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日本は「宇宙と国家安全保障(NS)」に関して大きな決断に
直面している。日本がこの決断を行なう理由は、世界の宇宙
と安全保障の動きに大きな流れを読み取ることができる。この
意味に於いて、NS を向上するのに衛星を利用するという決断
はもっともであろう。その理由としては２点ある：第１に宇宙の
運用とサービスによる NS の利点がここ数年の間に非常に増
大したことがある。第２に日本の近隣諸国が世界の多くの
国々と同様、宇宙活動に積極的に取組んでいることがあげら
れる。これらの変化はアジアの安全保障環境を現実的に考え
ると、我々は、海と空からさらに宇宙へと着目していかねばなら
ないのである。
効果的な宇宙計画の実施は NS を向上しうる。多くの要因に
より宇宙が NS にさらに重要になってきた。これらの要因は国際
的安全保障環境の変化から生じている。国際環境は、さらに
大きなリスクと競争をかかえ、戦争の様相が進化し、情報の
利点と非対称攻撃の重要性が増大し、技術革新の急速な
進歩により、宇宙からの軍事あるいはインテリジェンス（情報）
サービスの取得が非常に容易になっている。
３つの理由から NS のために国々は宇宙に関心を向けている：
（1） 宇宙活動のもたらす政治的威信と国際的影響力
(2) 宇宙計画が創り出すあるいはもたらす技術的な力、能
力
(3) 宇宙アセットとサービスの情報的利点が軍事情報作戦
と安全保障戦略計画にもたらされる
NS のために衛星と宇宙サービスを利用するといくつかの重要
な利点が得られる。先ず宇宙サービスは能力と性能を向上さ
せるので、従来の軍事力にとって力を増大させるもの(force
multiplier)になる。第 2 に宇宙サービスは脅威の評価と警報を
出すため情報の収集・分析を大幅に拡大できる。国々はもち
ろん宇宙アセットとサービスへアクセスせずに軍事作戦遂行、
情報収集及び安全保障と戦略機能の計画を行なうことは不
可能である。しかし、宇宙を利用するものは敵と競争者に勝
る利点を持つことになろう。最終的に宇宙計画は国の勢力の
要素であり、国際舞台において国の影響力と指導力を拡大
しうる国の威信を増し、技術的際立って優れた能力を与える
ものとなる。

Japan is facing major decisions regarding space and national security. The
reason Japan needs to make this decision can be found in the larger context
of global space and security activities. In this context, a decision to use
satellites to improve national security would be logical. There are two
reasons for this. First, the benefits to national security from space
operations and services have increased greatly in the last few years.
Second, Japanʼs neighbors are vigorously engaging in space activities, as
are many other countries around the world. These changes mean that to
think realistically about the Asian security environment, we must now look
beyond sea and air and into space.
Effective use of space programs can improve national security. A number of
factors have made space more important for national security. These
factors arise from the changing international security environment, where
there is greater risk and competition; the evolving nature of warfare, where
informational advantage and asymmetric attacks are increasingly important;
and with the rapid pace of technological change, that makes military or
intelligence services from space much easier to acquire.
Countries are turning to space for national security for three principle
reasons:
• The political prestige and international influence space activities bring;
• The technological capabilities that space programs create or reinforce;
• The informational advantage space assets ands services can bring to
military and security operations and to strategic planning for security.
Using satellites and space services for national security provides several
important benefits. First, space services are a force multiplier for
conventional forces, as they improve capabilities and performance. Second,
space services can significantly expand intelligence collection and analysis
for assessing threats and providing warnings. Nations can, of course,
conduct military operations, collect intelligence, and plan their security and
strategic functions without access to space assets and services, but those
that make use of space will have an advantage over their adversaries and
competitors.1 Finally, space programs are an element of national power ‒
they increase prestige and provide technological prowess than can expand a
nationʼs influence and leadership on the international stage.

1 A space asset would be a satellite, for example. A space service would be the functions provided by the satellites ‒ picture, or the
ability to make long distance phone calls. GPS satellites are an asset; the signal they provide for navigation is a service.
1990 年の湾岸戦争は衛星が戦略と作戦形成に中止的役
割を果した最初の戦争であった。世界戦でソ連に対抗する
ように設計された衛星ネットワークは重装備の地域競合者
に対抗する戦争で米に有利に働いた。1990 年時点でイラ
クは世界で 4 番目に大きな陸軍を保有していた。リモセン衛
星はイラク軍の配置と勢力のデータを提供し、目標情報を
提供し、多国籍軍の戦闘損害評価を可能とした。特化し
た DSP(ミサイル警戒衛星)はイラクのスカッドミサイル発射の
警報を発することができた。もっとも猶予時間は非常に短か
ったが。
軍事通信衛星の利用と商用通信衛星のリースされたトラン
スポンダの利用は展開した米軍とワシントンの間の無比の連
携を可能とした。戦争に受信機の供給不足はあったが
GPS 衛星からの信号により砂漠と航空で多国籍軍が精度
良く航法を行なうことができた。イラク軍は航法、通信とリモ
センの宇宙サービス並びにすぐれた通信ネットワークをもつ敵

The 1990 Persian Gulf War was the first conflict where satellites played a
central role in shaping both strategy and operations. The satellite network
designed for use against the Soviet Union in a global war gave the U.S. an
advantage in a war against a heavily-armed regional competitor ‒ in 1990, Iraq
had the fourth largest army in the world. Remote sensing satellites provided
data on the disposition and strength of Iraqi forces, provided targeting
information, and allowed coalition forces to assess battle damage. The
specialized Defense Support Program (DSP) satellites were able to provide
warning, albeit very short warning, of Iraqi Scud missile launches. The use of
military communications satellites and leased transponders on commercial
communications satellites allowed unparalleled coordination between deployed
U.S. forces and Washington. Although receivers were in short supply for the
campaign, the signals from GPS satellites allowed coalition forces to navigate
with precision in the desert and in the air. Iraqi forces found it difficult to
compete with an opponent well-supplied with space services for navigation,
communication, and remote sensing, and with a superior communications
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とには勝てないことが判った。

network.

最初のペルシャ湾岸戦争の 1 つの帰結は宇宙における冷
戦後の軍事競争の勃興であった。多数の国々が軍事作戦
に供された衛星の利益を目撃し、彼ら自身の衛星を取得
あるいは開発することを開始した。この競争は冷戦時の米と
ソ連の間の競争とは異なっていた。なぜなら、だれも米の衛
星に衛星で競争しようとは思わない非対称なものだからであ
る。しかしながら多くの国々がリモセン、通信そしてその他の
安全保障と関連する宇宙のサービスを取得しつつある。そし
て恐らくもっと重要なのは数ケ国は安全保障のために他の
国が宇宙を利用することを妨害できるような手段を探究して
いることである。

One result of the first Persian Gulf War has been the emergence of post-cold
war military competition in space. Many nations observed the benefits
satellites provided for military operations and began to acquire or develop
their own satellites. This competition is not the same as the competition
between the U.S. and the Soviet Union during the Cold War, since it is
asymmetric ‒ no one tries to match the U.S. satellite for satellite. However,
many nations are acquiring remote sensing, communications, and other
security-related space services and, perhaps more importantly, a few nations
are seeking ways in which they can disrupt other countriesʼ use of space for
national security.

少なくとも６ケ国が現在、安全保障の目的で衛星を製造し
利用している。究極的に何ケ国が彼らの NS の宇宙計画を
進めるかは判っていない。しかし動向としては、さらに多くの
国が安全保障目的の衛星を取得することになる。加えて、
衛星を取得しない国は通信とかリモセン画像の商業的事
業者から衛星サービスを購入するのである。

At least six nations now are building and using satellites for security purposes.
It remains to be seen how many nations will ultimately develop their own
national security space programs. The trend, however, is for more countries to
acquire satellites for security purposes. In addition, countries that are not
acquiring satellites are buying satellite services from commercial operators ‒
such as communications and remote sensing imagery ‒ and using these
services for national security.

この戦争から 17 年を経て、宇宙をさらにもっと安全保障上
価値のあるものとする主たる変化が生じた。ペルシャ湾での
衛星利用が将来の戦争の方向を形成し、NS についての考
え方を変えたのである。衛星サービス(通信、リモセン及び航
法)の精密誘導武器(ミサイル・爆弾)及び司令組織構造と
の統合が軍事変革(トランスフォーメーション)ノ基盤を据える
助けとなった。さらに重要なのは衛星からもたらされる情報
量がいくつかの国々で自国の安全保障に対する戦略的企
画、脅威の警報と目安の指示器について考え方を変革し
たことである。

In the seventeen years since this war, there have been major changes that
make space even more valuable for security. The use of satellites in the
Persian Gulf shaped the direction that future warfare would take and changed
how nations think about national security. The integration of satellite services
(communications, remote sensing, and navigation) with precision-guided
munitions and with command structures helped to lay the groundwork for
military transformation. More importantly, the amount of information provided
by satellites transformed how some countries thought about strategic planning
and warnings and indicators of threats to their security.

情報化時代における宇宙

Space in the Information Age

この変革は真空中では起こらなかった。我々は人々が働き
生産する仕方の歴史的移行のただ中にいる。その移行は
工業経済から情報経済への移行である。この移行について
考える一つの見方は何千年もの間、人々が価値を生み出
す主たる手段は農業耕作にあった。300 年ほど前に変遷が
あって社会で価値を生み出す方法は耕作の代わりに製造
になった。最近、数十年の間に同様の変遷があり、製造か
らアイデアとかサービスを生み出すことに移り、いわゆる情報
経済になった。この経済の中では、優れた無形の製品と情
報を生み出す企業や経済が他の活動をするものよりも急速
に成長する。

This transformation did not occur in a vacuum. We are in the middle of a
historic shift in how people work and produce. That shift is from an industrial
economy to an information economy. One way to think about this shift is to
consider that for thousands of years, the chief means for people to create
value was in agriculture ‒ by farming. About three hundred years ago, there
was a transition, when the best way for a society to create value became
manufacturing instead of farming. In the last few decades, we have seen a
similar transition, from manufacturing to the creation of ideas and services ‒
to what we call an information economy. In this economy, creating intangible
products and information gives companies and economies faster growth than
do other activities.

同様に、優れた製品 ‒ 情報はより勝った安全保障を提供
する。宇宙の情報は国家間の計画とか軍事力に関する透
明性を増大させる - たとえ対象となっている国が協力しな
いとしても。我々はもし２つの軍事力が同等の機器、同等
の規模で会したとして、情報アクセスが勝っている軍事力の
方が有利であると知っている。通信とデータ処理に情報技
術をうまく利用し、情報共有をうまく行なっている組織は、対
抗相手よりも迅速に効率的に行動することができる。

In the same way, intangible products ‒ information ‒ can provide better
security. Space information increases transparency among nations concerning
their weapons programs and military forces, even if the target nation chooses
not to cooperate. We also know that if two forces that are equal in equipment
and size meet in combat, the force with greater access to information will
have an advantage. Organizations that take advantage of information
technology for communication, data processing, and sharing of information can
act with greater speed and effectiveness than their opponents.

戦争における変化
情報時代への変遷が紛争の性質も変化させた。この変化
は S & NS に関して深い意味をもつ。これら変化はより大き
な地球規模の情報経済への移行を反映する。情報経済
では情報と通信のすぐれた無形の資産の重要性が非常に
増大した。安全保障への新しいアプローチの核心は情報の
飛躍的利用にある。情報（データ、知的コンテンツ､優れた
技術）及びその利用と伝達は社会と経済社会活動を変革
させている。拡大された情報の収集・共有及び利用は国の
安全保障上の脅威から自身を守る力を強化するのである。

Changes in Warfare
The transition to an information age has also changed the nature of conflict.
This change has deep implications for space and national security. These
changes reflect the larger global transition to an information economy, where
the importance of intangible assets ‒ information and communications ‒ has
greatly increased. The core of a new approach to security lies in the enhanced
use of information. Information ‒ data, intellectual content, intangible
technology ‒ and its use and transmission are transforming societies and
economic social activity. The expanded collection, sharing, and use of
information will strengthen a countryʼs ability to defend itself against threats

2

将来の紛争は宇宙配備のセンサと他のセンサ・プラットフォー
ムが関心下にある地域を長時間にわたり実時間で継続的
ISR(情報収集、監視及び偵察)できる強い必要性がおこ
る。
1980 年代、米空軍の John Boyd 大佐の論文は、決断の
速さの重要性と軍事効率に対し情報優越の利点を強調し
たが、新しいアプローチを形成するのに影響が大きかった。
Boyd は人々と組織が行動をとるに際して、行動決断の段
階であるデシジョン・サイクルに着目した。彼は情報を収集し
対抗する者よりもすばやく決断を下す政策作成者や司令
官は有利になると論じた。より速く、より良い情報でなされる
デシジョン・サイクルの利点は劣った軍事力を補うことができ
よう。宇宙と宇宙システムは、よりすばやいデシジョン・サイク
ルを可能とするためのデータ収集と通信サービスを可能とし
よう。
諜報（インテリジェンス）活動も宇宙の結果で変化した。原
理的影響は情報収集にあった。NS の決断者への情報の
流れる量は衛星利用により極めて低いコストで非常に大き
くできる。一昔前には米とソ連のみが宇宙からの情報(インテ
リジェンス)を収集することができたが、もはやそうではない。多
数の国々への技術の拡散と宇宙を享受する能力の拡がり
により、宇宙からのインテリジェンスの収集は大国しかできな
いものではなくなった。衛星リモセン計画の数の増大がこのこ
とに寄与している。インターネットのように地球規模的な情報
ネットワークの利点を生かす能力が果たしているのと同様で
ある。宇宙アセットとディジタル情報ネトオワークの間の結び
つきは結果的に情報の技術的収集が容易に安価になった
ことである。新しいアプローチの核心は情報優位あるいは情
報支配の問題の周辺に展開する。情報優位は宇宙アセッ
トとサービスを計画と作戦に統合することにより最高度に達
成しうる。宇宙アセットとデータそしてそれらが提供するサービ
スはその他の種類のイネリジェンスと組合せて、統合には組
織、戦略及び戦術（法）の概念再考を要する。質問したい
のは、日本は空軍力と海軍力の卓越にもかかわらず、情報
優位を得るため宇宙をさらに強力に利用しないことによる脆
弱性がましているかどうかということであるかもしれない。
この質問は多くの国々が NS に関する宇宙の価値を認識し
宇宙計画に喜んで出費する時に一度にやってくる。だれもが
米とロシアは衛星を軍事あるいは NS 目的に使用してきたこ
とを知っている。しかし
我々は今や欧州、中国、インド、日本、イスラエル、そして
韓国といった多くの国々が NS に予算を投入していることが
判っている。他の国々 ‒ 台湾、スペイン、或いは UAE アラ
ブ首長国もまた NS 宇宙計画を検討中である。宇宙におけ
る競争はアジアの安全保障の展望の一部となって安全保
障と地域影響力の両方への含みをもっている。

to its security. Future conflicts will place intensive demands on space-based
sensors and other sensor platforms to provide persistent surveillance,
intelligence, and reconnaissance in real-time for extended periods over areas
of interest.
The work of Air Force Colonel John Boyd in the 1980s, which emphasized the
importance of speed in decision-making and the benefits of information
superiority for military effectiveness, was influential in shaping the new
approach. Boyd looked at the “decision cycle,” the steps people and
organizations go through to make a decision on which action to take. He
argued that policymakers and commanders who could collect information and
make decisions more quickly than their opponents would have an advantage.
The intangible advantage of a faster and betterinformed decision cycle could
compensate for inferior force. Space and space systems offer the data
collection and communications services that make faster decision cycles
possible.
Intelligence activities have also changed as a result of space. The principle
effect has been on the collection of information. The amount of information
flowing to decision-makers in national security can be greatly increased at a
much lower cost by the use of satellites. At one time, only the U.S. and the
Soviet Union could afford to collect intelligence from space, but this is no
longer the case. The diffusion of technology and the spread of space-faring
capabilities to many countries mean that space-based intelligence collection
is no longer something that only a superpower can afford. The great expansion
in the number of satellite remote sensing programs contributes to this
increase, as does the ability to take advantage of global information networks
such as the Internet. The result of the connection between space assets and
digital information networks is that “technical collection” of information is
easier and cheaper. The core of the new approach revolves around the issue
of information superiority or information dominance. Information superiority
can be best achieved by integrating space assets and services into planning
and operations. The integration of space assets and the data and services
they provide, combined with other kinds of intelligence, requires a
re-conceptualization of organizations, strategy, and tactics. The question you
may wish to ask is whether Japan, despite the excellence of its air and naval
forces, is increasing its vulnerabilities by not making greater user of space to
gain information superiority.
This question comes at a time when many nations have realized the value of
space for national security and are willing to spend on space programs.
Everyone knows that the U.S. and Russia have used satellites for military or
national security purposes, but we now see many other countries ‒ in Europe,
China, India, Canada, Japan, Israel, and Korea ‒investing in national security
space systems. Other countries, such as Taiwan, Spain, or the UAE are also
considering security space programs. Competition in space has become a part
of the Asian security landscape and has implications for both security and for
regional influence.

中国の宇宙計画とアジアの戦略的環境

Chinaʼs Space Programs and the Asian Strategic Environment

アジアには５ケ国の主要な宇宙の活動体（アクタ）がある。 米、ロシア、中国、日本及びインドである。これらの国々は打
上げロケットの計画、衛星製造（そして 3 ケ国では有人宇宙
計画）を含む宇宙能力の幅（範囲）を保有している。各々は
NS に益する計画をもっているが、計画の能力は様々である。
もっとも急激な成長を遂げているのは中国とインドで、近い将
来、宇宙パワーを主導する仲間入りをするであろう。元
NASDA の五代冨文はこのことを最近まとめて「日本は中国と
インドに追い越されてしまうだろう。彼らは確かに勢いづいてい
る。」と述べた。

There are five major space actors in Asia ‒ the U.S., Russia, China, Japan,
and India. Each of these nations has a range of space capabilities, including
launch programs, satellite manufacturing and, in three cases, manned space
programs. Each also has programs that can provide national security
benefits, although these programs vary in their capabilities. The most rapid
growth in capabilities is found in China and India, and these countries will be
among the leading space powers in coming years. Tomifumi Godai, formerly
of NASDA, summed this up when he recently said, “We could be overtaken
by China and India. They are certainly riding on a wave of momentum.”

韓国はこの仲間に加わりたいと思っており、宇宙能力を生み
出すためロシアとの連携計画に多額を使っている。韓国の目
標は 2015 年までに宇宙パワーを先導する 10 ケ国の 1 つにな

Korea would like to join this club and is spending heavily on cooperative
programs with the Russians to create a space capability. Koreaʼs goal is to
become one of the ten leading space powers by 2015. It closely watches
both Chinese and Japanese space programs. Korea is spending a total of
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ることである。韓国は中国と日本の宇宙計画をしっかりと見張
っている。韓国はロシアとの協力で総額$4B 以上を使う。パー
トナシップの目標は野心的であり、2007 年後期までに宇宙発
射場を造り、新しい打上げロケット(SLV)の共同開発を行い、
2008 年に韓国の宇宙飛行士を軌道に上げる。
2,3 の公的コメントから判断すると韓国も又宇宙の軍事利用
を考えている。この野心的計画が成功するかどうかは、アジア
の安全保障に宇宙が重要性もつことの指標となる。
韓国と対照的にインドの宇宙計画は確立したもので、既に多
くの成功を果たしてきた。インドはまた軍事宇宙能力の構築を
開始した。インドはロシアと協力し GLONASS 衛星航法システ
ムの開発と利用を行なう。インド軍は軍事目的の専用通信
衛星を要求した。インドは既に有能なリモセン衛星をもってお
り、インドの防衛関係は 2007 年末までに軍事ていさつ衛星を
配備する計画であることを宣言した。
インドの宇宙計画の変化は興味深いし、動向を示している。
インドの計画は年間$1B 未満の予算で比較的小さいが、大
変有能でリモセンと拡大する通信能力に強力な計画をもつ。
最近までインドは主として民間衛星と利用計画に集中してき
た。中国が宇宙の事業を加速し始めるや、インドの宇宙計画
の方向は変り、月と有人の計画を発表した。アジアで宇宙競
争があるとすればインドと中国の間である。
中国はアジアにおいて最も活発な宇宙パワーである。中国は
1950 年以来、宇宙能力に投資を続けてきた。文化大革命
の間は他の計画は深刻な中断に直面したが、部分的に宇宙
計画は干渉から守られることさえした。投資は中国にとって割
に合うものとなった。中国にとっての最も明白な見返りは威信
にあった。中国は宇宙計画を強大な力の状態を表わすため、
地域の支配を宣言するのに用いる。CSNA(国家協議会、米
の NS 協議会と同等)が出した中国の宇宙白書は目を引く達
成成果を要求している。中国の胡錦桃は神舟 5 号の成功を
世界の科学と技術の頂点にそびえ立つ努力の成果におい
て、中国人民は歴史的歩みを果したと述べた。
中国の民事(非軍事)と軍事の宇宙努力を促す動機は３つ挙
げられる。第 1 に先進国と肩を並べるのに宇宙能力を使うこと
である。中国はこのことを行なうのに資金と専門性をもってい
る。中国は先進国を追い越す新しい宇宙能力を生み出すの
にマイクロサテライトのような新しい技術の利点を利用すること
も考えている。中国は米や他の潜在的競争相手に対抗して
非対称の利点を生じる新しい技術に着目している。このこと
は、中国にとっての軍事宇宙アーキテクチャが米とロシアとは大
変異なって見えるということである。

more than $4 billion in a partnership with Russia. The goals of the
partnership are ambitious, and include the creation of a space launch center
by late 2007; joint development of a new space launch vehicle (SLV); and
the orbiting of a South Korean cosmonaut in 2008. Judging from the few
public comments that have been made, Korea is also considering the military
use of space. Whether or not this ambitious program succeeds, it is
indicative of the importance space has taken on for Asian security.
In contrast to Korea, Indiaʼs space program is well established and has
already had many successes. India has also begun to assemble a range of
military space capabilities. It has entered into partnership with Russia to
develop and use the GLONASS satellite navigation system. The Indian
military has requested a dedicated communications satellite for military
purposes. India already has capable remote sensing satellites, and Indiaʼs
defense minister announced plans to deploy a military reconnaissance
satellite by the end of this year.
Changes in the Indian space program are interesting and indicative. Indiaʼs
program is relatively small, with funding of less than a billion dollars a year,
but it is very competent, with strong programs in remote sensing and a
growing communications capability. Until recently, India has focused
primarily on civil and utilitarian satellite programs. Since China began to
accelerate its space efforts, however, the direction of Indiaʼs space program
has changed, with the announcement of both lunar and manned programs. If
there is a space race in Asia, it is between India and China.
China is the most active space power in Asia. It has been investing in space
capabilities since the 1950s, and its space program was even partially
shielded from interference during the Cultural Revolution, when other
programs faced serious disruptions. This investment has paid off for China.
The most visible return to China has been in prestige. China uses its space
program to announce its great power status and to lay a claim to regional
dominance. A White Paper on space put out by the State Council ‒ the
equivalent of the U.S. National Security Council - calls for “eye-catching
achievements.” Chinaʼs President Hu Jintao described the success of
Shenzhou 5 as “an historic step taken by the Chinese people in their
endeavor to surmount the peak of the world's science and technology.”
The motives that guide both Chinaʼs civil and military space efforts fall into
three categories. The first involves China bringing its space capabilities up
to par with other developed nations. China has the money and expertise to
do this. China also hopes to take advantage of new technologies, like
microsatellites, to create new space capabilities that will allow it to surpass
developed nations. China looks to these new technologies to provide
asymmetric advantage against the United States and other potential
opponents. This means that military space architecture for China will look
very different from that used by the U.S. or Russia.

中国はまた中国の威信と影響力を飛躍的に増す注目を引く
活動を宇宙がもたらすことを望んでいる。中国の宇宙の活動
は継続的軍事上の存在を構築するよりはむしろ主として、威
信と影響力を確保したり強化したりするためである。長期的な
目標は、宇宙作戦とサービスを中国の国力の一体化した部
分にすることにある。

China also wants space to provide those “eye-catching” activities that will
enhance Chinaʼs prestige and influence. Chinaʼs activities in space are
undertaken primarily to affirm or enhance prestige and influence rather than
build a continuous military presence. The long-term goal is to make space
operations and services an integral part of Chinaʼs national power.

中国の有人軌道ミッションは宇宙探査の野心的計画の一部
に過ぎない。この中には有人とロボット計画の両方がある。有
人計画の次の段階は神舟 7 号で、3 名の宇宙飛行士をの
せ、2007 年打上げ（[編注] 2008 年 10 月が最新予定か）を
計画している。これらの宇宙飛行士のうち 1 名はスペースウォ
ークを実施予定である。2009 年と 2012 年の間に他の宇宙機
とドッキング・マヌーバを行い、スペース・ラブを打上げ・運用予
定である。最初の中国のスペース・ラブは 2 機の無人神舟カプ
セルをいっしょにドッキングさせて構成する。神舟 10 号はスペー

Chinaʼs manned orbital missions are only part of an ambitious program for
space exploration. This includes both human and robotic efforts. The next
phases of the manned program will be Shenzhou 7, planned for launch in
2007, with three astronauts. One of these astronauts will carry out a space
walk. Between 2009 and 2012 there will be a docking maneuver with another
spacecraft and the launch and operation of a space lab. The first Chinese
space lab would be formed by docking two unmanned Shenzhou capsules
together. Shenzhou 10 would carry the first crew for the lab. The Chinese
say it would be followed by the construction of a permanent space station ‒
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ス・ラブのための最初のクルーを輸送することになろう。っ中国
は恒久的スペース・ステーションの建設が続くと述べている。中
国の宇宙当局者には恒久的宇宙ステーションが有人宇宙計
画の主目標であると言っている者もいる。
中国は別に Chang'e (:嫦娥、じょうが) と名づけられた無人月
探査計画を作業中である。月計画は次の 12 年間 3 段階に
分かれている。嫦娥 1 号は打上げ成功したばかりで月周回軌
道にある。第 2 段階は 2012 年までに月に宇宙機を着陸させ
る。第 3 段階は 2020 年までに中国に月サンプルを回収する。
中国は嫦娥の成功が有人月ミッションの基盤になるように考
えている。中国は有人月計画用に十分なペイロードをもつ打
上げロケットをまだもっていない。しかし、次世代の打上げロケ
ットの研究開発計画を開始した。Michael Griffin NASA 長
官は先月（2007 年 10 月）の昼食の席上で個人的には中国
は米に先立って月に行くと信じていると述べた。
中国の宇宙予算は 1994 年まで機密であった。そして現在も
なお、詳細には公けにされていない。推定で年間$1B から$2B
の範囲にわたっている。この中には軍事と民事宇宙計画が含
まれているが、これらの数値には多くの宇宙関連出費が含ま
れていない。中国の全宇宙計画は GDP の 0.5%よりやや少な
い予算であるが、GDP が急速に増加したので毎年宇宙予算
が増す機会となっている。1990 年初期に USTR が行った中国
の商業打上げロケットに関する作業に基づき、これらの数値は
多分、実際のコストの 1/3 であると推定する。中国はさらに効
率の良い宇宙予算の使用を行なっているように思われる。そし
て若者と年齢の平均が 40 歳の良く訓練された宇宙の労働力
の利点をもっている。
リモセン技術は、情報優位の基本的要素であり、中国軍はそ
れらを宇宙能力構築の重要領域と識別した。中国は数多く
のリモセンと偵察衛星を製造し飛行させた、しかし、断続的で
実験的なものだった。最初のモデルは原始的で分解能も良く
なかった。（分解能とは衛星で収集した画像中の細部の度合
いのことであるが）、そして、データはフィルム回収に依存してい
た。時間を経て、中国の宇宙リモセン計画は段階的向上で
継続性をしるしている。
最も明白な中国の軍事宇宙計画の例は衛星攻撃テストで
ある。中国は他の衛星攻撃を開発中との新聞報道もある。
彼らは世界から非難を浴びることは予期していなかった。この
読み違えは中国の安全保障における独善性の度合い、国際
政治における経験不足、中国の莫大な経済的成功から生ま
れたある程度の傲慢さによる。中国が同様に地域での均衡を
読み違え、情報戦又は衛星攻撃計画から得られる利点を過
大評価しないか問うことは正当であろう。

some Chinese space officials say that a permanent space station is the
major goal of the manned space program.
China is working on a separate unmanned lunar exploration program named
Changʼe. The lunar program has three phases planned over the next twelve
years. Changʼe 1 was just launched successfully and is now orbiting the
moon. The second phase will land a craft on the moon by 2012. The third
phase will return lunar samples to China by 2020. China hopes that success
for Changʼe will help set the stage for a manned lunar mission. China does
not yet have a launcher with sufficient payload for a manned lunar program,
but it has begun an R&D program for the next generation of launch vehicles.
Michael Griffin, Head of NASA, said at a lunch last month that he personally
believed that China would be back on the moon before the U.S.
Chinaʼs space budget was a secret until 1994, and it has still not been made
public in any detailed fashion. Estimates place it variously between $1 billion
and $3 billion per year. This includes both military and civil space projects,
but these figures do not include many spacerelated expenditures. China
spends a little less than one-half of one percent of GDP for all space
programs, but as GDP is growing rapidly, this gives it the opportunity to
increase its space budget every year. Based on work done by USTR in the
early 1990s on Chinaʼs commercial space launchers, I would guess that
these figures represent perhaps a third of the actual cost. China also seems
to be more efficient in the use of its space funds, and it has the advantage
of a young and well-trained space workforce, whose average age is about 40
years.
Remote sensing technologies are an essential element for building
information superiority, and the Chinese military has identified them as a
crucial area for building space capabilities. China has built and flown
numerous remote sensing and reconnaissance satellites, albeit on a sporadic
and experimental basis. The first models were primitive, having poor image
resolution (resolution refers to the level of detail in the imagery collected by
the satellite) and relied on film- recovery to provide data. Over time,
Chinese remote sensing efforts have become more sophisticated and the
Chinese space remote sensing program is marked by a continuous degree of
incremental improvement.
The most visible example of Chinaʼs military space program is its
anti-satellite test. There are press reports that China is also developing
other anti-satellite weapons. The Chinese miscalculated the reaction to
their anti-satellite test. They did not expect global condemnation. This
miscalculation reflects a degree of parochialism in Chinese security policy, a
lack of experience in international politics, and a certain degree of hubris
born of Chinaʼs tremendous economic success. This makes it fair to ask if
the Chinese could similarly miscalculate the balance of power in the region
and overestimate the advantage they could get from information warfare or
anti-satellite programs.

中国が製造し打上げたものをレビューすると、中国の軍事宇
宙の作業は際立ってすぐれた能力を実証し、異なった種類の
衛星をテストすることい主目的があることを示唆している。中
国はほとんど全範囲の軍事宇宙能力を構築した、そして迅
速に信号傍受、偵察、航法、その他サービスのための衛星を
配備できるであろう。未だにそうしていないことは、将来もそうし
ないことを意味している。現在、民事宇宙計画に優先度があ
る。しかし、中国は紛争への他のそして非対称のアプローチを
探すにつれ、宇宙の軍事利用に焦点を絞ることは明らかであ
る。

A review of what China builds and launches suggests that Chinaʼs military
space effort is intended primarily to demonstrate technological prowess and
to test different kinds of satellites. China has built almost the full range of
military space capabilities, and it could rapidly deploy satellites for signals
intelligence, reconnaissance, geonavigation, and other services. That it has
not yet done so does not mean that it will not do so in the future. The civil
space program seems to have priority for now, but China is clearly focused
on the military use of space as it explores other, asymmetric approaches to
conflict.

非対称戦

Asymmetric Warfare

非対称戦は新しい考え方ではない。1920 年代の航空力の
提唱者は敵陸軍の上を飛び、工場、輸送分岐路、通信を
攻撃すれば敵軍事力に直接対峙する従来の陸上の襲撃よ
りも早い勝利をもたらすと信じた。彼らは間違っていた。予想し

Asymmetric warfare is not a new idea. The advocates of air power in the
1920s believed that flying over enemy armies to attack factories,
transportation nodes, and communications would bring victory faster than a
conventional land assault that engaged enemy forces directly. They were

5

たよりも国々と経済はもっと頑丈だった。航空攻撃があるとな
れば、目標となった住人の抵抗が増大した。しかし、多くの
国々は、従来とは異なった技法と技術に ‒ 中国戦略家は
「刺客の槌矛と呼んでいるが、 - 従来軍事力を打ち破る方
法として心が引かれた。

wrong ‒ countries and economies are more robust than they had estimated
and air attacks, if anything, increased the will to resist among target
populations ‒ but many countries are attracted to unconventional
techniques and technologies ‒ what Chinese strategists call “the assassinʼs
mace” ‒ as a way to overcome conventional military forces.

非対称戦は紛争の性質の互いに関係する変化の組の一部
である。第 1 は、ペルシャ湾岸戦争で米が最初に先取りしたハ
イテク情報集中型の戦闘の展開であった。第 2 はこの戦闘形
態が従来の軍事郵政への米の潜在対抗者へ及ぼした反応
である。第 3 は新しい種類の兵器と新しい攻撃の形態の開発
展開である。米がハイテクと情報集中型戦闘から得た従来の
力が意味するところは、潜在的対抗者は非対称の利点を得
る方法を探しているということである。即ち、彼らは米が強いと
ころでは紛争を避け、弱い所を攻撃し、非従来的武器と戦
法に依存するであろう。

Asymmetric warfare is part of a set of interrelated changes in the nature of
conflict. The first is the development of a high-tech, information-intensive
style of combat pioneered by the United States in the first Persian Gulf War.
The second is the reaction of the United Statesʼ potential opponents to the
conventional military superiority this mode of combat has given it. The third
is the development of new kinds of weapons and new modes of attack. The
conventional strength that the United States derives from its high-tech,
information-intensive style of combat means that potential opponents are
seeking ways to obtain “asymmetric” advantage: they will avoid conflict
where the United States is strong and attack where it is weak, and they will
rely on unconventional weapons and tactics.

不規則戦あるいは非対称攻撃は、従来戦にﾊｲﾃｸ兵器がも
つ利点のあるものを除き去ることを探求する。このことは、一般
市民の中に暴動を起す者が混じり込んだりする形をとるが、
軍事力に攻撃を加えずにそれら軍事力に情報面でも利点を
生んでいるインフラに攻撃を加える形をとる。対抗者には驚き
を与えることはさらに価値をもつ。米の先制対抗攻撃を挫くか
らである。神出鬼没の対抗者の効果は、情報優越の必要性
を強めるものである。
宇宙におえｋる広く知られた米の能力により、連なる敵は対抗
手段を採用するようになった。対抗手段は新しいものではな
い。ソ連はほとんど瞬時に米衛星が彼らをスパイしていることを
知った。インターネットにより貧しく洗練されていない敵でも米の
衛星が頭上に来る知識が得られる。潜在的敵の非公式ネッ
トワークは対抗手段に関する情報を共有している。

Irregular warfare or asymmetric attacks seek to remove some of the
advantages that high tech weaponry provides for conventional warfare. This
can take the form of insurgents who blend into civilian populations or it can
take the form of attacks not on military forces but on the infrastructures
that provide informational advantage to those forces. Surprise is more
valuable to our opponents, as it eliminates the possibility of a damaging
preemptive American counterstrike. The effect of more elusive opponents is
to reinforce the need for information superiority.
Widespread awareness of U.S. capabilities in space has led to the adoption
of countermeasures by a range of opponents. Countermeasures are not new
‒ the Soviets knew almost immediately that U.S. satellites were spying on
them. The Internet provides even poor and unsophisticated opponents
knowledge of when U.S. satellites will be overhead. Informal networks of
potential opponents share information on countermeasures.

1990 年代のコソボ紛争の際、セルビア人は隠すことと移動を
組合せて使い成功した、そして、米の技術的情報収集を混
乱させるため欺瞞を行なった。彼らの成功により他者には米の
情報的優位に対抗する方法を探す励みとなった。衛星とその
地上インフラへのジャミング、スプーフィング(なりすまし)、ハッキ
ング、データ途絶/混乱, 及び恐らく運動/機械的攻撃が将
来の紛争の一部となろう。これら攻撃には、例えば、目標とな
る武器システムのシグナチャの注意深いスタディ、そしておとりへ
そのシグナチャを複製することが含まれよう。あるいは、衛星を
運用し、そのデータ処理を行なうコンピュータ・ネットワークに侵
入し破壊することが含まれよう。これらの技法は現時点で数カ
国が日常的にこっそりとテストしており、宇宙における軍事活
動の重要な要素を形成するであろう。

In the Kosovo conflict of the 1990s, The Serbs successfully used a mixture
of concealment, mobility, and deceit to confuse U.S. technical collection.
Their success has encouraged others to explore ways to counter U.S.
informational advantages. Jamming, spoofing, hacking, data disruption, and
perhaps kinetic attack on satellites or their terrestrial infrastructure will be
part of any future conflict. These attacks can involve, for example, carefully
studying the signature of a target weapons system, and then duplicating that
signature in a decoy. Or it could involve penetrating and disrupting the
computer networks that operate satellites and process the data they
provide. These techniques are routinely tested, albeit covertly, at the
present time by several nations and will form an important element of
military activities in space.

我々は潜在的敵による国家の宇宙アセットへの攻撃の可能
性を割引いて考えるべきではない。中国とロシアは洗練された
宇宙能力を保有している。ロシアは衛星攻撃兵器を開発し
たし、中国はきっとそれらに引かれ、確かに衛星攻撃能力を
探究している。ロシアの可能性はモスクワ政府同意の有無に
よらず、潜在的敵に衛星攻撃技術を引渡すことを割引いて
考えることはできない。米が軍事作戦に宇宙サービスをどれ程
多くインテグレートしてきたかを知ることが、それらを提供してい
るサービスあるいはシステムを破壊させ、格好の目標となってい
る。

We should not discount the possibility of an attack on national space assets
by potential opponents. China and Russia have sophisticated space
capabilities. The Russians developed anti-satellite weapons and the Chinese
are certainly attracted to them and are certainly researching anti-satellite
capabilities. The possibility of the Russians, either with or without the
consent of the government in Moscow, passing some anti-satellite
technology to a potential opponent, cannot be discounted. Knowing how
much the U.S. has integrated space services into its military operations
makes disrupting those services, or the systems that provide them, a
tempting target.

技術的変化

Technological Change

技術的な発展は宇宙からの安全保障上の長所を与える新
しい種類の機会を創り出した。NS 宇宙システムはもはや大き
な高価な衛星を造り運用することには限定されなくなった。
国々はセンサ、擬似衛星の新技術の長所を用いることがで
き、情報技術は将来の宇宙システムをもっと高能力で頑丈な

Technological developments have created new kinds of opportunities to
provide a security advantage from space. A national security space system
is no longer limited to building and operating large, expensive satellites.
Countries can now take advantage of new technologies in sensors,
pseudo-satellites, and information technologies to make future space
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ものとし、政策立案と軍事作戦にさらに十分統合化される。
より小さなより軽いセンサ、新しい種類のプラットフォーム及び
自動化されたソフト、ツールは宇宙作戦を変革させるであろ
う。これらの技術のあるものは、競合者を一跳びに前方への進
ませる機会となろう。

systems more capable and robust, and more fully integrated into policy
making and military operations. Smaller, lighter sensors, new kinds of
platforms, and automated software tools will transform space operations.
Some of these technologies offer the opportunity to leap ahead of
competitors.

小型衛星のコンステレーションは、例えばセンサを混ぜて使い、
覆域、冗長性、残存性を増大させよう。異なる軌道にある異
なる種類の衛星を使ったネットワーク、無人機、有人機又は
別のビークルのセンサは持続的世界規模の状況認識と情報
的長所の新しい種類のものを提供できるであろう。センサ・パッ
ケージを衛星以外の一連のビークルに搭載する能力とそれら
が出力するデータの流れをネットワーク化する能力は新しい作
戦能力の可能性を提供しよう。

Constellations of small satellites, for example, using a mix of sensors, could
offer increased coverage, redundancy and survivability. Networks using
different kinds of satellites in different orbits, unmanned aerial vehicles and
sensors on manned aircraft or other vehicles can provide persistent global
awareness and new kinds of information advantage. The ability to place
sensor packages on a range of vehicles other than satellites and to network
the data flows they produce offers the potential for new operational
capabilities.

UAV 無人機は宇宙に似た利点を有する。UAV の信頼性と
性能が向上するにつれ、今までは衛星で行なわれたミッション
のいくつかを UAV が果せるようになろう。通信系とセンサパッケ
ージを搭載した高高度 UAV は特定の地理的地域に短期間
に宇宙アセットを強化したり、代替したりする能力を提供でき
よう。
宇宙で収集されたデータを取扱ったり分析したりする能力の増
大は、別の重要な技術変化である。計算パワーと分析ソフト
の向上は宇宙データをもっと価値のあるものにし、アナリストが
多くの異なるソースからのデータを組合せ、統合することを可
能にした。
これらの発展と技術変化の歩みと方向は、より多くの国々が
宇宙にアクセス及び向上した宇宙安全保障能力へのアクセス
が可能になったことを意味する。持てる者と持たざる者とのギャ
ップは縮まった。１ダース以下の国が宇宙へ衛星を打上げる力
をもっている一方で今やさらに多くの国々が衛星或いは宇宙
サービスを取得できるであろう。

Unmanned aerial vehicles also offer space-like benefits. As UAVs improve in
reliability and in performance, they will be able to carry out some missions
once reserved for satellites. High altitude UAVs carrying communications or
sensor packages could provide a capability to reinforce or replace space
assets at short notice for specific geographical areas.

商業宇宙とサービス

The increased ability to manipulate and analyze data collected in space is
another important technological change. Improvements in computing power
and in analytical software have made space data more valuable and allow
analysts to combine and integrate data from many different sources.
These developments and the pace and direction of technological change
mean that more nations will have access to space, and access to improved
security capabilities. The gap between “haves” and “have-nots” will shrink.
While less than a dozen nations will have the ability to ability to launch a
satellite into space, many more will now be able to acquire satellites or
space services.
Commercial Space Services

宇宙アセットの利用法と情報優位を得る方法の質問は商業
宇宙サービスの果てんで複雑化した。米とソ連は彼らの軍のた
めのインテリジェンス、通信、航法の衛星のフリート（編隊）を
軌道にあげるのに何 B$も使った。しかし、彼らの敵ははるかに
少ないコストで画像、通信、気象気候及び航法サービスのあ
る程度のレベルを得るエコノミークラスのパッケージをかきあつめ
ることができる。軍事と商用の宇宙の間の区別が言葉で説明
ができないほどにぼやけてきた。

The question of how to use space assets and how to gain informational
superiority is complicated by the development of commercial space
services. The United States and the Soviet Union spent billions of dollars to
orbit fleets of satellites that provided intelligence, communication and
navigation to their military forces. However, for far less cost, a potential
opponent could assemble an “economy class” package to obtain some level
of imagery, communications, weather, and navigation services. The
distinction between military and commercial space is irrevocably blurred.

商用衛星サービスが軍事的長所を持ちえる。国は宇宙サービ
スのために専用化した軍事プラットフォームに依存する必要は
ない。通信、リモセン（そして多分、航法（ジェオ・ナビ））の商業
宇宙市場の出現は国が宇宙サービスを購入して軍事能力を
補強できる状況を作り出した。このことは、また、これらサービｽ
を行なっている衛星が論理的に敵による攻撃目標しかもこっ
そりと攻撃される目標であることを意味する。商業サービスが
利用できない唯一の NS 宇宙活動はシグナル・インテリジェン
ス収集とミサイル打上げの早期警報である。

Commercial satellite services can provide military advantage. Nations do not
need to depend on dedicated military platforms for space services. The
emergence of a commercial space market in communications, remote
imaging (and perhaps geo-navigation) created a situation where nations
could augment their military capabilities by buying space services. This also
means that the satellites providing these services are logical targets for
attack ‒ albeit covert attack - by an opponent. The only national security
space activities for which there are not commercial services available are in
signal intelligence collection and in early warning of missile launches.

インド、イスラエル及びフランスのようないくつかの国では、NS
宇宙計画を援助するために商業サービスの販売利用をしてい
る。これらの商業サービスはデータあるいは商業事業者からの
サービスの直接購入あるいは、一定期間、宇宙アセットのタス
キング権限を国がもつタイムシェア設定を含みうる。米でさえ通
信と画像の商業サービスを非常に多く利用している。あるサー
ビスは非常に洗練されている。新しいドイツの TerraSAR-X レ
ーダ画像衛星システムは、数年前は、2,3 の高額のインテリジ
ェンス衛星からのみ入手可能だった。

Some countries, such as India, Israel, and France, use the sale of
commercial services to subsidize their national security space programs.
These commercial services can involve the direct purchase of data or
services from a commercial operator, or they can involve a “timeshare”
arrangement where a country has tasking authority of a space asset for
some period of time. Even the United States makes heavy use of
commercial services for communications and imagery. Some services are
quite sophisticated ‒ the new German TerraSar-X radar imagery satellite
system offers imagery that a few years ago was only available from a few,
expensive intelligence satellites.

いくつかの国は商業的と安全保障上の活動を組合せている。
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例えば商業と軍事の両方のトラポンを組合せたペイロードをも
っている通信衛星とか、画像の一部を商業市場に販売してい
る偵察衛星とか、商業と安全保障サービスの両方を行なって
いる航法衛星である。これらのデュアル・ユース・プログラムが直
面する挑戦は商業サービスを提供することによりどの程度節
約できるかを政府が通常過大評価し、結果的に計画予算が
少なくなってしまうのである。欧州の Galileo 航法衛星計画が
この良い例である。Galileo は有用なサービスを行なう、しか
し、商業的には存続可能ではない。プログラムが成功するため
に、EU 欧州共同体はさらに資金を拠出せねばならなくなるで
あろう。
組織と行動原理(ドクトリン)
これらの商業サービスの到来は、宇宙からの利点を得るために
自分の衛星を製造し、運用する必要はもはやなくなったことを
意味する。宇宙へのアクセス恩恵をフルに得るにはドクトリンと
戦法の広汎な変更、分析のためのスタッフの拡充、通信能力
の増大が必要になる。衛星サービスの効果的利用には、アナ
リストとオペレータのサポート・インフラの開発と衛星データとサ
ービスの軍事計画と作戦への統合が必要である。軍事目的
に衛星利用を求める国は、しばしばこの地上の高価な宇宙パ
ワーの要素を見過ごす。

拡大された分析能力が重要である。画像とデータが優位にな
るには解釈され、共有されねばならない。米の NGA の創設は
宇宙のための組織変更と宇宙のためのサポート組織の創設
の重要性の認識の一端であった。分析され他と通信連絡をと
り合うことがなければ大部分は無駄なものになってしまう。

ドクトリンは国が軍事力を動かす原理である。ドクトリンは宇
宙での活動がフルに利益となるよう変えられねばならない。多く
の国は宇宙を彼らの軍事的ドクトリンの中に含めていない。米
は軍事作戦を行なう方法に宇宙を入れ込んだもっとも先進
的な国である。このドクトリンの文書は従来戦において米軍が
有利な理由の１つである。米は又彼らの作戦にさらに十分に
宇宙と宇宙のサービスを入れ込むために軍隊を再編成した。
宇宙データと他の情報とを組合わせることにはほんとに利益が
ある。宇宙配備のシグナル・インテリジェンスと画像のインテグレ
ーションは特に複雑なタスクである。なぜなら広汎なドクトリン
の変更、スタッフの拡充、そして通信能力の増強を必要とする
からである。画像に関して、この分野の１つの面白い発展は分
析サービスとソフトの商業市場の拡大である。商業的に入手
利用できるソフトは宇宙データを分析し、他のデータ・ソースと
統合する能力が増している。この種類の分析と統合は本当に
インテリジェンスの利点を提供できる。
これらの地上の要求事項は NS プログラムの隠れた部分であ
る。多くの人々は衛星と打上げロケットの数を宇宙パワーの指
標として見ている。しかし、現実の利益を与えるのは、これらの
バック・オフィス運用作業である。国々はその軍事ドクトリンを
変え、スタッフと通信リソースを増し、既存の組織が宇宙サービ
スの十分な NS 利益を得られるように修正せねばならない。衛
星を製造し、打上げあるいは衛星サービスへのアクセスを購入
するだけでは十分ではない。衛星のサービスの洗練された使
用はアナリストとオペレータのサポート・インフラの開発及び衛
星サービスの統合を安全保障計画と運用に入れる必要があ
る。軍事目的への衛星利用を求める国は度々、この宇宙パ
ワーの地上要素を見過ごす。しかし、安全保障機能が再組
織されない限り、宇宙プログラムへの投資を十分利することは
できないであろう。

Some countries combine commercial and security activities. This could be a
communications satellite whose payload combines both commercial and
military transponders, for example, or a reconnaissance satellite that sells
some of its imagery on the commercial market, or a navigation satellite that
provides both commercial and security services. The challenge that these
“dualuse” programs face is that government usually over-estimate how
much they can save by offering commercial services, and as a result, they
underfund the program. Europeʼs Galileo navigation satellite program is a
good example of this. Galileo offers useful services, but it is not
commercially viable. For the program to succeed, the EU will have to pay
more.
Organization and Doctrine
The arrival of these commercial services means that it is no longer
necessary to build and operate your own satellite systems to gain an
advantage from space. However, owning and operating a satellite is not
enough for military advantage. To reap the full benefit of access to space
requires extensive changes to doctrine and tactics, expanded staffs for
analysis, and increased communications capabilities. Effective use of
satellite services requires the development of a support infrastructure of
analysts and operators and the integration of satellite data and services into
military plans and operation. Countries seeking to use satellites for military
purposes often overlook this terrestrial and expensive element of space
power.
Expanded analytical capabilities are crucial. Imagery and data must be
interpreted and shared to provide advantage. The U.S. decision to create
the National Geospatial Agency was in part a recognition of the importance
of reorganizing and creating supporting organizations for space. Satellites
can generate floods of data. Most of it goes to waste unless it can be
analyzed and communicated with others.
Doctrine is the principles by which a nation operates its military forces.
Doctrines must be changed to gain the full benefit of activities in space.
Most nations have not incorporated space into their military doctrine. The
U.S. is the most advanced country in incorporating space into the way it
conducts military operations. This doctrinal work is one reason for the U.S.
military advantage in conventional warfare. The U.S. has also reorganized its
military forces to incorporate space and space services more fully into their
operations.
There are real benefits from combing space data with other information. The
integration of space-based signals intelligence and imagery is a particularly
complex task, since it requires extensive changes to doctrine, expanded
staffs, and increased communications capabilities. One interesting
development in this area, for imagery, is the growth of the commercial
market in analytic services and software. Commercially available software
provides growing capabilities to analyze space data and integrate with other
data sources. This sort of analytics and integration can provide real
intelligence benefits.
These terrestrial requirements are the hidden part of a national security
space program. Many people look at the number of satellites and launchers
as an indicator of space power, but it is these “back office” operations that
provide the real benefit. Countries must also change their military doctrine,
increase staff and communications resources, and modify existing
organizations to gain the full national security benefit of space services.
Building and launching satellites or buying access to satellite services is not
sufficient in itself. A sophisticated use of satellite services requires the
development of a support infrastructure of analysts and operators, and the
integration of satellite services into security planning and operations.
Countries seeking to use satellites for military purposes often overlook this
terrestrial element of space power, but unless security functions are
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できないであろう。

reorganized, the full advantage of investment in a space program will not be
obtained.

安全保障宇宙アーキテクチャは NS 宇宙システムのドクトリンと
組織の最終的エレメントである。アーキテクチャは構造、機器
及び運用（作戦）を定義しており、投資と開発のためのロード
マップとなり得る。動きと位置の固定パターンを指す軌道運用
の物理が与えられれば、宇宙に対しアーキテクチャは特に重要
である。この意味では、宇宙アーキテクチャは幾分、交戦規則
(Order of Battle)の概念に比肩される。米を含め多くの国は
衛星等宇宙アセットをどのようにまとめるかの明確な戦略なく
衛星や能力を加え宇宙における存在を徐々に強めはじめた。
首尾一貫性のあるアーキテクチャを開発するのは、性能とコス
ト面で利点があるであろう、しかし宇宙プログラムを地上の活
動に付帯したものとしてよりは、独立した分離した機能として
扱う必要がある。

Security space architecture is a final element for doctrine and organization
of national security space systems. Architecture defines structure,
equipment, and operations, and can be a roadmap for investment and
development. Architecture is particularly important for space, given the
physics of orbital operations, which dictate fixed patterns for movement and
position. In this sense, space architecture is somewhat comparable to the
concept of order of battle. Most countries, including the U.S., began by
building their presence in space incrementally, adding a satellite or capability
without a clear strategy of how these pieces would fit together. Developing
a coherent architecture would provide advantages in performance and cost,
but it requires treating space programs as an independent and separate
function rather than as adjuncts to terrestrial activities.

米国宇宙政策

U.S. Space Policy

米は年来、宇宙への首尾一貫性のあるアプローチを取ってき
た。この作業のぶぶｎには各政権の宇宙政策の見直しと大統
領の宇宙政策発表がある。現政権は 2006 年に宇宙政策を
発表した。

The U.S. has worked for years to develop a coherent approach to space.
Part of this effort involves a review of space policy by every administration
and the release of a Presidential space policy. The current administration
released its space policy in 2006.

この新しい国際的文脈の中で２００６年に発表された米の宇
宙政策を誤って解釈するのは容易である。新しい政策の真偽
の疑わしい危険を意図的に誤って解釈したり、誇張することは
いくつかの敵の利益になる。事実、政策の主題は少なくとも
1970 年代のカータ政権時代にあらわれており、数十年にわた
って一貫している。これらの政策は宇宙が平和であるという考
えには基づいていない。これらは敵が米の軍事的有利に宇宙
利用することを妨げようとし、同時に敵は彼ら自身の軍事目
的のために宇宙を利用するであろうとの想定を反映している。
米の政策は宇宙において自身を守り敵の宇宙能力を否む米
の権利を主張している。

In this new international context it is easy to misinterpret the U.S. space
policy released in 2006. It is also in the interest of some opponents to
intentionally misinterpret and exaggerate the alleged dangers of the new
policy. In fact, the themes of the policy have been consistent for decades,
appearing at least as early as the Carter administration of the 1970s. These
policies are not based on the notion that space is peaceful. They reflect the
assumption that opponents will seek to prevent the U.S. from using space
for military advantage and at the same time, will attempt to exploit space for
their own military purposes. U.S. policies affirm the right of the U.S. to
defend itself in space and to deny space capabilities to opponents.

1950 年代に米が宇宙における安全保障の活動を開始した
時に、宇宙の平和利用の論議をした後にそうしｈたことに気づ
くのは重要である。アイゼンハワー大統領は宇宙の平和利用
に深くかかわった。しかし彼は情報収集を行い不確定を低減
する平和とは相容れない宇宙作戦を決定した。NS と宇宙平
和利用は米の見方からすれば整合がとれている。
2006 年の米宇宙政策は特段新しいことは何も言っていない。
その政策は米の信念である、宇宙は利用する者全てに自由
であるべきで、その利用は平和目的であるべきであるが、いか
なる紛争においても、米は宇宙における如何なる戦闘にも勝
利する権利を留保するということを再確認している。
新しい宇宙政策に先例があるとすれば、それは長期にわたる
米の航法への自由のアプローチに見られる。他の国は米を安
全に守るために行動中の米の軍事力を規制しようと思うかも
しれないが、この望みに応じることはもちろん米の利益の中に
ない。米籍の艦船は武装していようが、いまいが、どの国の国
境に接していようとも公海を航行する権利を有している。そし
て米の衛星は武装の有無によらず、どの国の上を通過しようと
開かれた宇宙(オープン・スペース)を航行する権利を有してい
る。米が自身に求めている自由は、他の国々にも拡張され
る。もちろんスプートニークからはじまり、毎晩米の頭上を通過
してもワシントンからの不平は出なかったのである。
宇宙を聖域とすることは米の関心にない。紛争の際に宇宙を
聖域とする合意を守る潜在的敵なのかは横に置いておいて
宇宙兵器あるいは（従来型）運動エネルギー兵器あるいは実
際初期の兵器の概念に合うようなものを含まずに衛星を攻撃
する多数の方法が存在する。
宇宙政策は宇宙（outer space）に主張を設定するものでも
なく、宇宙兵器の開発を要求するものでもない。米が宇宙兵

It is important to note that when the U.S. began its security activities in
space in the 1950s, it did so only after a debate over the peaceful uses of
outer space. President Eisenhower was deeply committed to the peaceful
use of space. However, he decided that space operations that collected
information and reduced uncertainty were not incompatible with peace.
National security and peaceful use of space, in the U.S. view, are compatible.
The 2006 U.S. space policy says nothing particularly new. The policy
reaffirms the U.S. belief that space should be free for all to use, and that the
purpose of those uses should be peaceful, but that in any conflict the U.S.
reserves the right to win any battle in space.
If there is a precedent for the new space policy, it is found in the
long-standing U.S. approach to the freedom of navigation. Other nations
may desire to regulate U.S. military forces in their actions to secure or
defend the United States, but it is definitely not in the U.S. interest to
accede to this desire. U.S. national vessels, armed or unarmed, have the
right to navigate the open seas no matter which countriesʼ borders they
touch, and U.S. satellites ‒ armed or unarmed ‒ have the right to navigate
open space no matter which countries they pass over. Note that the
freedom the U.S. asks for itself it also extends to other nations, beginning of
course with Sputnik, which passed over the U.S. every night without
complaint from Washington.
It is not in the U.S. interest to try to make space a “sanctuary.” Putting
aside the question as to whether a potential opponent would respect any
agreement that space is a sanctuary in the event of a conflict, there are
many ways to attack satellites that do not involve space weapons, or kinetic
weapons, or indeed anything that fits earlier concepts of weapons.
The space policy does not lay claim to outer space nor does it call for
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器の開発を遅らせたい予算面と技術面の理由が存在する。
宇宙兵器は高額であり、必要な技術は未成熟である。宇宙
の兵器化(weaponization)は、米が潜在的敵に競合面での
利点をもっている分野である。米の軍事宇宙研究と効率的に
競合できない事実が、彼らが公けに宇宙兵器化を禁止する
条約/協定を支援する理由である。
宇宙兵器の主たる問題はいつでもほとんど、より安価な、より
優れた地上配置の解が在ることである。これは宇宙活動の基
本的な質問であり、宇宙の推進提唱者はほとんど尋ねないも
のである。宇宙でしか出来ない事は何か？あるいは地上より
も宇宙でうまく出来る事は何か？宇宙運用/作戦が利点のあ
る軍事的そして情報収集（インテリジェンス）的活動がある、し
かし、宇宙の兵器化はこれらの中にはない。
この問題が米国防省の宇宙軍事力の理論の展開を複雑化
している。宇宙軍事力（power）は NS 戦略をサポートし、NS
目的を達成するための宇宙軍事力(forces)を利用する能力
である。多くの外部からの観察者には宇宙パワーの概念は不
気味で脅しの響きをもつ。しかしながら米のコメントから判断し
て、宇宙パワーは宇宙を支配君臨する努力ではなく、宇宙運
用とアセットを米の軍事計画と活動により良く統合するための
努力である。宇宙パワーは他のどこの国も現在比肩できない
ような利益を衛星が米に提供することの実現を目指している。

developing space weapons. There are budgetary and technical reasons why
the U.S. might want to go slow on developing space weapons. They are
expensive and the technologies needed for them are immature. Space
weaponization is an area where the U.S. has a competitive advantage over
its potential opponents. The fact that they cannot effectively compete with
U.S. military space research is one reason why they publicly support a
treaty banning space weaponization.
The chief problem with space weapons is that there is almost always a
cheaper and better ground-based solution. This is a fundamental question
for space activities and it is one that space advocates almost never ask.
What is it that can only be done in space, or that can be done better in
space than on the ground? There are military and intelligence activities
where space operations have an advantage, but weaponization of space is
not among these.
This problem complicates the development of a theory of space power by
the U.S. Department of Defense. Space power is the capability to exploit
space forces to support national security strategy and achieve national
security objectives. To many outside observers, the concept of space power
sounds ominous and threatening. Judging from U.S. comments, however,
space power is an effort not to dominate space but to better integrate
space operations and assets into U.S. military planning and activities. Space
power points to the realization that satellites provide an advantage to the
U.S., which no other nation can currently match.

米は衛星を攻撃するのをもっと困難にすることを継続し、柔軟
性のある軍事宇宙アーキテクチャに移行し、ORS(即応宇宙)
を加速し、高高度無人機やミニ衛星のような代替技術を開
発することにより、宇宙における優位を再強化可能である。こ
れらの代替技術は衛星への攻撃が役立たなくなるような特徴
をもつ「宇宙のような」サービスを提供できるであろう。米は既に
これらの計画の多くを追究している。しして衛星フリートに頑健
さを付与している。もし中国が衛星攻撃兵器を武力衝突で
使うとしても、それらはほとんど効果がないか全く利益にならな
いであろう。このことが事例として生き続けることは米の益にな
る。

The U.S. can reinforce its advantage in space by continuing to make its
satellites more difficult to attack, by moving to a flexible military space
architecture, by accelerating its Operationally Responsive Space programs,
and by developing alternative technologies such as high-altitude Unmanned
Aerial Vehicles and mini-satellites. These alternate technologies could
provide “ space-like” services that would render attacks on satellites
useless. Since the U.S. is already pursuing many of these programs, and
given the robustness of its satellite fleet, if the Chinese were to use
anti-satellite weapons in a clash, they would gain little or no advantage. It is
in the U.S. interest to ensure that this continues to be the case.

次の 10 年間

The Next Ten Years

多くの国が NS 目的に宇宙を利用するのは最初のペルシャ湾
岸戦争以来の年月の中で日常化しよう。国々が過去の巨大
な集合システムよりも高価にならない、さらに小型のもっと能力
のある衛星の利点を使うのが増し、商業サービスの利点を用
いるにつれ、この利用は増加しよう。6 ケ国は安全保障目的に
宇宙を顕著に使用している。安全保障目的に宇宙を使う国
の数と彼らのの計画の範囲は次の 10 年で増加するであろう。

The use of space by many nations for national security purposes has, in the
years since the first Persian Gulf War, become routine. It is likely that this
use will increase as nations take advantage of smaller, more capable
satellites that do not cost as much as the giant collection systems of the
past, and as they take advantages of commercial services. There is
significant use of space for security purposes by a half dozen countries.
Both the number of nations using space for security purposes and the
scope of their programs will increase in the next ten years.

我々は又、現在宇宙において多面的競合にある。この競合
は次の 10 年で増加しよう。単一スーパーパワーの考え方を好
まない国々には民事と軍事の宇宙計画は米に対し独立を示
し、挑戦をするやり方がある。他の国々はこの努力を彼らの影
響と安全保障と対応への挑戦と理解し、彼ら自らの計画を発
展させる対応を示している。
中国の野心的宇宙計画はこのもっとも良い例である。中国の
指導者は安全保障を向上するため宇宙計画を世界に示威
することを望んだ。インド、日本、ロシアそして米までもその反
応を眺めるのに興味があった。これらの国のいずれもが宇宙に
おける彼らの努力を加速した。
アジアでは、これらの計画は近隣諸国をモニタし中国では米の
軍事力をモニタすることに偵察衛星を使うことに力点がある。
中国は海上監視能力の向上を発展させることを追究してる
かもしれない。中国はより大きな軍事の近代化努力の一部と
して、軍事力とドクトリンを発展させることを先導しよう。しかし

We also have multilateral competition in space now. This competition will
increase in the next decade. For those countries that do not like the idea of
a sole super-power, space programs ‒ both civil and military ‒ are a way to
demonstrate independence and to challenge the U.S. Other countries see
this effort as a challenge to their own influence and security and respond by
developing their own programs.
Chinaʼs ambitious space program is the best example of this. Chinaʼs
leaders wanted space programs in order to improve their security and to
demonstrate to the world their return to great power status. It has been
interesting to watch the reactions of India, Japan, Russia, and even the U.S.,
as each of these has accelerated their own efforts in space.
In Asia, the emphasis of these programs will be on using reconnaissance
satellites monitoring neighboring countries (and for China, monitoring U.S.
military forces). China may also seek to develop improved maritime
surveillance capabilities. China will lead in developing military capabilities and
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これらの中国の行動はインド、日本そしてロシアからの反応を
刺激するであろう。同時に成長する商業宇宙能力はより小さ
なアジアの国々がより大きな宇宙フリートをもつ国々の軍事能
力を真似る機会を提供しよう。
このことは平和的な環境ではない、そして宇宙からの兵器を
禁止する協定はこれを変えることはないだろう。もし、安全保
障のための宇宙作戦/運用の主要利益が情報面であるなら
ば、宇宙兵器はいくぶん関係がない。私の評論/批評の始ま
りで述べたように国とは宇宙アセットとサービスへのアクセスをし
ないでも軍事作戦を行なえるし、情報収集、安全保障及び
計画の機能を果すことは可能である。しかし、宇宙計画をもっ
ている国々に比べ、彼らは不利に置かれるであろう。NS 宇宙
は高額であり、これらの宇宙能力を取得するかどうかの決心に
含まれる基礎的政治決断がある。その決断の基礎はどの程
度国が脅威に直面しているか、宇宙で行動しないことにより
進んで受入れるリスクの大きさにある。

doctrine as part of its larger military modernization effort, but these Chinese
actions will provoke a response from India, Japan, and Russia. At the same
time, the growing commercial space capabilities will offer smaller Asian
countries an opportunity to mimic the military capabilities of nations with
larger space fleets.
This is not a peaceful environment, and a treaty banning weapons from
space will not change this. If the primary benefit of space operations for
security is informational, space weapons are somewhat irreverent. As I said
at the beginning of my remarks, nations can conduct military operations and
perform intelligence, security, and planning functions without access to
space assets and services, but they will be at a disadvantage when
compared to those nations that do have space programs. National security
space is expensive, and there is a fundamental political decision involved in
deciding whether to acquire these space capabilities. The basis for that
decision is how much threat a nation faces and how much risk it is willing to
accept by not acting in space.

-------------------------------------------
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