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ブリーフィング・メモ 

 

ミサイル防衛の現状と課題 

 

防衛研究所研究部第2研究室 高橋杉雄 

 

はじめに 

 1998 年夏に、当時、海上配備型上層システム(Navy Theater Wide Defense: NTWD)と呼

ばれていた弾道ミサイル防衛（Ballistic Missile Defense: BMD）システムについて、ア

メリカと共同技術研究を開始する旨の決定を日本政府が下して以来、ほぼ10年が経つ。そ

の間、ミサイル技術管理レジーム（Missile Technology Control Regime: MTCR）や、弾道

ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範（Hague Code of Conduct against 

Ballistic Missile Proliferation:HCOC）など、弾道ミサイルの拡散を抑制するための国

際社会の努力がなされているが、それらは必ずしも成功したとは言えない。それを顕著に

示したのが、2007年7月の北朝鮮による大規模な弾道ミサイル発射実験の実施である。 

 こうしたことから、この10年間、物理的な対処手段としてのBMDの重要性は次第に高ま

ってきたといえる。日本政府は、2003 年 12 月に弾道ミサイル防衛システムの配備を決定

し、2007 年 3月に、航空自衛隊入間基地において、ペトリオットPAC3 からなるBMD のた

めの部隊の運用が開始された。こうして、日本も、弾道ミサイル攻撃への対処能力を備え

ることとなったのである。 

 

１．アメリカの弾道ミサイル防衛構想の現状 

 いうまでもなく、BMDの中心となっているのはアメリカである。アメリカは、2年ごとに

「ブロック」を設定して、そこで提示された目標に沿って開発と配備を進めている。2005

年度末を達成目標としたブロック 04 では、一部のイージス艦に BMD 能力を付与すると共

に、アラスカに地上配備迎撃体（Ground Based Interceptor: GBI）のテストベッド（実戦

運用も可能な実験施設）の配備がなされ、米本土防衛のための初期的能力が稼働を開始し

た。今年末を達成目標とするブロック06では、それらの能力をさらに強化されていくこと

になっている。ちなみに、現在ロシアとの間で問題になっている、ヨーロッパへのBMDの

レーダー基地および迎撃基地の配備は、ブロック10で提示されている目標である。 

 アメリカは、レーガン政権の時の戦略防衛構想(Strategic Defense Initiative: SDI)

以来、BMD に本格的に取り組んできている。現在のブッシュ政権は特に積極的で、クリン

トン政権末期の2000 会計年度に35億ドル、2001 会計年度に42億ドルであったBMD のた

めの研究開発費（弾道ミサイル防衛局向け支出）を、2002 会計年度には 70 億ドルとほぼ
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倍増させ、2007 会計年度には 94 億ドルを振り向けるに至った。なお、この増額分は、そ

の多くがABM制限条約を破棄したことを受けて本格的な開発が始まった米本土防衛用のシ

ステムに向けられたものである。 

 こうした、積極的なBMD開発を主導したのが、1998年に弾道ミサイル脅威に関する超党

派委員会の議長を務めたこともあり、BMD に対して特に関心の強いラムズフェルド国防長

官であった。そのため、昨年12月にラムズフェルドが国防長官を辞任したことを受け、後

任のゲーツ体制の元ではBMDの予算は削減されると予測した専門家も少なくなかった。そ

の意味で、本年2月に議会に提出された2008会計年度国防予算案は注目されたわけだが、

結果から言えば、BMD 用の研究開発費は 88 億ドルと、前年度の 94 億ドルに比して微減と

なった。これは、ブッシュ政権になって初めての減少であり、今後の動向が注目されると

ころである。 

 内訳を見ると、ターミナルフェイズ防衛システム（10.9億ドル→9.6億ドル）、ミッド

コースフェイズ防衛システム（30.4億ドル→25.2億ドル）（ここにはイージスBMDは含ま

れない）、ブーストフェイズ防衛システム（6.3億ドル→5.5億ドル）と、BMDの3つのフ

ェイズにわたりそれぞれ経費が削減されている。この中で特に削減額が大きいのはミッド

コースフェイズ防衛システムだが、それは主に、アラスカに配備するGBIの整備が一段落

しつつあることによる。実際、2013年までの支出見積もりを見ても、ミッドコースフェイ

ズ防衛システムの経費は、2009会計年度の23.6億ドルから漸減し、2013会計年度には11.8

億ドルとなるとされているのである（なお、アメリカの国防予算における支出見積もりは

あくまで見積もりであって、将来における現実の出費を拘束するものではない）。 

 こうした中、今後重視されていくことが予想されるシステムが、空中発射レーザー

（Airborne Laser: ABL）、BMDS迎撃体(Ballistic Missile Defense System Interceptor)、

多弾頭迎撃体（Multiple Kill Vehicle: MKV）である。ABL は、ボーイング B-747 の機体

を改造してレーザー発射装置を取り付け、ブーストフェイズにおける迎撃を行うシステム

で、7 月 9 日に試験用に搭載されている低出力レーザーを標的機に照射することに成功し

た。レーザー光線が空気によって攪乱されるために射程距離が限られること、また母機を

鈍重な B-747 とする関係上圧倒的な航空優勢が必要とされることなど、ABL には運用上の

制約も少なくないが、弾道ミサイルの迎撃が最も容易とされるブーストフェイズを対象と

するシステムであるために、アメリカでの期待は大きい。2013年までの支出見積もりを見

ても、いったん2010 会計年度に4.5 億ドルまで減少した後、2011 会計年度には6.8 億ド

ル、2013会計年度には10.3億ドル支出されるとされている。 

 BMDS迎撃体は、言ってみれば次世代の地上発射迎撃システムである。第一世代の地上発

射のミッドコース防衛システムであるGBIは固定式サイロから運用される。ところが、BMDS

迎撃体は、固定式ミッドコース迎撃基地からも運用可能であるが、移動式の発射台からの
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運用も可能としたもので、前方展開することによってブーストフェイズやアセントフェイ

ズ（ブーストフェイズ後、ブースターは燃え尽きたがまだミサイルは上昇している段階）

における迎撃をも行うことができる柔軟性を持ったシステムである。予算的には、2008会

計年度以降漸増し、2013会計年度には5.7億ドルが支出されると見積もられている。 

 MKVは、1つのミサイルに複数搭載できる迎撃体を開発するための計画である。飛来する

弾道ミサイルに対する迎撃成功率は、言うまでもなく迎撃体の数に比例する。現在のとこ

ろ、1 つのミサイルには 1 つの迎撃体しか搭載されていないが、多くの迎撃体を 1 つのミ

サイルで打ち上げることができれば、その分迎撃の確実性が高まるのである。また、1 つ

のミサイルで複数の弾道ミサイルを迎撃することも可能となり、弾道ミサイル対処能力は

飛躍的に高まると予測される。2008会計年度では2.7億ドルが振り向けられているが、そ

の後漸増し、2013会計年度には8.4億ドルが支出されると見積もられている。 

 このように、アメリカは第一段階のBMDシステムを配備し、着々と次の段階のシステム

を開発しようとしている。次に、日本の状況について概観することとする。 

 

２．日本のミサイル防衛システム 

 日本の弾道ミサイル防衛への関与は、SDI 計画において、米国政府と日本企業とが直接

契約する形で 1989 年から行われた「西太平洋ミサイル防衛構想研究（Western Pacific 

Missile Defense Architecture Study: WESTPAC）」を皮切りとする。その後、1993 年に

日米で合意して行われた、米国防省と防衛庁との間の戦域ミサイル防衛（Theater Missile 

Defense: TMD）ワーキンググループを経て、1998年に海上配備型上層システムに関する日

米共同技術研究が始められ、2003年のBMD導入に関する安全保障会議および閣議決定によ

る配備、引き続く2005年の安全保障会議および閣議決定による能力向上型迎撃ミサイルに

関する日米共同開発へと至っている。 

 この一連の日本のBMD整備構想においては、「研究」「開発」「配備」がそれぞれ別の

段階と位置づけられている。つまり、研究に着手したからといって自動的に開発段階への

移行が予定されているわけではないし、研究・開発とはまた別のシステムが配備されるこ

ともあり得るのである。その上で、現在の弾道ミサイル脅威に対応するための、既に実用

化の見通しがついたシステムの導入と、将来の弾道ミサイル脅威を念頭に置いた研究・開

発の2つの流れで日本はBMDの整備計画を進めている。 

 前者は、前述の2003年の安全保障会議および閣議決定に基づいて進められているもので

ある。これにより、2012 年までに、イージス艦4隻、ペトリオットPAC3 高射群 4個、新

型レーダー（FPS-5）4 基、既存レーダー改修（FPS-3 改）7 基、自動警戒管制システムへ

の弾道ミサイル対処機能の付加からなるBMDシステムが整備されることになる。なおこの

うち、既に1個高射群が入間基地に配備され、2007年3月より運用されている。 
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 後者は、前述した2005年の安全保障会議および閣議において開発段階への移行が決定さ

れた「能力向上型迎撃ミサイル」と呼ばれるもので、1999年に始められた日米共同技術研

究の流れを受けたスタンダードミサイルSM-3ブロックIIAである。SM-3ブロックIAでは、

第2弾ロケットモーターよりも上の部分の直径は13.5インチなのに対し、これはその部分

の直径が21インチあることから、「21インチ迎撃ミサイル」とも呼ばれる。ブロックIA

の場合、日本全土を防衛するためには2隻のイージス艦を配備する必要があるが、ブロッ

ク IIA であれば、1 隻のイージス艦で日本全土をカバーすることができると考えられてい

る。そのため、ブロックIIAの開発に成功し、その後配備の決定がなされた場合には、BMD

システムをより効率よく運用することができるようになるのである。 

 

３．今後の課題 

 このように、弾道ミサイル拡散の脅威が深まる中、日米とも、着実にBMDの整備を進め

てきている。ここでは、日本が今後整備を進めていく上での課題を3点指摘しておくこと

としたい。 

 第1に指摘しておくべきことは、日米の緊密な協力を確立することである。日本の弾道

ミサイル防衛システムは日本独自で運用されるが、日米の弾道ミサイル防衛システムの間

で、迎撃すべきミサイルに関する情報を共有することが、迎撃の効率性を高めていくこと

は言うまでもない。また、日米双方の弾道ミサイル迎撃システムが混在する日本周辺にお

いては、統一的な迎撃指揮統制を行わなければ、あるミサイルに対して重複して迎撃を行

ったり、あるいは迎撃漏れが生じてしまう可能性がある。こうした課題を解決していくに

は、有事における迎撃指揮統制についての適切な協力体制を日米で確立していく必要があ

る。2005年10月29日の「2+2」会合で発表された「日米同盟：未来のための変革と再編」

で、日米の共同統合運用調整所の設置が定められたことは、そのための大きなステップで

ある。今後、具体的な協力体制の在り方について、日米共同訓練なども通じながら日米で

検討が進められることが望まれる。 

 第2の課題は、限られた防衛予算の中で、他の装備の整備構想との優先順位をどのよう

に設定するかである。ペトリオットPAC3の迎撃体1発の値段が戦車1両にほぼ相当するな

ど、BMD自体非常に高価なシステムである。 

 平成 18 年度の日本の防衛費の総額は約 4 兆 8139 億円だが、そのうち人件・糧食費が

44.3％の2兆1337億円、後年度負担としての支出が1兆7542億円を占めており、政策経

費として用いることのできる一般物件費は9260億円となる。ただ、政策経費である一般物

件費にしても、固定経費に近い基地対策経費等が41%の約4000億円を占めている（そのう

ち約1800億円はいわゆる「思いやり」予算として支出されている在日米軍駐留経費負担）。

そうした中、現在のBMDの整備計画の総額は約8000億円に達し、年間約1400億円が支出
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されているのである。もちろんそのすべてが単年度で支出されているわけではないが、現

在の防衛費における調達関連経費において、ミサイル防衛が大きな比重を占めていること

は間違いない。一方、弾道ミサイル脅威が深刻化しつつあるとしても、日本に対する脅威

は弾道ミサイルだけではない。F-X（戦闘機）、C-X（輸送機）、P-X（対潜哨戒機）プログ

ラムなどの調達も行わなければならず、すべての資源をBMDに集中することはできないの

である。よって、防衛力整備の優先順位付けを的確に行い、また、防衛力の「多機能・弾

力的・実効性」を今後さらに高めていくことが必要になってくる。 

 第 3 の課題は、BMD に関する基本的な戦略構想の設定である。現在進行中の BMD 整備計

画は、いわば初期配備というべきもので、日本の国土のほとんどを防衛するのに必要な能

力を一通りそろえることに主眼がおかれている。言い換えれば、「隙のない防衛態勢」を

構築することを目指していた、1995年策定の防衛大綱までの基盤的防衛力構想的な発想に

基づく整備計画であるといえよう。アメリカの拡大抑止が全体として機能することを前提

とし、それを補完するものとして日本のBMDは位置づけられていることから、こうした発

想は自然なものであるといえよう。 

 他方、2012年に初期配備が完了した段階で、第2段階の配備をどのような戦略構想に基

づいて進めるべきかは議論しておくべき必要があろう。1 つの考え方は、基盤的防衛力構

想的な発想に立ち続けながら、能力的な更新（スタンダードミサイルSM-3ブロックIAか

らブロックIIＡへの更新など）を進めていくことである。もう1つの考え方は、所要防衛

力的発想に立ち、周辺諸国の弾道ミサイル戦力の規模を考慮して、迎撃体の配備量を定め

ることであろう。 

 筆者はこのうち、アメリカの拡大抑止が機能する限り、大規模な弾道ミサイル攻撃が日

本に対してなされることは考えにくいため、当面、後者のオプションを採る必要はないと

考えている。基盤的防衛力構想的な発想に立ち、一定の防衛能力を整備しつつ、アメリカ

とのインターオペラビリティを強化することを通じて拡大抑止の信憑性を高めていくの

が、最も費用対効果の高い方策であろう。ただその一方で、将来のリスクに備えて、より

高性能で、より安価な迎撃システムのための研究開発を行うことも必要である。 

 

おわりに 

 BMD の技術的な難しさを表す有名な比喩に、「弾丸で弾丸を撃ち落とすようなもの」と

いうものがある。弾道ミサイル脅威が増大し続ける中、技術的困難を克服するために、ア

メリカはBMDのための投資を着実に積み重ね、ついに一定の能力を持つ迎撃システムを配

備するに至った。今後も、アメリカは引き続き投資を続け、さらに有効な迎撃システムの

開発に向かって行くであろう。 

 そのアメリカと協力して、日本が、BMDの技術研究を開始して以来、早くも10年近くが
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経つ。その決定当時、日本におけるBMDをめぐる議論の中心にあったのは、アメリカとど

のように協力すべきか、あるいはそもそもBMDを導入すべきかといった論点であった。日

米共同技術研究が共同開発へと進展し、現実にペトリオットPAC3が運用され始めた現在、

そういった論点はもはや過去のものとなった。しかしそれは、BMD をめぐる議論の終結を

意味するものではない。たとえば、北東アジアの戦略的な安定を最大化するために、どの

ような配備態勢が望ましいか、また、配備されたBMDを、戦略的にどう活用していくかと

いった点などが、BMD にまつわって現在議論すべき論点であろう。たとえば、中国の中距

離弾道ミサイル戦力の透明性の向上につながるようなある種の軍備管理レジームの構築に

至る方策など、様々な形でBMDに関する政策論が展開することが望まれる。 
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