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Executive Summary

中国の核戦力近代化は新しい DF-31 と DF-31A 大陸間

Chinaʼs nuclear force modernization, as evidence by the fielding of the new

弾道弾の配備で明らかであるが、中国の戦略的攻撃能力

DF-31 and DF-31A intercontinental-range missiles, is enhancing Chinaʼs

を飛躍的に向上させている。中国の顕在化しつつあるアクセ

strategic strike capabilities. Chinaʼs emergent

ス否認/地域拒否能力は陸上、航空、海上の従来戦場

anti-access/area denial capabilities ‒ as exemplified by its continued

の次元から宇宙とサイバースペース領域へと拡大している。

development of advanced cruise missiles, medium-range ballistic missiles,

それらの典型例は先進巡航ミサイル、中距離弾道ミサイ

anti-ship ballistic missiles designed to strike ships at sea, including aircraft

ル、海上で艦船を攻撃するように設計された対艦弾道ミサ

carriers, and the January 2007 successful test of a direct-ascent, anti-satellite

イルや空母も含めた継続的開発があり、2007 年 1 月の直

weapon ‒ are expanding from the land, air, and sea dimensions of the

撃衛星攻撃兵器のテスト成功がある。

traditional battlefield into the space and cyber-space domains.

第１章 鍵となる開発

Chapter One: Key Developments

宇宙と宇宙への対抗

Space and Counterspace.

中国は危機や紛争の際に潜在的敵が宇宙に配備されたアセッ

China is developing a multi-dimensional program to limit or prevent the use

トを使用するのを制限したり阻止したりする多次元的計画を開

of space-based assets by its potential adversaries during times of crisis or

発中である。中国の商業的宇宙計画は確かに非軍事的研究

conflict. Although Chinaʼs commercial space program certainly has utility

の利用をもつが、それは直接的軍事応用をもつ宇宙への打上

for non-military research, it demonstrates space launch and control

げとコントロール能力を実証するものでもある。

capabilities that have direct military application.

* 2007 年中国は死んだ中国の気象衛星を破壊する直撃衛星

* In January 2007, China successfully tested a • direct ascent, anti-satellite

攻撃兵器のテストに成功した。事前予告なしのテストは中国が

(ASAT) weapon, destroying a defunct PRC weather satellite. The

低軌道で運用されている衛星を攻撃できる能力を実証した。テ

unannounced test demonstrated the PLAʼs ability to attack satellites

ストは多くの国に懸念を起こし、発生したデブリは全ての宇宙を

operating in low-Earth orbit. The test raised concern among many nations,

利用している国々のアセｔットを危険に曝し、有人宇宙飛行に

and the resulting debris cloud put at risk the assets of all space faring

危険をもたらした。

nations, and posed a danger to human space flight.

* 中国は 2007 年 10 月 24 日にルナオービタ 1 号機を打上げ

* China launched its first lunar orbiter on October • 24, 2007. The Changʼe 1

た。嫦娥 1 号は 2007 年 11 月 5 日に月の軌道に到達した。こ

orbiter reached lunar orbit on November 5, 2007. Successful completion of

のミッションの成功は複雑な宇宙のマヌーバを中国が行なえる力

this mission demonstrated Chinaʼs ability to conduct complicated space

を示した。即ち、軍事的な宇宙で対抗する運用に関する幅広

maneuvers ‒ a capability which has broad implications for military

い意味合いをもつ能力ということである。嫦娥 1 号のミッションは 3

counterspace operations. The Changʼe 1 mission completed the first of a

段階の月探査計画の第 1 段階として完了した。月探査には

three-stage plan for lunar exploration which includes Chinaʼs desire to

2012 年の無人ルナローバミッションと 2020 年までの有人月着陸

launch an unmanned lunar rover mission in 2012 and a manned lunar landing

の打上げに対する中国の望みが含まれている。

by 2020.

* 2007 年 10 月に中国は宇宙イベント支援船(SESS)の 5 号機

* In October 2007, China launched the fifth in a • class of Space Event

Yuanwang 5 を立上げた。これは海上で中国の拡大する宇宙

Support Ships (SESS), the Yuanwang 5, an ocean-going space tracking and

計画を増大する宇宙打上げ活動を含めてサポートするため宇

survey vessel intended to support Chinaʼs growing space program, including

宙の追跡と観測を行なうものである。

its expanding space launch activities.

* 中国は 2007 年に長征シリーズ・ロケット 100 号機を打上げ

* China launched its 100th Long March series • rocket in 2007, and

た。そして、さらに高度化した様々な衛星を軌道にのせることを

continues to put a more sophisticated and diverse set of satellites into

継続している。中国は長征 5 を開発中であり、2012 年までにさ

orbit. China is developing the Long March 5, an improved heavy-lift rocket
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らに大きな偵察衛星を低軌道にあるいは通信衛星を静止軌道

that will be able to lift larger reconnaissance satellites into low-earth orbit

にあげることのできる改良型重量級の打上げロケットである。そし

or communications satellites into geosynchronous orbits by 2012, and is

て、海南島には新しい衛星打上げ基地を建設中である。中国

constructing a new satellite launch complex on Hainan Island. China expects

は現在運用中の外国製衛星を 2010 年までにそれぞれ予想す

to replace all foreign-produced satellites in its inventory with indigenously

る寿命が 5 年と 15 年の太陽同期タイプと静止軌道タイプの国

produced sun-synchronous and geo-stationary models by 2010, with life

産衛星で置き換えることを期待している。

expectancies of 5 and 15 years, respectively.

* 中国は 2008 年には 15 のロケットと 17 の衛星の打上げ計画

* China announced plans to launch 15 rockets • and 17 satellites in 2008.

を公表している。加えて、中国は北京オリンピックの後に続いて

Additionally, China announced its intention to launch a third manned space

2008 年 10 月に第３回目の有人宇宙ミッション神舟-7 を打上げ

mission, Shenzhou VII, in October 2008 on the heels of the Beijing Olympics,

る狙いを公表した。これは宇宙開発が国家威信の重要なシン

underscoring space development as an important symbol of national pride.

ボルになっていることを強調するためである。中国の有人宇宙計

The majority of the technology used in Chinaʼs manned spaceprogram is

画に使われる多くの技術はロシアの機器から得られたものであ

derived from Russian equipment, and China receives significant help from

り、特定の衛星ペイロードと応用に関してはロシアからかなりの援

Russia with specific satellite payloads and applications.

助を受けている。

* Chinaʼs leaders remain silent about the military • applications of Chinaʼs

* 中国の指導者は中国の宇宙計画の軍事応用と宇宙での

space programs and counterspace activities.

対抗する活動には口をつぐんでいる。
第３章 中国の軍事戦略とドクトリン

Chapter Three

Chinaʼs Military Strategy and Doctrine

軍事戦略的ガイドライン

Military Strategic Guidelines

宇宙戦 現在、中国は個別の宇宙戦闘を描いておらず、む

Space Warfare. Currently, China does not have a discrete space campaign;

しろ、宇宙作戦は全ての戦闘の統合要素を形成している。

rather, space operations form an integral component of all campaigns. The

人民解放軍 PLA の軍事理論ジャーナル「中国軍事科学」は

PLAʼs military theoretical journal China Military Science, argues that “it is in

情報時代の戦争がより集中点になるのは宇宙においてである

space that information age warfare will come into its more intensive points.”

と論じている。特に、宇宙配備コマンド、コントロール、通信、

Specifically, space-based command, control, communications, computers,

コンピュータ、情報収集、監視、及び偵察(C4ISR)は統合作

intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR) are key to enabling and

戦を可能にし、連携させ最新の戦争で勝利を得る鍵である。

coordinating joint operations and winning modern wars. Accordingly, the PLA

それ故、PLA は中国の宇宙配備 C4ISR を改善する技術の

is acquiring technologies to improve Chinaʼs spacebased C4ISR, and is

取得を続けており敵の宇宙アセットを攻撃する能力を開発中

developing the ability to attack an adversaryʼs space assets. PLA writings

である。PLA 作成資料が強調しているのは敵の偵察/観測

emphasize the necessity of “destroying, damaging, and interfering with the

及び通信衛星を破壊、損傷及び妨害する必要である。航法

enemyʼs reconnaissance/ observation and communications satellites,”

と早期警戒衛星のようなシステムについても敵の目と耳を失わ

suggesting that such systems, as well as navigation and early warning

せる初期攻撃目標となり得ることを示唆している。

satellites, could be among initial targets of attack to “blind and deafen the

2007 年 1 月の直撃 ASAT 兵器のテストは PLA の宇宙での

enemy….”

対抗システムへの関心が理論以上のものであることを実証し

The January 2007 test of a direct-ascent ASAT weapon demonstrates that

た。ASAT テスによる Kinetic kill(運動エネルギーによる機械的

the PLAʼs interest in counterspace systems is more than theoretical. In

破壊)能力実証に加えて、PLA は衛星の妨害、目潰しあるい

addition to the “kinetic kill” capability demonstrated by the ASAT test, the

は他の無力化する能力と地上のサポート・インフラを開発中で

PLA is developing the ability to jam, blind, or otherwise disable satellites and

ある。

their terrestrial support infrastructure.

非対称戦

Asymmetric Warfighting

宇宙対抗： PLA は様々の kinetic と非 kinetic 兵器及

Counterspace: • The PLA has developed a variety of kinetic and non-kinetic
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び宇宙配備プラットフォームを用いる敵の能力を劣化ま

weapons and jammers to degrade or deny an adversaryʼs ability to use

たは否定するジャマを開発した。中国はまた物理的な

space-based platforms. China also is researching and deploying capabilities

損害を負わすことなしに衛星運用または機能を乱すこと

intended to disrupt satellite operations or functionality without inflicting physical

を意図した能力の研究と配備を行なっている。PLA はま

damage. The PLA is also exploring satellite jammers, kinetic energy weapons,

た衛星ジャマ、運動エネルギー兵器、高出力レーザ及

high-powered lasers, high-powered microwave weapons, particle beam weapons,

び電磁パルス兵器を宇宙対抗用途に研究中である。

and electromagnetic pulse weapons for counterspace application.

宇宙と宇宙対抗

Space and Counterspace

中国の宇宙活動と能力には ASAT 計画を含めて台湾海峡

Chinaʼs space activities and capabilities, including ASAT programs, have

の有事でのアクセス禁止/地域封鎖に対する重要な意味合

significant implications for anti-access/area denial in Taiwan Strait

いをもっている。中国はさらに宇宙と宇宙対抗能力の開発は

contingencies and beyond. China further views the development of space and

国威発揚と核兵器と同様、国力の指標の示威と見ている。

counter-space capabilities as bolstering national prestige and, like nuclear

偵察 中国は軍事応用をもつ先進撮像、偵察及び地球資

weapons, demonstrating the attributes of a world power.

源探査システムを配備中である。例としては、Ziyuan-2 シリー

Reconnaissance. China is deploying advanced imagery, reconnaissance, and

ズ, Yaogan-1,-2, Haiyang-1B, CBERS-1,-2,各衛星が、ま

Earth resource systems with military applications. Examples include the

た、Huanjing 災害/環境モニタリング衛星コンステレーションが

Ziyuan-2 series, the Yaogan-1 and -2, the Haiyang-1B, the CBERS-1 and -2

ある。中国は Huanjing 計画では可視、赤外、マルチスペクト

satellites, and the Huanjing disaster/environmental monitoring satellite

ル、及び合成開口レーダ撮像の能力をもつ 11 機の衛星を予

constellation. China is planning eleven satellites in the Huanjing program

定している。次の 10 年で中国は恐らくレーダ、海洋監視、及

capable of visible, infrared, multi-spectral, and synthetic aperture radar

び高解像度の光学画像衛星を配備するであろう。中期的に

imaging. In the next decade, Beijing most likely will field radar, ocean

は中国は既存カバー範囲を補うために商用衛星画像に依存

surveillance, and high-resolution photoreconnaissance satellites. In the

するであろう。

interim, China probably will rely on commercial satellite imagery to

航法とタイミング

中国は中国と周辺地域で 20m 精度もつ

supplement existing coverage.

BeiDou 衛星 5 機を打上げた。中国は GPS と GLONASS 航

Navigation and Timing. China has launched five BeiDou satellites with an

法衛星システムも利用しており、欧州 Galileo 航法システムに

accuracy of 20 meters over China and surrounding areas. China also uses

投資をした。しかしながら、非欧州の国々の Galileo に関する

GPS and GLONASS navigation satellite systems, and has invested in the

役割は決着がついておらず、欧州は内部資金問題に焦点を

EUʼs Galileo navigation system. However, the role of non-European countries

当てている。

in Galileo currently is unsettled, as the Europeans are focusing on internal

有人宇宙探査と月探査計画

2005 年 10 月に中国は第 2

funding issues.

回目の有人宇宙ミッションを完了し、中国の宇宙飛行士は

Manned Space and Lunar Programs. In October 2005, China completed its

宇宙で初の実験を行なった。2007 年 10 月にルナオービタ 1

second manned space mission and Chinese astronauts conducted their first

号機、嫦娥-1 号を打上げた。報道によれば中国は 2008 年

experiments in space. In October 2007, China launched its first lunar orbiter,

に初のスペースウォークを行い、2009-2012 年にランデブー、ド

the Changʼe 1. Press reports indicate China will perform its first space walk

ッキングを行うだろう。中国は有人宇宙ステーションをもち、月

in 2008, and rendezvous and docking in 2009-2012. Chinaʼs goal is to have a

着陸を行なうことであり、いずれも 2020 年までに実施する目

manned space station and conduct a lunar landing, both by 2020.

標である。

Communications. China increasingly uses satellites, including some obtained

通信

中国は衛星の利用を増大させており、あるものは通

from foreign providers, like INTELSAT and INMARSAT, for communications,

信では INTELSAT や INMARSAT のような海外プロバイダから

may be developing a system of data relay satellites to support global

得ており、グローバル・カバレッジをサポートするためデータ・リレ

coverage, and has reportedly acquired mobile data reception equipment that

ー衛星システムを開発中かもしれない、また展開した軍隊に

could support rapid data transmission to deployed military forces.
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迅速なデータ伝送をサポートできるようにモバイル・データ受信

Small Satellites. Since 2000, China has launched a number of small satellites,

機器を取得したと伝えられている。

including oceanographic research, imagery, and environmental research
satellites. China has also established dedicated small satellite design and

小型衛星 2000 年以来、中国は多数の小型衛星を打上げ

production facilities, and is developing microsatellites ‒ weighing less than

た。その中には、海洋研究、画像、環境研究衛星がある。中

100 kilograms ‒ for remote sensing, and networks of imagery and radar

国は専用化した小型衛星の設計と生産設備を確立した。そ

satellites. These developments could allow for a rapid reconstitution or

して重量 100kg 以下のマイクロサテライトをリモセンと光学画

expansion of Chinaʼs satellite force in the event of any disruption in

像、レーダ衛星のネットワーク向けに開発中である。これらの

coverage, given an adequate supply of boosters. Beijingʼs efforts to develop

開発により中国の軍事的衛星をカバレッジが失われた際に適

small, rapid reaction space launch vehicles currently appears to be stalled.

切なブースタロケットの供給が行なわれるとの条件で迅速な再

Anti-Satellite (ASAT) Weapons. In January 2007, China successfully tested a

構成あるいは再展開ができる。中国の小型で迅速な対応の

direct-ascent ASAT missile against a PRC weather satellite, demonstrating

できる宇宙打上げロケット開発の作業は現在頓挫しているよ

its ability to attack satellites in low-Earth orbit. The direct-ascent ASAT

うに見える。

system is one component of a multi-dimensional program to limit or prevent

衛星攻撃（ASAT）兵器

2007 年 1 月に中国は直撃衛星

the use of space-based assets by its potential adversaries during times of

攻撃ミサイルを自国の気象衛星にテストし成功、低軌道の衛

crisis or conflict.

星を攻撃できる能力を実証した。直撃衛星攻撃システムは

In a PLA National Defense University book, Joint Space War Campaigns

有事あるいは紛争の期間に潜在的敵による宇宙配備アセッ

(2005), author Colonel Yuan Zelu writes:

トの使用を制限あるいは防止する多次元的計画の一要素で

[The] goal of a space shock and awe strike is [to] deter the enemy, not to

ある。

provoke the enemy into combat. For this reason, the objectives selected for

人民解放軍の国立防衛大学の本の中で統合宇宙戦

strike must be few and precise . . .[for example] on important information

(2005)著者 Yuan Zelu 大佐は書いている：

sources, command and control centers, communications hubs, and other

宇宙の衝撃と驚愕の攻撃の目標は敵に戦闘に突入すること

objectives. This will shake the structure of the opponentʼs operational

を思いとどまらせることで、挑発することではない。それ故、攻

system of organization and will create huge psychological impact on the

撃に選定される目標は少なく精密でなければならない。例え

opponentʼs policymakers.

ば、重要な情報源、コマンド&コントロール・センタ、通信ハブそ
の他の目標である。これが敵の作戦システム組織を震撼させ

Chinaʼs nuclear arsenal has long provided Beijing with an inherent ASAT

敵の政策立案者に大きな心理的衝撃を与えるのである。

capability; the extent to which Chinaʼs leaders have thought through the

中国の核兵器工場は中国に固有の衛星攻撃能力となって

consequences of nuclear use in outer space or of nuclear EMP to degrade

きた。これは宇宙での核の使用あるいは核 EMP の結果が地

terrestrial communications equipment is unclear. UHF-band satellite

上の通信を劣化させることが不明確なことを通じ中国指導者

communications jammers acquired from Ukraine in the late 1990s and

が考えた範囲である。UHF 周波帯の衛星通信妨害装置は

probable indigenous systems give China today the capacity to jam common

1990 年代後期にウクライナから入手され、恐らく現在は中国

satellite communications bands and GPS receivers. In addition to the

は国産のシステムで共通の衛星通信帯と GPS 受信機を妨

direct-ascent ASAT program demonstrated in January 2007, China is

害する能力をもっている。2007 年の実証の直撃 ASAT に加え

developing other technologies and concepts for kinetic and directed-energy

て、中国は ASAT 目的に運動エネルギート指向性エネルギー

(e.g., lasers and radio frequency) weapons for ASAT missions. Citing the

（レーザと電磁波）の兵器のための他の技術とコンセプトを開

requirements of its manned and lunar space programs, China is improving its

発中である。有人と月探査計画の必要性を述べつつ、中国

ability to track and identify satellites ‒ a prerequisite for effective, precise

は衛星を追尾、識別する能力---これは効率的精密な宇宙

counterspace operations.

対抗作戦の前提条件であるが---を向上しつつある。
第５章 戦力近代化のリソース

Chapter Five Resources for Force Modernization
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分野ごとの分析

Sector-by-Sector Analysis. Progress across sectors of Chinaʼs defense

中国の防衛企業の分野ごとの進歩はでこぼこがある。生産動

industry has been uneven. Production trends and resource allocations

向とリソース割当はミサイルと宇宙システムに手厚く見受ける。そ

appear to favor missile and space systems, followed by naval assets (both

の次にくるのが、海軍アセット（海上と水中）、航空機、しして地

surface and sub-surface), aircraft, and ground force materiel. In all areas,

上戦力の資材である。中国は全ての分野でアウトプットの質と

however, China is increasing the quality of its output and surge production

急激な生産能力の増大を行なっている。

capabilities.

ミサイルと宇宙企業：

Missile and Space Industry: China develops and produces a broad range of

中国は広範囲の技術的に進んだ弾道、巡航、空対空、及び

sophisticated ballistic, cruise, air-to-air, and surface-to-air missiles. Many

地対空ミサイルを開発・生産している。中国の主要な SRBM と

of Chinaʼs primary SRBM and MRBM final assembly and rocket motor

MRBM の最終組立とロケット・モータ生産施設の多くは過去数

production facilities have received upgrades over the past few years,

年にアップグレードを行なって、全体の生産能力を増加した。中

increasing overall production capacity. In addition to supplying Chinaʼs

国の軍に供給することに加えて、これらの完成品としてのシステ

military, these complete systems and missile technologies could also be

ムとミサイル技術は中国の国家として恐らく輸出に拡販されてい

marketed for export by Chinese entities. Surge production for these

る。これらのシステムの急激な生産増加はかなりの SRBMs と恐

systems could result in a significantly higher output of SRBMs and perhaps

らく MRBMs の倍増生産となっているであろう。中国の宇宙打上

double the number of MRBMs per year. Chinaʼs space launch vehicle

げロケット企業は衛星打上げサービスと有人宇宙計画をサポー

industry is expanding to support satellite launch services and the manned

トするため拡大を続けている。

space program.

[英語原文全体ダウンロード]

http://www.space-library.com/0802China,MilPower2008.pdf
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