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  ブリーフィング・メモ 

本欄は、安全保障問題に関する読者の関心に応えると同時に、防衛研究所に対する理解を深め

ていただくために設けたものです。 

御承知のように『ブリーフィング』とは背景説明という意味を持ちますが、複雑な安全保障問

題を見ていただく上で本欄が参考となれば幸いです。 

なお、本欄における見解は防衛研究所を代表するものではありません。 
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研究部第 1 研究室主任研究官 片原 栄一 

                  研究部第 2 研究室所員    坂口 大作 

 

はじめに 

2006 年 2 月 6 日、ラムズフェルド国防長官は、2007 年会計年度国防予算案とあわ

せて 2006 年版「4 年毎の国防計画の見直し」（06QDR）を議会に提出した。97 年以

来 4 年毎に国防戦略と所要戦力の包括的見直し作業を行い、その結果を QDR として

議会に提出することが「合衆国法典第 10 篇」によって国防長官に義務付けられてお

り、今回の QDR は、97 年と 2001 年のものに続く 3 回目のものである。06QDR は、昨

年 3 月に公表された「国家防衛戦略」における戦略的指針に基づいて、今後 20 年先

を視野に入れて策定された国防計画の青写真である。 

 

策定プロセス 

06QDR の策定プロセスにおいて、2001 年に公表された前回の QDR とは異なる幾つ

かの特徴が見られた。第 1 に、イラクやアフガニスタンなどにおけるテロとの闘い

と、昨年 8 月末に米国南部を襲ったハリケーン「カトリーナ」への対応から得られ

た教訓などを踏まえて策定されたことである。テロとの闘いの継続による人的資源

の逼迫、ハリケーンなどの自然災害における州兵や予備役の役割、イラクにおける

米軍駐留やハリケーン被害の復旧費から生じる財政的制約など、さまざまな新しい

要因が今回の QDR に反映されている。第２に、米国防省および米軍の上級幹部が直

接関与するというトップダウン方式で策定されたことである。すなわち、上級幹部

の指導の下に、①能力の組み合わせ、②統合促進、③役割・任務および組織、④人

員および戦力配置、⑤業務処理の効率化、⑥法的権限のそれぞれを検討する 6 つの



チームが編成され、①過激なテロ集団を打破するための協力態勢の構築、②万全な

国土防衛、③戦略的分岐点にある諸国家の選択の好ましい方向への誘導、④敵対的

な国家あるいは非国家主体による大量破壊兵器の取得・使用の阻止、という 4 つの

重点領域（focus areas）について、それぞれのチームにおける検討作業を経て策定

された。第３に、国防省以外の政府機関、議会、産業界、同盟国や友好国などとの

意見交換の成果を反映させたことである。 

 

注目すべきポイント 

今回の 06QDR について注目すべき点として、以下の 6 つが挙げられる。 

第 1 に、テロとの闘いを、アフガニスタンやイラクにとどまらず、世界の各地に

拡散したテロリスト・ネットワークに対する「長期戦」と位置付け、その対処能力

の構築を追求している。例えば，テロリストのネットワークを打破する戦力を強化

するため、さらには大量破壊兵器（WMD）の拡散予防措置が失敗した場合にテロリス

トによる WMD の取得を防ぎ、WMD を探知・捜索・撤去する能力を強化するため、特

殊作戦部隊(Special Operations Forces)の 15 パーセント増員、特殊部隊大隊

(Special Forces Battalions)の数の増加、海兵隊に特殊作戦軍の創設、無人偵察機

（UAV）部隊の創設、心理戦部隊・民生部隊の 3,500 人増（33 パーセント増）など

を明記している。長期戦での勝利のために、味方の勢力（partners）との連携・協

力を強化することによって、間接的なアプローチ（indirect approach）を重視し、

さらに、アラビア語、ペルシャ語などの外国語の能力と地域文化に対する素養を習

得させる必要性も強調している。この背景には、現地における味方の勢力の方が、

米軍よりも地域の事情に通じており、地域住民にとっての正当性も高いために、よ

り効果的にテロリスト・ネットワークを闘うことができるという率直な認識がある

といえよう。 

第 2 に、多様化･複雑化する 21 世紀型脅威に対して、国防省のみ、あるいは米国

のみで対処するには限界があることを率直に認め、省庁間の連携・協力や海外の同

盟国・友好国との連携・協力の重要性を強調している。第 1 期ブッシュ政権におい

て見られた「単独行動主義」とは決別したとも受け取ることができるが、日本を含

む米国の同盟国・友好国に対する期待がこれまで以上に大きいことに留意すべきで

あろう。米国は、新たな安全保障上の課題に対処する上で、同盟国の持つ独特の能

力と特性を最大限に活用しつつ、さらに同盟国・友好国が米国と共同対処し得る能

力を向上させることを強く求めている。 

第 3 に、06QDR においては、必要とされる戦力規模の考え方にも変化が見られた。
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2001 年の QDR では、いわゆる「1－4－2－1」戦力態勢(force planning construct)

が採用された。これは、①米国の国土防衛、②世界の 4 つの重要な地域（欧州、北

東アジア、東アジア沿岸部、中東・南西アジア）における前方抑止、③同時に 2 つ

の戦域における敵の打破（うち１つにおける体制転換・占領を含む決定的な勝利の

ためのオプションを保持）、④限定的な数の小規模緊急事態への対処が遂行できる

戦力態勢である。今回の 06QDR では、この「1－4－2－1」戦力態勢が抜本的に見直

され、「伝統型」（通常戦争などの脅威）の安全保障上の課題に対処する能力を維

持しつつ、「非正規型」（テロなどの非正規手段による脅威）、「破滅型」（WMD

を用いたテロやならず者国家による脅威）、「混乱型」（サイバー攻撃などの脅威）

の課題にも対応できるバランスのとれた能力へと重点を移行させている（図表１参

照）。そして、①国土防衛(Homeland Defense)、②テロとの闘い／非正規戦(War on 

Terror/Irregular Warfare)、③通常戦争(Conventional Campaigns)の 3 つに焦点を

当てた新たな戦力態勢が採用された（図表２参照）。この新たな態勢に基づいて、

通常時(Steady-state)および非常時(Surge)における戦力の質と規模が策定されて

いる。ここで注目すべきことは、米国は引き続きほぼ同時に２つの通常戦争（もし

くは、すでに１つの大規模な長期的非正規戦に従事している場合は、１つの通常戦

争）を遂行する戦力態勢を維持する一方で、国土防衛およびテロとの闘い／非正規

戦を遂行できる戦力態勢の構築を図ることである。また、このような新たな戦力態

勢を構築するうえで、米国は、同盟国・友好国に対して、より高いレベルの貢献を、

通常時および非常時において期待している。 

第 4 に、今回の 06QDR においては、従来の抑止(deterrence)の概念に修正が加

えられている。すなわち、冷戦期のような国家の正規軍のみに対する抑止ではなく、

ならず者国家、テロリスト・ネットワークおよび軍事的競争相手となる国家など多

様な脅威に適応するための新たな抑止(tailored deterrence)の概念を採用してい

る。テロリストに対しては軍事力による抑止が効きにくい、あるいは効かないとい

う従来の議論を踏まえて、抑止の概念を精緻化させ、特殊部隊による作戦、パート

ナーとの共同作戦、さらには金融措置等などの非軍事的手段によって、テロリスト

の活動を制限することを追求している。 

第 5 に、中国、ロシア、インドなどについて、「（これらの国ぐにの）選択が 21

世紀の国際安全保障環境を決定づける上で主要な要因となる」として重視し、特に

中国については、「経済的パートナーであるとともに、責任ある利害関係者

（stakeholder）」となることを期待しつつも「米国にとって軍事的に最大の潜在的

競争国」であるとして懸念している。中・長期的将来、仮に中国などが米国に敵対 
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図表１：06QDRにおける4つの課題と重点

 

出所：U.S. Department of Defense, “Quadrennial Defense Review Results” (February 3, 2006)

より作成 

 

図表２：  精緻化された戦力態勢 
(Force Planning Construct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：U.S. Department of Defense, “Quadrennial Defense Review” (February ６, 2006) 

 4   



する危険に備えて、平時には紛争や威圧を抑止し、有事の際には米軍の行動の自由

を確保できるような態勢を構築する必要性を指摘している。 

最後に、アジア太平洋地域の重視が、今回の 06QDR の注目すべき点として挙げら

れる。世界で展開する空母を 12 隻から 11 隻に削減する中で、6 隻の空母および潜

水艦の 60％（現在は 50％）を太平洋側に展開させて、アジア太平洋地域における有

事対応や抑止力の強化を図っている。 

 

評価と今後の課題 

欧米のメディア報道や専門家によれば、06QDR には、長期的な国防予算計画が示

されていない、主要兵器（F-22 戦闘機、DDX 駆逐艦等）の開発・配備計画について

の変更（中止を含む）が先送りされている、テロとの闘いを遂行する上で陸軍兵力

が不十分である、潜水艦発射のトライデント長距離弾道ミサイルに通常弾頭を搭載

することは戦略的不安定をもたらしかねないことなど、厳しい評価もあり、今後も、

米議会、関連省庁、研究機関などで多面的な分析や評価が加えられるであろう。米

国防省は、今後 10 カ月の間に、2008 年度から 2013 年度までの期間における国防予

算計画を含む「将来防衛計画」(Future Years Defense Program)を策定することに

なっている。また、新たな安全保障上の課題に国の総力を結集して取り組むために、

その指針となるべく「国家安全保障計画指針」(National Security Planning 

Guidance)および「国土安全保障計画」 (Homeland Security Plan)が策定されるも

のと見込まれている。 

日本としても、21 世紀の安全保障上の課題に対して、主体的に役割・任務を担い、

米国と共同で効果的に対処できる能力を構築していく必要があろう。しかしそれは、

国防に携わる組織や軍事力だけに限ったものではなく、国の総力を結集した取り組

みとならざるを得ないことを 06QDR は示唆している。 

 

（2006 年 2 月 22 日脱稿） 
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最近のブリーフィング・メモ一覧 

２００６年 

１月  「『変革』後の日米同盟を考える：国際平和協力活動を中心に」山口 昇 

 

２００５年 

１２月 「武器貿易条約（ＡＴＴ）の課題」             佐藤丙午 

１１月 「新しい脅威と日本の対応 

－防衛研究所／防衛分析研究所共同セミナーの取組み－」  橋本靖明      

１０月 「次期ＱＤＲ策定作業の現状と課題」            高橋杉雄 

９月 「史上初の中露合同軍事演習－加速するロシアの中国接近－」 兵頭慎治 

８月 「構造転換期の日中関係－局面打開から日中協力へ－」    増田雅之 

７月 「米国における統合の強化－1986 年ゴールドウォーター 

・ニコルズ国防省改編法と現在の見直し論議－」      菊地茂雄 

６月 「スマトラ沖津波と地域安全保障への影響」         恒川 潤 

５月 「国際紛争と民軍協力」                  吉崎知典 

４月 「ブッシュ政権と大量破壊兵器の拡散防止」         小川伸一 

３月 「軍隊による災害救援活動の歴史的教訓―関東大震災を例として―」 

庄司潤一郎 

「暫定国民議会選挙後のイラク情勢」            小塚郁也 

２月 「集団的自衛権再考」                   高井 晋 

１月 「荒木レポートにおける日本の安全保障戦略と安全保障政策研究」 

近藤重克 

 

過去のブリーフィング・メモは、防衛研究所ウェブサイトで閲覧できます。 

 

 

ブリーフィング・メモに関する御意見、御質問等は下記へお寄せ下さい。 

なお、記事の無断引用はお断りします。 

防衛研究所企画室 

専用線 : ８－６７－６５２２、６５８８ 

外 線 : ０３－３７１３－５９１２ 

ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９ 

E-mail :  nidsnews@nids.go.jp 

※ 防衛研究所ウェブサイト：http://www.nids.go.jp
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