米陸軍の兵力不足 

  CPA のブレマー代表は、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と述べた。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。 

 

 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、イラクは 10 年余にわたる国連による経済制裁、米軍を主力とする連

合軍による軍事監視等の後に戦った戦争であったが、米軍にとっては現在進めている軍事変革の

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。また作戦実施の面から言

えば、実質的な統合作戦が初めて行えた戦争でもあった。そしてこのような作戦遂行を可能ならしめ

たのは、精密誘導兵器とこれらの作戦を支援する各種支援兵器、特殊部隊、そしてこれらを効率的

効果的に指揮統制する C3I システムとネットワークであった。 

  新しい装備、顕著な効果としては、まず精密誘導爆弾（PGM）があげられる。アフガニスタン戦争

においては限られた種類と数の PGM しか使われなかったが、イラク戦争においては、誘導爆弾

（GPS）、レーザー誘導爆弾、GPS とレーザーの複合誘導爆弾及び巡航ミサイルトマホークというよう

に多種類のものが多数使われた。これらを目的に応じて使い分けるとともに、副次的な被害を出さず

に目標物（人）のみを破壊することができた。 

次に UAV の活躍があげられる。湾岸戦争では 1 種類、アフガニスタン戦争では 3 種類、今次のイラ

ク戦争では 10 種類のものが使われた。UAV は主にセンサーとして使われたが、中でもグローバルホ



8 

ークは、航続距離、滞空時間が長いこと及びレーダー、IR、光学センサーを搭載して状況に応じて

使い分けができること等から大いに活躍した。特に爆撃機と連携したタイムセンシティブなターゲット

に対する攻撃では威力を発揮した。   センサーに関しては、UAV のほか U-2、E-8（JSTARS）等も

含めて、多様なセンサーと C3 によって戦場認識の精度とタイムリーさが飛躍的に向上した。作戦の

精度とタイムリーさの向上は、戦場認識のみにとどまらず、作戦準備の段階から作戦実施にわたる作

戦全般に言えることであるが、ネットワークセントリックな作戦体制への変容の核心を形成する C4ISR

の最新のものが、今次のイラク戦争で実戦に供され、随所にその威力を発揮した。 

  今後の装備に与える影響としては、①プラットフォームの性能向上よりも指揮・統制・通信・コンピ

ュタ・情報・監視・偵察（4ISR）性能の向上を重視する、②UAV の性能向上と活用拡大、③精密誘

導爆弾の精度向上並びに小型化、等が言えよう。 

 

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 

  過去 10 数年の間に湾岸戦争、コソボ紛争、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、装備の質的変動は目覚しいも

のがある。 

  近年における防衛装備の質的変動は、民生産業分野で急激な進展を遂げてきた情報通信技

術を軍事に取り込むことによってもたらされた。即ち、これまで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 中心の装備へと変容していったことがその

核心である。 

  このような防衛装備の質的変動をもたらしたものは、冷戦終結後において多用な脅威が顕在化し

てきたことに伴い、これら多様な脅威に有効に対処するために、従来の装備品やドクトリンでは対処

できず、これに代わる新しい装備やドクトリンの開発が求められてきたことが、その遠因として挙げられ

る。直接的な要因は、民生分野で急激な進展を遂げている IT を軍事分野にスピンさせることによっ

て、軍事目的のより効果的、効率的な達成が可能であることに着目したウエポンシステムの情報化で

ある。そして近年における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

向性を与えている。 

  防衛装備の質的変動の今後の動向としては、C4ISR の高性能化、精密誘導段（PGM）の多様
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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。具体的な装備品の

動向ということから言えば、米国防省の「4 年ごとの防衛見直し 2001」が、防衛装備の質的変動の短

期的な動向を、そして米国防省の DARPA が計画する研究開発の方向が、中長期的な変動の動向

を示唆するものということができよう。 

  次にこれら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としては、まず防衛機器

産業の情報化とグローバル化である。そして相前後して起こった冷戦終結とこれによる防衛調達予

算の大幅な長期にわたる削減の結果、防衛機器産業は生産能力の大幅な整理縮小が求められ大

規模な吸収合併が進展していったが、このような情報化とグローバル化と M&A が同時進行する中で、

防衛機器産業は産業構造と生産体質の変革を進めていった。 

  防衛機器産業の今後の動向としては、情報化とグローバル化は今後益々進展していくであろうし、

欧米の巨大企業の地位は変わらずあり続けるものと思われ、これに次ぐ企業は巨大企業との差別化

を明確にしたものが生き残っていくこととなろう。 

 

第 5 章 今後の安全保障・防衛戦略 

国際社会は、構造的変革の時期を迎え、軍事・非軍事の複雑且つ多様な危険因子が脅威と成り、

冷戦の時代以上に弱肉強食の時代になりつつある。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。 

米国では、冷戦終結後縮小した国防予算が、「テロとの戦い」により大幅に増額している。巨大化・

効率化・少数化した米国の国防産業は、好調な経営が続くものと思われる。 

現在の世界では、経済システムで、共産主義中国や強権的体質の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柔軟で実効性

が高い国際秩序維持システムが機能している。 

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、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等から海外展開部隊の再編成、駐留配置の見直

しを行っている。その方向は未だ流動的であるが、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。 

一方で、ロシアでは、プーチン大統領が、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、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
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ばし続ける中国は、その増加に拍車をかけ、フランス等も今後は国防関係支出増大を予測している。

イラク戦争後の主要各国の軍事戦略の動向から世界の動きを見れば、世界の列強は、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進に対応するため、等しく米国を追って軍の近

代化・情報化に狂奔し始めた。 

わが国も、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、その対応は極め

て不十分である。 

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。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、特に東アジアにおいては国際紛争生起の蓋然性は飛躍

的に増大する。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。

日米共同は、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。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。 

 

第 6 章 わが国の防衛機器産業に及ぼす影響 

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、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。 
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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。 

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。わが国の防衛産業は、国

際競争において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。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。防衛装備を生産するためには、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

衛力そのものであり、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。 

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おり、また、情報技術の飛躍的向上に伴う軍事革命に速やかに着手すること

が必要である。 

防衛産業も、自衛隊も、改革のネックになっているのは防衛政策と予算上の制約であり、国家的処

置が必要である。また、日米装備協力については、発展させる環境の変化が進んでおり、過去の日

米摩擦で生じた日米相互の不信感解消のため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。 

 16 年度予算における弾道ミサイル防衛システムの整備は、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。このため防衛産業は、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・利益率は更に低下し、採算性の低
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い分野を担当する防衛産業は、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が他の防衛力及び防衛産業に及ぼす影響について

十分に分析調査し、所用の国家的処置をとることが必要である。 

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。国外の敵基地を攻撃するような

困難な作戦のためには、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、克服すべき課題は多く、各防衛産業の

衆知を集める国家的処置が必要である。 

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。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、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

戦いにおけるネットワークセントリックウオーフェア（NCW）のノウハウを確立することは喫緊の重要課

題であり、電波法の適用を見直す等、国家的施策が必要な時代になっている。 

情報化革命は夜暗にも及び、昼夜間連続戦闘に対応する体制改革と情報化の推進は陸上自衛

隊の深刻な課題であるが、多品種少量生産の度合いが海空に比し著しく高いため、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。 

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。イラク戦争における米軍の兵站の成功の影には、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り、わが国においては特に見習うべき所が多い。 

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。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。

過去高価な兵器であった精密誘導弾は、費用対効果上安価な兵器となった。しかし精密火力を十

分に保有していても在来型の広域面制圧爆弾が作戦上必要な場合も生じた。未だ運用上の問題

も残り友軍相撃事故も起こった。わが国に JDAM 等を導入する場合は、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、マイナーなわが国の弾薬・火薬メーカー等には国家的処置が

必要である。 
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自衛隊の任務が益々拡大するなかで、イラク戦争等の教訓から自衛隊に特殊作戦群が新たに作ら

れるが、それを生かしゲリラやテロリストに対処するためは、一般部隊にも特別の装備を開発する等、

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。関係各省庁と国民

の幅広い理解と支持が必要である。 

 イラク戦争後の復興などに係る列国の活動等に見るとおり、自衛隊も、広く世界の各地において平

和の回復・維持等のための活動を期待される時代になっており、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。 

イラク戦争は新しい装備の開発・導入のあり方、在来装備の換装・改修・連接等のあり方に多くの示

唆を与えている。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が実現したが、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

招来する可能性がある。また、今後は情報戦の優者が戦いを制するが、情報戦の帰趨は、一つの技

術的革新で逆転しかねない。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り、今後

情報技術利用が適切になされなければ、情報の共有は徒に情報の過多を招き戦闘の阻害要素に

なる。更に、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。米軍に対抗する側の課題は、①抗堪性の飛躍的向上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③対空火力等の強化である。 

またイラク戦争では、注目すべき戦法、システム、装備等が出現し、今後の検討課題も残した。GPS

精密誘導爆弾とデジグネーターの連結、近年の技術的可能性が航空兵器と地上兵器に与える影

響、空軍のパッケージアタックの今後の発展、フラット型の指揮命令・系統採用等については、その

効用と限界などについて今後詳細な分析が必要である。 

 

 


