
平成３０年９月
防衛省

我が国を取り巻く安全保障環境（防衛）
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①グローバルな安全保障環境
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戦略的競争

○パワーバランスの変化に伴い国際社会の多極化が更に進展。
○経済・軍事的手段からソーシャル・ネットワークまで、あらゆる手段を用いて行われる国家
間の戦略的競争が生起。
・常態化するグレーゾーン事態

⇒ 平素からあらゆる領域を活用して情報収集・警戒監視や事態深刻化の抑止等の対応をとる必要性
が増大するとともに、軍事力を用いた武力紛争に急速に発展するリスク

・新たな戦闘様相としてのハイブリッド戦
⇒ 国家が主体か不明なため、対応のための国際法が未整備

中国の融資で建設されたハンバントタ港（ス
リランカ）。2017年、債務減額と引き換えに、
中国国有企業が99年間の商業運営権を取得

2016年8月、尖閣諸島周辺で

活動する中国公船と中国漁船
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2014年、クリミアに現
れ、地域を制圧した不明
部隊



各国の国防費及び対ＧＤＰ比（2017年度）
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国防費（億ドル） 対ＧＤＰ比（％）
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日 米 中 露 英 独 仏 伊 加 豪 印 韓

国防費 492 5,689 2,979 1,183 498 475 513 282 149 239 1,459 460

対GDP比 0.9 2.9 1.3 3.1 1.8 1.1 1.8 1.2 0.9 2.0 1.5 2.3

（参考）ＮＡＴＯ公表
値による対GDP比

- 3.57 - - 2.11 1.24 1.78 1.15 1.36 - - -

１ 国防費については各国発表資料によるものであり、GDPについてはIMF公表のGDP値（現地通貨ベース）。ドル換算については2017年購買力平価（OECD公表
値：2018年9月時点）を用いている。「1ドル＝99.594円＝3.506元＝24.111ルーブル＝0.713ポンド＝0.779独ユーロ＝0.797仏ユーロ＝0.719伊ユーロ＝1.251
加ドル＝1.472豪ドル＝17.77ルピー＝877.052ウォン」

２ NATOの定義する国防費には退役軍人への年金等が含まれており、各国公表の国防費と異なることがある。このため、NATO公表値による対GDP比は各国公表の国
防費を基に試算した対GDP比とは必ずしも一致しない。



国名 今後の方針・実績

米
トランプ政権は国防費増額を表明

（2018年度は前年度比13.3%増、2019年度（予算案）は前年度比7.4％増）

英 今後も対GDP比2％を維持していく旨表明（メイ首相）

仏 2025年までに対GDP比2％を達成する旨表明（マクロン大統領）

独 2024年までに対GDP比1.5％を達成する旨表明（メルケル首相）

伊 （期限の明示はないものの）対GDP比2％の達成に向けて取り組む旨表明（トレンタ国防大臣）

加 2026年までに約70％増加、対GDP比1.4％に引き上げる旨表明（サージャン国防大臣）

豪 2020年までに対GDP比２％を達成する旨表明（国防省発表）

印 公表国防費は2017年までの10年間で約2.3倍

韓 2019-23年の間、毎年平均7.5％増とする旨表明（国防部発表）

中 公表国防費は2018年までの20年間で約12倍

露
2011年以降、2016年度まで前年度比2桁増を継続。2017年度は減少したものの、2018年度は

前年度比4.1％増

（注）各種報道、政府資料に基づき作成。

各国の国防費の動向
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軍事技術の進展 –安全保障をめぐる状況の根本的変化－

○軍事的優位の獲得のため、ゲームチェンジャーとなりうる最先端の技術開発に注力。
⇒ 精度、射程、無人化、コスト面での飛躍的向上を通じて戦闘様相を一変

○軍事技術の進展は戦略的競争の動向を大きく左右。

○各国は、全般的な軍事能力向上のため、宇宙・サイバー・電磁波領域における能力を強化。
⇒ これらの領域の安定的利用が妨げられれば、軍事のみならず民生を含む国家・国民全体
の安全に重大な影響。

■宇宙
中露の対衛星兵器（ASAT）は、今後数年間のうちに、初期的な運

用能力を獲得する可能性があるとの指摘

■サイバー
中露は、他国のネットワーク化された部隊の妨害やインフラの破壊

のため、軍のサイバー攻撃能力を強化との指摘
北朝鮮は、資金獲得・情報収集や攻撃のため、ランサムウェアなど

幅広く攻撃被害を与える技術・ツールを保有との指摘

■電磁波
ロシアは、ウクライナにおける「ハイブリッド戦」やシリアでの作

戦において、電子戦装備により相手の戦力発揮を妨害との指摘（中国
については後述）

■人工知能（AI）・無人機（UAV）
中国は、119機からなるUAVのスワーム（群れ）飛行を披露。AI

と結びつき、軍事作戦に使用される可能性

■極超音速兵器
中露は、米国のミサイル防衛を突破する手段として極超音速滑空兵

器（HGV）や極超音速巡航ミサイルを開発との指摘

■高出力レーザー兵器
中露は対衛星兵器（ASAT）として、米国は中露の開発する超音速

兵器や大量のミサイル・UAVによる集中攻撃への対抗手段として開
発との指摘

キラー衛星のイメージ
シリアで使用されたとされる

ロシアの電子戦装備「クラスハ-4」

↑ロシアが開発中の
HGV「アヴァンガルド」

中国が開発中の
HGVとみられる

兵器↓

スワーム飛行を行った
中国のUAV
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国際秩序に対するリスク

○一国のみで対応することが困難な、グローバルな安全保障上の課題が広範化・多様化

 宇宙・サイバー空間の安定的利用に係るリスク
• 衛星や情報通信ネットワークは官民双方の重要インフラである一方、妨害能力等

の開発が進展

 海洋の安全に係るリスク
• 海上交通の要衝における沿岸国の監視能力が不十分
• 既存の国際秩序とは相容れない独自の主張に基づく不当な侵害

 大量破壊兵器等の拡散
• 懸念国間またはテロリストへの移転・拡散

対衛星兵器

サイバー攻撃 大量破壊兵器の開発

7
フィリピンに無償譲渡された
海自練習機ＴＣ-90（機体は再塗装後のもの）

↑暗号化されたﾌｧｲﾙを復元するために
300ドルの支払いを要求する画面 。
2017年5月、我が国を含む150か国以上
で発生したﾗﾝｻﾑｳｪｱ「ﾜﾅｸﾗｲ」を用いたｻｲ
ﾊﾞｰ攻撃について、米国は北朝鮮による
ものであったと発表（我が国も支持）



②我が国周辺の安全保障環境
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我が国周辺の安全保障環境

○我が国周辺には、十分に制度化された安全保障面の地域協力枠組みがないことから、国家間
の戦略的競争が、軍事力を用いた武力紛争に発展しやすい。

○また、大規模な軍事力を有する国家が集中しているため、この武力紛争が高烈度の戦闘とな
るリスクは他地域と比較して高い。

9我が国の周辺には大規模な軍事力が集中

※各国は特殊部隊を保有しており、例
えば北朝鮮の特殊部隊は約10万人
に達するとみられている。

(※)



北朝鮮（全般）

○これまで、米国の軍事的脅威に対抗するためには独自の核抑止力が必要との認識を表明。
（イラクやリビアの体制崩壊は核抑止力を保有しなかったために引き起こされた事態）

○本年4月の「核実験及び大陸間弾道ロケット試験発射」の中止表明の際に、合わせて、「核
兵器兵器化」が実現したと主張し、その上で、「核兵器のない世界建設」に寄与するとの立
場を表明。

○本年6月の米朝首脳会談において、金正恩委員長は、「朝鮮半島の完全な非核化」に向けた
意思を文書の形で明確に約束したが、現時点において、核・ミサイルの廃棄は具体的に進展
しておらず、北朝鮮は核・ミサイル能力を維持。

◎２０１３年３月３１日の党中央委員会全員会議において、経済建設と核武力建設の「並進路線」を提示した際の金正恩党委員長発言（抄）
・・・我が国の場合には、相手が世界最大の核保有国である米国であり、米国が我々に常に核の威嚇を加えてきている状況で核武力を質・量的に強
固にしていかなくてはなりません。強力な核武力の上に、平和があり、富強繁栄があり、人民の幸せな生活もあります。

◎２０１３年１２月２日「労働新聞」論評（抄）
・・・イラク・リビア事態は、米国の核先制攻撃の脅威を恒常的に受けている国が強力な戦争抑止力を持たなければ、米国の国家テロの犠牲、被害者
になるしかないという深刻な教訓を与えている。

◎２０１８年４月２０日の労働党中央委総会の開催を伝えた朝鮮中央放送の報道（抄）
朝鮮労働党委員長同志は、核開発の全工程が科学的に順次全て実施され、運搬打撃手段の開発事業もまた科学的に行われ、核兵器兵器化の完
結が検証されたという条件の下、もはやわが方にはいかなる核実験も中長距離・大陸間弾道ロケット（中長距離弾道ミサイルおよび大陸間弾道ミサイ
ル［ＩＣＢＭ］）の試験発射（発射実験）も必要なくなり、これに伴い、北部核実験場も自らの使命を終えた、と述べた。
われわれの力をわれわれが要求する水準にまで到達させ、わが国家と人民の安全を頼もしく保証することになったという基礎の上で、人類の共通し
た念願と志向に即して核兵器のない世界建設に積極的に寄与しようというわが党の平和愛好的立場について明らかにした。
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TELに搭載されるノドン・ミサイル 同時に発射された４発のスカッドER（2017年3月）海中の潜水艦から発射されるＳＬＢＭ（ 2016年8月）

○韓国軍及び在韓米軍に対して通常戦力において著しく劣勢にあり、これを補う観点から、
核・ミサイルやサイバーなどの能力を強化。

 核兵器：過去6回の核実験を通じた技術的成熟などを踏まえれば、核兵器をミサイルに搭
載するための小型化・弾頭化を、既に実現している可能性。

 生物・化学兵器：化学兵器を生産できる複数の施設を維持し、既に相当量の化学兵器を保
有。生物兵器についても一定の生産基盤を保有。弾道ミサイルに生物兵器や化学兵器
を搭載し得る可能性も否定できず。

 弾道ミサイル：我が国のほぼ全域を射程に収めるノドン・ミサイルを保有・実戦配備。同
時発射能力や、ＴＥＬ及び潜水艦を用いた奇襲的攻撃能力を開発・保有。

 サイバー：6,800名の要員を養成、重要インフラへの攻撃能力を開発中、金銭や他国の軍
事機密を窃取との指摘。

○北朝鮮の軍事動向は、我が国の安全に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威。

北朝鮮の軍事能力①
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北朝鮮の軍事能力②

○ＩＣＢＭ開発：核兵器の小型化・弾頭化及び弾道ミサイルの長射程化を実現している可能性。
再突入技術については分析中なるも、関連技術を蓄積と推定。

○弾道ミサイルの開発をさらに進展させ、再突入技術を実証するなどした場合は、北朝鮮が米
国に対する戦略的抑止力を確保したとの認識を一方的に持つに至る可能性。仮に、北朝鮮が
そのような抑止力に対する過信・誤認をすれば、北朝鮮による地域における軍事的挑発行為
の増加・重大化につながる可能性。
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注：「」は北朝鮮の呼称
※は弾頭の重量等による

上空通過したIRBM級

2017年8月29日

2017年9月15日

IRBM級「火星１２」型
射程約5,000km

（2017年5月、8月、9月）

新型のICBM級
「火星１５」型

射程１万km以上※
（2017年11月）

ICBM級「火星１４」型
射程5,500km以上
（2017年7月）

順安（スナン）

平壌（ピョンヤン）

ロフテッド軌道

ミニマムエナジー軌道
（最も効率的な飛しょう

パターン）

IRBM・ICBM級は、上空通過した場合を除き、ロフテッド軌道
により発射。これにより、一般論として、迎撃がより困難に。



トクサ
スカッドB・C・ER

・改良型

ノドン・

改良型
ムスダン SLBM 

SLBMの
地上発射
改良型

IRBM級 ICBM級
ICBM級の
新型

テポドン２
派生型

KN-08/KN-14

射程 約
120km

約300km/約500km/

約1,000km/ 分析中

約1,300km/

1,500km

約2,500～
4,000km

1,000km

以上

1,000km

以上
約5,000km

5,500km
以上

10,000km

以上※
10,000km
以上

5,500km以上
（ICBMとの指摘）

燃料 固体 液体 液体 液体 固体 固体 液体 液体 液体 液体 液体

運用 TEL TEL TEL TEL 潜水艦 TEL TEL TEL TEL 発射場 TEL

10

20

30
(m)

（JANE’S STRATEGIC WEAPON 

SYSTEMS等を基に作成）

【改良型】

【ER】

【B・C】

【08】

【14】

【改良型】

【火星１２】

【火星１５】

【北極星】 【北極星２】

【火星１４】

【注】青字は北朝鮮の呼称

※弾頭の重量等による

北朝鮮が保有・開発する弾道ミサイル
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10,000km

4,000km

（注１）上記の図は､便宜上平壌を中心に、各ミサイルの到達可能距離を概略のイメージとして示したもの

（注２）「」は北朝鮮の呼称

1,000km

ノドン （射程約1,300㎞/1500km）

スカッドＥＲ （射程約1,000㎞）

ムスダン（射程約2,500-4,000㎞）

1,300km

テポドン２派生型
新型ＩＣＢＭ級「火星１５」※

（射程10,000km以上）

5,500km

ICBM級「火星１４」
（射程5,500㎞以上）

1,500km

5,000km

IRBM級「火星１２」
（射程約5,000㎞）

平壌

沖縄

東京

グアム

ハワイ

サンフランシスコ

ワシントンＤ．Ｃ．

ニューヨーク

北京

デンバー

シカゴ

ロサンゼルス

ロンドン

パリ

モスクワ

アンカレッジ

※弾頭の重量等による

北朝鮮の弾道ミサイルの射程
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日付 事案の概要 場所 推定される弾種 飛翔距離

16.01.06 ４回目の核実験を実施 豊渓里（プンゲリ）

16.02.07
「人工衛星」と称する弾道ミサイル
を発射

東倉里（ﾄﾝﾁｬﾝﾘ） テポドン２派生型 約2,500km（2段目落下地点）

16.03.10 弾道ミサイル２発を発射 西岸・南浦（ナンポ）付近 スカッド 約500km

16.03.18 弾道ミサイル１発を発射 西岸・粛川（スクチョン）付近 ノドン 約800km

16.04.15 弾道ミサイル１発を発射 東岸地域 ムスダン（指摘） 不明、失敗と推定

16.04.23 弾道ミサイル１発を発射 新浦（シンポ）沖 ＳＬＢＭ「北極星」 約30km（韓国合参）

16.04.28 弾道ミサイル２発を発射 元山（ウォンサン） ムスダン 不明、失敗と推定

16.05.31 弾道ミサイル１発を発射 元山（ウォンサン） ムスダン（可能性） 不明、失敗と推定

16.06.22 弾道ミサイル２発を発射 元山（ウォンサン） ムスダン
1発目： 約100km（最大）
2発目： 約400km

16.07.09 弾道ミサイル１発を発射 新浦（シンポ）沖 ＳＬＢＭ「北極星」 数km（韓国報道）

16.07.19 弾道ミサイル３発を発射 西岸・黄州（ファンジュ）付近 スカッド及びノドン
1発目：約400km
3発目：約500km

16.08.03 弾道ミサイル２発を発射 西岸・殷栗（ウンニュル）付近 ノドン
約1,000km
（１発は発射直後に爆発）

16.08.24 弾道ミサイル１発を発射 新浦（シンポ）付近 ＳＬＢＭ「北極星」 約500km

16.09.05 弾道ミサイル３発を発射 西岸・黄州（ファンジュ）付近 スカッドＥＲ 約1,000km

16.09.09 ５回目の核実験を実施 豊渓里（プンゲリ）

16.10.15 弾道ミサイル１発を発射 西岸・亀城（クソン）付近 ムスダン 不明、失敗と推定

16.10.20 弾道ミサイル１発を発射 西岸・亀城（クソン）付近 ムスダン 不明、失敗と推定

※「」は北朝鮮の呼称

北朝鮮による核実験・弾道ミサイル発射事案（2016年） 核実験 弾道ミサイル発射
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日付 挑発の概要 場所 推定される弾種 飛翔距離

17.02.12 弾道ミサイル1発を発射 西岸・亀城（クソン）付近
SLBMを地上発射型に改良した
弾道ミサイル「北極星2」

約500ｋｍ

17.03.06 弾道ミサイル４発を発射 西岸・東倉里（トンチャンリ）付近 スカッドＥＲ 約1,000ｋｍ

17.03.22 弾道ミサイル1発を発射 元山（ウォンサン）付近 分析中
発射後数秒以内に爆発、失敗と推
定

17.04.05 弾道ミサイル1発を発射 新浦（シンポ）付近 分析中 約60km

17.04.16 弾道ミサイル1発を発射 新浦（シンポ）付近 分析中 発射直後に爆発、失敗と推定

17.04.29 弾道ミサイル1発を発射 北倉（プクチャン）付近 分析中
約50ｋｍ離れた内陸部に落下、失
敗と推定

17.05.14 弾道ミサイル1発を発射 西岸・亀城（クソン）付近 IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 約800km

17.05.21 弾道ミサイル1発を発射 北倉（プクチャン）付近
SLBMを地上発射型に改良した
弾道ミサイル「北極星2」

約500km

17.05.29 弾道ミサイル1発を発射 元山（ウォンサン）付近 スカッドを改良した弾道ミサイル 約400km

17.07.04 弾道ミサイル1発を発射 西岸・亀城（クソン）付近 ICBM級の弾道ミサイル「火星14」 約900km

17.07.28 弾道ミサイル1発を発射 舞坪里（ムピョンニ）付近 ICBM級の弾道ミサイル「火星14」 約1,000km

17.08.29 弾道ミサイル1発を発射 順安（スナン）付近 IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 約2,700km

17.09.03 ６回目の核実験を実施 豊渓里（プンゲリ）

17.09.15 弾道ミサイル1発を発射 順安（スナン）付近 IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 約3,700km

17.11.29 弾道ミサイル1発を発射 平城（ピョンソン）付近
ICBM級の新型弾道ミサイル
「火星15」

約1,000km

※「」は北朝鮮の呼称

北朝鮮による核実験・弾道ミサイル発射事案（2017年） 核実験 弾道ミサイル発射
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 （国家発展のタイムラインとして）

・「小康社会」の全面的建設の基礎の上に2035年までに社会主義近代化を基本的に実現する。

・今世紀中葉までに社会主義近代化強国を建設する。

・総合的な国力及び国際的な影響力でリードする国家になる。

 党の指揮に従う人民軍建設は中華民族の偉大なる復興を実現するための戦略的支柱である。

 （国防と軍隊の近代化のタイムラインとして）

・2020年までに機械化の基本的な実現、情報化建設の重大な進展及び戦略的能力の大幅な

向上を確保する。

・2035年までに力を尽くして国防と軍隊の近代化の基本的な実現を勝ち取る。

・今世紀中葉までに力を尽くして世界一流の軍隊の全面的な建設を勝ち取る。

中国（全般）

習近平総書記が第19回党大会（2017年10月）において示した新たな国家目標等

⇒「国防と軍隊の近代化」について、今世紀中葉（2050年頃）
としていた従来の目標時期を15年前倒し。

17
 （5年間の業績として）南シナ海の「島・礁」建設を推進した。



中国の軍事能力①

○国防費の高い水準での増加を背景に、海上・航空戦力や核・ミサイル戦力を中心とした軍事
力を広範かつ急速に強化。

・日本の防衛関係費は過去最高額を計上した1997年度か
らの約20年間でほぼ横ばいであるのに対し、中国の公表国
防費は20年間で約12倍。2018年度は日本の約3.6倍
※ 1元＝16円（平成30年度の出納官吏レート）で換算

・公表額には、研究開発費や外国からの兵器調達費が含ま
れておらず、実際の国防費は、公表額の約1.23倍以上との
指摘も（米国防省議会報告書（2018年8月） ）

ルーヤンⅢ級駆逐艦
“中華イージス”

Tｙpe 001A
（初の国産空母）

J-10戦闘機

J-20戦闘機

Su-35戦闘機

18



中国の軍事能力②

○通常戦力：「A2/AD」（接近阻止・領域拒否）能力を重視
◇対艦弾道ミサイル ◇長射程巡航ミサイル（200～300発配備）

○戦略核戦力：近代化を継続
◇潜水艦発射型弾道ミサイル ◇複数弾頭化（MIRV）・終末誘導機動弾頭（MaRV）

○ミサイル防衛対処：極超音速兵器の開発

長射程巡航ミサイル
(DH-10(CJ-10))を搭載した
H-6K爆撃機

対艦弾道ミサイル
DF-21D(CSS-5) 
（空母キラー）

中距離弾道ミサイル
DF-26
（グアム・キラー）

A2/ADに用いられる可能性のあるミサイルの例

地上発射型
長射程巡航ミサイル
DH-10(CJ-10)

戦略核戦力

○ 従来からの地上発射型大陸間弾道ミサイ
ルに加え、潜水艦発射型弾道ミサイルも整備

○ 複数弾頭化(MIRV)、終末誘導機動弾頭
(MaRV)の導入等

→ 即応性・残存性及び打撃力の向上

ジン級SSBN JL-2 x 12 搭載（射程8,000km/CEP300m）
2007年就役：4隻配備

極超音速兵器

○ 2018年8月、中国は、ウェーブライダーの極
超音速飛翔体の飛行試験に成功との報道

○ 高度30ｋｍをマッハ5.5～6で400秒以上飛
翔し、機動性の高い方向転換等を行い、予
定場所に落下したとされる

○ 米国のミサイル防衛網を
突破し得るとの指摘も

資料源：米国防省「中国の軍事及び安全保障の発展に関する年次報告書」2018年版、IHS Jane’s Online、各種報道等 19



中国の軍事能力③

■宇宙

 中国及びロシアの破壊的な対衛星兵器（ASAT）は、今後数年間のうちに、

初期的な運用能力を獲得する可能性（米情報コミュニティ「2018年版世界脅威

評価」)
 中国は軍事衛星（特に偵察衛星及び測位衛星）の運用基数を急速に増加

 中国は米国の宇宙における情報優位を脅かすおそれ（米中経済安全保障再

検討委員会の年次報告書（2015年11月））

■サイバー

 中国及びロシアは、他国のネットワーク化された部隊の妨害やインフラの

破壊のため、軍のサイバー攻撃能力を強化（米国防情報局長官の世界脅威

評価（2018年3月））
 シギント部隊は１３万人との指摘

■電磁波

 中国は各種演習において電子戦環境下での対処についての訓練を実施（米

国防省「2018年版中国の軍事及び安全保障の発展に関する年次報告」）
 我が国周辺にたびたび飛来しているY-8電子戦機のみならず、J-15艦載機

やH-6爆撃機の中にも、改良され、電子戦能力を有するものがあるとの指

摘。南沙諸島に電波妨害のためのジャミング装置を展開との指摘

0

10

20

30

40

07年 17年

偵察衛星

中国 米国

0

10

20

30

40

07年 17年

測位衛星

中国 米国

南沙諸島ミスチーフ礁に
展開したとされる
ジャミング装置
（CSIS/AMTI）

電子戦ポッドとみら
れる機材を搭載した
「J-15」（Jane’s 
Defense Weekly)

○情報優越の確実な確保を目的とした、宇宙・サイバー・電磁波領域に関する能力強化は、海空戦力等の
強化と相まって、軍全体の作戦遂行能力を著しく向上させるものであり、我が国として強く懸念。

○「宇宙空間及びネットワーク空間は各方面の戦略的競争の新たな要害の高地（攻略ポイント）」である
と表明。軍改革の一環として、宇宙・サイバー・電子戦に関する任務を行うとされる戦略支援部隊を
2015年末に設立。
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中国の軍事活動①

○尖閣諸島周辺のほか、日本海及び西太平洋における活動の定例化を企図しているとみられ、
海空戦力による活動を一方的にエスカレート。

18年1月、潜水艦（潜没
航行）とフリゲートが尖
閣諸島の接続水域内航行

シャン級潜水艦

ジャンカイⅡ級フリゲート

中国海軍水上艦艇

中国海軍潜水艦

大正島
魚釣島

久場島

宮古島

空母「遼寧」

艦艇が尖閣諸島周辺海域
で恒常的に活動

18年4月、空母「遼寧」か
ら艦載戦闘機（推定）が飛
行（西太平洋では初確認）

H-6爆撃機

航空機

用例

空母

17年～、西太平洋への
軍用機の飛行が急増
（17年8月には爆撃機が
紀伊半島沖まで進出）

5 5 6 5

18

8

13 14 15 16 17 18

中国軍機の沖・宮間
通過回数（年別）

日本海への軍用
機進出の活発化

Su-30戦闘機
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尖閣諸島領海への侵入を繰り
返す公船が所属する海警部隊
は、本年7月、中央軍事委員会

の一元的指揮を受ける武装警
察に編入



中国の軍事活動②

西沙諸島
フィリピン

クアテロン礁

ガベン礁

ヒューズ礁

「九段線」

タイ ウッディー島

ファイアリークロス礁

スビ礁

スカボロー礁

ジョンソン南礁

ミスチーフ礁

南沙諸島

3,000m級滑走路

航空機用格納庫

ミサイルシェルター

砲台

埋立後面積: 約2.72㎢
（2015年埋立完了）

2017年3月※ イメージ図

レーダー・通信施設

地対空ミサイル
対艦巡航ミサイル

J-11戦闘機
H-6K爆撃機

地対空ミサイル
対艦巡航ミサイル

輸送機等

展開が指摘される装備

展開が指摘される装備

南シナ海の共同航行（予定）

中国による軍事拠点化

国際社会の反応

「リムパックへの招待取り下げは、南シナ海の軍事拠点化と
直接的に関係がある。」（米国防省報道官、5/24）

ファイアリークロス礁

○いわゆる「九段線」に法的根拠がないことなどを示した比中仲裁判断（2016年7月）に従う
意思のないことを明確に示し、南シナ海（西沙諸島・南沙諸島）における軍事施設の建設及
び軍事アセットの配置を継続。

22

・行き過ぎた海洋権益主張に対抗する「航行の自
由」作戦
・環太平洋合同演習（リムパック）への中国の招待
取り消し（18年）



中国の戦略的競争と軍事力の役割

ダーウィン

アフリカ

南太平洋

ロシア

中東

南アジア

中国

中央アジア

東南アジア

欧州

中国海軍潜水艦の進出（2013～）

モルディブ

ハンバントタ

トゥーロン

ロンドン

コペンハーゲン

アントワープ

ジブチ

ジッダ

アデン

コロンボ

ヤンゴン

チャウピュー

チャンギポートクラン

カムラン湾

（イメージ図）

ジブチに所在する中国軍海外拠点
※17年8月、中国軍が「保障基地」進駐式を実施

ホデイダ

アブダビ

グワダル

カラチ
チッタゴン

コタキナバル

ダバオ

セーシェル
モンバサ

ダルエスサラーム

中国海賊対処活動
（2009～）

海洋観測艦の活動（2015）

「調和の使命-2013, -2010」

サラ―ラ

マスカット

ヘルシンキ

サンクト・ペテルブルグ

マラガ
リスボン

チュニス

タラント イスタンブール

キール

ピレウス

「一帯一路」（「シルクロード経済ベルト」
及び「21世紀海上シルクロード」）のイメージ
中国海軍艦艇の主な寄港実績
中国潜水艦の寄港実績
中国企業による主なインフラ支援等
中国軍海外拠点

中国艦艇のインド洋方面における
活動地域（可能性含）

コタキナバルに寄港したとされる
中国海軍潜水艦

○「一帯一路」構想は、中国軍のインド洋、太平洋などでの活動を更に促進する可能性。

○同時に、中国軍が、シーレーン防衛などを通じ、同構想の後ろ盾としての役割を担っている可能性。

ハンバントタ港は中国の融資
で建設。2017年、債務減額と

引き換えに、中国国有企業が
99年間の商業運営権を取得
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ロシア（全般）

（巡航ミサイルを発射
する爆撃機）

（アレクサンドラ島の軍事
施設整備）

（2014年、クリミアに現れ、
地域を制圧した不明部隊）

（ボグチャルの軍事施設整備）

（巡航ミサイルを
発射する艦艇）

ハイブリッド戦（例：ウクライナ）

（新型ICBM「ヤルス」）

極東の軍事態勢強化

北極圏の軍事態勢強化

欧州方面の軍事態勢強化

 軍事施設の整備
 チュコト方面への沿岸防衛

師団の配備計画
 北方領土への地対艦ミサイ

ル・戦闘機配備
 大規模演習「ヴォストーク

2018」を実施

 軍事施設の整備
 飛行場の再開
 防空師団の配備計画

 軍事施設の整備
 3個師団（地上軍）の配備（ウクラ

イナ、ベラルーシ国境付近）
 大規模演習「ザーパド2017」の実

施（6～7万人が参加との指摘）

 外見上「武力行使」とは明確に
は認定しがたい方法での侵略

 米国に対抗する核戦力の保持
 新型のICBMや戦略原潜の配備

フランツ・ヨシフ諸島
（アレクサンドラ島等）

・ボグチャル

・ノヴォチェルカスク

・エリニャ

チュコト
自治区

・ロガチョヴォ ・チクシ

ノヴォシビルスク諸島
（コテリヌイ島等）

・アルイケリ

・ヴォルクタ

（資料源：露国防省HP、NATO発表資料、
SIPRI年鑑2016、防衛白書、各種報道等）

○核戦力の近代化を中心に、軍事態勢を強化。
○ＮＡＴＯ加盟国の拡大やその軍事インフラの接近は国家安全保障への脅威との認識。

（「ロシア連邦国家安全保障戦略」（2015年12月））

○これに対応するための活動を欧州・中東地域で実施。

核戦力の維持・近代化

シリアでの軍事作戦（2017年9月～）・拠点確保

地対艦ミサイル
「バスチオン」
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「ボレイ級」弾道ミサイル搭載
原子力潜水艦

ICBM「ヤルス」

大型ICBM「サルマト」
（多弾頭、ＨＧＶ搭載可能との指摘）

原子力無人潜水兵器
「ポセイドン」

極超音速ミサイル

「キンジャル」

25

ロシア（核戦力）

○国際的地位の確保や米国との核戦力の均衡に加え、通常戦力の劣勢を補う観点から、核戦力
を重視。

○米国のミサイル防衛システム配備が米国との核戦力の均衡を崩すとの認識の下、同システム
を突破できる核戦力を追求している旨表明。

 核保有国中、核弾頭数や戦略核戦力の３本柱（ＩＣ
ＢＭ、ＳＬＢＭ及び長距離爆撃機）の規模において、
米国に比肩し得るのはロシアのみ

 米国は、ロシアが非戦略核戦力を増強し、中距離
核戦力（ＩＮＦ）全廃条約に違反する地上発射型巡航
ミサイルの開発・配備を進めてきたと指摘

 プーチン大統領は本年3月の年次教書演説におい

て、米国のミサイル防衛への対抗手段として上記の
新型兵器を紹介

長距離爆撃機
「Tu-160」

（大陸間を航行可能で、核弾頭搭載
可能な無人自律型魚雷との指摘）

（空中発射型弾道ミサイルとの指摘）

戦略ミサイル

「アヴァンガルド」
（ＨＧＶとの指摘）



ロシア（極東）

○大規模演習「ヴォストーク2014」（2014年9月）
⇒カムチャッカ、サハリン、沿海地方南部等で実施、兵員15万人以
上、戦闘車両4,000両以上、艦艇約80隻、航空機約630機が参加
○2018年9月に「ヴォストーク2018」を実施 ⇒ 冷戦後最大規模

○我が国のロシア機に対する緊急発進回数は年平均約360回（過去5
年間）であり、増加の傾向
○長距離爆撃機による日本周回飛行は年に概ね1、2回（過去5年間）

○宗谷・津軽・対馬海峡を通過したロシア艦艇数は年平均で約70隻。
宗谷海峡の通過が特に活発で、年1～3回、10隻以上が宗谷海峡を通
過（過去5年間）
○本年9月、28隻が宗谷海峡を通過。冷戦終結後、防衛省として一度
に公表した同海峡の通過隻数としては過去最多

ウクラインカ
（長距離爆撃機）

ウラジオストク
（水上艦等）

ペトロパブロフスク
（戦略原潜等）

オホーツク海

新型の戦略原潜
（ボレイ級）の配備

宗谷
海峡

津軽
海峡

対馬
海峡

ロシア海軍艦艇の活動

ロシア軍の演習・訓練

ロシア軍機の活動

ハバロフスク
（東部軍管区司令部）

地対艦ミサイル
「バスチオン」

地対艦ミサイル
「バル」

松輪島への地対艦
ミサイル配備計画

択捉島・国後島への地対艦ミサイル配備

択捉島

国後島

松輪島

択捉島への戦闘機配備

宗谷 津軽 対馬

露海軍艦艇の海峡通過隻数
（2017年度公表分）

露軍機の飛行パターン
（2017年度公表分）

松輪（マツア）島

36隻
（78％）

8隻
（18％）2隻

（4％）

※松輪島等へ「バル」、「バスチオン」を
配備予定との一般報道（2017年11月）

※過去5年間：2013～2017年

※過去5年間：2013～2017年

※択捉島にSu-35戦闘機（3機）が配備
されたとの一般報道（2018年8月）

（写真：サハリン・インフォ）

（長距離爆撃機Tu-95）

○極東においても核戦力を含む各種装備の近代化を進めており、北方領土及び千島列島におけ
る軍備も強化するなど、軍事活動を活発化させる傾向

26



米国（全般）

○米国は、世界中で増大する政治的・経済的・軍事的競争に対応。

○米国の力・影響力・利益に挑戦する修正主義勢力（Revisionist Powers）である中国・ロ
シアとの戦略的競争が安全保障上の優先事項。

○特に中国は、軍の近代化、浸透工作及び略奪的経済を活用し、他国に強要する形で、インド
太平洋地域を自国に好都合なものに構築し直そうとしている。

○競争相手は、民生と軍事の目標の区別を意図的に曖昧にして軍事紛争に至らない試みを拡大。

軍事的優位性の維持、同盟国との関係強化、インド太平洋地域へのコミットメントなどを重視

軍事的優位性の維持：大国との戦争に勝利する戦力を準備することを重視（2018年度国防
費（国防歳出法）は前年度比13.3%増（2019年度（予算案）は前年度比7.4％増）

同盟国との関係強化：ネットワーク拡大、米軍装備の売却などのパートナーの能力促進を
通じた相互運用性の向上を目指すとともに、同盟国が公平な分担に貢献することを期待

（インド太平洋地域へのコミットメントについては次頁）

安全保障環境認識（NSS・NDS）

NSS：国家安全保障戦略
NDS：国家防衛戦略
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【インド】
・ 無人機システム、アパッチ攻撃ヘリ、Ｃ-17
輸送機など（約190億ドル規模）を供与する
方針を発表

【オーストラリア】
・ 海兵隊のローテーション展開
・ 米空軍航空機のローテーション展開を増加

【グアム】
・ 爆撃部隊のローテーション配備

【ベトナム】
・ 空母がダナン港に寄港（ベト
ナム戦争終結後初）
・ 海軍艦艇がカムラン湾に寄港

【韓国】
・ THAADの配備
・ 戦略爆撃機の展開
・ 原子力潜水艦の寄港

【日本】
・ MV-22オスプレイ、F-35Bの配備
・ BMD対応型イージス艦の追加配備
・ F-35Bを搭載可能な強襲揚陸艦「ワスプ」を配備
・ F-22、RQ-4、F-35Aの展開

【台湾】
・ 武器売却を決定
・ 米艦艇2隻による台湾海峡通過
・ 2018年国防授権法において、①武器調達支援、
②艦艇の台湾寄港検討、③台湾の演習への参
加、④高官交流等を促す条項あり

【フィリピン】
・ 対テロ用装備品の比軍への提供
・ MQ-1C無人機の配備
・ A-10対地攻撃機等の定期的な派遣
・ 共同哨戒活動の実施
・ 共同演習（バリカタン）で上陸訓練の実施

【シンガポール】
・ 沿岸域戦闘艦（LCS）のロー
テーション展開
・ P-8のローテーション展開

・ 17年6月、マティス国防長官は、海軍艦艇の60％、陸軍の55％、艦
隊海兵軍の約3分の2を太平洋軍（当時）の責任地域に配備してい
るほか、海外の戦術航空アセットの60％を同地域に配備する旨発
言。18年5月、「インド太平洋軍」へ改称。

・ 18年8月、ポンペオ国務長官は、インド太平洋地域における安全保
障関係を改善するための安全保障援助として約３億ドルを供与す
る方針を発表

米国（インド太平洋地域への関与）

○マティス米国防長官は、本年のシャングリラ会合（6月2日）において、NSS及びNDSが、インド太平洋
地域を米国の継続的な安定、安全、繁栄のために重要な地域であると確認していることに言及しつつ、同
地域を米国にとっての優先地域と位置づけ、自由で開かれたインド太平洋を支えるため、同盟及びパート
ナーシップを強化していくことを表明。
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③我が国の特性
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我が国の特性➀地理的特徴

○四面環海の我が国は、本土から離れた多くの島嶼及び広大な排他的経済水域を有しており、
守るべき国民の生命、財産と領土・領海・領空、各種資源に対する主権的権利はこの隅々ま
で存在。

○資源や食料の多くを海外との貿易に依存する我が国にとって、海上交通及び航空交通の安全
を確保することが、平和と繁栄の基礎。

○管轄海域面積
約４４７万ｋ㎡

○構成島数 ６，８５２
○東西距離、南北距離ともに約３，０００km

：(社)日本船主協会 ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＮＯＷ 2018－2019

：総務省統計局 第六十七回日本統計年鑑（平成30年）

出典：海上保安庁海洋情報部ＨＰ
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我が国の特性②多発する自然災害

○我が国は、地震・水害・火山噴火などの自然災害が多発。

◎ 世界のマグニチュード６以上の震源分布とプレート境界

（出典：アメリカ地質調査所の震源データより気象庁作成） （出典：平成３０年版防災白書）

◎世界の火山の分布状況

平成３０年７月豪雨及び台風第１２号北海道胆振東部地震（平成３０年９月） 御嶽山の噴火（平成２６年９月）
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我が国の特性③都市部への人口集中・沿岸部への重要施設の偏在

○我が国は、都市部に産業・人口・情報基盤が集中。
○沿岸部に原子力発電所等の重要施設が多数存在。

出典 ： 総務省統計局「国勢調査」及び国土交通省「国土の長期展望」中間取りまとめを元に、総務省

市町村課にて作成

三大都市圏

三大都市圏
以外の地域

東京圏

５１．８％

４８．２％

２８．４％

３７．２％

６２．８％

１７．３％

３２．５％

４３．３％

５６．７％

推計値

原子力発電所の配置都市部への人口集中

川内原子力発電所

玄海原子力発電所

島根原子力発電所

高浜発電所

大飯発電所

美浜発電所

敦賀発電所

柏崎刈羽原子力発電所

志賀原子力発電所

浜岡原子力発電所

東海・東海第二原子力発電所

女川原子力発電所

東通原子力発電所

大間原子力発電所

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

伊方発電所

泊発電所

32
出典 ： 経産省資源エネルギー庁資料を元に作成

※ 廃炉済、見込みを含む。



我が国の特性④人口減少・少子高齢化

○人口減少と少子高齢化は、我が国が経験したことのない速度で急速に進展。
○従来の方法では、自衛隊員の確保等が困難に。

出典：国立社会保障・人口問題研究所資料を基に作成

総人口の推移

年齢区分別人口割合・平均年齢の推移

出典：国立社会保障・人口問題研究所資料を基に作成

✔ わが国の人口は、2008年の1億
2,808万人をピークに継続的な減
少局面に入っており、2100年頃に
は6,000万人を割る可能性もある。

✔ 少子化と高齢化の同時進行により
「超高齢化社会」を迎え、今世紀半
ばには5人に２人が高齢者となる見
通し。1960年代には30歳前後で
あった平均年齢は、2020年代には
50歳になると考えられている。
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④結論
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１．今日の安全保障環境の特徴 戦略的競争の生起、軍事技術の急速な進展等により、複雑さが増大

○ 自らに有利な国際・地域秩序の形成や、民生・軍事の影響力拡大を目指した国家間の戦略的競争が生起。
○ 軍事技術の進展は極めて顕著。各国が最新技術を用いた兵器を配備。今日の戦闘様相では、陸海空のみ
ならず、宇宙・サイバー・電磁波を利用することが死活的に重要。

２．我が国周辺の安全保障環境

○ 北朝鮮は、核・ミサイル等の能力を維持。我が国の安全に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威。
○ 中国は、Ａ２ＡＤ能力をはじめ、軍事力を急速に強化。軍の活動を活発化させ、グレーゾーン事態を恒常化。
我が国を含む地域・国際社会の安全保障上の強い懸念。

周辺国の軍事力強化や活動活発化の傾向が顕著。地域の安定に懸念。

３．我が国の特性

○ 守るべき国民の生命、領域、主権的権利が広大な島嶼部等の隅々まで存在。
○ 海上・航空交通の安全確保が我が国の平和と繁栄にとって不可欠。
○ 経験したことのない人口減少と少子高齢化の急速な進展。

我が国の安全保障上の脆弱性・不確実性を増幅

安全保障環境の現実

我が国を取り巻く安全保障環境の全体評価

○我が国を取り巻く安全保障環境は、劇的に変化の速度を増し、我が国が直面したことのないものに。

✔ 安全保障環境は現実に厳しさと不確実性を増してきており、その速度は現大綱策定時の想定より格段に速い

✔ 我が国周辺には、質・量に優れた軍事力を有する国が存在。我が国の平和と地域の安定・国際社会の秩序
を維持する上で、平素からの活動が重要

✔ 軍事技術の進展により、容易に国境を越えてくる兵器や、少数でも国の存立を脅かす兵器の開発が進展

✔ 多様な手段によって国家の領域や基本的理念を脅かすことが可能に

○ 我が国への脅威が現実に生起し、国民の命と平和な暮らしが脅かされることを防ぐには、この現実
を踏まえた措置が不可欠。 35


