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ここが知りたい！

航空自衛隊次期戦闘機（Ｆ－Ｘ）の整備について（平成２４年３月７日掲載）

能力構築支援について（平成２４年３月１９日掲載）

南スーダンへの自衛隊の派遣について（平成２４年４月２０日掲載）

弾道ミサイル攻撃への対応について（平成２４年６月４日掲載）

防衛省・自衛隊の「拡散に対する安全保障構想（Proliferation Security Initiative:ＰＳ
Ｉ）」への取組状況について（平成２４年６月２２掲載）

「パシフィック・パートナーシップ」について（平成２４年７月２４日掲載）

「海賊対処への取組」について（平成２４年８月９日掲載）

各国との防衛協力・交流について～オーストラリア編～（平成２４年１０月１５日掲載）

各国との防衛協力・交流について～インド編～（平成２４年１１月１５日掲載） 

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）

防衛省・自衛隊携帯サイト
http://www.mod.go.jp/m/
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航空自衛隊次期戦闘機（Ｆ－Ｘ）の整備について

Q1. どうして今回次期戦闘機（Ｆ－Ｘ）の選定をしなければならなかったのですか。

Q2. どのような機種が候補になったのですか。

Q3. どのような手続で選定を行ったのですか。

Q4. 次期戦闘機にはどのような性能が求められたのですか。

Q5. 選定されたＦ－３５Ａは開発中とのことですが、提案内容どおり納入されるのです
か。

Ｑ１．どうして今回次期戦闘機（Ｆ－Ｘ）の選定をしなければならなかったのですか。

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． 現在運用しているＦ－４戦闘機は、初めて導入されてから約４０年が経過し、老朽化
による減勢が既に始まっています。 この状況に適切に対応しなければ、防衛大綱で定め
られた戦闘機約２６０機体制に欠落が生じるおそれがあります。

また、次期戦闘機（Ｆ－Ｘ）の取得を決定してから、実際にそれが航空自衛隊に納入さ
れるまでには５年程度かかるほか、 運用試験やパイロットの教育に必要な期間も考慮し
なければなりません。

こうした背景から、可能な限り速やかに次期戦闘機（Ｆ－Ｘ）の取得にとりかかる必要
があったのです。

よくある質問 サイトマップ
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Ｑ２．どのような機種が候補になったのですか。

（平成２３年３月３１日現在）

方面隊 部隊名（配備基地） 飛行隊 機種 機数

北空

第２航空団（千歳）
２０１飛行隊 Ｆ－１５ 約２０機

２０３飛行隊 Ｆ－１５ 約２０機

第３航空団（三沢）
３飛行隊 Ｆ－２ 約２０機

８飛行隊 Ｆ－２ 約２０機

中空

第７航空団（百里）
３０２飛行隊 Ｆ－４ 約２０機

３０５飛行隊 Ｆ－１５ 約２０機

第６航空団（小松）
３０３飛行隊 Ｆ－１５ 約２０機

３０６飛行隊 Ｆ－１５ 約２０機

西空
第８航空団（築城）

３０４飛行隊 Ｆ－１５ 約２０機

６飛行隊 Ｆ－２ 約２０機

第５航空団（新田原） ３０１飛行隊 Ｆ－４ 約２０機

南混 第８３航空隊（那覇） ２０４飛行隊 Ｆ－１５ 約２０機

Ａ２． 提案書が提出されたＦ／Ａ－１８Ｅ、Ｆ－３５Ａ及びタイフーンの３機種が候補とな
りました。

F/A-18E F-35A タイフーン
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Ｑ３．どのような手続で選定を行ったのですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ４．次期戦闘機にはどのような性能が求められたのですか。

提案機種

提案者 米国政府 米国政府
英国政府

ＢＡＥシステムズ
住友商事

開発国 米国 米国等（注１） 英･独･伊･西（注２）

全幅
全長
全高

約14m
約18m
約 5m

約11m
約16m
約 4m

約11m
約16m
約 5m

エンジン推力 22,000lbs×2 43,000lbs×1 20,250lbs×2

速度 最大Ｍ1.6 最大Ｍ1.6 最大Ｍ2.0

製作設計 ボーイング社 ロッキード・マーチン社

ユーロファイター社
BAEシステムズ（英）

EADSジャーマニー（独）
アレニア（伊）

EADS CASA（西）

（注１）Ｆ－３５（ＪＳＦ）は出資、開発チームへの参画などの形態で複数国が参加
レベル１：英国。
レベル２：イタリア、オランダ。
レベル３：トルコ、オーストラリア、ノルウェー、デンマーク、カナダ。（イスラエル及び

シンガポールが安全保障協力国との位置づけで参加）
（注２）日本との交渉は英国が担当
（注３）諸元等は、ジェーン年鑑等による

Ａ３． 昨年４月１３日に提案要求書を発出したところ、同年９月２６日に、Ｆ／Ａ－１８Ｅ
及びＦ－３５Ａを提案機種とする米国政府、タイフーンを提案機種とする英国政府等より
提案書を受領しました。 受領した提案書を、あらかじめ定められた評価基準に則り、公
正かつ厳正に評価しました。

第１段階評価では、必須項目（Ｆ－Ｘにとって必須な要求事項）を満足するか否かにつ
いて評価し、１項目でも必須項目を満たさない提案は選外としました。 第１段階評価を
通過した提案が複数ある場合は、第２段階評価として、「性能」「経費」「国内企業参
画」「後方支援」の４要素から総合的に評価を行い、 ４要素の評価点の合計が最も高い
提案を採用することとしました。第２段階の評価点が同点となる提案が複数ある場合は第
３段階評価を実施し、 第２段階の「経費」の評価点がより高い（=経費的に安い）提案
を採用することとしました。

評価の結果、第１段階では全ての提案機種が要求事項を満たしましたが、第２段階にお
いて、Ｆ－３５Ａの評価点の合計が最高となったため、 第３段階評価は実施せず、Ｆ－
３５Ａを次期戦闘機として選定することになりました。
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Ｑ５．選定されたＦ－３５Ａは開発中とのことですが、提案内容どおり納入されるのです
か。

Ａ４． 次期戦闘機は、最近の高性能戦闘機にも有効に対処し得るとともに、十分な巡航ミサ
イル対処能力を備え、 また、それらを構成要素とするネットワーク型戦闘においても実
効的に任務を遂行できるものでなければなりません。

また、兵器システムのマルチロール（多機能）化が進展していますが、特に戦闘機の分
野においてその傾向は顕著です。 このような傾向に加え、我が国を取り巻く安全保障課
題や不安定要素が多様で複雑かつ重層的なものであることなども踏まえれば、 次期戦闘
機については、制空戦闘能力に加え、少なくとも航空阻止能力（空対地攻撃能力）を備え
たマルチロール（多機能）機であることが求められます。

Ａ５． 今回の選定においては、提案要求書により提案者に提案内容の遵守を求めているだけ
でなく、 米空軍参謀長から航空幕僚長宛の提案内容を遵守する旨の誓約書を受領してい
ます。

さらに、開発責任者より、米国政府は提案書に記載のとおり機体を納入する旨のレター
も受領しています。

これらから、防衛省としては、当省の要求する期限までに機体が納入されると考えてい
ます。

防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）

防衛省・自衛隊携帯サイト
http://www.mod.go.jp/m/
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能力構築支援について

Q1. 能力構築支援とは何ですか。

Q2. 従来の政策と何が違うのですか。

Q3. 具体的にはどのような支援を行うのですか。

Q4. 能力構築支援の今後の取組はどのようになっているのですか。

Ｑ１．能力構築支援とは何ですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ２．従来の政策と何が違うのですか。

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． ここ最近、国家間の相互依存関係の進展を含む国際情勢に変化が生じています。

こうした中、人道支援・災害救援、海賊対処などといった、従来必ずしも安全保障との
関連で捉えられてこなかった課題（非伝統的な安全保障分野における課題）に関しても、
国境を越えて他の国々に波及する可能性があることなども踏まえ、国際社会が協力して取
り組むことが不可欠となっています。

そのためには、こうした分野において先進諸国が実施する各種取組に加えて、開発途上
国の対処能力を向上させるための支援を行い、 支援対象国が自らその解決策を講じるよ
う促すことが、ますます重要になっています。

このように非伝統的な安全保障分野において開発途上国の対処能力を向上させるための
支援を「能力構築支援」と呼んでいます。

Ａ２． 防衛省・自衛隊は、国際平和協力活動の一環として、国連平和維持活動、国際緊急援
助活動、イラク人道復興支援活動、 ソマリア沖・アデン湾における海賊対処活動などを
実施してきました。 こうした活動は、紛争や大規模災害など実際に生起した安全保障上
の問題への事後的な対応でした。

能力構築支援は、平素から継続的に非伝統的な安全保障分野における人材育成や技術支
援等を行うことを通じて、 支援対象国自身の対処能力を向上させる取組を行うことによ
り、地域内における安定を積極的・能動的に創り出し、 国際的な安全保障環境を改善す
るという、新たな発想に基づく取組です。

よくある質問 サイトマップ
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ページTOPへ戻る  

Ｑ３．具体的にはどのような支援を行うのですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ４．能力構築支援の今後の取組はどのようになっているのですか。

Ａ３． 人道支援・災害救援、海賊対処、地雷・不発弾処理などの非伝統的な安全保障分野に
おいて、 主に東南アジアなどの開発途上国の軍隊や関係機関の対処能力向上を支援する
ために、 専門家の派遣や研修員の受入れを行うことなどが考えられます。

Ａ４． ２３年度においては、主に東南アジア諸国について、現地調査や具体的な支援ニーズ
の把握・分析を行い、 今後、防衛省・自衛隊が実施すべき能力構築支援の分野や態様に
関する調査研究などを実施しています。

２４年度においては、２３年度に実施した調査研究や関係国の要望などを踏まえ、具体
的な支援対象国及び支援内容を決定し、 本格的に能力構築支援事業を実施する予定で
す。具体的な事業実施の一例としては、支援内容に知見を有する民間団体と防衛省が契約
を結び、 当該民間団体と協力して能力構築支援事業を行っていくことを考えています。

防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）

防衛省・自衛隊携帯サイト
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ホーム > 防衛省の取り組み > その他の取り組み > ここが知りたい！ > 南スーダンへの自衛隊の派遣について

南スーダンへの自衛隊の派遣について

Q1. 南スーダンはどのような国なのですか。

Q2. 南スーダンへ自衛隊を派遣した経緯は何ですか。

Q3. 南スーダンへ自衛隊を派遣することの意義は何ですか。

Q4. 南スーダンには自衛隊からどのような要員が派遣されているのでしょうか。

Q5. 現地で自衛隊施設部隊は具体的にどのような活動を行っているのですか。

Q6. ＮＧＯ（非政府組織）なども現地で多数活動しているそうですが、
自衛隊はＮＧＯとも協力することはあるのでしょうか。

Q7. 自衛隊の活動期間は決まっているのでしょうか。

Q8. 自衛隊員の現地での健康管理はどのように行われているのでしょうか。

Q9. 隊員は現地でどのような生活を送っているのでしょうか。

Ｑ１．南スーダンはどのような国なのですか。

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． アフリカ大陸の東の中央部に位置する、面積は約６４万平方キロメートル（日本の約
１．７倍）、 人口は約８３０万人（２００８年）の国で、首都はジュバとなります。

２０年以上に及ぶ南北スーダン内戦終結後、６年間の包括和平合意（CPA）期間を経
て、 平成２３年７月９日に独立を果たしました。

【参考】包括和平合意とは、２０年以上に及び、４００万人を超える国内避難民が発生
した南北スーダン内戦を終結させた和平合意です。

南スーダンの位置

よくある質問 サイトマップ
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ページTOPへ戻る 

Ｑ２．南スーダンへ自衛隊を派遣した経緯は何ですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ３．南スーダンへ自衛隊を派遣することの意義は何ですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ４．南スーダンには自衛隊からどのような要員が派遣されているのでしょうか。

Ａ２． スーダンの独立に際し、世界で一番新しい国の「国づくり」を支援するため、 平成
２３年７月８日に採択された国連安保理決議により国連南スーダン共和国ミッション
（UNMISS）が設立されました。

同年８月には、訪日した潘基文（パン・ギムン）国連事務総長より菅総理（当時）に対
し、 UNMISSへの協力要請がありました。それを受けて、９月から１０月にかけ、 司令
部要員及び施設部隊派遣検討のために計３回にわたる現地調査を実施しました。

派遣される隊員の十分な安全確保や、派遣される部隊が効果的な活動を実施できること
など、 様々な角度から検討した結果、司令部要員３名と施設部隊などの派遣を決定しま
した。

Ａ３． 南スーダンへの自衛隊派遣の意義としては、インフラ整備などの人的な協力を通じて
南スーダンの人々に勇気と希望を与え、 同国の国造りに協力し、足跡を残せるような役
割を担うということと、 自衛隊の高い能力を示す機会にもなり、我が国への信頼向上に
寄与することなどが挙げられます。
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Ａ４． 自衛隊からは、「司令部要員」、「施設部隊」、「現地支援調整所」が南スーダンに
派遣されています。

「司令部要員」は平成２３年１１月から２名（情報幕僚、兵站幕僚）、 平成２４年２
月から１名（施設幕僚）の計３名が派遣されており、ジュバの司令部で勤務しています。

「施設部隊」は、平成２４年１月から順次派遣されており、道路や敷地等のインフラ整
備を実際に行う部隊です。

「現地支援調整所」は、ＰＫＯ活動において自衛隊として初めて設置された調整業務な
どを専門に行う部隊です。 ジュバの本部では、南スーダンの国造りに寄与する実効性の
ある活動を実施するために、 施設部隊が行う活動に関して、国連や南スーダン政府、関
係機関などとの間の調整や協議を実施しています。

また、隣国のウガンダにおいても同調整所の分遣班を設置し後方補給支援などに関係す
る調整を実施しています。

(平成２４年４月３日現在) 
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ページTOPへ戻る 

Ｑ５．現地で自衛隊施設部隊は具体的にどのような活動を行っているのですか。

ページTOPへ戻る 

Ａ５． 施設部隊は平成２４年３月１日より、初の施設活動として国連施設内の排水溝整備な
どを開始しました。 更に４月２日より、国連施設外における初の施設活動として、ジュ
バ市内の道路の整備を始めました。 当面、首都ジュバ及びその周辺でインフラ整備など
の施設作業を実施していく予定です。

また、現地のニーズがある場合には、より持続的・自立的な経済社会開発を目指した支
援であるＯＤＡ事業などとも連携することが想定されています。 そのような連携を通じ
て、より一層現地社会の役に立つ活動に貢献することができると考えています。
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Ｑ６．ＮＧＯ（非政府組織）なども現地で多数活動しているそうですが、自衛隊はＮＧＯ
とも協力することはあるのでしょうか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ７．自衛隊の活動期間は決まっているのでしょうか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ８．自衛隊員の現地での健康管理はどのように行われているのでしょうか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ９．隊員は現地でどのような生活を送っているのでしょうか。

Ａ６． 南スーダンでは、日本のものも含め、多くのＮＧＯが活動を行っています。

自衛隊の部隊による具体的なインフラ整備の案件は、一義的には国連からの業務として
割り当てられるものですが、現地支援調整所を通じての案件形成の際には、 ＮＧＯなど
との連携も視野に入れて行うこととしています。

Ａ７． 現在、ＵＮＭＩＳＳの活動期限は平成２４年７月までとされており、実施計画におけ
る自衛隊部隊の派遣期間は、 撤収期間も見込んで同年１０月末までとなっています。

ただし、ＵＮＭＩＳＳは南スーダンの国造りを支援する活動であり、国連における議論
によっては、ＵＮＭＩＳＳの活動期間が延長されることは十分に考えられます。 その場
合には、その時点での南スーダンの状況や自衛隊の活動成果などを踏まえ、自衛隊の派遣
期間を改めて判断することになります。

Ａ８． 南スーダンに派遣される隊員に対しては、感染症予防のための衛生教育を徹底すると
ともに、必要な予防接種や予防薬の服用を実施しています。 また、派遣部隊には医官な
どの衛生隊員も含まれており、隊員の一般診療を実施しています。

また、ストレス予防として、日々のストレスを持ち越さないように、グループで話し、
意見を交換し合って心をケアするためのミーティングを行っているほか、 必要に応じて
精神科医官などを現地に派遣し、メンタルヘルス診療支援などを実施することとしていま
す。

Ａ９． 朝７時半から夕方１７時まで隊員は施設活動などを行っていますが、活動時間外には
体力練成のために運動をしたり、 インターネット電話などを使って日本の家族と連絡を
とったりすることもあります。
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また、平成２４年４月現在、隊員は天幕で居住していますが、準備が整い次第、コンテ
ナに移る予定となっています。 隊員の食事ですが、３月中旬からはご飯と汁物の炊事を
行っており、副食はレトルト食品を食べています。４月中には副食の炊事も始まる予定で
す。

防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）

防衛省・自衛隊携帯サイト
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弾道ミサイル攻撃への対応について

Q1. 弾道ミサイルとは何ですか。

Q2. 弾道ミサイルはどのような国が保有しているのですか。

Q3. 弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムは、どのように構成されていますか。

Q4. 弾道ミサイルなどへの対処の流れは、どうなっていますか。

Q5. 現在、弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムの整備状況はどうなっていますか。

Q6. 今後、弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムをどのように整備していきますか。

Ｑ１．弾道ミサイルとは何ですか。

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． 弾道ミサイルは、放物線を描いて飛翔するロケットエンジン推進のミサイルで、高々
度から垂直に近い角度で高速落下し目標に到達します。 重量物を遠距離に運ぶことが可
能であり、核・生物・化学兵器などの大量破壊兵器の運搬手段としても使用されます。

弾道ミサイルには、射程に応じ、大陸間弾道ミサイル、中距離弾道ミサイル、短距離弾
道ミサイルの各種類が存在し、短いもので数十km、 長いものでは１万km以上の射程を
有しています。（参考：東京・朝鮮半島間約９００km、東京・ハワイ間約６，４０
０km）

また、使用する燃料の違いにより、液体燃料推進型と固体燃料推進型に分類され、一般
的に、液体燃料推進型のミサイルは、 発射直前に時間をかけて液体燃料を注入する必要
があるのに対し、固体燃料推進型のミサイルは、推進剤が予め装填されており、 即時発
射が可能であるという特徴があります。

弾道ミサイル

よくある質問 サイトマップ
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Ｑ２．弾道ミサイルはどのような国が保有しているのですか。

Ａ２． 弾道ミサイルは、旧ソ連などがイラク、北朝鮮、アフガニスタンなど多数の国・地域
にスカッドＢを輸出したほか、中国による東風３（ＣＳＳ－２）、 北朝鮮によるスカッ
ドＢやＣの輸出などを通じて、現在、相当数の国が保有しています。

弾道ミサイルや大量破壊兵器の不拡散のための国際社会におけるさまざまな努力にもか
かわらず、これらの拡散は依然として進展しています。 わが国周辺では、中国、ロシア
とも核兵器を搭載することが可能な弾道ミサイルを相当数配備しています。

また、北朝鮮は弾道ミサイルの発射実験を行っており、弾道ミサイルによる脅威が現実
のものとなっています。

わが国は、弾道ミサイル攻撃などへの対応により万全を期すため、平成１６年度から弾
道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムの整備を開始しています。
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Ｑ３．弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムは、どのように構成されていますか。
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Ｑ４．弾道ミサイルなどへの対処の流れは、どうなっていますか。

Ａ３． わが国の弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムは、下図のとおり、 ①弾道ミサイル
をミッドコース段階で迎撃するイージス艦及び ②ターミナル段階で迎撃するペトリオッ
トＰＡＣ－３の各武器システム、 ③弾道ミサイルを探知・追尾するセンサーシステム、
さらに④武器システムとセンサーシステムを効果的に連携させて組織的に弾道ミサイルに
対処するための指揮統制・戦闘管理・通信システムにより構成されています。

Ａ４． 防衛大臣は、事前の兆候などに基づき弾道ミサイルなどがわが国に飛来するおそれが
あると判断されるものの、それが武力攻撃に当たると認められない場合には、 内閣総理
大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、弾道ミサイルなどがわが国に向けて飛来したと
きには破壊措置をとるよう命ずることができます。

また、上記の場合のほか、わが国に弾道ミサイルなどが飛来するおそれがあるとまでは
認められないものの、事故や誤射が生じたときなどのように、 事態が急変し、防衛大臣
が内閣総理大臣の承認を得る時間もなく弾道ミサイルなどが飛来してくることも想定され
ます。 そのため、防衛大臣は、このような場合に備えて、平素から緊急対処要領を作成
して内閣総理大臣の承認を得ることとしています。

そして一定の期間を定めた上で、この緊急対処要領に従い、改めて内閣総理大臣への承
認を得ることなく、あらかじめ自衛隊の部隊に対し、 実際に弾道ミサイルなどがわが国
に向けて飛来したときに破壊措置をとるよう命ずることができます。

なお、弾道ミサイルなどの飛来が、武力攻撃に当たると認められる場合には、政府とし
て武力攻撃事態を認定し、 内閣総理大臣が自衛隊に防衛出動を命ずることにより対処し
ます。
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Ｑ５．現在、弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムの整備状況はどうなっていますか。
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Ｑ６．今後、弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムをどのように整備していきますか。

Ａ５． 平成２２年度末までに、海上自衛隊のイージス艦「こんごう」、「ちょうかい」、
「みょうこう」、「きりしま」にＢＭＤ機能を付加しました。

また、航空自衛隊のペトリオットＰＡＣ－３については、第１高射群（入間）、第２高
射群（春日）、第４高射群（岐阜）、 高射教導隊及び第２術科学校（浜松）の計１６個
高射隊分を整備し、いずれも配備を完了しています。

また、北朝鮮は弾道ミサイルの発射実験を行っており、弾道ミサイルによる脅威が現実
のものとなっています。

わが国は、弾道ミサイル攻撃などへの対応により万全を期すため、平成１６年度から弾
道ミサイル防衛（ＢＭＤ）システムの整備を開始しています。

ＰＡＣ－３ イージス艦から発射されたＳＭ－３

イージス艦「こんごう」

Ａ６． イージス艦については、現有の「こんごう」型イージス艦に加え、新たに「あたご」
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型イージス艦２隻にＢＭＤ機能を付加することとしています。

また、ペトリオットＰＡＣ－３については、第５高射群（沖縄）の１個高射隊を新たに
ＰＡＣ－３化改修するとともに、 既存のＰＡＣ－３の再配置によって全ての高射群にＰ
ＡＣ－３を配備する予定で。

さらに、将来的な脅威への対応を念頭に、弾道ミサイル対処能力を向上させるため、
イージス艦に搭載するＢＭＤ用能力向上型迎撃ミサイル（ＳＭ－３ブロックⅡＡ）の日米
共同開発を引き続き推進し、 より将来的な迎撃ミサイルの能力向上を図ることとしてい
ます。

イージス艦「あたご」
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「海賊対処への取組」について

Q1. ＰＳＩとは何ですか。

Q2. ＰＳＩ発足の経緯を教えてください。

Q3. 具体的な取組はどのようなものですか。

Q4. 防衛省・自衛隊はＰＳＩにどのように関与しているのですか。

Q5. 今後の取組について教えてください。

Ｑ１．ＰＳＩとは何ですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ２．ＰＳＩ発足の経緯を教えてください。

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． テロと並んで国際社会で問題になっているのが大量破壊兵器や、その部品・原料など
関連物質の拡散です。 関連技術の移転などによって、これまで「大量破壊兵器」を持つ
ことのできなかった国や組織が、この兵器を持つ可能性がでてきました。

しかし、ソマリア沖・アデン湾の海域においては、２００８年頃から、機関銃やロケッ
ト・ランチャーなどで武装した海賊による事案が多発しています。

ＰＳＩとは、国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器や、その部品・原
料など関連物質の拡散を阻止するために、 各国が国際法やそれぞれの国の国内法の範囲
内で、参加国が共同してとりうる措置（輸送や移送の食い止めなど）を検討・実践する取
組のことです。

従来は、各国が自国の領域内において、国内管理、輸出管理などの措置を実施してきま
したが、 ＰＳＩの下では、各国が、自国の領域内に限らず、自国の領域を超える範囲で
も他国と連携して大量破壊兵器などの拡散を阻止します。

これは、一つ一つの国ができることは限られていても、世界規模で取り組むことで大量
破壊兵器の拡散防止の効果を高めることができるという考え方です。

Ａ２． 北朝鮮、イランなどが大量破壊兵器・ミサイル開発を行っていることを強く懸念した
米国は、平成１４年１２月に「大量破壊兵器と闘う国家戦略」を発表し、 ”不拡散””拡散
対抗””大量破壊兵器使用の結果への対処”という３本柱からなる包括的なアプローチを提
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Ｑ３．具体的な取組はどのようなものですか。
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Ｑ４．防衛省・自衛隊はＰＳＩにどのように関与しているのですか。

唱しました。

この一環として平成１５年５月に米国は、「拡散に対する安全保障構想（ＰＳＩ）」を
発表し、 わが国を含む１０ヵ国（日、英、伊、蘭、豪、仏、独、スペイン、ポーラン
ド、ポルトガル）に同取組への参加を呼びかけました。

平成２４年５月現在、ＰＳＩはわが国を含め約１００ヵ国が支持する国際的な取組に発
展しています。

Ａ３． 大量破壊兵器などの拡散阻止能力の向上のため、様々な形態の阻止訓練を世界各地域
において実施するとともに、 政策上、法制上の課題の検討のための会合を開催するなど
の取組が行われています。

立ち入り検査訓練を行う海自隊員

Ａ４． 防衛省・自衛隊は、関係機関・関係国と連携し、自衛隊が有する能力を活用して、Ｐ
ＳＩに関与していくことが必要であると考えています。 このため、第３回のパリ総会
（平成１５年）以降、各種会合に自衛官を含む防衛省職員を派遣するとともに、 海外で
行われるＰＳＩ阻止訓練にオブザーバーを派遣して、関連する情報の収集に努め、平成１
６年以降は、訓練への参加を継続的に行っています。

また現在まで、外務省、警察庁、財務省、海上保安庁などの各関係機関とともに、わが
国主催で「ＰＳＩ海上阻止訓練」 （大量破壊兵器の開発に繋がるような容疑物質の積載
が疑われる船舶への対処要領の訓練）を２回実施しています。
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平成１９年１０月のわが国主催によるＰＳＩ海上阻止訓練の様子

立ち入り検査訓練を行う海自隊員

ＰＳＩ阻止訓練への防衛省・自衛隊の参加実績（平成２１年度以降）

実施時期 訓練 実施場所 防衛省・
自衛隊の対応

平
成21年10月

シンガポール主催
ＰＳＩ海上阻止訓練

シンガポール 護衛艦１隻、哨戒
機

（ＰＣ－３）２機が
参加

平成22年 9月 オーストラリア主
催

ＰＳＩ海上阻止訓練

オーストラリ
ア

オブザーバー派遣

平
成22年10月

韓国主催ＰＳＩ海
上

阻止訓練

韓国 護衛艦２隻が参加

平成24年7月 日本主催ＰＳＩ航
空

阻止訓練

新千歳空港、
空自千歳基地及

び札幌市内

多用途支援機（Ｕ
－４）１機等が参加

  わが国が主催したＰＳＩ阻止訓練

①海上阻止訓練「Team Samurai 04」
・時期：平成１６年１０月２５日～２７日
・場所：相模湾沖合及び横須賀港内
・参加国：２１ヵ国

②海上阻止訓練「Pacific Shield 07」
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Ｑ５．今後の取組について教えてください。
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・時期：平成１９年１０月１３日～１５日
・場所：伊豆大島東方海域、横須賀港及び横浜港 ・参加国：４０ヵ
国

③航空阻止訓練「Pacific Shield 12」 ・時期：平成２４年７月３日
～５日
・場所：新千歳空港、空自千歳基地及び札幌市内
・参加国：２０ヵ国

Ａ５． 防衛省としては、わが国周辺における大量破壊兵器などの拡散事例などを踏まえれ
ば、ＰＳＩを安全保障上の課題としてとらえて、 平素から大量破壊兵器などの拡散防止
に取り組んでいく必要があると考えています。

このため引き続き、自衛隊の対処能力の向上などの観点から、各種訓練や会合への参加
や主催のほか、 ＰＳＩを含む不拡散体制の強化のための活動に努めていきたいと考えて
います。

平成２４年７月には、わが国主催で「ＰＳＩ航空阻止訓練（Pacific Shield 12）」を
実施しました。

これは、わが国が主催する初めての航空阻止訓練で、大量破壊兵器の開発に繋がるよう
な容疑物質の積載が疑われる航空機への対処要領を訓練するものです。

自衛隊からは航空自衛隊航空総隊、陸上自衛隊北部方面隊などが参加しました。

容疑機周辺を除染する陸自隊員

6月13日（お知らせ）「我が国主催ＰＳＩ航空阻止訓練「Pacific Shield 12」への防
衛省・自衛隊の参加について」
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防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）

防衛省・自衛隊携帯サイト
http://www.mod.go.jp/m/
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「海賊対処への取組」について

Q1. パシフィック・パートナーシップとは何ですか。

Q2. パシフィック・パートナーシップに参加する意義は何ですか。

Q3. 防衛省は、いつからパシフィック・パートナーシップに参加しているのですか。

Q4. 今年（２０１２年）もパシフィック･パートナーシップに参加しているのですか。

Q5. 今年のパシフィック･パートナーシップでの具体的な活動内容はどのようなものです
か。

Ｑ１．パシフィック・パートナーシップとは何ですか。

ページTOPへ戻る 

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． パシフィック・パートナーシップとは、２００７年より米軍が主催している活動で、
アジア太平洋地域諸国を艦艇などで訪問し、 各国政府、軍、国際機関、ＮＧＯなどの民
間団体の協力を得て、現地住民に対する医療活動や文化交流などを行うことで、 参加国
の連携強化や国際災害救援活動の円滑化などを図る活動です。

「医療活動」

「文化交流」

よくある質問 サイトマップ
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Ｑ２．パシフィック・パートナーシップに参加する意義は何ですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ３．防衛省は、いつからパシフィック・パートナーシップに参加しているのですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ４．今年（２０１２年）はパシフィック･パートナーシップに参加したのでしょうか。

Ａ２． パシフィック･パートナーシップへ参加し、医療活動及び物資などの輸送を行うこと
により、 国際緊急援助活動や国際平和協力業務の医療及び輸送に関する技量の向上を図
ることができるとともに、 軍民間の調整・連携のノウハウを得ることができると考えて
います。

また、医療活動などを通じて、参加国及び訪問国の軍人や民間人との交流を行うことに
より、関係国間の相互理解及び協力関係を増進し、 国際的な安全保障環境を改善するこ
とができると考えています。

Ａ３． 防衛省は、２００７年以降、毎年、海上自衛隊から要員を派遣し、医療活動に参加し
てきました。

２０１０年は初めて自衛隊の部隊を派遣し、海上自衛隊の輸送艦１隻（乗員約１６０
名）と陸・海･空自衛隊の医療チーム（約４０名）が参加しました。 また、ＮＧＯなどの
民間団体（４団体２２名）とも協力し、ベトナム及びカンボジアで医療活動等を実施しま
した。

２０１１年は、震災対応のため派遣規模を縮小し、東ティモール及びミクロネシアで医
官等を数名派遣して活動を行いました。

「派遣された海上自衛隊の輸送艦と米国病院船」

Ａ４． 日本は、フィリピン（６月１８日～７月１日）及びベトナム(７月１０日～７月２４
日)で活動を行い、海上自衛隊の輸送艦１隻（乗員約１４０名）、 陸・海・空自衛隊の医
療チーム（約５０名）、民間団体（１９名）が参加しました。また、人員輸送のため、新
たに航空自衛隊の輸送機を派遣しました。
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Ｑ５．今年のパシフィック･パートナーシップでの具体的な活動内容はどのようなもので
すか。

Ａ５． 医療活動として、現地医療活動拠点において内科・歯科を主体とした総合医療に加
え、 短期間での医療活動の効果をより持続的なものとするため、現地の住民や医療ス
タッフに対する、公衆衛生教育を行っています。

また、現地住民との文化交流や、現地政府関係者などに対して東日本大震災への自衛隊
の活動の紹介を行っています。

今年のフィリピンでの活動
【医療活動】

「入口」 「歯科診療」

「内科診療」

「公衆衛生教育（自衛隊）」 「公衆衛生教育（自衛隊）」

【文化交流等】

「東日本大震災での自衛隊の活動紹介」
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「文化交流」

防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）

防衛省・自衛隊携帯サイト
http://www.mod.go.jp/m/
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「海賊対処への取組」について

Q1. なぜ、自衛隊が海賊対処行動を行うのですか。

Q2. 自衛隊による海賊対処行動を７月２４日以降も１年間継続することになりましたが、
理由を教えてください。

Q3. 自衛隊の派遣規模を教えてください。

Q4. 派遣部隊の具体的な活動を教えてください。

Q5. 防衛省・自衛隊の活動は評価されているのですか。

Q6. 国際社会の取組はどうなっていますか

Q7. 防衛省・自衛隊の今後の活動について教えてください。

Ｑ１．なぜ、自衛隊が海賊対処行動を行うのですか。

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． ソマリア沖・アデン湾は、アジアとヨーロッパをつなぐ重要な海上交通路に位置し、
当該海域の安定は、 海洋国家として国家の生存と繁栄の基盤である資源や食料の多くを
海上輸送に依存しているわが国にとって極めて重要です。

しかし、ソマリア沖・アデン湾の海域においては、２００８年頃から、機関銃やロケッ
ト・ランチャーなどで武装した海賊による事案が多発しています。

【参考】海賊事案の発生状況 << クリックすると、解説を表示/非表示します。

海賊行為は、海上における公の安全と秩序の維持に対する重大な行為であり、国連海洋
法条約においては、 すべての国が最大限に可能な範囲で海賊行為の抑止に協力するとさ
れています。 また、２００８年６月に採択された国連安保理決議１８１６号をはじめと
する累次の決議において、 各国は当該海域における海賊行為を抑止するための行動をと
るよう要請されています。 このような中、わが国としても国際的な責任を積極的に果た
していくことが必要となりました。

２００９年６月に成立した海賊対処法において、わが国において海賊行為には、第一義
的には、警察機関である海上保安庁が対処することとされていますが、 海上保安庁では
対処することが困難な場合は自衛隊が対処することができることとなっています。 日本
から遠く離れたソマリア沖・アデン湾に、ロケット・ランチャーのような重武装をした海
賊に対処するために海上保安庁の巡視船を派遣することは困難であることから、 自衛隊
がソマリア沖・アデン湾に派遣されています。

よくある質問 サイトマップ
 

http://www.mod.go.jp/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/others/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/others/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/buryokutaio/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/kokusai_heiwa/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/fukakusan/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/fukakusan/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/hyouka/index.html
http://www.mod.go.jp/j/approach/others/index.html
http://www.mod.go.jp/index.html
http://www.easywebbrowsing.com/G/00-RH0/index_ewb.php
http://www.mod.go.jp/e/index.html
http://www.mod.go.jp/j/kids/index.html
http://www.mod.go.jp/j/faq.html
http://www.mod.go.jp/j/faq.html
http://www.mod.go.jp/j/sitemap.html
http://www.mod.go.jp/j/sitemap.html
http://www.mod.go.jp/j/profile/index.html
http://www.mod.go.jp/j/saiyou/index.html
http://www.mod.go.jp/j/press/index.html
http://www.mod.go.jp/j/publication/index.html
http://www.mod.go.jp/j/procurement/index.html
http://www.mod.go.jp/j/presiding/index.html
http://www.mod.go.jp/j/proceed/index.html
http://www.mod.go.jp/j/yosan/index.html


防衛省・自衛隊：ここが知りたい：「海賊対処への取組」について

http://www.mod.go.jp/j/approach/others/shiritai/a_piracy/index.html[2012/11/21 20:59:25]

ページTOPへ戻る 

Ｑ２．自衛隊による海賊対処行動を７月２４日以降も１年間継続することになりました
が、理由を教えてください。

ページTOPへ戻る 

Ｑ３．自衛隊の派遣規模を教えてください。

ページTOPへ戻る 

Ｑ４．派遣部隊の具体的な活動を教えてください。

Ａ２． ソマリア沖・アデン湾における海賊事案発生件数は、わが国を含む諸外国の活動など
によって昨年同時期と比較すると少なくなっているものの、 本年も依然として高い水準
で推移しています。

このような中、海賊対処のための活動を中止することで海賊行為が活発化するおそれが
あることや、 国際的にもＮＡＴＯやＥＵ等が活動を継続する決定を行っていることなど
を踏まえて、自衛隊による活動を１年間継続することを決定しました。

Ａ３． 現在、自衛隊は護衛艦２隻と、Ｐ－３Ｃ哨戒機２機を派遣しています。 護衛艦に
よって海賊対処を行う「派遣海賊対処行動水上部隊」では約４００名の隊員が、 哨戒機
によって海賊対処を行う「派遣海賊対処行動航空隊」では約１９０名の隊員が、アデン湾
における民間船舶の安全を確保するために日々汗を流しています。 また、本年７月に
は、ジブチ政府当局をはじめとする関係諸機関との連絡調整を行うための部隊も新設さ
れ、円滑な活動の実施に貢献することとされています。
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Ａ４． 【派遣海賊対処行動水上部隊】
２隻の護衛艦は、アデン湾を往復しながら民間船舶を護衛しています。 護衛方法として
はまず、アデン湾の東西に一カ所ずつ定められた集合地点において、護衛の対象となる民
間船舶の受け入れ作業を実施します。 その際、性能などが異なる民間船舶を海賊から効
果的に防護するため、最適な陣形となるよう調整します。 アデン湾を護衛船団が航行す
る際には、船団の前後を護衛艦が守り、護衛艦に搭載されたヘリコプターも、上空から船
団の周囲を監視しながら、 アデン湾を２日ほどかけて通過していきます。このように海
上自衛隊の護衛艦によりエスコートされた船舶は、 これまで、護衛中に一度も海賊から
の襲撃を受けていません。

民間船舶の護衛を行う海上自衛隊護衛艦

【派遣海賊対処行動航空隊】
ジブチ共和国に活動拠点を置くＰ－３Ｃ哨戒機は、日本の面積に匹敵するほど広大なアデ
ン湾において、航続力を発揮して警戒監視を行っています。 ジブチを飛び立ったＰ－３
Ｃは、アデン湾を航行する無数の船舶の中に、不審な船舶がいないかどうか確認作業を実
施しています。 同時に、護衛活動に従事する護衛艦や他国の艦艇、そして周囲を航行す
る民間船舶に対し情報提供を実施、 また、求めがあればただちに周囲が安全かどうか確
認するなど、きめ細やかな対応をとっています。

警戒監視活動を行うＰ－３Ｃ



防衛省・自衛隊：ここが知りたい：「海賊対処への取組」について

http://www.mod.go.jp/j/approach/others/shiritai/a_piracy/index.html[2012/11/21 20:59:25]

ページTOPへ戻る 

Ｑ５．防衛省・自衛隊の活動は評価されているのですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ６．国際社会の取組はどうなっていますか。

ページTOPへ戻る 

Ａ５． 自衛隊による海賊対処活動は、各国首脳を含む国際社会から、感謝の意が表明される
など、高く評価されています。 また、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処に従事す
る海上自衛隊に対し、護衛を受けた船舶の船長や、船主の方々から、 安心してアデン湾
を航行できた旨の感謝や、引き続き護衛をお願いしたい旨のメッセージが多数寄せられて
います。 現在、派遣海賊対処行動水上部隊については、第１２次隊がソマリア沖・アデ
ン湾において活動を行っていますが、自衛隊の活動に寄せられたメッセージの数は、 １
次隊から１０次隊まで合計して２，０４０通にも上っています。

Ａ６． これまでに、米国をはじめ、ヨーロッパ各国、アジア各国など約３０ヶ国がソマリア
沖・アデン湾に軍艦などを派遣しています。 また、欧州連合（ＥＵ）や北大西洋条約機
構（ＮＡＴＯ）も海賊対処のための活動に従事しています。

各国は、現在も引き続き、ソマリア沖・アデン湾の海賊に対して重大な関心を持って対
応しており、 ＥＵ・ＮＡＴＯともに、活動の期限を２０１４年末まで延長することを、
２０１２年３月に決定しています。
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Ｑ７．防衛省・自衛隊の今後の活動について教えてください。

Ａ７． ソマリア沖・アデン湾における海賊行為は、依然としてわが国を含む国際社会への脅
威となっており、国際社会全体で取り組むべき課題となっています。

そのような中、わが国は、ソマリア周辺国の海上取締能力向上などによる海賊行為の阻
止、 さらには、海賊行為が多発する原因と考えられる不安定なソマリア情勢の安定化と
いった中長期的な観点からも、 海賊問題解決のために多層的な取組を行っています。

防衛省・自衛隊としては、当該海域を航行する民間船舶が海賊行為に脅かされることな
く安全に航行することができるよう、 引き続き国際社会と連携して海賊行為に対処して
いきたいと考えています。

防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）

防衛省・自衛隊携帯サイト
http://www.mod.go.jp/m/
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各国との防衛協力・交流について～オーストラリア編～

Q1. 各国との防衛協力・交流を推進する意義は何ですか。

Q2. オーストラリアと防衛協力・交流する意義は何ですか。

Q3. オーストラリアとの防衛協力・交流の経緯を教えてください。

Q4. 具体的な取組状況と成果を教えてください。

Q5. 今後の取組を教えてください。

Q6. 日本、米国、豪州の３ヵ国間の関係はどのようなものですか。

Q7. 部隊間の協力・交流は行われているのですか。

日豪防衛協力・交流 特集ページ

Ｑ１．各国との防衛協力・交流を推進する意義は何ですか。

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． わが国にとって、アジア太平洋地域およびグローバルな安全保障環境を改善し、 わ
が国の安全と繁栄を確保するためには、日米同盟を基軸としつつ、 多国間および二国間
の対話・交流・協力の枠組を多層的に組み合わせてネットワーク化していくことが重要と
考えています。

中でも二国間の枠組みについては、親善目的のみならず実務的な性格を有する交流や、
対話のみならず行動をともなう交流の重要性が高まり、 相手国によっては、防衛交流の
内容が、単なる交流から防衛協力を行う段階へと発展・深化してきています。

このため、防衛省・自衛隊は、各国・地域の特性を踏まえ、戦略的に防衛協力・交流を
行っています。

よくある質問 サイトマップ
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Ｑ２．オーストラリアと防衛協力・交流する意義は何ですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ３．オーストラリアとの防衛協力・交流の経緯を教えてください。

Ａ２． オーストラリアは、わが国にとってアジア太平洋地域の重要なパートナーであり、
同じ米国の同盟国として、民主主義、法の支配、人権の尊重、資本主義経済といった基本
的な価値のみならず、 安全保障分野において戦略的利益や関心を共有しています。

特に、グローバルな課題については、各国が一致・協力して取り組むべきとの認識が国
際社会に浸透してきていることから、 アジア太平洋地域における責任ある国として、わ
が国とオーストラリアは、災害救援や人道支援活動などの分野を中心とした相互協力・連
携を強めています。

Ａ３． わが国とオーストラリアの防衛協力・交流は、２００７年３月に、日豪両首脳の間
で、 米国以外では初めての安全保障分野の共同宣言である「安全保障協力に関する日豪
共同宣言」を発表して以来、着実に進展しており、 現在ではより実際的・具体的な協力
の段階に移行しています。
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Ｑ４．具体的な取組状況と成果を教えてください。

ページTOPへ戻る 

Ｑ５．今後の取組を教えてください。

Ａ４． ２０１０年５月に、第３回日豪外務・防衛閣僚会議において、物品役務相互提供協定
（ＡＣＳＡ）およびＡＣＳＡに基づく手続取決めの署名が行われました。

日豪ＡＣＳＡの締結により、ＰＫＯや国際緊急援助活動などを自衛隊とオーストラリア
軍が行う際には、 現場において、水・食料・燃料・輸送などの物品や役務を相互に融通
できるようになり、 日豪間の戦略的パートナーシップが一層円滑・強固なものとなりま
す。

また、このような日豪の協力の円滑化・強化は、アジア太平洋地域の平和と繁栄に貢献
するとともに、協力を通じた域内秩序の形成にも寄与することが期待されています。

Ａ５． ２０１２年９月にシドニーで行われた第４回日豪外務・防衛閣僚会議（日豪「２プラ
ス２」）では、 ＡＣＳＡや同年５月に署名された情報保護協定（ＩＳＡ）の実績の上
に、防衛協力を一層拡大することや、 日豪「２プラス２」の共同声明に記された共通の
ビジョンと目標を共有することの重要性を確認した上で、 国際協力・災害緊急支援等の
分野で一層緊密に連携していくこと、さらに、地域の平和と安定の観点から、 アジア太
平洋地域における米国の関与の重要性を確認し、日米豪の大臣会合、共同訓練等の３ヵ国
の取組を進めていくことで一致しました。
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Ｑ６．日本、米国、豪州の３ヵ国間の関係はどのようなものですか。

また、同月に東京で行われた日豪防衛相会談では、アジア太平洋地域における能力構築
支援事業での協力や人材交流、ＡＤＭＭプラスでの連携、 海洋の安全保障分野でのＡＳ
ＥＡＮ諸国支援の重要性、装備技術協力の議論の枠組み等について議論を行いました。

  
日豪「２プラス２」（シドニー）

  
日豪防衛相会談（東京）

Ａ６． 最近は、米国を含めた日米豪３ヵ国間の協力も増えてきています。 日豪は、ともに
米国の同盟国であると同時に、基本的な価値を共有しており、アジア太平洋地域および国
際社会が直面する様々な課題解決のため、 緊密に協力しています。このような協力を効
果的、効率的なものとするため、 地域の平和と安定のために不可欠な存在である米国を
含めた日米豪３ヵ国による協力を積極的に推進することも重要と考えています。

２００７年６月に、第６回シャングリラ会合の機会をとらえ、日米豪防衛相会談が初め
て行われ、３ヵ国間の協力を推進していくことで一致しました。 さらに２０１２年６月
の第１１回シャングリラ会合では、第２回目となる日米豪防衛相会談（渡辺防衛副大臣
（当時）が出席）が行われ、 初めて「日米豪防衛首脳共同声明」が発出され、３ヵ国間
の確立された協力関係に基づき、 アジア太平洋地域における多様な安全保障の課題に対
応していくことで認識が一致しました。
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Ｑ７．部隊間の協力・交流は行われているのですか。

日米豪防衛相会談

Ａ７． ２０１１年７月には陸幕長と豪陸軍本部長が日米豪３ヵ国の関係を強化するとの観点
から日米共同訓練および米豪共同訓練に相互にオブザーバーを派遣して今後の共同訓練を
推進していくことを合意するとともに、 ２０１２年２月、陸上自衛隊と米陸軍との間で
行われた日米共同方面隊指揮所演習に豪陸軍のオブザーバーを初めて受け入れました。

２０１２年６月には、海上自衛隊、米海軍、豪海軍との間で、５度目となる日米豪３ヵ
国による訓練を行ったところです。

２０１１年１月には、航空自衛隊、米空軍との間で行われたグアムにおける日米共同訓
練「コープ・ノース・グアム」に豪空軍から初めてオブザーバーが派遣され、 そして、
２０１２年２月には、航空自衛隊、米空軍、豪空軍との間でグアムにおいて日米豪共同訓
練「コープ・ノース・グアム」を初めて行いました。

防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）

防衛省・自衛隊携帯サイト
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各国との防衛協力・交流について～インド編～

Q1. インドと防衛協力・交流する意義は何ですか。

Q2. インドとの防衛協力・交流を始めた経緯を教えて下さい。

Q3. １０月２２日に行われた日印次官級「２＋２」対話、日印防衛政策対話について教え
て下さい。

Q4. 他に実績があれば教えて下さい。

Q5. ２０１２年６月に海上自衛隊とインド海軍が初めて共同訓練したとのことですが、内
容について教えて下さい。

Ｑ１．インドと防衛協力・交流する意義は何ですか。

ページTOPへ戻る 

Ｑ２．インドとの防衛協力・交流を始めた経緯を教えて下さい。

防衛省の取り組み

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応（弾道ミサ
イル・テロ・災害等）

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取り組
み

各国との安全保障対話・防衛
協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への
取り組み

防衛施設と周辺地域との調
和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取り組み

Ａ１． インドは、わが国と中東、アフリカを結ぶシーレーン上のほぼ中央に位置し、ほとん
どの貿易を海上輸送に依存するわが国にとって地政学的にきわめて重要な国です。また、
インドとわが国は、基本的な価値を共有するとともに、アジアおよび世界の平和と安定、
繁栄に共通の利益を有しており、戦略的グローバル・パートナーシップを構築していま
す。このため、近年、日印両国は安全保障分野での関係も強化しています。

Ａ２． ２００８年１０月にシン・インド首相が訪日し、内閣総理大臣との間で、安全保障分
野の共同宣言である「日印間の安全保障協力に関する共同宣言」が署名されました。安全
保障分野での共同宣言は、米国、豪州に次いで３ヵ国目となります。この共同宣言は、防
衛大臣間の会合、防衛政策対話を含む次官間の会合、局長級による防衛当局間協議、二国
間および多国間の訓練を含む軍種間の交流などの枠組により、防衛当局間の協力を進めて
いくことを盛り込んでおり、日印間の安全保障分野での協力の指針となるものです。

また、２００９年１２月には、鳩山内閣総理大臣（当時）が訪印し、シン・インド首相
との間で、日印間の安全保障協力を促進するための「行動計画」を策定しました。同計画
の中では、海賊対処における協力や、海上における共同訓練の実施など、海上安全保障に
おける協力を実際に推進するための項目が盛り込まれました。

さらに、２０１１年１２月、野田内閣総理大臣の訪印では、２０１２年に国交樹立６０
周年を迎える日印両国間の「戦略的グローバル・パートナーシップ」を一層強化し、政
治・安全保障面では海上安全保障分野での協力を強化することで一致しました。これらの
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Ｑ３．１０月２２日に行われた日印次官級「２＋２」対話、日印防衛政策対話について教
えて下さい。

成果は「日印共同声明」として発出されました。

（画像をクリックすると大きな画像が見られます。）

Ａ３． 東京において、金澤防衛事務次官、齋木外務審議官、シャルマ・インド国防次官、マ
タイ・インド外務次官との間で第２回日印次官級「２＋２」対話を開催しました。

協議においては、日印両国を取り巻く安全保障環境、両国の安全保障政策や安全保障分
野での協力について意見交換を行い、ソマリア沖やアジアにおける海賊対策等の安全保障
分野を中心に、両国間の連携・協力を一層強化することで一致しました。また、サイバー
空間といった新たな分野においても両国が緊密に意見交換を続けていくことを確認しまし
た。

また、これに引き続き、金澤防衛事務次官とシャルマ・インド国防次官との間で第３回
防衛政策対話を開催しました。

協議においては、日印両国の防衛協力・交流について意見交換を行い、ハイレベル交流
の安定的な継続を含む防衛当局間の更なる関係強化を図ることで一致しました。更に、双
方は、本年６月に実施された海自と印海軍との間の二国間訓練を高く評価し、海上安全保
障分野における協力の重要性で一致しました。

http://www.mod.go.jp/j/approach/others/shiritai/exc_india/img/exc_01_a.jpg
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Ｑ４．他に実績があれば教えて下さい。

ページTOPへ戻る 

Ｑ５．２０１２年６月に海上自衛隊とインド海軍が初めて共同訓練したとのことですが、
内容について教えて下さい。

Ａ４． 最近の主要な実績として、２０１１年１１月、アントニー・インド国防大臣が訪日
し、日印防衛相会談を行いました。会談では、地域の安全保障情勢にかかる意見交換のほ
か、海上安全保障分野での日印の協力関係が重要である旨一致し、海上自衛隊とインド海
軍との相互訪問および初となる日印二国間訓練、陸上自衛隊とインド陸軍との間の国際平
和協力活動の教育訓練にかかる部隊の相互訪問などについて合意するなど、防衛協力は順
調に進展しています。

２０１２年６月には、こうした両国間の合意を具現した海上自衛隊とインド海軍との初
めての共同訓練が相模湾で行われました。

巡閲する一川防衛大臣（当時）とアントニー・インド国防大臣

Ａ５． ６月５日に、インド海軍艦艇がわが国を親善訪問しました。そして、６月９日に海上
自衛隊の戦術技量の向上及びインド海軍との防衛協力・交流促進のため、初めて日印共同
訓練を実施しました。訓練場所は相模湾沖で、参加兵力は海上自衛隊が護衛艦２隻（「は
たかぜ」及び「おおなみ」）、航空機１機（救難飛行艇US-2）、インド海軍は駆逐艦１
隻（「ラナ」（INS RANA D52））、補給艦１隻（「シャクティ」（INS SHAKTI
A57））、フリゲート艦１隻（「シヴァリク」（INS SHIVALIK F47））、コルベット
艦１隻（「カルムク」（INS KARMUK P64））です。

この共同訓練は、２０１１年１１月に行われた日印防衛相会談の合意に基づき実施した
ものです。インド海軍とはこれまで親善訓練を実施してきましたが、戦術技量の向上を目
的とする同国との共同訓練は初めてです。訓練の内容としては、戦術運動や通信訓練と
いった従来実施してきた基本的な訓練項目に加えて、海上自衛隊の艦艇及び航空機とイン
ド海軍艦艇との間で、捜索・救難訓練を実施し、参加部隊相互の戦術技量の向上や連携の
強化を図った点が新たな内容となっています。
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補給艦（「シャクティ」（INS SHAKTI A57））

コルベット艦（「カルムク」（INS KARMUK P64））

訓練において併走する両国艦艇

出港風景

防衛省
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-5366-3111（代表）
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