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本稿は、平成 30 年 12 月 11 日、グランドヒル市ヶ谷における公益社団法人安全保障懇話
会講演会で行われた講演の内容を記載したものである。

はじめに
軍事作戦及び戦闘の領域は、かつては陸上、海上、航空であった。その後宇宙が加えら
れ、今では第 5 の領域である電磁スペクトラムが加えられた。軍事作戦の電磁環境は、電
磁スペクトラムと言われる電波～光波のスペクトラム領域が対象である。電波は、3kHz～
300GHz の周波数帯、光波は赤外線(IR)～可視～紫外線(UV)の領域が対象となる。
電磁作戦環境(Electromagnetic Operational Environment: EMOE)は、我、敵、中立の電
子戦力組成を中心として、外側に民生利用の領域が存在する。軍事作戦の責任範囲は電子
戦力組成の領域であるが、その影響は民生利用の領域にまで及ぶ。
電磁スペクトラム作戦(Electromagnetic Spectrum Operations: EMSO)は、電子戦と電
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磁スペクトラム管理作戦を協調して運用することにより電磁作戦環境を支配することを目
的とする。電磁スペクトラム管理作戦は、我の器材を干渉することなく効果的に運用する
ための活動であり、基本的に我のみを対象とした活動である。ちなみに、米軍の定義では、
統合軍を示す「Joint」が付いて JEMSO と記載される。
これらを踏まえて、電子戦技術の動向に関して、説明をする。なお、本講演の情報・意
見は、学会等の公開情報に基づく個人の見解であり、会社の見解ではないことをお断りし
ておく。

１ 電子戦(EW: Electronic Warfare)の概念
電子戦の目的は、電磁作戦環境において、味方の行動の自由を確保し、敵の行動の自由
を奪うことである。電子戦の定義は、電磁スペクトラムを支配又は敵を攻撃するための電
磁エネルギと指向性エネルギの使用に関わる全ての軍事活動のことである。電子戦には、
電子攻撃、電子防護及び電子戦支援の３分野がある。
もし、電子戦というものがなければ、例えば航空機は敵ミサイルから逃れるために低高
度を飛行することとなり、銃砲によって撃墜される。電子戦装備が無い大多数の航空機の
損失は銃砲によるものである。電子戦の効果によって敵ミサイルの脅威を排除して、銃砲
の射程よりも高い空域を飛行できて、その被害を極小化できるのである。電子戦の対象範
囲は、電磁波を用いるところがその範囲となる。海上・航空作戦のネットワークに焦点が
あたりがちであるが、戦車等の車両や指揮統制システムも電磁波を用いることから、陸上
戦闘もその対象範囲となっている。
（1） 電子攻撃(EA: Electronic Attack）
電子攻撃(EA)は、かつての ECM(Electronic Counter Measures)である。電子攻撃は、戦
闘力を劣化、無力化もしくは破壊する意図で、敵の要員、施設又は器材を攻撃するために
電磁エネルギ、指向性エネルギあるいは対電磁輻射兵器を使用する活動にかかわる電子戦
の一部であり、火力の一形態と見做される。電子攻撃は、攻撃の手法によりアクティブと
パッシブ、運用目的により攻撃と防御に区分され、その組み合わせで４つのカテゴリーに
分類できる。アクティブ・攻撃では、レーダや C2 システムに対する電波ジャミング、また
航法衛星システムによる測位、航法及び時計機能を無力化して敵の戦闘能力を低下させる
等であり、最も電子攻撃らしい活動である。パッシブ・攻撃では、敵のレーダを対象とす
る自己推進デコイやチャフなどがある。防御は我を守るためのものであり、アクティブ・
防御には、敵のミサイルを対象とした電波／IR ジャミングなどがあり、パッシブ・防御に
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は、同じく敵のミサイルを対象とした投棄型チャフやデコイなどがある。
（2）電子防護(EP: Electronic Protection)
電子防護(EP)は、かつての ECCM (Electronic Counter-Counter Measures)である。電子
防護は、味方の戦闘能力を劣化、無力化あるいは壊滅させる味方、中立者又は敵による電
磁スペクトラム利用と自然現象の影響から味方の要員、施設もしくは器材を防護する活動
に関わる電子戦の一部門である。電子防護には、それ専用の独立した器材があるわけでは
なく、今ある装置を使用して電子防護という活動が行われることとなる。そもそも電波を
出すのは敵に限らず、味方、中立者、自然現象までがあり、そうした影響を考慮するのが
電子防護である。
電子防護の定義は、やや難しいところがあり、電子防護イコール兵力防護ではないこと
に注意しなければならない。例えば、先ほど述べたアクティブ・防御も、ここで述べる電
子防護も、いずれも「防御」に関係するものの異なる定義である。敵の IR 追尾型ミサイル
から我を守るために用いるフレアは防御的な電子攻撃である。それに対して、IR 追尾型ミ
サイルが追尾を継続するためにフレアを弁別して無視する機能は、電子防護である。
電子防護の定義は、やや錯綜しており、冒頭で述べた電磁スペクトラム管理作戦も電子
防護の一部に位置付けられている。電子防護の活動には、放射統制、戦時予備モード、技
術的対抗手段（ステルス、GPS 信号保護等）なども含まれる。
（3）電子戦支援(ES: Electronic Warfare Support)
電子戦支援(ES)は、かつての ESM(Electronic Support Measures)である。
電子戦支援は、
作戦指揮官等の任務として、迅速な脅威の認識、目標決定、計画立案及び将来の作戦遂行
を目的として、意図的及び非意図的な電磁エネルギ放射を捜索、捕捉、識別及び位置標定
する活動に関わる電子戦の一部門である。非意図的なものを含むことに注意しなければな
らない。
指揮官の作戦遂行にあたり、電磁環境についてのレポートが作成される。このレポート
では、作戦環境下で任務遂行中の部隊、システム及びプラットフォームが遭遇する電磁ス
ペクトル輻射の電磁波強度と時間分布を報告する。レポートに、電磁干渉、核による電磁
パルス、人・武器・揮発物質に対する電磁放射の危険性、自然現象の効果（太陽黒点、雷、
降水空電）など電磁波に関わる広範な事象を含む。
また、ここで電子戦支援と信号情報(SIGINT)の関係について触れておきたい。電子戦支
援により得られたデータは、信号情報の獲得にも利用できる。両者で使用されるアセット
には共通するものが多い。比較すると、電子戦支援は、作戦指揮官の作戦遂行に資するた
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めに収集するものであり、短期的、戦術的である。信号情報は、情報部門／機関が情報蓄
積（データベース化）のために収集するものであり、長期的、戦略的である。しかしなが
ら、人工知能(AI)の普及によって、電子戦支援の分野でも、リアルタイムでデータベース
化できるようになってきている。なお、信号情報(Signals Intelligence: SIGINT)は、通
信情報(Communications Intelligence: COMINT)と電子情報(Electronic Intelligence:
ELINT)に分けられる。
更にサイバー戦についても触れておくと、米陸軍は 2012 年にサイバー電磁活動(CEMA:
Cyber Electromagnetic Activities)という概念を定義し導入したが、今ではかなり一般
的になってきたのではないかと思われる。この概念は、サイバー空間と電磁スペクトラム
の双方で敵に対する優位な地位を獲得し、敵によるサイバー空間と電磁スペクトラムの利
用を妨げ、味方の作戦指揮システムの運用を防護することにある。電子戦とサイバー戦の
違いは、電子戦はドアに入る前の行動で、サイバー戦は入った後の活動である。つまり、
電子戦は電磁スペクトラムを対象として、レーダ、センサ、指揮統制のための無線などの
電磁波が伝搬する空間における作戦である。一方、サイバー戦は、ネットワーク内のサイ
バー空間を対象としたコンピュータのネットワークにおける作戦である。両者は異なる領
域における別々の活動ではあるが、最近では、電子戦とサイバー戦を同調させるとともに
統合化を進めることが益々重要となっている。

２ レーダと電子戦
（1） レーダに対する電子攻撃
航空作戦における電子攻撃の運用要領を例にとって述べてみる。航空作戦を行う際、敵
のレーダから味方の攻撃機を守るための運用形態としては、敵ミサイルの覆域外から妨害
を行う Stand-Off ジャミング、編隊となり敵を攻撃する味方機同士が相互に支援しながら
妨害電波を出す Mutual サポート、編隊とともに行動する Escort ジャミング、単機での攻
撃機による Self-Protection ジャミング、攻撃機よりも前に無人機などを飛ばして行う
Stand-Forward ジャミングなどがある。
敵は複数レーダの覆域を重ね合わせて間隙が生じないようにレーダ網を構成する。これ
に対する電子攻撃は、覆域外からの Stand-Off ジャミングをかけて敵のレーダの探知距離
を短くして、レーダとレーダの間に間隙を作り味方攻撃機の通り道を開設する。我の攻撃
機がステルス機であれば、味方機による Stand-Off ジャミングは不要で、ステルス機自身
によって敵のレーダ探知距離を短縮し、通路となる間隙を作り出して通過する。探知され
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たとしてもステルス機はレーダで確認すると実際の大きさよりも相当小さくみえる。
また、
我の編隊機に対する味方機の Escort ジャミングでは、敵のレーダを一つ一つ阻止（無効
化）して、我の編隊機を敵レーダに追尾されないようにして通過させる。敵ミサイルによ
る迎撃フェーズにおいては、我の攻撃機は自ら電子攻撃を行い、敵の火器管制レーダによ
る捕捉を阻止する。そして敵レーダに追尾された場合には追尾を阻止する電子攻撃を行い、
敵が発射したミサイルに追尾された場合には、ミサイルに対する電子攻撃を行って追尾を
阻止する。なお、最近のミサイルの熱源探知能力は、かなりの低温も感知するために後方
からだけでなく、任意の方向から追尾できるように変化してきているので、後方からの追
尾阻止のみでは不十分であることに注意しなければならない。
（2）重要なレーダ技術
レーダにとって重要な技術について紹介する。先ず、システムとしては、多機能化、多
目標追尾の技術がある。Hawk SAM システムは、２種類の捕捉レーダと追尾レーダから構成
されていたが、Patriot システムでは捕捉と追尾のレーダが一体化している。つまり、多
機能化によって、３種類のレーダが一つですむようになり、更に多目標の同時追尾が可能
となっている。
こうしたシステムを支える要素技術として重要なのが電子走査アンテナである。従来の
機械式アンテナでは指向した１目標しか捕捉・追尾が出来なかったが、電子式になり瞬時
にビーム走査してその向きを変える、また捜索と追尾を瞬時に切り替えることができるた
め、多目標の捕捉・追尾が可能となった。同アンテナはイージス艦にも搭載されており、
最近では戦闘機にも搭載されつつある。その他の要素技術としては、デジタル信号処理、
インテリジェント化、パルス圧縮、モノパルス測角、ネットワーク化、妨害回避・抑圧、
低被探知化などがある。レーダの機能性能の向上が、敵の電子攻撃や電子戦支援への耐性
向上につながっている。
ステルス技術にも触れておくと、その目的は、レーダに探知され難くすることである。
ステルス技術は、レーダ波の反射と吸収を組み合わせてレーダ方向への反射量を低減する
が、レーダ波の吸収よりも到来方向以外に反射することによる効果の割合が大きい。レー
ダ波の反射方向と反射量は機体形状によって決まるが、航空機として成立する機体形状で
ある限り、反射波が強くなる方向が存在することは避けられない。また、機体形状はマイ
クロ波帯のレーダ波に合わせて設計されているため、異なる周波数帯のレーダ波に対する
ステルス性能は低下する。
従って、カウンターステルス技術は、レーダの送信機と受信機の場所を離して機体から
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のレーダ反射が強くなる方向から受信すること、また、マイクロ波よりも低い周波数帯の
レーダを使用することなどがある。VHF/UHF 帯レーダの例としては、ロシアの 55Zh6ME
Nebo-M(VHF 帯)、中国の JY-27A(VHF 帯)や JY-26(VHF～UHF 帯)などがある。中国は、この
レーダで F-22 を探知したと主張している。また、HF 帯レーダの例としてロシアの
Podsolnukh(Sunflower)レーダ(最大覆域 500km)がある。

３ 電子攻撃システムの動向
（1） SEAD(Suppression of Enemy Air Defense)
電子攻撃において主要な作戦である SEAD を紹介したい。SEAD は、敵の地上配備防空網
を無力化、破壊、又は一時的に能力を低下させる全ての活動である。その要領は、敵防空
網に接近し、敵レーダが送信を始めてから対レーダミサイルにより制圧する。米国では、
電子戦機として EA-18G Growler を海軍が運用しており、レーダ Jammer と通信 Jammer を
装備している。先に Escort ジャミングについて述べたけれども、電子戦機は大変に高価な
ので敵のミサイル覆域外から妨害する Stand-Off ジャミングが運用の基本となっている。
対レーダミサイルでは、HARM(AGM-88 High Speed Anti-Radiation Missile)が最も有名で
あるが、最近はその改良型である AARGM(AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided
Missile)も使われている。AARGM はミリ波シーカを搭載するため、敵が電波照射を止めて
も有効である。当該ミサイルの搭載母機は、F-16CJ や F/A-18 などである。
（2） SEAD 作戦への対抗策
基本的な対抗策は、ミサイル・システムの機動性を高めてミサイル発射後にすぐに移動
する、複数レーダをネットワーク化する、また短時間の送信で航空機を探知できる能力を
付与することなどである。一方、より高度な対抗策には、IADS(Integrated Air Defense
System)として、早期警戒レーダ、ミサイル用火器管制レーダ、パッシブ探知システム（航
空機の電磁波探知、エンジンの熱源探知）などをネットワーク化することで電子攻撃への
耐性を向上させることなどがある。コソボ紛争でユーゴ側は、攻撃機会の減少という犠牲
を払いながら電波封止・隠蔽等により対空防御兵器(SA-10)の防護・残存を図った。このた
め NATO 側のヘリコプタが低空域を飛べないなど、攻撃や行動の自由が制限されたのであ
る。
（3）SEAD 器材の動向
米海軍の運用する F-18G Growler に搭載している ALQ-99 では、ロシアの S-400Triumf シ
ステムに対抗できないことから次世代のジャマ―を開発中とのことである。ちなみに、S6
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400 システムは中国にも輸出されている。
（本講演会後に、中国で S-400 による超音速目標
の迎撃に成功したというニュースが報道された。
）
それ以外の器材として A2/AD(中国の行う接近拒否/領域拒否)対処に有人機は危険であ
るとの認識から、海・空軍とも SEAD 機の無人化を検討している。ただし、無人機とはいえ、
ある程度の器材を搭載すると高額となるため、なかなか進んでいないのが現状のようであ
る。
米空軍では、ADM-160 Miniature Air-Launched Decoy(MALD)と呼ばれるレーダ・デコイ
に妨害機能を付加して装備化している。
（4）自己防御システムの動向
電子攻撃を説明したが、次に防御の面からも述べておきたい。
米国の動向であるが、ミサイル接近警報装置、及び電波誘導ミサイルに対抗する曳航型
デコイを装備している。また、赤外線誘導ミサイルに対抗する赤外線妨害装置を、特にヘ
リコプタや大型機に装備している。更に、受信機のデジタル化と電子戦制御システムを統
合化した統合電子戦というアプローチがある。曳航型デコイには、単純なリピータで追尾
をデコイに引き寄せるものと、FOTD(Fiber Optic Towed Decoy)と言われるデコイで、これ
は機体側で生成した妨害信号を光ファイバによりデコイに伝送して送信することで、より
高い妨害効果を得られるものとがある。
米国以外の国では、マレーシア空軍が Su-30MKM に SAP アクティブ・Jammer を搭載して
いる。シンガポール空軍は F-15SG、F-16D にイスラエル製デジタル電子戦システムを搭載
している。英空軍はロシアの SA-17 に対抗するため曳航型デコイに代えて射出型アクティ
ブ・デコイを採用した。各国は、同様の脅威に対抗する目的でも、異なる防御システムを
それぞれ採用している。こうした点はなかなか興味深いところでもある。
（5）指向性エネルギ兵器
以下では、各種の指向性エネルギ兵器を紹介したい。
〇高エネルギレーザ(HEL: High Energy Laser)
高エネルギのレーザを照射することにより目標を破壊する兵器であるが、その用途は、
ブースト段階の BMD 対処、防空システム、航空機による対地攻撃、航空機／衛星搭載の光
学センサの無力化などである。
〇高出力波(HPM: High Power Microwave)
大電力のマイクロ波・ミリ波を照射して、プラットフォームに搭載された電子機器等を破
壊/誤動作させるものであり、その用途は対地攻撃、対空防護、IED(Improvised Explosive
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Device)などの路上即席爆弾などへの対処用、対人用非致死性兵器などである。
〇電磁パルス(EMP: Electromagnetic Pulse)
核爆発に伴い放射される電磁波により、情報通信等を無力化するものである。
HEMP(High Altitude EMP)は、高高度での核爆発により広域にわたり都市インフラ機能
を麻痺させるものである。
（6）GPS 妨害
GPS 妨害には、妨害電波により GPS 機器の測位を不能とする GPS ジャミングと、偽りの
GPS 信号により、測位結果に誤差を生じさせる GPS Spoofing がある。
GPS 妨害の実際の事例としては、欧米で日常的に発生する空港付近での航空機、路上自
動車への妨害などがある。また、2011 年に、韓国の船(250 隻)と航空機(1000 機)が、北朝
鮮からのジャミングにより、16 日間に亘り被害にあっている。更に、同年、イランが
Spoofing によって米無人ステルス偵察機 RQ-170 を鹵獲しているという報道もあった。
対策としては、対妨害性に優れた軍用信号の使用、妨害信号の探知及び妨害機器の破壊、
及び GPS に依存しない自立航法システムによる運用などである。

４ 通信脅威の変化
単純な通信（リニア型通信）から、ネットワークでつながって行われる通信になってき
たため、通信も電子戦の対象となってきている。通信脅威の変化については、単なるジャ
ミングではなく、探知できないように通信電波に二次変調をかけ、受け手側が通信を見つ
け出せなくするなどがある。この攻撃で被害に遭うと、信号を知らない限りノイズに埋も
れて掘り出せなくなり、通常の受信機では探知が困難となる。周波数を変調する代表的な
拡張変調法には、周波数ホッピングや直接スペクトル拡散などがあり、それらの組み合わ
せもある。
我の周波数変更に対応して、追随してくる敵の Jammer もあるので、それを許さない速度
で変調するか他の手段で妨害を回避しなければならない。
電子戦における通信に対する脅威は、基本的に受信機を攻撃するのであって送信機を妨
害することはない。携帯電話の妨害について、
携帯電話を作戦で一部使うこともあるので、
これも、電子戦の対象となっている。

５ 電磁スペクトラム領域における諸外国の趨勢
ここでは、米国の電子戦学会等に参加して得た、諸外国の近年の大きな流れ、最近の動
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向について、どういうことがはやっているのか等、諸外国の電磁スペクトラム領域におけ
る趨勢に関して、紹介したい。
電子戦技術分野は、レーダの進歩が著しいことに加え、デジタル技術の発達により対象
器材の信号諸元がソフト的にプログラムされ、自動的に変更されるなど、将来的に、事前
登録した固定型の妨害手法では対応が困難になることが予測される。
米国国防高等研究計画局(DARPA: Defense Advanced Research Project)での電子戦研究
では、人工知能の技術を応用して、戦場で受信した信号に対する最適な妨害手法を自動的
に判断するものなどが行われている。そこでは、レーダ信号を対象とするプログラムやデ
ジタル通信信号を対象とするプログラムなどが対象となっている。こうした研究動向をみ
ると、その進歩についていくのが大変との印象は否めない。
（1）米国の電子戦の動向
米国は、冷戦時代、東側に対抗するために、電子戦は充実しており、かなりの資源投資
をしていた。しかし、冷戦構造崩壊後は、電子戦に対する資源投資が減り、ベルリンの壁
が崩壊してから電子戦に対する資源投資は激減した。民間で IT バブルが崩壊し、景気が冷
え込んでいた当時の IT 関連企業、例えばシスコなどが軍事に売り出そうとしたことも相
まって、2000 年前後頃、ネットワーク戦(Network Centric Warfare: NCW)は非常に盛り上
がりをみせてきた。また、同時多発テロが米国で発生し、これに対してブッシュ政権が資
源を投入したために、ネットワーク戦の世界が盛り上がりをみせるようになっていた。そ
して、ネットワークでつながるようになってきた後、今度はこれを攻撃される脆弱性が課
題となり、電子戦、ネットワーク攻撃や防御というものが注目されるようになってきた。
しかしながら、2005 年ハリケーンカタリナの被害があった時に、初動が問題になった。そ
れは、警察、消防、軍隊など無線が相互に通じなかったため、情報共有ということが叫ば
れるようになったのである。こうした必要性がある一方で、2008 年のリーマンショックで
再度景気が冷え込んで以来、電子戦を含む軍事予算が削減されてきていた。予算削減の動
きと並行して、中東において、即席爆発装置(IED: Improvised Explosive Device)などの
被害に遭って、米軍は IT の世界で非常に遅れをとっていることが問題視されるようにな
ってきた。
こうした動きを背景として、近年の流れに関し、AOC(The Association of Old Crows)シ
ンポジウムや、MILCOM(Military Communication Conference)などに参加して受けた印象
などを紹介したい。
ネットワーク戦(NCW)からネットワークの電子戦、サイバー戦に移行している。ネットワ
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ーク戦の大きなポイントは、IP(Internet Protocol)、COTS(Commercial Off-The-Shelf)で
あった。IP でなんでもつなぎ、COTS を出来る限り利用しようとした。しかしながら、つな
がると、次には脆弱性が問題となってきたことで、電子戦によって守ろうとなってきた。
しかしながら、予算削減のあおりを受けていたことと、軍が使用できるスペクトラム領域
が不足していたことが問題であった。以前では、軍が使用するものは最優先であったとこ
ろが、民間の携帯電話会社等が高額で周波数を購入してしまっていた。更には、技術進化
の高速化によって、従来の調達方法では時代に合わなくなっていた。戦闘機を購入するよ
うな周期では、全く技術進化には対応できなくなっていた。サイバードメインに対応する
人材確保も問題になっていた。冷戦時代に比較すると、様々な分野でいろいろと大変な状
況になってきていた。
こうした問題を抱える中、新たな脅威である、2003 年イラクでの IED 出現により脅威の
質がガラッとかわってしまった。それ以前は西と東のように敵と味方がはっきりと分かれ
ていたのが、IED 出現以降、敵と味方とが混在する様相に変化してしまった。IED をテロ
リストが使用したことで、米陸軍に大きな被害を出してしまった。2003 年を境として、そ
れまでのレーダと統合防空システムでは対応できなくなるなど、状況が全く変わってしま
ったのである。
2015 年、米国国防科学委員会(Defense Science Board)が、
「21st Century Military
Operations in a Complex Environment」を発表し、冷戦終結後の約 2５年間に米国がすべ
ての軍種で、いかに電子戦で遅れをとってきたかを述べている。日本からみると米国は当
然進んでいると思っていただけに、この状況はショックであった。米国が冷戦後、電子戦
を軽視してきたことに加えて、世界的なデジタル化、ソフトウェア化によって技術的優位
が相対的に後退した。貧しいテロリストでも、安価に簡単な器材で IED のような爆発物を
作ることに気づき、そのことによって、小国やテロリストでも米国と同等の能力を発揮で
きるようになってきた。一方、米軍は時代の変化が見えず、旧態依然の長大な調達構造で
機敏な対応ができなかった。問題解決には最先端のロケット科学などは必要とせず、活路
を見出すため年間 20 億ドルの予算が必要と言われてきた。そして、陳腐化した伝統工芸品
がある日突然攻撃されて負けることが無いよう、海外や時代を見て、先を考えて対応する
ことが必要であり、わが国においても、米国の例をみて更なる注意が必要と思われる。
ごく最近の動向としては、2018 年現在の米国の国家安全保障の第一の目標はテロリスト
ではなく、ロシアや中国であると言われるようになってきた。米国シンクタンク
CSBA(Center for Strategic and Budgetary Assessments)のブライアン・クラーク氏の昨
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年の文章「Winning the Gray Zone」を紹介したい。冷戦後の米国は、安全保障上あまり厳
しくない環境であったため、
精密攻撃戦と対反乱作戦を重視して優勢を確保できたのだが、
その後中国、ロシアが勢いを増してきて低強度紛争の戦いで、情報戦をしてくるとかなり
厳しい戦いになる。情報環境の電子戦だけでなく、心理作戦なども融合させながら、地域
的なグレーゾーンというだけでなく、平和でもなく戦争でもないようなグレーゾーン環境
で、いろいろなものを一体化して攻めてくるのが、中国やロシアの攻め方である。こうし
た中国やロシアの攻撃に対して、米国は電磁スペクトラムによる対処手段無しでは対抗で
きないと言われている。では、何をするかと言うと、小規模消耗（使い捨て）UAV、ミサイ
ル、徘徊型兵器を使用して、米軍の目標到達能力を向上する、海中プラットフォームを使
用した EMW 消耗品（使い捨て電磁戦器材）の発射による精密攻撃を行う、などが挙げられ
ている。
（3） ウクライナでのロシアの電子戦活動
2016 年の AOC 学会で、ウクライナでのロシアの電子戦活動について、ウクライナ在米駐
在武官等が発表しているが、ロシアによる電子戦はかなり活発に行われているとのことで
ある。その発表によると、ロシアは他国に比べ優れた電子戦能力を保有し、最先端機器を
ウクライナ領土で使用している。また、2015～2016 年にウクライナ国境で撮影された各種
電子戦装置を提示し、これらの装置の運用者はプロでないとのことであるが、訓練を重ね
たプロ以外による運用は不可能であると述べている。そして、ロシアによる電子戦活動の
各種車両の写真と名称、及び使用した周波数も発表している。こうした車両をロシア・ウ
クライナ国境から、ウクライナ領土内のドネツクやルハンスクまで展開して電子戦を行っ
たとのことである。
近代紛争での電子戦部隊は、UAV 信号、無線、携帯電話、無線インターネット、ラジオ、
TV、違法アマチュア無線等に対する能力が必要である。そして、ロシアという強力な敵に
対して、ウクライナは単独では対抗できず、西側諸国に対して協力を依頼する発言をして
いたのが印象に残っている。
（4） 豪州の動向
豪在米駐在武官によると、2016 年の深刻なサイバー脅威は、672 件、その他 47,000 件
で、前年から 50％の増加である。それは、第二次世界大戦後、初めての直接的な他国から
の攻撃であって、こうした脅威に対応するために、統合情報戦能力を立ち上げたとのこと
である。それは、サイバー・火力を統合して運用できるようにし、攻撃的サイバー作戦を
他の攻撃同様に訓練して遂行することが可能にするように立ち上げたものである。
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豪州は軍事的には小国であり予算も少ないものの、その反面に利点もあると感じた。そ
れは電子戦も含めた統合がしやすく、小回りが利いて迅速で順応性に優れた対応が出来る
ことである。こうした国から、日本は学ぶことが多いと感じた次第である。
（5） その他
その他のトピックとして、オープンシステムアーキテクチャの動向に少し触れたい。民
需通信をもともと担当していた経験から、民需通信では標準化というものは死活的に重要
であると感じていた。しかし、電子戦において標準化は、最も相容れないものと思ってい
たところ、アメリカや欧州では、重視していることが分かった。
NATO Smart Defense Project が、オープン Defensive Aids System アーキテクチャを開
発し、同器材を航空機に搭載する検討を推進しているとのことである。こうした欧州にお
ける電子戦機器の標準化の狙いは、調達をしやすくしてコストを削減するとのことである。

以下、質疑応答
（質問１）
日本は、電子戦において、自衛隊の現役と民間とが共同して世界トップレベルでなけれ
ばならないと思う。日本が世界のトップレベルでいるには、どうすればいいのか。
官民の一体的な取り組みは、どの程度進んでいるのか。
（回答１）
以前、電子戦シミュレータに携わった経験から述べたい。陸海空でまだ別々になってお
り、これに対して個別に会社は対応している。全てが効率的に戦うには、まとまる必要が
あると思う。
米国は、お金も規模も大、最近では中国が人もお金もつぎ込んでいる。では、日本はお
金も規模も小さいからダメかと言えば、そうでもない。独自の路線で頑張っている国、ス
ウェーデン、デンマーク、オーストラリアなど、規模が小さくお金が無いだけに対応が早
く出来ると言われている。日本は、参考に出来るこうした国々から学んで、出来ることか
ら取り組むことが大事である。官民学があるが、米は学が良い。中国はまとまっている。
日本は学が軍を遠ざけたままで、入っていない。軍事分野だけでなく、電子戦分野も民が
重要なので、学も入ってオールジャパンで取り組む方が良いと思う。

（質問２）
オープンシステムアーキテクチャについて、安全保障の観点から具体的にわかりやすく説
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明してもらいたい。将来の戦闘機など、オープンシステムアーキテクチャで行うと言った
場合に、どのような影響があるのか教えていただきたい。

（回答２）
国際会議を聞きに行った際に、オープンシステムアーキテクチャが取り上げられていた
ので、会議終了後、米国関係者に聞きに行ったら、その時説明されていた規格は米国、カ
ナダ、英国、オーストラリア、ニュージーランドの 5 か国にしかオープンにしていないと
言われた。その他の外国の企業にはオープンではない。オープンと言いつつ標準化の内容
は、実際には秘密であった。この他の例としては、NATO の仕様もあるが、民での確認には
限界がある。官や軍同士で聞く方が、より情報が取れるのではないかと思う。
なお、こうした標準化のモジュール化、互換性向上により複数メーカ製品の組み合わせ
が可能になると、調達、保守、メーカの乗り換え等が容易になり、調達側にはメリットが
ある。民間としては必ずしもうれしい事ばかりではないが、やはり、何か取り組まなけれ
ばならないと思う。
例えば、航空機アビオニクスの FACE アーキテクチャも、オープンでない。それを解析し
て学ぶ、また、分かっていないなりにどうしてそれが決められているのか、それを深く考
えるのが重要であり、哲学の部分をもっと重視して学ぶべきと思う。

（質問３）
中国、ロシアの技術進化が早い。５G は中国がリードしている。汎用型の軍事技術であ
る AI などの進化は、すごい変革をするのではないかと思う。米国は中国に追いつく、追い
越せとの意欲が見える。一方、日本は速度感が今一ではないか。どんどんと差が広がるの
ではないかと心配している。
今後、AI とのかかわりについて、教えてもらいたい。
（回答３）
EW（電子戦）と AI（人工知能）とは、かなり関係がある。従来型のやり方は、長い時間
をかけて作戦の対象をつきとめ、
ネタ帳を作成して、
それの対抗手段を決めてやっていた。
一方、ネタ帳を次々と新たなものにしていく、新たに作り出していくのが電子戦の一つの
傾向である。
電子戦に AI を使う課題は２つある。第１の課題は、理由付けが分からないもの、目的が
ないもの、理由付けができないものは、オペレータの信頼が得られず AI の使用をやめてし
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まうことである。DARPA では、理由付けができる AI をつくろうとしている。第２の課題は、
学習したことしか対応しないのが AI であるのに、データを集められないことである。情報
収集が困難、理由付けが困難、以上の２つが問題であるが、できるものからやるのが、AI
の使い方の一つの方法であると思う。

（質問４）
そもそも船や航空機は、ビークル単位で ECM、ECCM を行っていたのが、ネットワークが
できて、その脆弱なネットワークを守るために電子戦をやらなければならなくなった。実
は陸軍もネットワーク化しており、EW とサイバーで防護や対応を、陸軍もやらなければな
らない。この認識で良いのか。
（回答４）
その通りである。そもそも初期の電子戦は航空機が主対象であった。海上自衛隊も、ネ
ットワークでしかつなげない。陸もネットワークでつないでおり、海上自衛隊も陸上自衛
隊も同じく電子戦の対象である。
なお、AI などは民間で最先端のものをすぐに取り入れようとしている。以前は、軍が最
先端だったが、今は民間が先を行っている分野も多いので、民間から学ぶのも大事だと思
う。

（質問５）
米国には、The Association of Old Crows という電子戦の学会がある。こうした学会が日
本でもあれば、と個人的に思っている。
（回答５）
オールドクローという協会は、産官学一体の協会、学会である。世界４７か国の 13,500
人の産官学の会員から構成させる電子戦技術者の学会である。米国、欧州、豪州を中心と
した約 20 か国(含む日本)に支部があり、本部は米ワシントン DC 郊外で、1964 年に創立さ
れた。興味のある方は、入会、もしくは一度会合参加をご検討ください。
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