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発刊にあたって
我が国の周辺諸国の中には、好調な経済を背景に軍備を強化して大国復興を図ろう
としている国、驚異的な経済成長を背景に科学技術大国化ひいては軍事大国化を目指
そうとしている国、経済の破綻を省みず核兵器保有国となって小国の活路を見出そう
としている国など、強大な軍事力によって冷戦後の米国一極化に抗しうる国づくりを
目指している国々が存在しております。
これら諸国の軍備の近代化は、量から質への転換すなわち装備品のハイテク化を狙
ったものでありますが、最近の軍事技術の近代化は、情報化時代を支配する軍民両用
技術によってもたらされたものであり、民需部門の遅れているこれらの諸国において
は民需から兵器技術に移転するものがないという問題が内在しております。そこで、
国家を挙げて、意図的に、兵器技術及び兵器技術に転用可能な汎用技術を合法及び違
法の両手段をもって獲得しようとするわけです。
本調査研究は、我が国周辺諸国がどのような兵器の開発及び取得に努力し、これに
伴って先進科学技術の流出がどのように行われているのか、平成１７、１８及び１９
年度に引続きその具体的な実例と対処すべき課題を提言しております。平成２０年度
においては、第２章で、新たに、ロシア・中国の兵器技術の要素別の評価を行い、我
が国が守るべき技術の軍事的意義を明らかにするとともに、第 3 章で「秘密保護新法」
「特許非公開制度」など我が国の法令整備の取り組みについて述べております。また、
注目すべき新たな事例として、第４章で「レーザー核融合の研究会」を取り上げ、研
究者の学術交流の場などにおいて合法的に技術情報が流出する懸念について警鐘を
鳴らしております。
各企業等においては、セキュリティ機器の導入により保全の効果は格段に高まって
きておりますが、保全の強化は、機器による強化と同時に社員一人一人の保全意識の
高揚が不可決であります。保全意識を高揚する施策については、第５章で検討してお
りますが、当財団発行の「効果的な意識向上促進の取り組み方」をご参照ください。
本報告書が、防衛関係企業はじめ各種企業、防衛省・自衛隊の種々の情報漏洩の防
止対策、教育などにご活用いただければ幸いと存じます。
平成２１年３月
財団法人 防衛調達基盤整備協会
理事長

宇田川 新一
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第1章

技術情報管理への脅威となる注目事項

１．大国化宣言の実現に邁進するロシア
（１）メドベージェフ新体制下においてもプーチン首相（シロビキ派）が権力
基盤を維持
ア．プーチン色の強い閣僚、大統領府人事と議会を完全掌握
2008.5.7、メドベージェフ大統領が就任し、翌日、プーチン前大統領が首相に就任した
が、実質的な主導権は武力・保安系省庁出身者らシロビキ（武闘派）を牛耳るプーチン首
相が握っている状況にあり、メドベージェフ大統領はプーチン大統領の路線を忠実に踏襲
して行くものと見られている。
プーチン首相が引き続き実質的権力を維持していると見られる背景には次のような点
が指摘されている。
①プーチン氏は首相ポストとともに、与党「統一ロシア」党首の肩書を持ち、同党の議
席は下院（定数 450）の７割、親プーチン政党を含めると９割近くの議席を独占、憲法改
正や大統領弾劾を発議できる巨大与党を通して、下院を完全に支配している。行政と立法
の二つの権限を行使すれば、自ら強化した大統領の権威を今度は脅かすことさえ可能で、
「大統領が首相を解任する可能性は皆無」（露科学アカデミー、クリシュタノフスカヤ氏）
の状況で、加えてプーチン氏周辺はシロビキの重鎮など古くからの側近で固められており、
政治の中枢は首相府に移っていると見られる。
②外交や安全保障は大統領の専管事項となっているが、プーチン首相は 08 年５月に、
フランスを訪問した際「ロシアと欧州連合（EU）は、新たな基本条約に関する交渉を早期
に始める」などと大統領専管事項である外交・安全保障をも掌握する意欲を滲ませている。
99 年から駐米大使を務めている外務省の重鎮・ユーリー・ウシャコフ氏を首相の官房副
長官に登用したが、これはプーチン首相が外交政策に関与するために呼び戻したと見られ
ている。
また、プーチン首相は全閣僚を集める閣議を月一度に減らし、代わりに７人の副首相と
主要７閣僚を集めた「幹部会」を毎週開き、この幹部会には、大統領が直接指揮をする外
相や国防相も出席し、大統領不在の席で、プーチン首相が報告を受けている。
③世論調査機関「レバダ・センター」が５月中旬に行った調査では、「大統領は首相の
管理下にある」と回答した人は 75％に達し、国民自身が「プーチン氏が実権を握る状況に

１

変わりはない」と認めており、メドベージェフ新大統領をしのぐ圧倒的な国民の支持を受
けている。
④プーチン首相の絶大な影響力が露骨に出たのは、閣僚、大統領府人事で、プーチン大
統領時に大統領府長官であったセルゲイ・ソビャニン氏（49）と副長官であったイーゴリ・
セチン氏（47）が副首相に就任した。セチン氏は石油大手「ユコス」解体で主導的な役割
を果たしたことで知られる治安機関出身者（シロビキ）のボスで、同氏と疎遠であったメ
ドベージェフ氏は、その手法にも批判的である。
首相、副首相を除く 17 閣僚の内 12 人は留任か横滑りで、プーチン人脈は温存された。
一方、大統領府には、プーチン政権の強権体制を理論的に支えたウラジスラフ・スルコ
フ氏（43）が第 1 副長官に昇格し注目されたが、プーチン氏がクレムリンの「監視役」と
して残したともいわれている。
大統領の補佐官や顧問も多くが留任、７つの管区毎に置かれた大統領全権代表も６人が
残り、プーチン氏による包囲網が張り巡らされた状況である。１
（注１）シロビキ：旧ソ連、ロシアの軍、治安・情報機関の職員や出身者を指す。情報機関で
ある連邦保安局（FSB）長官を務めたプーチン前大統領の時代に、行政や大企業に送り込まれ
た幹部達が、各組織の中枢を押えた。
（注２）2008.2.8、プーチン大統領は国家指導部を集めて初の公開国家評議会開いた際、20 年
までの国家発展計画を発表し、08 年５月の退陣後も国政の舵取りに携わるとの強い姿勢を示し
た。本会議には次期大統領のメドベージェフ第 1 副首相も他の閣僚らと出席したが、プーチン
大統領だけが演説し「プーチン計画」を訴え、大統領退任後も国政に密接に関与してゆく姿勢
を示していた。２

イ．露大統領任期延長法案に大統領が署名
2008.11.5、メドベージエフ大統領は、年次教書演説で「安定した職務遂行のために大統
領任期を現行４年から６年に延長すべきだ」と憲法改正を提案したが、11 月 19 日にはロ
シア下院が大統領の提案から１週間あまりというスピード審議で承認した。改正法案の骨
子は、大統領と下院議員の任期を現行の４年から大統領は６年に、下院議員は５年に延長
するというもので、その後、上院と各地方議会に回されいずれも異例のスピードで可決さ
れ 12 月 30 日、ロシア大統領府はメドベージェフ大統領が憲法改正案に署名したと発表し

１
２

『産経』2008.6.8、『読売』2008.5.9､6.7
『産経』2008.2.10

２

た。
任期延長は「現在の大統領と下院議員には通用されない」ことから、メドベージエフ大
統領の在任中に選挙を実施し、プーチン氏が大統領に返り咲くというプーチン首相の大統
領再登板に向けた動きとの観測が広まっている。ロシアでは今年５月にメドベージェフ氏
に政権を譲ったプーチン氏が大統領として再登板するとの見方が当初からあり、憲法改正
の動きはその布石とも見られ、12 年の任期満了前にメドベージェフ氏がプーチン氏に政権
を“返上”する可能性も指摘されている。
この改正によって、次期大統領の任期は再選された場合 12 年まで伸び、プーチン首相
が大統領に復帰し長期政権を目指す布石と見られている。
一方、改正に下院議員の任期延長が盛り込まれたことで、逆にプーチン氏が議会に重心
を移す兆候とも見られている。統一ロシアは、下院で７割もの議席を占め、憲法改正や大
統領の弾劾手続きも単独で行える絶大な力を有する。旧ソ連国家保安委員会（KGB）出身の
プーチン氏は元々情報機関には強い影響力を持っているだけに、最大与党、統一ロシアを
通じて大統領権限を議会に移していけば、国を意のままに操った「ソ連共産党書記長型」
の支配体制へ移行することも可能である。
いずれにしても、メドベージエフ氏が大統領就任したが、依然としてプーチン氏が政権
運営の主導権を握っている実情が露呈した状況を示している。３

（２）軍備強化に邁進するロシア
プーチン前大統領が 2006 年年次教書で「強い軍隊があれば外圧をはね返せる」と大国
構築を宣言し、軍備の拡張計画（2007～2015）に乗りだし、メドベージェフ大統領の下で
も着々と進められ、最優先目標として５年以内に戦略核３本柱（移動式の大陸間弾道ミサ
イル（ICBM）『トーポリＭ』、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）『プラバ』、新型戦略爆撃機
を配備）の近代化に力点をおき、米国のミサイル防衛（MD）システムの配備計画に対抗し
てロシア独自の宇宙防衛システムの構築を目指している。すでに米 MD 網を突破可能な新型
の潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）「プラバ」の量産開始を宣言し米露の“MD 対決”が鮮
明になってきた。
この「大国構築宣言」の実行にあたって重要な事項は①情報機関による先進国の先端技

３
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術の情報収集

②先端技術を有する先進国の企業買収

であるとして、力を入れていると

ころから、この二つの動向について注目する必要がある。
ア．情報活動の強化
技術情報収集に関してもプーチン大統領は 06 年５月の大統領教書の中で「国の経済は主
として科学と技術の優位によって決まる。ロシアは先進レベルから数 10 年単位で立ち後れ
ている」と自ら認めると共に、自国産業の弱点を克服するためには「国家は、国外での最
新技術の取得にも協力しなければならない」と述べ、外資が有する先端科学技術や企業管
理のノウハウを『国家の指導』により国内企業に取り込ませることであるとして、情報機
関に対して最新技術情報の収集強化を命じたが、08 年２月に 20 年までの国家中長期科学
技術発展計画を発表した。その中で「ロシアは世界の技術大国にならなければならない」
と強調していることから、今後ロシア情報機関による収集活動が活発化することは必至で
あり、十分な警戒が必要となろう。４
特に、ソ連崩壊後 KGB の解体、情報機関の冬の時代に旧 KGB 員の多くは情報機関に見切
りを付け、政・財界、IT 企業、警備業界、マスコミ、通信社、海外企業等のコンサルタン
ト等々あらゆる方面に活路を見出し、転身を図ったが、プーチン大統領が就任するや情報
機関を強化、各界に拡大した旧 KGB 員及び特にソ連崩壊後海外に移住した情報機関員との
ネットを再構築するなど、その情報ネットは旧 KGB を遙かにしのぐほど強化・拡大されて
きている。
中でも、IT 企業についてはセキュリティ技術を以て各国の企業との関係を強化し、情報
収集やセキュリティ面での弱点を把握しようとしている点には特段の注意が必要であろう。
イ．メドベージェフ大統領、軍事大国復活を強調、引き続き軍備強化を強調
資源価格の高騰などで国庫が潤ったロシアは経済成長を背景に、「軍備強化計画（2007
～2015）」に基づき急速な軍備の近代化を進めているが、その動きはロシア経済にかげりを
見せてきた中においても、大統領は、今後経済的困難が予想されても軍の拡大強化は続行
する旨強調、
「大国」意識を強めるロシアは一段と軍事力を重視しており、プーチン政権が
始めた軍の「近代化」は、メドベージェフ政権下で加速するものと見られ、軍備の強化は
国家の優先課題として遂行する姿勢に変化はない状況である。
08.5.9、ロシアは、ソ連末期以来、17 年ぶりとなる大規模軍事パレードをモスクワの「赤

４
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の広場」で実施、核戦略の柱である大陸間弾道弾（ICBM）、戦車、装甲車など主力兵器とと
もにスホイ 27 戦闘機、TU―160 戦略爆撃機など 30 機以上が参加した。席上、就任直後の
メドベージェフ大統領は「国力とともにロシアの国防力は強まっている」と、軍事大国の
復活を強調した。
（注）プーチン前政権による装備計画では、07～15 年の期間で総額約５兆ルーブル（約 22 兆
円）をかけて兵器全体の 45％を更新する。毎年の国防予算の半分近くを装備費に充てるが、07
年国防予算は約 8400 億ルーブル（約３兆 8000 億円）と、01 年比で約４倍増となった。この計
画で、90 年代に米国に大きく後れを取った兵器開発の立て直しを図り、「最新の科学技術の粋
を集めた兵器を配備し、『軍の技術革新』を実現するとしている。

（ア）新たな核戦力の開発を最優先し 2020 年までに核抑止を強化する方針に一部遅れも
ロシアが特に重視しているのは米国との核戦力の均衡であり、米国が配備を計画するミ
サイル防衛網（MD）システムを無力化すべく、新たな核戦力の開発を意図して、戦略ロケ
ット軍の大陸間弾道弾（ICBM）及び原子力潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の発射実験を
繰返している。
５月 15 日、メドベージェフ新大統領は、初めての地方視察で ICBM の発射基地を訪れ、
核戦力ヘの重点的な予算配分を明言したのを始め、９月 26 日には宇宙防衛網の構築や巡航
ミサイル搭載可能な原子力潜水艦の建造などにより、20 年までに核抑止力を強化する方針
を明らかにしていたが、12 月 23 日、ロシア海軍が行った SLBM「プラバ」の発射実験が失
敗し 09 年に予定されていた生産開始は大幅に遅れるものと見られている。５
（注１）ポポフキン国防次官は、10 月２日付国防省機関紙上で、核兵器を搭載できる多弾頭の
新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）を 09 年に配備したいとの考えを示した。
（注２）ロシアのイワノフ副首相は 12 月１日の政府幹部会で、米国のミサイル防衛に対抗す
るために開発を進めている核兵器搭載可能な多弾頭の新型大陸間弾道ミサイル「プラバ」の生
産が 09 年開始されると報告した。６

（イ）プーチン首相、露国防費の 27％増を言明
９月 16 日、プーチン首相は、09 年の「国防、安全保障費」に２兆 4000 億ルーブル（約
9 兆 9000 億円）支出すると言明、今年比 27％増額する方針を表明した。グルジアのサアカ
シビリ政権を支援する北大西洋条約機構（NATO）諸国への対抗意識が背景にある。

５
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関連省庁のテロ対策費なども含まれ、単純比較はできないものの、「08 年比 10％増」と
公表していた 09 年の国防省予算の伸びを大きく上回る。
上方修正の大義名分となったのがグルジア紛争で、メドベージェフ大統領は「グルジア
が（停戦後も）再軍備を続けている」と非難。国防会議で新兵器の開発や軍装備の拡充を
指示していた。これを受けてイワノフ副首相が、09 年の軍、治安機関の兵器調達に過去最
高の 1 兆 2000 億ルーブル（約 4 兆 9７00 億円）を費やす方針を示した。増額分の使い道は
明らかにされておらず、南オセチアやアブハジアでの軍駐留の長期化を念頭に置いた予算
措置の可能性も指摘されているが、ロシアが最も警戒しているのはミサイル防衛の東欧配
備を推進する米国への対抗措置を強化しているものと見られる。７
（ウ）海軍の増強
ロシア軍は核戦略の増強とともに大洋海軍復活を目指し海軍の戦力強化にも乗り出し、
特に空母の建造を計画していることが注目される。
①新システムの空母建造計画
2008.7.27、ロシアのビソツキー海軍総司令官は「海軍の日」に「2012 年から５，６隻
の空母の建造に着手する」と述べ、建造される空母については「衛星や空軍と密接に連携
した新システムによる空母戦闘群になる」と強調。太平洋艦隊と北方艦隊に集中配備して、
米国に対抗する考えを示唆した。８
②潜水艦の増強
ロシア海軍は、太平洋艦隊にこの 1 年間に戦術潜水艦８隻を増強し、着々と米国に抗し
うる体制の構築を図っている。太平洋艦隊の弾道ミサイル搭載原子力潜水艦（SSBN）は４
隻、巡航ミサイル搭載型などの原潜（SSN／SSGN）が 10 隻。ディーゼル電気推進対潜潜水
艦（SSK）は９隻で計 23 隻だった。SSBN の増減はなく、中国や周辺国を対象にする戦術潜
水艦 SSN／SSGN が 1 隻減ったものの、SSK は新たに９隻が配置された。
（ロシア海軍は、北
方、バルト、黒海、太平洋の４艦隊とカスピ小艦隊などで構成されており、太平洋艦隊は
黒海艦隊に次いで強力な艦隊）９
（エ）兵器部門における技術の低下の兆候
プーチン前大統領は就任以来、大国ロシアの復興を図るため戦略物資を始め戦略産業分

７
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野での国営企業の設立に乗り出し、06 年に航空機製造６社を統合、国営企業「統一航空機
製造会社」の設立を皮切りに、造船分野でも統合国営企業を創設、これら国策分野を起爆
剤にして製造業の復活を図ってきたが、政府の大号令とは裏腹に現実は厳しさを増してい
る。
戦略核兵器部門では、07 年来２種類の新型大陸間弾道弾や潜水艦発射弾道ミサイルの実
験に成功、戦略核兵器開発は順調に進んでいると見られていたが 12 月 23 日、ロシア海軍
が行った潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）「プラバ」の発射実験が失敗に終わり、09 年に
予定されていた生産開始と実戦配備に大幅な遅れが予想され戦略兵器部門においても技術
の低下が認められている。
一方、通常兵器部門においても、今年に入りロシアが力を入れている兵器製造など軍需
産業分野で、ロシアが契約内容を守らないことや製品の質の問題などにより外国からの契
約破棄や製品突き返しといった異常事態が相次ぎ、通常兵器部門の技術開発の遅れも指摘
されている。
露コンサルティング大手「フィンエクスペルチザ」のミカエリヤン社長は、「軍需産業
は最も閉ざされた分野であり、ソ連時代の商法を引きずり、物価上昇の可能性など考慮せ
ずに破格値で受注してきたことが問題だ。労働生産性の低さも考えれば、もはやロシアの
製造業に価格上の優位はない」と指摘、露紙の独立新聞は、軍需産業での技術者不足と設
備老朽化、製造能力を超えた受注といった問題点に加え、
「もはや第三世界でも単純な武器
ではなく、
（高度な）偵察・攻撃複合武器が求められている」とロシアとの認識のズレを指
摘している。１０

２．軍備強化に邁進する中国
（１）中国の国防費、世界第３位に
スウェーデンのストックフォルム国際平和研究所（SIPRI）は、６月９日、2008 年度版
の年鑑を発表。その中で中国の軍事費が 07 年、前年比 88 億ドル（1 ドル＝105 円）増の
583 億ドルとなり、フランスを抜いて初めて世界３位となった。発表によると、中国の軍
事費は過去 10 年間で約３倍に膨れ上がったが、経済規模がそれ以上に拡大したため、対国
内総生産比（GDP）では、2.1％にとどまっている。同国の武器輸入額は世界全体の 12％を
１０
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占め、世界第 1 位を占めている。

（２）宇宙、核戦力、サイバー攻撃、海空軍の増強
ア．「宇宙大国」に邁進する中国
（ア）神舟７号

初の船外遊泳

2008.9.25、中国は有人宇宙船「神舟７号」の打ち上げに成功、「神舟７号」は予定の飛
行計画を終え 28 日にモンゴル自治区の草原に着陸した。今回は、計画中の「宇宙ステーシ
ョン」建設につなげるための飛行士による初の船外宇宙遊泳実験で、05 年の有人飛行船「神
舟６号」、07 年の月探査衛星「嫦娥 1 号」の打ち上げに続く、重要な国家プロジェクトと
なっていた。
中国は同ステーション建設のために欠かせない、新世代の大型運搬ロケット「長征５号」
の開発を急ピッチで進めている。近い将来、20 トン程度の小型宇宙ステーションを建設す
る方針で、海南島に宇宙ステーション用の打ち上げ施設の建設を決定している。
中国は 07 年 1 月に弾道ミサイルによる気象衛星の破壊実験を実施するなど、その宇宙開
発に脅威論が高まっているが、中国は脅威論を打ち消そうと宇宙空間の平和利用を強調し
ている。中国は 08 年だけで 10 基前後の衛星を打ち上げ、07 年までに設計・製造した衛星
は計 88 基に上る。宇宙技術研究院は「中国の宇宙技術は新たな段階。衛星の製造に要する
時間は短縮され、国産衛星の精度は向上し、寿命も延びた」と自信を見せている。
国家中長期科学技術発展計画で「今世紀半ばまでに、世界の科学技術強国となるための
基礎を築く」とする国家目標と米国に抗しうる一極を成すとの長期目標に向かっているが、
２月に米国で摘発されたスパイ事件で、世界最大の「デルタⅣ型ロケット」やスペースシ
ャトル関連情報の収集を行っていたことなどが示すように、自国の技術のみではこれらの
目標達成も困難なことから、米国のみならず我が国の宇宙関連技術に対する情報活動が活
発化するものと見られる。１１
（イ）中国、独自の GPS を構築予定
中国国営新華社通信によると、中国は自主開発の衛星利用測位システム（GPS）「北斗」
で稼働する衛星を、今後約 1 年間に 12 基の打ち上げを計画しており、最終的には 30 基以
上もの衛星による GPS を構築する予定である。
１１
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中国は「北斗」のために既に５基の衛星を打ち上げており、30 基以上の衛星を稼働させ
れば、地球全体をカバーでき、米国の GPS に質量ともに匹敵する測定精度となる可能性が
高く、「北斗」の整備によって GPS でも中国が米国の一極支配を崩しつつある。１２
（ウ）火星及び月面探査衛星発射計画
2008.11.3、中国紙・広州日報（電子版）によれば、中国で宇宙技術開発に携わる国有
企業、中国航天科技集団の関係者は 11 月２日、中国が 09 年９月に火星探査衛星を打ち上
げる計画を明らかにした。ロシアのロケットを使い打ち上げ、10 年８月ごろに火星上空の
軌道に到達する予定という。中露両国は 07 年３月、火星の共同探査で合意しており、中国
の小型衛星とロシアの探査機を同時に打ち上げ、小型衛星が火星周辺の宇宙空間で探査す
るとともに、探査機が火星の衛星に着陸して地表のサンプルを採取する予定である。
また、13 年には中国が開発中の新型ロケット「長征５号」を使い、月面探査機を打ち上
げる計画も明らかにした。１３
イ．核戦力の増強とサイバー攻撃の強化
2008.6.25、米国防総省のジェームズ・シン次官補（アジア太平洋安全保障問題担当）は
下院軍事委員会公聴会で中国の安全保障状況について証言し、中国が軍事態勢を不透明に
したまま、米国本土を攻撃できる核戦力の増強やサイバー攻撃の強化などを続けていると
懸念を表明した。
シン次官補は米国政府が中国との安保関係でも建設的な関与を保ちながらも、中国の実
際の軍事動向に懸念を抱いているとして、中国側は①実際の軍事費の半分以下の額しか公
表せず、不透明な軍事態勢を変えていない（08 年の公表額は 580 億㌦だが、外国からの新
鋭兵器調達、核戦力の研究開発、軍事汎用技術の開発などの費用を含めておらず、実際の
軍事費は年間 1390 億㌦にも達する）②核・非核両面での各種兵器を大幅に増強している（米
国本土に届く大陸間弾道核ミサイルの DF31 の性能をあげ、基数を増す一方、潜水艦の増強
や空母の開発を進めている）③軍のソフト、ハード両面での能力増強を進め、とくに人事
の改善や訓練の強化を図っている（軍の指揮系統、兵站、通信などのシステムと要員の強
化により事実上の臨戦態勢を固めている）④宇宙軍事化、サイバー攻撃の能力増強などに
より通常の規範を逸脱する非対称作戦を構想している（米国の国防総省を含む政府機関や
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防衛関連の研究所のコンピューター・システムに中国内部からのサイバー攻撃がかけられ、
すでに侵入されている）－ことなどを証言した。
シン次官補は中国側のこうした活発で野心的な軍事強化策の結果、①台湾と中国の軍事
力比較が中国側に有利に大きく傾き始めた②アジア地域の駐留米軍と米国の同盟諸国の軍
隊が脅威と危険にさらされる③中国にとって軍事力強化により対外戦略のオプションが増
した－ことなどを指摘し、米側も対抗策が必要だと強調し、その対抗策としては米国が①
情報収集能力を高め、中国側の軍事面での能力や意図をより正確に知る②米軍も装備の改
善などにより能力を高める③アジアの同盟諸国との補完や協力を強める④中国軍との関与
の幅を広げる

などという方針を明らかにした。１４

ウ．中国「太平洋分割管理」を米に提案、海上覇権に露骨な野心を示す
2008.3.11、米太平洋軍（司令部ホノルル）のキーティング司令官（海軍大将）は、昨
年５月に中国を訪問した際、会談した中国海軍幹部から、ハワイを基点として米中が太平
洋の東西を「分割管理」する構想を提案されたことを上院軍事委員会の公聴会で証言した。
同司令官はこの「戦略構想」について、
「中国は影響が及ぶ範囲の拡大を欲している」とし
て警戒感を示した。
キーティング司令官によると、この海軍幹部は、
「われわれ（中国）が航空母艦を保有し
た場合」として、ハワイ以東を米国が、ハワイ以西を中国が管理することで、
「合意を図れ
ないか」と打診したという。同司令官は「冗談だとしても、人民解放軍の戦略構想を示す
ものだ」との解釈を示し、中国の軍事、対外政策について「きわめて注意深く監視してい
る」と語った。１５
（注１）中国軍幹部による太平洋の東西分割提案は、07 年８月に、米紙ワシントン・タイムズ
が米軍関係者の話として報じていた。キーティング司令官は、提案者を明らかにしていないが、
司令官就任後初の訪中だった 07 年５月に、中国海軍では呉勝利司令官と会談している。

米側は提案を拒絶したとしているが、同紙は情報機関を含む米政府内の親中派内でこの
提案に前向きな姿勢を示す向きもあったとしている。
中国海軍は、原潜を含む潜水艦の活動をここ数年、日本や台湾、米領グァムの近海など
西太平洋海域で活発化させており、
「ハワイ以西」との線引きは、中国が従来の国防圏とし
ていた沖縄以西を大きく踏み出す野心的な構想といえる。

１４
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（注２）太平洋の分割支配構想：コンドミニアム（共同管理）は、少なくとも 90 年代以降、
中国側が折に触れて米国側に持ちかけていたもので、太平洋の秩序を米中で分割し、覇権を共
有する戦略的狙い。海軍力に関しては、原潜を含む潜水艦戦力が米軍をしのぐ勢いにあり、従
来の防衛圏は、沖縄以西であり、今般はハワイ以西と大きく踏み出している点が注目される。
（注３）分割管理提案に関して『情報機関を含む米政府内の親中派内でこの提案に前向きな姿
勢を示す向きもあった』としているが、中国は、日本に対しても政治家を通じた防衛省への接
近や中国政経懇談会、防衛交流を通じて－①中政懇を通じた OB の活用②OB の人脈を利用して
現職に拡大③留学生を通じた工作により親中派の拡大－等をはかり、自衛隊 OB や現職自衛官
の中に親中派勢力の育成拡大や戦略面での意見の対立を狙い内部分裂を図る等の工作を行っ
てくるものと見られる。

エ．空母艦隊建造を開始か

軍当局初の公式発言

従来から、空母建造の動きが取り沙汰されてきたが、2008.11.19 付けの香港紙サウスチ
ャイナ・モーニングポストは、上海の軍事専門家が「今年に入ってから空母艦隊を構成す
る艦艇の建造現場を訪れ、担当将校の説明を受けた」との証言を伝えた。この証言によれ
ば「建造中の空母はディーゼルエンジンによる通常推進型で、米国の原子力空母よりは規
模が小さく、搭載機は 60 機程度。４年後には就役し、海賊行為が相次いでいる南シナ海を
管轄する「南海艦隊」に配属され、中国の原油輸送ルートを警護する任務に当たる。戦闘
群を構成する空母と支援艦艇は、上海、大連、天津の３か所の造船施設で建造されている
模様」という。
08.12.23、中国国防省の報道官は、国産空母の建造について「空母は国家の総合力の体
現であり、海軍の具体的な要求」と表明、軍当局者として公の場で初めて確認した。
建造は 09 年から本格化するものと見られ、大連で改修している旧ソ連空母ワリャーグ
（５万 8500 トン）を練習空母として就役させ、その経験を踏まえて、２隻の中型空母（４
～６万トン級）を建造し計３隻体制で運用する予定。艦載機はロシアの戦闘機スホイ 27
を艦載機に改良した 33 型機を予定、パイロットらはウクライナで訓練を受けた上で、既に
地上模型での発着訓練を開始している。
2009.1、駐中国ロシア大使は中国週刊誌のインタビューで「軍事技術協力は中露戦略協
力パートナー関係の重要なその一つ」とし、中国の空母建造にロシアは協力する用意があ
ると語った。
（注）中国国防省外事弁公室の銭利華主任も 11 月 17 日付の英紙フィナンシャル・タイムズの

１１

インタビューに対し、空母開発をほのめかす発言をしている。１６

（３）技術情報収集活動は益々活発化
ア．米国下院司法委員会で中国の対米スパイ活動は「最も攻勢的で米国軍事関連技術
への主要な脅威」と位置づけ
2008.1.29、米国下院司法委員会の小委員会が開いた米国に対するスパイ活動に関する
公聴会で、米中関係研究の議会諮問委員会代表は、中国による米国軍事関連技術を盗むス
パイ活動が米国の安全保障技術への主要な脅威であり、その活動は各国中でも最も攻勢的
だと証言した。
本公聴会では、ブッシュ政権の高官や民間専門家が証言を行ったが、米国に対するスパ
イ活動一般とそれに対する防止策についての各証言の中で議会政策諮問機関の「米中経済
安保調査委員会」のラリー・ウォーツエル委員長は、中国の対米スパイ活動を米国に対す
る各国の同活動でも「最も攻勢的で米国軍事関連技術への主要な脅威」として位置づけ、
その実態を明らかにした。同委員長は自らが米陸軍の中国専門家として長年、中国の諜報・
スパイ活動を専門に研究してきた経歴を基に、①中国は 86 年 3 月に「863 計画」と呼ぶ高
度技術の総合的開発計画を決め、バイオ、宇宙、レーザー、情報、オートメーションなど
の技術を外部から取得することを国家政策として決めた

②その一環として制限された外

国の技術は産業スパイなど秘密や違法の手段でも取得する方針が決められ、実行されてい
る

③米側は中国のその種のスパイ活動にかかわる国家機関として国家安全部、人民解放

軍諜報部など少なくとも７組織を認定している

などと証言した。

同委員長はこうして取得した高度技術が中国軍の「近代化」を推進していると強調し、
最近の具体例として 06 年にカリフォルニア州で有罪判決を受けた中国系一家５人のケー
スをあげ、高度技術の訓練を受けた同５人が米側の官民の軍事関連技術を違法に取得して
中国の広州の中山大学研究所を経由して中国当局に送っていた実態を明らかにした。
同委員長はこの一家が中国当局から特に優先取得を指令されていた項目として
電磁傍受システム

②宇宙発射磁気浮揚台

子システム⑥水上ジェット推進
１６

③電磁砲システム

⑦潜水艦推進

④潜水艦魚雷

⑧核攻撃防衛技術

①海上
⑤空母電

⑨米海軍次世代駆逐

『産経』2008.11.20、12.24、2009.1.5、1.9、『読売』20.11.20、関連記事：19 年度研究報

告書ｐ９～10

１２

艦－などを指摘した。
同委員長は中国のこうしたスパイ活動への対策として司法、立法の両面で取り締まりを
強化することを訴えた。１７
イ．米、中国の軍事機密スパイ事件２件を同時摘発
米国内での中国のスパイ活動が依然として活発なことを裏付けるように、米連邦捜査局
（FBI）は 08.2.11、中国による米国の軍事機密スパイ事件２件を同時に摘発し、買収され
た国防総省の分析官 1 人を含む計４人を逮捕した。
このうち、ボーイング社の中国系元技師が関与した事件では、同社が開発した超大型ロ
ケット「デルタⅣ型」や、スペースシャトルなど米国の宇宙航空技術に関する情報も中国
に引き渡されていた。これらの事件は国防関連企業に勤務する中国人、中国系米国人を見
つけ出し、中国に招待して協力を要請（強制）してスパイに仕立て上げる中国の典型的パ
ターンを示している。（第 4 章で詳述）
ウ．合法、非合法的手段を併用し、汎用、軍用技術の収集を図る中国の収集活動
（ア）米国防総省年次報告
2008.3.3、米国防総省は年次報告「中国の軍事力 2008」を公表したが、その中で中国の
技術情報活動は合法、非合法的な商業活動により両用（汎用）と軍用の技術を海外から取
得するための組織的な努力を継続しており、中国の積極的で広範なスパイ活動は米国の技
術に対する最大の脅威であると評価した。また IT 化軍隊を目指している中国にとってソフ
トウェア、集積回路、コンピューター、電子製品、半導体、電気通信機器、及び情報セキ
ュリテイシステムのような両用技術は決定的に重要で、00 年から 06 年までの間に米国移
民関税執行局（ICE）が調査した中国への違法な輸出は 400 件に上ることを明らかにしてい
る。そして中国が外国の技術に最も重く依存し続けている緊要な分野は、誘導制御システ
ム、タービンエンジン技術及び精密機械器具や進んだ診断装置や対話装置のような能力向
上技術、高速タイピングに重要な応用と処理、コンピューター利用設計／製造（CAD／CAM）
等の技術であると指摘している。
また、将来の展望として中国の中長期科学技術発展計画（2006～2020 年）の中国の科学
技術の焦点について軍事応用を含む「基礎研究」「最先端技術」「緊要な分野と優先課題」
及び「主要な特定項目」という表現で規定しそれぞれの技術について明らかにしている。
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「基礎研究」：軍事応用を含む次の５つの分野、材料設計と準備、極限的な条件下での
製造、宇宙航空機械、情報技術開発、ナノテクノロジーと応用
「最先端技術」：①情報技術（優先技術は情報認識技術、臨機のネットワーク、バーチ
ャルリアリティ技術、以下（

）内は優先技術）②新材料（スマート材料と構造、高温超

電導技術、高効率エネルギー材料技術）③先端製造技術（最先端製造技術、情報サービス
ロボット）④先端エネルギー技術（水素エネルギーと燃料電池技術、代替燃料と進んだ移
動体技術）⑤海洋技術（３次元海洋環境観測技術、迅速多重パラメーター海洋フロア調査
技術、深海活動技術）⑥レーザーと航空宇宙技術
｢緊要な分野と優先課題｣：中国の防衛産業界は先端製造技術、情報技術、及び軍事技術
を求めており、レーダー、宇宙対策能力、安全な C4ISR、スマート材料、低被視認率技術
を特に求めている。
｢主要な特定項目｣：中国が開発又は独自能力の拡大を図るものとして中核的電子部品、
ハイエンド共通チップとオペレーティングシステムソフトウエア、超大規模集積回路製造、
次世代広帯域無線移動通信、高性能数値制御機械ツール、大型航空機、高解像度人工衛星、
月探査を含む有人飛行１８
（イ）米国議会「米中経済安保調査委員会」、年次報告で中国の脅威に対応策を訴える
2008.11.20、米中間の経済関係が米国の国家安全保障にどう影響するかを主題とする米
国議会の超党派政策諮問機関である「米中経済安保調査委員会」
（ラリー・ウォーツエル委
員長）は、08 年度の年次報告書を発表し、「中国が経済、政治、軍事の各面での勢力拡大
を、国際的規範を破る形で進めている」として米国の議会や政府に対応策をとることを訴
えるとともに、この調査結果をもとに、新たな民主党主導の連邦議会上下両院とオバマ政
権に報告し、必要な一連の対応策を提言してゆくとしている。
同調査委員会は、年次報告書の中で経済面については「中国の国家機構そのものが一般
の金融機関を装い、米国の国家安全保障を侵す動きに出ることに重大な懸念を抱いている」
ことを強調し、①「政府系ファンドによる巨額資金の運用で、本来の商業から離れた政治、
軍事の目的を達成しようとしている」と国家ファンドによる国防関連企業や安全保障上懸
念を有する企業に対する買収について警戒を示すとともに、②「航空機製造産業を諸外国
からの技術の盗用で育成し、米欧に対抗しようとしている」③米国や日本の防衛産業にお

１８
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ける部品などの供給について日米の防衛装備のなかで中国製部品を使うことによる供給ラ
インの安全保障に懸念があることを指摘している。
また、軍事や安保の領域では、中国が

①武器や軍事技術をスーダン、ミャンマー、イ

ランなど人権弾圧問題を起こした「無法国家」群に拡散している

②ホワイトハウスや国

防総省、オバマ、マケイン両陣営のコンピューター・システムに不当に侵入するサイバー
攻撃をかけ、今後も攻撃を増強する構えをみせている

③宇宙の軍事利用を推進しており、

同じ宇宙依存の強い米軍が大きな脅威に直面している

④戦闘機、爆撃機、潜水艦などの

増強を続けており、航空母艦の建造の動きを示し、東アジアや対台湾の軍事バランスを崩
しているーという諸点を強調している。１９
（ウ）研究会等を通じた合法的収集活動
技術の流出はスパイ活動などの非合法手段によるばかりでなく、研究会や学術交換会議
等の合法的手段で或いは合法的名目を活用した不法な活動によって流出することが極めて
多いことは 99 年の中国による米国核スパイ事件に関する米国議会報告書「コックス報告」
で詳細に述べられているが、我が国においても研究交流活動によって「レーザー関連技術」
が流出する危険性が改めて注目された。（第４章で詳述）
エ．中国、外国企業に IT 機密開示要求
2008.9.18、中国政府は外国企業に対し、デジタル家電などの中核となる製品情報を中
国当局に開示するよう命ずる「IT セキュリティ製品の強制認証制度」を、09 年５月から導
入する方針を明らかにした。
この新制度は、具体的には、対象となる製品についてデジタル家電などを制御するソフ
トウェアの設計図である「ソースコード」の開示を外国企業に強制するもので、開示を拒
否すれば、その製品の対中輸出や中国での現地生産、販売が一切禁止され、対象製品は開
示されたソースコードに基づく試験と認証機関による検査に合格しないと中国で製品を販
売出来ないという国際的に例のない制度となっている。
「強制認証制度」の対象としては、非接触 IC カード技術や、デジタル複写機、コンピ
ューター・サーバーやコンピューターウイルスの侵入を防ぐソフトなどネットワークのセ
キュリティ関連の機器やソフトなど対象は 13 品目としているが、表現があいまいなところ
もあり、業界の不安をあおっている。

１９
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10 月６日、日本経団連の御手洗富士夫会長も会見で、「ソースコードの開示は裸になる
ということ。反対し続ける」と強く反発した。経済産業省や米通商代表部などは制度の撤
回を強く求める構えで、深刻な通商問題に発展する可能性がある。
中国政府は、ソースコードの開示を求める狙いについて、ソフトの欠陥を狙ったコンピ
ューターウイルスや、コンピューターヘの不正侵入を防ぐためと説明しているが、開示内
容が中国政府を通じて中国企業に漏れる恐ればかりでなく、日本製デジタル機器のデジタ
ル機器の暗号技術が中国側に筒抜けとなり、暗号情報も見破られやすくなり、中国の諜報
活動などに利用される安全保障上の懸念も指摘されている。
（注）ソースコードは、コンピューター言語で書かれたソフトウェアの設計図。企業の重要
な知的財産で、例えばマイクロソフトは基本ソフト「ウィンドウズ」のソースコードを機密情
報として扱い、巨額の利益につなげた。ソースコードが分かると、ソフトの欠陥を突いたウイ
ルスの作成などが容易になる。

IT のセキュリティ製品については、日米欧など 25 カ国は相互認証制度を採用しており、
日本の認証機関で安全性を確認した製品は、そのまま米国でも安全な製品として販売でき
る。企業が任意で認証を申請する形を取っているが、認証がなくても販売は可能であり、
今回の中国の制度は「国際的に例がない」（経済産業省）ものである。
経産省は、詳しい規制の内容を照会しているが、進展はないという。９月中旬にあった
米中商業貿易委員会でも、この問題が取り上げられたが、中国側は最終的な内容の公表を
遅らせると表明するにとどめている。２０

３．第三国経由で汎用機器の入手を図る北朝鮮
日本政府は 2006 年以来北朝鮮に対して北朝鮮船舶の入港禁止などの経済制裁を強化し
ているが、これに対して北朝鮮は「他国籍船」を利用して日本からの中古品の輸入ルート
を確保しているほか、軍事転用可能な汎用品については、台湾、中国などの「第三国」を
経由して不正輸入する方法に転換している。
また、これまで日本から不正輸出する場合、殆どが在日の北朝鮮系商社が関わっていた
が、08 年に摘発された不正輸出事件２件いずれもが日本の商社やメーカーが、輸出機器の
性能を偽り、経産省の許可を受けずに不正輸出を承知で行っていたことが大きな特徴とな

２０
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っており、利益優先姿勢が指摘されている。
なお、台湾を経由する不正輸出については、台湾当局が独自に対北朝鮮輸出規制を実施
しているため、台湾の大手企業は、北朝鮮と取引するリスクを避ける傾向にある。これま
で不法取引に関与していたのはいずれもが中小企業であることから、輸出規制品目につい
て台湾の中小企業からの取引打診があった場合には、細部確認をすることが必要と思われ
る。（第３章で詳述）

４．北朝鮮・イラン・シリアの核開発問題
北朝鮮の核開発凍結問題に対するアメリカの姿勢は、北朝鮮が望むアメリカとの二国間
交渉を拒否するとともに、後戻りできない全ての核の完全廃棄であったはずである。しか
しながら、アメリカは米朝二国間協議に応じ、07 年 1 月にはベルリンで米朝二国間協議が
行われた。この結果マカオの金融機関バンコ・デルタ・アジアの北朝鮮資金の凍結が解除
され、その後の協議の進展の過程で、アメリカによる「テロ支援国家指定解除」及び「敵
国通商法」の適用が話し合われ、しかも後戻りできない核廃絶が骨抜きになり、ウラン濃
縮問題、核爆弾の保有及び他国への核拡散などに対する申告や検証が次々に反故になりつ
つある情勢である。この結果北朝鮮はアジア中東諸国などとの交流や投資の呼び込みを積
極化させ、フランスやエジプトは既に 07 年から民間投資を開始している。
イランは平和目的を掲げてウラン濃縮に取り組んでいる。北朝鮮の核問題には冷淡な欧
州諸国、とりわけ英仏独三国は国連安保理に働きかけて制裁強化を図っている。しかしな
がらイランに多くの利権を有するロシアは国連の制裁決議に消極的であり、中国もこれに
同調している。イスラエルにとってはイスラエルの存在を認めないイランが核兵器を持つ
ことは国家の生存に関わる大事である。しかしイスラエルがイランに対して強硬手段を取
った場合には、イランの支援を受けるパレスチナのイスラム主義原理組織ハマスやレバノ
ンの民兵組織ヒズボラとの連携による反撃の可能性が不気味でもある。
07 年９月６日、イスラエル空軍はシリア領内の、北朝鮮の協力によって建設されたプル
トニウム製造を目的とした完成間近の原子炉を破壊した。シリアの大量破壊兵器開発計画
に懸念を示していたアメリカにとっても驚きであったようである。この施設はイランや北
朝鮮が監視の目を逃れるための場所貸しであったとの報道も流されている。国際原子力機
関 IAEA は、08 年６月に立ち入り調査を実施したが、場所は破壊現場に限られていた。
北朝鮮、イラン及びシリアは核及びミサイルの開発で深くつながっている。
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５．活発化するサイバー攻撃に米欧が連携して「防衛センター」を
創設
2007 年４月から５月にかけてロシアからエストニアに対してハッカー攻撃が行われ、７
月から９月にかけては中国からと見られる攻撃が日本、台湾を始め米、英、仏、独、に対
して行われたが、年々増加、活発化するサイバー攻撃に対して 08.2.14、北大西洋条約機
構（NATO）に加盟する米欧７～９か国が、サイバーテロを現実の脅威ととらえ、各国の安
全保障にかかわる問題として情報システムを狙った破壊行為に対処する「サイバー防衛セ
ンター」をエストニアの首都タリンに合同で創設し、ブリュッセルの NATO 本部と連携して、
サイバーテロに関する情報分析や防衛技術の開発のほか、加盟国に対する技術指導の役割
を担うという。
米国、ドイツなどが設立に賛同しており、各国が運営費を分担する。政府や軍、公共機
関の情報システムなど、国の中枢基盤に対する「見えない敵」の攻撃に備え、相互支援の
体制を整えておく狙いがある。
（注）エストニアは 07 年４月から約１か月間、国外からの集中的なデータ送信などの攻撃
にさらされ、金融機関が一時営業停止を余儀なくされるなどの被害を受けたが、これ以降、欧
州におけるサイバーテロ研究の中心地となっている。
NATO 本部もサイバーテロを「21 世紀型の脅威」
（デホープスヘッフェル事務総長）と位置づ
け、加盟国の防衛能力強化へ向けた「サイバー防衛戦略」を近く策定する方向で調整を進めて
いる。２１

６．先端科学技術を有する外国企業の買収を図るロシア、中国
（１）ロシアの企業買収の動向
ア．外国のハイテク企業買収強化指示
2008.1.31、メドベージエフ第 1 副首相（現大統領）は、ロシア財界トップたちとの経済
会議の席上、
「外国企業買収は重要課題だ。中国のように積極的に進めるべきで、われわれ
もできるはずだ。そうすれば、我が国企業の近代化に不可欠な製造機械の外国輸入依存度
を下げるなどの問題を解決できる」と「外国のハイテク企業を買収するときだ」と述べ、

２１
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巨額の国家基金を投資に向ける姿勢を示して財界に対して外国企業の買収に積極攻勢に出
るよう大号令をかけた。
ロシアは、遅れている製造業を育成し、依存体質からの脱却を急いでいるがこれらに必
要な技術を得るため、豊富な資金をテコに「ロシアによる日本の製造業への M＆A は必至」
（三菱商事幹部）との見方が強まっている。
現在、ガスプロムの日本進出が取り沙汰されているが「09 年春を予定する、サハリン２
の日本向け LNG（液化天然ガス）供給開始がガスプロム進出の契機になる」とみられてい
る。欧州ではガスプロムが、現地企業と合弁で販売会社を設立して、川上から川下まで一
貫した戦略を基本としており、日本でも同様の検討を進めている可能性が高い。
これまでのところ、ロシアの関心は戦略資源関係を重点としており、これまで日本に進
出している主な企業（外務省調べ、2008.1 月現在）は、ルサール（ロシア最大のアルミニ
ウム業）、TENEX（濃縮ウランの製造・輸出）、アエロフロート（ロシア航空）、アビテル・
データ（IT・セキュリティ関連）、ヒムエクスベルト（原子力や環境関連分析器、 医療機
器などの輸出入販売）、メトローポル（金融、投資会社）、アルジゲー（証券業）などで、
兵器及び兵器技術情報に関わる汎用機器関連企業はアビテル・データ社以外見あたらない
が、現在ロシアが最重点目標としている「大国構築宣言」を推進する２大方策は、
「情報機
関による先端技術の収集」と「先端技術を保有する外国企業の買収」と強調しているとこ
ろから、引き続きその動向が注目される。２２
イ．露、日本のナノテクに触手

国策企業が誘致、技術の吸収狙う

地下資源輸出に依存する後進的経済からの脱却を目指し、先進諸国の技術を吸収する使
命を帯びた国策企業「ロスナノ」
（社長・チュバイス元第１副首相）が、超微細技術「ナノ
テクノロジー」に本腰を入れようとしていることが明らかとなった。
ロスナノは 07 年７月、当時のプーチン大統領の肝いりで設立され、これまでに 1300 億
ルーブル（約 4600 億円）の国家予算を受け、技術面の拠点機能は核開発で知られるクルチ
ャトフ研究所（モスクワ）が担っている。同社の事業内容は「国内外のナノテク研究プロ
ジェクトを募集、それに投融資して商品化を支援する」として目下、日本通の外交官らを
次々と引き抜き幹部に登用して、日本企業に積極的なアプローチをかけている。
副社長（対外協力担当）には、北朝鮮をめぐる６カ国協議の露首席代表を退いたロシュ
コフ元駐日大使が就任。クリフツオフ元札幌総領事やイワノフ元大阪総領事が国際担当上
２２
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級顧問に就き、また幹部には約 10 年間にわたって在日ロシア大使館に勤務し、「対外情報
局（SVR）の駐日代表」（情報筋）とされていた人物も含まれており、これらの陣容から、
米国に次ぐナノテク先進国日本重視の姿勢は鮮明となっている。更に同社は在露日本大使
館に日本企業向けのプレゼンテーションの開催を要請している。
ロシユコフ副社長は「ロスナノの（合弁事業での）株式保有は基本的に最大 50％マイナ
スー株」などと述べ、戦略産業で外資排除の進むロシアとしては破格の条件を打ち出して
いるが、外国企業には「製造過程の少なくとも一部をロシア国内で行う」との制約があり、
狙いは外国からの技術移転にあることは明らかである。
ナノテクは、10 億分の 1 ㍍（ナノメートル）の水準で物質を作ったり、それを加工する
技術で、IT（情報技術）やバイオテクノロジー、新素材開発など将来の成長が期待される
分野の基礎技術となり、民生、軍事両面での幅広い応用が予測されている技術であり、各
種手段を通じて、関連企業や研究所に接近して我が国のナノテク技術の収集を図ってくる
ものと見られる。２３

（２）中国政府系ファンドが安保企業の買収の動き
ア．米通信機器大手スリー・コムの買収は、米国議会の反対により断念
2008.2.20、米国の大手通信技術企業「スリー・コム」（3COM）社は、米投資ファンドの
「ペインキャピタル・パートナーズ」と中国通信機器大手の「華為技術」社によるスリー・
コムの買収計画を断念したと発表した。
この買収計画は、2007 年９月、米国防総省コンピューター・システムヘのハッカー侵入
防止装置などの特殊技術を有し、米軍の通信機密を守る作業に参加してきた同社が、米国
投資企業のペイン・キャピタル・パートナーズと中国の通信機器製造大手の華為技術社と
合併する計画で合意し、その買収計画を推進してきたが、この合併の実態は、華為技術と
ペイン・キャピタルの両社が合同で 3COM を取得するもので、新たに登場する合併新企業で
は華為技術が 3COM の技術などを入手出来ることになることから、米国議会下院、上院とも
国家安全保障への脅威になるとして米国議会が強く反対し、また外国投資が米国に国家安
全保障に悪影響を与えないかどうかを調査する政府機関の「外国投資委員会」（CFIUS）は
3COM での軍事関連技術の管理などを中心に特別審査調査を進めてきた。２４

２３
２４
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これに対して両社は、今年に入り計画を変更し、華為技術の出資比率を 16.5％にとどめ
ることにして米外国投資委員会（CFIUS）に安全保障関連のソフト部門を売却する案を示し、
認可を求めていたが、中国資本の参加は安全保障上の脅威とする米議会などの反対を受け、
米政府による買収認可を得られないと判断し、スリー・コムの買収を断念した。
（注）中国資本による対米投資では、05 年に中国海洋石油（CN00C〕が米石油会社ユノカル
の買収計画を議会の反対で断念。しかし、中国政府系ファンドの中国投資有限責任公司（CIC）
が 08 年、米投資会社ブラックストーンに 30 億㌦を、米証券大手モルガン・スタンレーに 50
億㌦をそれぞれ出資するなど、中国の活発な動きに対して、プッシュ大統領は 1 月、CFIUS に
よる外国資本の審査や手続き、議会報告などを明確化させる行政命令を出した。米政府は「米
経済は海外からの投資に開いている」としているが、外国資本による安全保障上疑義のある米
国企業の買収の動きに対しては共和、民主両党とも警戒感を強めている。２５

イ．米中経済安保調査委員会が中国の「政府系ファンド」による企業買収を警戒
2008.2.7、米国議会の超党派政策諮問機関「米中経済安保調査委員会」（ラリー・ウォ
ーツエル委員長）は中国の政府系ファンドの活動が米国の国家安全保障に及ぼす影響につ
いての公聴会を開き、この中で米国議員らは中国の政府系ファンドヘの懸念や警戒を表明
した。
同公聴会では中国当局が世界最大の対外黒字を土台に 07 年に創設した「中国投資有限責
任公司」（CIC）が米国への投資を活発にし、単に金融や経済の要因を超えた安保や軍事の
領域にも資金を投入する可能性にどう対応するかが主題となった。
証人として発言したマーシー・カプター下院議員（民主党）は①政府系ファンドは中国
以外の国家にも存在するが、中国では政府系ファンドを経済の論理から離れた対外戦略の
道具にする可能性が高い

②中国政府もその支配下の CIC も透明性に欠け、政治や軍事に

絡む要因が活動の動機になる場合が多い

という点を強調し、米国政府も特別の対応が必

要だと主張した。
中国の金融制度に詳しいカルフォルニア大学のピーター・ナバロ教授は、「中国当局が
CIC を使って、米国の港湾、電気通信、防衛という分野の企業をコントロールし、特に軍
事転用可能な｢汎用｣技術を保持する企業の取得に目標を絞るだろう」と述べた。
米国中小企業の連合組織「米国ビジネス産業評議会教育財団」のアラン・トンネルソン
研究員も「中国は真の軍事、経済、技術のスーパーパワーになろうとしており、CIC のよ
２５
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うな政府系ファンドを通じての資金操作はそのための政治手段となる」と証言し、CIC に
よる米国の安全保障関連企業の買収に注意していくべきだと警告した。２６
ウ．米中経済安保調査委員会が「2008 年度の年次報告書」で、中国の「政府系ファンド」
による政治、軍事目的の動きを警戒
2008.11.2、米国議会の「米中経済安保調査委員会」は、08 年度の年次報告書を発表し
たが、その中で中国は人民元の対外貨レートを不当操作で低く設定し、外貨獲得を拡大し
ており、その獲得した外貨を元手にした「政府系ファンド」が巨額資金を運用して、本来
の商業から離れた政治、軍事の目的を達成しようとしていると、中国の「国家ファンド」
による企業買収等に対して警戒感を示すとともに、既に中国に買収された軍事ハイテク企
業に兵器等の部品の供給を頼ることについて、日本の防衛装備の中で中国製部品を使うこ
とによる供給ラインの安全保障上の不安があり、米国においても全く同様の懸念が広がっ
ていると強調している。２７

７．我が国の秘密保護法等の整備にかかわる動向
科学技術の発達に伴い益々軍事、民事の境界が不明確となり汎用技術・機器が不正に輸
出される事件の続発、デンソー事件で中国人技術者が会社のデータベースから 13 万余件に
上るデータを不正にダウンロードし中国に流出させたと見られながら我が国の法的不備に
よって不起訴とせざるを得なかったのを始め、現行の特許公開制度下においては厖大な貴
重な技術情報が海外からのアクセスによって合法的に流出している状況に鑑み、06 年から
経済産業省において我が国における技術情報の保護、管理について鋭意検討が続けられ 09
年の通常国会で法制化を目指しており、その成立が期待されるところである。
（第３章で詳
述）

２６
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第２章

日本周辺における兵器及び兵器技術情報の
移転の事例と特徴点

本章では、例年に引き続き日本周辺諸国の兵器及び兵器技術の移転の動向についてロシ
アの輸出状況の変調に着目しつつ概観し、次いで今年度の特性から、好調な経済力を背景
とするロシア軍の近代化の実態を具体的に観察し、さらに中国軍の最近における近代化の
状況を概観する。その後、ロシア（中国）の技術レベルについて、わが国が優れていると
判断される技術要素について軍事的重要性について述べることとする。

１．日本周辺における通常兵器及び兵器技術情報移転の実態
（１）国際的な通常兵器輸出入の全般状況
表 2-1-1 と表 2-1-2 は 0７年度と 06 年度の兵器の輸出額と輸入額を提示している。

200７世界の兵器輸出国の上位10 カ国

表2-1-1

（単位：百万ドル）

順位
国名

１
アメリカ

２
ロシア

３
ドイツ

４
フラン
ス

５
オラン
ダ

６
イギリ
ス

７
イタリア

８
スペイ
ン

９
スウェ
ーデン

10
中国

07 年度

7,454

4,588

3,395

2,690

1,355

1,151

562

529

413

355

06 年度

7,821

6,463

2,891

1,586

1,575

978

694

825

437

562

注 ： 11 位以下は、カナダ、イスラエル、韓国、スイス、ポーランド、ウクライナの順。
（SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

アメリカ、ロシアの優位は変わらないが、欧州勢がこれに続き、中国が 10 位に入る。
欧州では最近ドイツが 1 位を占め、主要兵器の分野でも輸出を伸ばしている。
表２‐１‐２

2007 世界の兵器輸入国上位10 カ国

順
国

２
韓国

３
中国

４
インド

５
UAE

６
ポー
ランド

７
トルコ

８
イスラ
エル

９
ヴェネ
ズエラ

10
南アフ
リカ

位
１
名 ギリシャ

（単位：百万ドル）

07 年度

２、089

1,807

1,424

1,318

1,040

985

944

891

887

855

06 年度

817

1,527

3,719

1,404

2,067

424

317

1,102

477

689

注 ： 11 位以下は、パキスタン、シンガポール、アルジェリア、イギリス、オーストラリア、カナダの順である。

（SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）
07 年度の特徴はギリシャと韓国が突出し、中国とインドを抑えたところにある。

２３

（２）ロシア製兵器（技術）の輸出状況
表 2-1-3 はロシアとアメリカの兵器の輸出額の推移を表にしたものである。
ロシアは 99 年からアメリカに次ぐ２位の座を占めるようになったが、
「SIPRI2008」に
よれば、07 年においては 2000 年代における最低額を記録したことになっている。

ロシアと米国の年度別兵器輸出額推移

表２‐１‐３

（単位：億ドル）

年 度

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

米 国

125.7

125.0

98.2

112.8

100.0

55.2

56.6

55.8

66.2

70.3

78.2

74.5

ロシア

46.6

35.4

32.2

28.4

37.3

55.5

46.6

53.6

64.0

55.8

64.6

45.9

-（SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

「Janes’Defense Weekly」によれば、Rosoboronexport 社を通じた輸出が大半を占め、
残りは他の兵器メーカーがパーツやサービス業務を販売したものである。また、Ros 社が
抱えている受注は総額 250 億ドルに達している。輸出額の 61% を航空機・ヘリコプタ
ーが占めており、主なものとしてはアルジェリアやベネズエラから受注した Su-30MK×64 機
がある。そのほか、陸戦兵器が 21%、防空システムが 10%、海軍関連が 8% という内訳
になっている。変わった受注先としては NATO 加盟国のギリシアもあり、BMP-３歩兵戦
闘車を 12 億ユーロで調達する計画がある２８。

ア．ロシアの通常兵器輸出上の問題点
ロシア兵器の輸出の伸びは、このところ価格の高騰で好調を続けるエネルギー資源の輸
出とともに、依然としてロシア経済を支える大きな要因となっている。ところがこれまで

ロシア製兵器の市場は中国が約４割を、次いでインドが全体の約４分の 1 を占めていたの
に対し、最近になってこの傾向に異変が生じている。具体的にはアルジェリアは２月末に
品質に問題があるとして 06 年に契約した MiG-29 戦闘機 15 機をロシアに返品することで
合意し、これで対露債務を帳消しにできることになった。
インドとの間では 05 年に受注したディーゼル潜水艦の近代化改修が、搭載された対艦
ミサイルが１発も命中しなかったために問題となった。また中古空母の改修では、契約額
を完工前に使い切り、追加支払いと工期延長を求めて交渉が難航している。中国とは 05
年に契約した Iℓ-76 輸送機 30 機と Iℓ-78 空中給油機８機は、ロシア側の製造能力不足で一
部しか納入されていない。
ロシア側の論評では、ロシアの軍需産業が閉鎖された分野であり、ソ連時代の商法で物
２８

『Janes’Defense Weekly 08.02.22』によれば、輸出総額は 70 億ドルとなっている。

２４

価上昇の可能性などを考慮しない低価格受注、技術者不足、設備の老朽化、製造能力を超
えた受注などに原因があるとして、労働生産性の低さからもロシア兵器に価格上の優位は
無いとまで評している２９。次の二つの事例はそれを裏付けている。
ロシア中部ペルミで９月 14 日、アエロフロート航空子会社の運航するボーイング 737
型旅客機が墜落事故で、事故機の整備を担当していた「ブヌコボ航空機修理工場 400」が
無免許で航空部品を製造し、危険物取り扱いに関する免許も有さず、さらに別の無免許業
者から航空部品の納入を受けていたなどが判明した３０。
日本海で試験航海中だったロシア太平洋艦隊所属の原子力潜水艦内で乗員ら 20 人が死
亡した事故が生起した。ロシアのメディアによると艦内で火災は発生しなかったが、艦首
に近い部分で消火装置が誤って作動し、消火用のフロンガスが艦内の一部に充満したとみ
られている。死者のほかに 21 人が入院した。ロシア海軍は公表していないが、ロシア通
信はハバロフスク地方コムソモリスク
ナアムーレの造船所で建造され、先月
から試験航海に出ていたアクラⅡ級原
潜「ネルパ」とみられると報じている。
ロシア海軍で頻発する原子力潜水艦の
事故は、軍事力誇示に突き進む陰に、
兵員や兵器の質という根本的な内実が
伴っていない実態を改めて浮き彫りにしている。かつて太平洋艦隊による放射性廃棄物
の不法投棄を告発した同艦隊機関紙元記者のパスコ氏は「この事故は乗員の訓練不足と
潜水艦建造における技術・技術者が失われたことを示している」と説明。軍事費増大に
もかかわらず、
「新原潜建造に必要なカネは海軍の現場まで行き渡っていない」と語る３１。

イ．ロシアの対中国兵器輸出における変化
表 2-1-4 は 07 年度におけるロシアが中国への輸出契約中の兵器である。
史上稀に見る蜜月関係といわれた中露関係に軋みが出始めている。ロシアは中国がロシ
ア製のコピー兵器をパキスタンなど第三国に売り込み攻勢をかけていることに対し、技術
流出と輸出市場のライバルの出現を懸念し、法的措置をとるなどの発言がある。
中露の貿易高は 07 年 400 億ドルを超えたが、安価な中国製品に押されてロシアの輸入
２９
３０
３１

「産経新聞」08 年３月７日記事から
「産経ニュース」08 年 10 月 13 日配信
「産経ニュース」08 年 11 月 10 日配信

２５

超過ともなり、中国企業のロシア進出やロシアのエネルギー開発事業等への参入をめぐっ
て、ロシア側が強硬な態度をとっている。また、ロシア兵器のコピー生産やライセンス生
産で兵器製造能力を高めてきた中国に対する軍部内での警戒感が強くなっている３２。
表 2-1-4

０７年度における中国への兵器輸出契約状況

分 類

型

式

契約年

引渡年

数量

備

2004

６

4 機引き渡し済み
18 機引き渡し済み

空中早期警戒機

A-50Mainstay

2000

輸送機

Iℓ-76TD

2005

30

空中給油機

Iℓ-78M

2005

８

契約中

水陸両用航空機

Be-103

2007

６

契約中

考

（ミリタリバランス及び SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

ウ．ロシアの対インド関係
インドとの兵器の輸出契約中の兵器は表 2-1-5 とおりである。
表 2-1-5

０ ７ 年度におけるインドへの兵器輸出契約状況

分 類

型

式

契約年

引渡年

数量

対地攻撃機

Su-30MKI

1996

対地攻撃機

Su-30MKI

2007

2008

40

契約中

航空母艦

Kiev-class

1999

2008

1

契約中

主力戦車

T－90

2000

Sindhughosh-class
要撃戦闘機
MiG-29FulkrumD
要撃戦闘機
MiG-29Fulkrum
多連装ロケット
Smerch M BM 9K58
ミサイルフリゲート
Talwar-class
巡航ﾐｻｲﾙ（潜水艦用） Klub-5Novator
潜水艦（通常動力）

238

備

310

考

48 機引き渡し済み

186 両引き渡し済み

2002

―

10

6 隻引き渡し済み

2004

2007

24

2007-2009 に引渡し予定

2006

2006

67

引渡し未完

2005

2006

28

引渡し未定

2006

2010

3

2006

―

28

最終取得年は 2012 年
取得時期不明

註１；年度ごとの引渡数量は不明確
２：前年度提示した、05 年度取得予定の各種ミサイルは逐次取得中とみられる。
（ミリタリバランス及び SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

減少気味ではあるもののインドからみればロシアからの輸入は７割を占めている。前年
度からの継続が大部分であり、07 年度に新たに契約されたのは対地攻撃機 Su-30MKI の
40 機のみである。しかしロシアとインドは 00 年以来毎年 IRIGC-MTC (India-Russia
Inter-Governmental Commission on Military- Technical Cooperation) を開催する関係
にあり、08 年の９月にもインドで開催され、双方の国防相が共同議長を務めた。この会議

３２

「産経新聞」08 年３月７日記事から

２６

は地域的・世界的な安全確保に向けた一歩であり、両国間の戦略的関係における目標とな
るイベントであるとされ、両国間の軍事的協力は延長されて 2020 年までと決まった。ロ
シアからは兵器調達、既存兵器のアップグレード、ロシア製兵器を対象とするサポート業
務、ロシア製兵器のライセンス生産・共同生産・共同開発などの議題が提出され、T-90 戦
車については、310 両の完成車輸入と、1,000 両のライセンス生産が決まった３３。

エ．ロシアのその他の国への通常兵器の輸出状況
表 2-1-6 はロシアが前掲以外のアジア諸国との輸出契約中の兵器を示している。
表 ２ -１ - ６
国

０７年 度 中 国 ・インド以 外 へのロシア の兵 器 輸 出 契 約 状 況

名

インドネシア

韓

国

マレーシア
ベ ト ナ ム

分

類

型

式

契約年 引渡年

ヘリコプター

Mi-17

2006

要撃戦闘機

Su-27/27MK

2006

攻撃ヘリコプター

Mi-35P

装甲戦闘車

BMP-３F

潜水艦（通常動力型） Kilo or Rada

数量

備

考

10

契約のみ

6

引渡未完

2006

5

契約のみ

2006

20

契約のみ

2006

2

契約のみ

2008

対艦ミサイル

ASM Package

2006

2

契約のみ

要撃戦闘機

Su-27/27MK2

2007

6

契約のみ

ヘリコプター

Mi-17

2007

10

契約のみ

ヘリコプター

Mi-17

2007

3

契約のみ

練習機

Iℓ-103

2002

2004

23

20 機就役

ヘリコプター

Mi-８Hip

2003

2005

10

契約のみ

哨戒艇（近海）

Svetlyak-class

2001

―

4

２隻就役

ﾐｻｲﾙ

Gepard-class

2005

―

2

契約のみ

フリゲート

（ミリタリバランスから抜粋して筆者作成）

従来はベトナムを除けば欧米の兵器で占められていた東南アジアに対しても、ロシアは
輸出攻勢をかけている。ロシアは兵器輸出に際しバーターを認めていることも成功の要因
のひとつと考えられている。インドネシアとの契約が目立つが、ヤシ油とのバーターとみ
られている。しかし配備数に表れておらず、取得時期・数量ともに不明なものが多い。
その一方で、前述のロシアの状況に乗じてフランスがアルジェリアにラファール戦闘機
購入を打診するなどの動きがあり、ロシア離れの傾向の後押しをしている。

（３）アジア諸国の兵器の輸入の状況
シンガポールで開催されている海軍産業の展示会において、アジア・太平洋諸国の海軍

３３

Press Information Bureau India via Defense-Aerospace.com 2008/9/29-30

２７

関連支出が今後 10 年間で総額 1,080 億ドル（約 13 兆円）に達し、アメリカの 1,050 億ド
ル、欧州の 990 億ドルを上回る見通しであることが明らかにされた。総支出の 27％は潜
水艦に費やされ、総数は 83 隻（290 億ドル）である。最大は中国で原子力弾道ミサイル
潜水艦５隻、攻撃型潜水艦 30 隻が含まれている。対潜水艦兵器搭載の水上艦艇も 151 隻
が予定されているということである３４。
表 2-1-7～1-9 はアジア諸国がロシア以外の国から兵器の輸入契約の状況を示している。

東アジア諸国の兵器輸入契約状況

表２-1-７
供給国

アメリカ

ド イ ツ

分

類

型

式

契約年 取得年

韓
国
水陸両用装甲車
AAV-7A1
1998
対地攻撃機
F-15K Eagle
2006
早期警戒機
Boeing737
2006
空対地ミサイル
AGM-84L Harpoon 2006
空対空ミサイル
AIM-９XSidewinder
2007
2007
同
上
AIM-９MSidewinder
潜水艦（通常動力） KSS-２（Type214） 2000
地対空ミサイル
Patriot
2006
台

アメリカ

数量

備

考

2006

57

42 両就役

2009

20

07 年20 機追加

2009
―

4 11 年２機取得？
20+42 契約中
312

2007
―

11
３
48

契約中
契約中
２隻取得？
契約中

湾

対戦車ミサイル

Javelin

2002

―

360

取得時期未定

要撃戦闘機

F-16 A/B

2006

2008

146

146 機就役

水陸両用装甲車

AAV-7A1

2003

2006

54

就役未完

空対艦ミサイル

HarpoonBlockⅡ

2007

60

配備済み

（ミリタリバランスから抜粋して筆者作成）

韓国の 04 年度の輸入額は 10 億ドル弱であったが、06 年 15 億ドル、07 年 18 億ドルと
輸入額は大幅な伸びを示し（表 2-1-2）、近代化への意欲が見てとれる。
米国防総省は 08 年 10 月３日、台湾への防衛目的の兵器供給を定めた台湾関係法に基づ
き、台湾に対する総額 64 億 6300 万ドル（約 6800 億円）の兵器売却を明らかにした。売
却が決まった兵器は、弾道ミサイルの迎撃能力を持つ地対空ミサイル「パトリオット」
（PAC3）330 発をはじめ、対戦車ヘリ「アパッチ」30 機、対艦ミサイル「ハープーン」
32 発などとなっている。台湾の要望である通常型潜水艦や改良型のＦ16 戦闘機は、米側
が正式協議に応じていない。増強が進む中国の弾道ミサイルへの迎撃能力や、台湾に侵攻
する上陸部隊を水際で阻止するための装備強化の必要性とみられている３５。

３４
３５

「産経新聞」07 年５月 18 日記事
「産経ニュース」08 年 10 月４日

２８

東南アジア諸国の兵器輸入契約状況

表２-1-８
供給国

分

類

型

式

ベ
ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ

ト

契約年 取得年

ナ

数量

備

考

ム

輸送／哨戒機

PZL M-28 Briza1R

2005

―

10

主力戦車

T-72

2005

2005

150

取得時期未定
就役未完

シ ン ガ ポ ー ル
ヘリコプター

S-70B Seahawk

2005

2008

６

最終取得 2010

要撃戦闘機

F-15SG

2005

2008

12

07 年12 機追加

早期警戒機

Gulfstream500

2007

2008

４

最終取得 10 年

輸送機
ﾐｻｲﾙフリゲート

C-130 Hercules
Formidable-class

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
ド イ ツ

潜水艦（通常動力） Vastergotland
主力戦車
Leopard2A4

2007
2000
2005

2005
2010

10
６
２

５機就役

フランス

2006

2007

96

96 両就役

2006
2005
2006
2004
2003
2004

―
2006
2008
2007
2008
2007

32
10
１
５
４
４

取得時期未定

2007

2007

２

英国機を転売？

2007

2009

１

契約中

2009

２

契約中

アメリカ

３隻就役
契約のみ

イ ン ド ネ シ ア
フランス
ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ
韓
国
オランダ

装甲人員輸送車
輸送／哨戒機
対空レーダー
哨戒艇
ドック型揚陸艦
コルベット

LAV Renault
PZL M-28 Skytruk
CNPEP radar
NS-935（TypeB-２）
Multi-role vessel
Sigma-class

取得状況不明
取得状況不明
取得状況不明
契約中
２隻就役

ミ ヤ ン マ ー
イ ン ド

哨戒機

BN-２ Defender

タ
アメリカ

イ

レーダー

TSP-77

ヘリコプター

MH-605

2007

装甲車

Reva４×４

2007

オランダ
ウクライナ

水中観測船

2005

装甲車

Hydrographic Survey
BTR-3E1

中

装甲車

WMZ551

南アフリカ

国

Long

100

取得時期未定

１

就役状況不明

2007

96

取得時期未定

2005

97

取得時期未定

２

BrockⅡ

57

取得状況不明

2006

マ レ ー シ ア
アメリカ

戦術ミサイル

Tactical Harpoon

2006

空対空ミサイル

AIM-９M Sidewinder

2007

スペイン

潜水艦（通常動力） Scorpene-class

ド イ ツ

ﾐｻｲﾙフリゲート

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ
ブラジル
欧州共同

2007

2002

2007

２

取得時期未定

MEKO A100-

1997

2004

６

２隻が就航待ち

レーダー

TRM -L3D

2006

2008

２

契約中

主力戦車

PT-91M Twardy

2003

2005

48

６両が就役

多連装ロケット

AstrosⅡ

2007

18

18 基就役

輸送機

A-500

2006

４

最終取得は2014

2013

（ミリタリバランスから抜粋して筆者作成）

２９

東南アジア諸国の国防費は、この 10 年間でベトナム、ミヤンマー及びインドネシアが
約４倍、マレーシアが３倍弱、タイとシンガポールが２倍弱の伸びをそれぞれ示している。

南アジア諸国の兵器輸入契約状況

表２-1-９
供給国

分

類

型

式

イ

ン

フランス

潜水艦（通常動力） Scorpene-class

ｲｽﾗｴﾙ

空中早期警戒機

イタリア
アメリカ

水中観測船

契約年 取得年

数量

備

考

ド
2005

2012

６

契約中

IAI-707Phalcon

2004

2007

３

１機就役

2005

2008

１

契約中

ドック型揚陸艦

Oceanograficsurvey
Ex USS Austin Class

2006

2007

１

就役

救難ヘリコプター

UH-３H

2006

6

時期未定

パ キ ス タ ン

アメリカ

ド イ ツ
イタリア
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
中

注

国

：

対潜哨戒機

P-３C Orion

2004

2007

8

07 年７機追加

要撃戦闘機

F-16 Fighting Falcon

2006

2007

54

07 年18 機追加

2007

2008

52

契約中

10

取得時期未定

500
３to４
４
６
4
36
4

取得状況不明

対地攻撃機

〃

ミサイル

SM-2 BlockⅡ

2006

―

空対空ミサイル
無人偵察機
無人偵察機
空中早期警戒機
フリゲート艦
要撃戦闘機
フリゲート艦

AMRAAM
EMT LUNA

2007
2006
2006
2006
2005
2006
2007

2008
―
2006
2008
2009

Galileo Falco
Erieye
JiangweiⅡ
J-10（殲-10）
F-22P

取得時期未定
取得時期未定
契約中
契約中
取得時期未定
取得時期未定

国の順番は輸入額の順位を表すものではない。
（ミリタリバランスから抜粋して筆者作成）

インドの兵器は、近年欧米諸国からの輸入が増え始めている。潜水艦についてはロシア
の Sindhughosh-（キロ級）を対艦ミサイル搭載に改装中であるが、更にフランスへも発注
している。イスラエルから輸入の早期警戒管制システムは、中国が購入しようと画策した
のをアメリカによって阻止されたという曰くつきのものである。
パキスタンは昨年度に引き続き、空軍力の強化に力点を置いているようである。しかし、
中国から 36 機を輸入契約中の「J-10（殲-10）」は、中国が戦闘機の自主開発の成果を大
いに喧伝したが、04 年度以降、今日まで同機の配備が増加されたと言う情報がない。

（４）中国の兵器輸出の状況
中国の兵器輸出は経済的利益よりも、外交手段としての性格が色濃く滲んでいる。冷戦
時代はイデオロギーが重視され、社会主義国であってもソ連とは一線を画しつつ、開発途

３０

上国あるいは非同盟諸国の盟主としての地位確立を重視した。冷戦後特に最近は高度成長
を支えるエネルギー獲得を重視し、中東、アフリカ及び中南米諸国との友好関係の確立手
段としての輸出が重視されているようである。
表 2-1-10 はミリタリバランスに記述された最近の中国兵器の輸出状況である。
表 2-1-10
国 名
エジプト
ベネズエラ
ナイジェリア
ジンバブエ

０７年度における中国の兵器輸出
分
練習機
レーダー
要撃戦闘機
練習機

類

型

式

K-8 Karakorum
JYL-１
F-７N１
K-8 Karakorum

契約年
1991
2005
2005
2006

引渡年

数量

2001
－
2006
2006

80
3
15
6

註：アジア各国に輸出（契約）されたものを除く。
（ミリタリバランス及び SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

人権監視団体の Amnesty International は中国のことを「世界でもっとも隠密裏、か
つ無責任に兵器輸出をやっている国だ」とする報告を発表した。そして、中国から輸出さ
れた兵器が、暴力的な紛争行為、犯罪的な流血事態、その他の人権侵害行為に使われてい
る、としている。年間輸出額は 10 億ドルほどと見積もられているが、その中には希少金
属などとの物々交換が、少なからず含まれている模様である３６。
以下は Janes’ Defense Weekly からの情報である。
◍

ネパール向け、2005－2006 年初頭、自動小銃 25,000 挺、手榴弾 18,000 発。

◍

スーダン向け、2005 年８月、中国製トラック (米 Cummins 社製ディーゼル・エン
ジン搭載) 200 両＋。対スーダン武器禁輸措置違反及びダルフール紛争への加担。

◍

ジンバブエ向け、中国製 K-8 (中国国内の名称は JL-8) 練習機×6 機、J-10 戦闘機。
資金・燃料・食糧の不足をおしての調達。06.08.25

◍

ナイジェリア向け、戦闘機 F-7NI×12 機、FT-7NI×3 機。
見返りは中国の Petrochina 社が日量 3 万バレルの原油供給を受ける。05.10．

◍

アンゴラ向け、艦艇引き渡し。石油とのバーター取引の可能性。05.01.05
アフリカの沖合に存在する石油資源の重要性が増していることを意味している。

◍

オマーン陸軍向け、NORINCO 製 90 式多連装ロケット発射器。（02 年）
オマーンの王室警護旅団向け、NORINCO 製 6×6 装輪 APC・WZ551（03.09）

◍

クウェート向け、 NORINCO 製 155mm 榴弾砲 PLZ45×27 両及び同数の弾薬車
購入代金は物々交換で賄われる。（03．03.05）

３６

Defense-Aerospace.com, 2006/6/12 から

３１

イランに輸出した携帯用 SAM や C-802 対艦巡航ﾐｻｲﾙがヒズボラの手に渡っている。

◍

２．ロシアの軍備近代化の状況
（１）ロシアの国力及び軍事力概観
表 2-2-1 はソ連末期からロシアの現在までの軍事力全般の推移を表している。

軍事力の全般的推移概見表

表２-２-１
区

比

較

項

０３年

０７年

（百万人）

287.78

146.30

143.43

141.38

国内総生産 （10 億ドﾙ）

2,487

1,100

1,310

2,000

国民一人当たり

（ドル）

8.642

7,519

9,133

14,190

（10 億ドル）

32.08

35.0

10.6

32.99

4,258

1,004

1,212

102.7

7.53
287
（123.5）
69
1,451
890

34.86
149
(49)
21
771
84

8.75
149
（49）
14
635
86

32.12
８0
（？）
14
508
89

1,596

348.0

360

395

軍管区数

15

６

６

６

戦車師団数

53

６

５

３

戦車連隊３、歩兵連隊１

153

20

19

16

歩兵連隊３、戦車連隊１

７

４

４

４

950

184.6

185

160

7,370

1,898

1,962

1,860

（千人）

522

172

155

142

潜水艦+主要水上艦艇数

620

121

37+49

52+58

国防予算

総兵力（現役）

（千人）

兵員一人当り経費 （千ドル）
総兵力（千人）
（うち海・空軍配属人員）
弾道ﾐｻｲﾙ潜水艦
（基）
I CBM
長距離爆撃機（機）
総兵力

地
上
軍

（千人）

自動車化狙撃師団数
空挺師団数
空
軍
海
軍

考

９８年

総人口

戦
略
抑
止
軍

備

８８年

分

国
家
レ
ベ
ル

数 量 の 推 移

目

総兵力

（千人）

作戦機（爆撃機、戦闘機等）
総兵力

88 年は国民総生産

02 年に最低額、以後上昇中

落下傘連隊２

戦略爆撃機除く

ﾌﾘｹﾞｰﾄ艦、揚陸艦を含む

（千人）
17
1.5
0.95
0.95
海軍歩兵
註１：地上軍の主要部隊には他にも砲兵師団や旅団等が存在するが省略している。
２：海軍の兵員数には海軍航空隊、海軍歩兵、沿岸防衛部隊の兵員数を含む。
３： 88 年時点においては防空軍が独立していたが空軍にその数を含ませている。
（『ミリタリバランス』及び『世界年鑑』から抜粋して筆者作成）

ソ連崩壊前の人口は約２億８千８百万人であったが、解体後のロシアの人口は半減し、
約１億４千万人余で漸減傾向にある。1990 年に「欧州通常戦力条約（CFE）」が締結され、
95 年までに目標値まで戦力を削減することになり、次いで 91 年末にソ連邦が崩壊し、東

３２

欧諸国から軍を撤収し、兵器のみならず総兵力 426 万人を擁した軍隊は、92 年頃には半
分以下の約 200 万人に減少し、数年後の 98 年には約４分の１の 100 万人にまで縮小され
た。兵器も旧式兵器が大量に削減あるいは保管された。
軍制上の大きな変革としては、16 あった軍管区が 6 軍管区に縮小された。空軍とは別の
軍種であった防空軍が空軍に統合され、戦略ロケット軍は軍種から兵科になり、軍種は陸・
海・空の３軍種となった。
プーチン政権の 2003 年における軍に対する課題は、装備の更新、兵員補充原則の改善
（志願制移行を意味する）及び機構改革の３点であった。このうち機構改革はほぼ達成さ
れつつあり、兵員の志願制移行は軌道に乗りつつある。問題は装備の更新であったが、国
防予算はエネルギー価格の高騰などにより、03 年から 4 年間にドルベースで約 3 倍に跳ね
上がった。（98 年から急激に減少した理由は不明）。それにつれて、軍は 2007 年に国内
兵器産業に対して対前年度比 30%増となる 116 億ドルの発注を計画、新規の装備調達は
56 億ドルといわれている３７。

（２）ロシアの兵器産業の統合化
ロシアは兵器産業の再編成を進めているが再編成が遅れ、３ヶ月程度遅延している。こ
の再編成は、これまではバラバラに存在していた兵器産業各社を、国有の持株会社の下に
統合して効率化を図るものである。ただし、業界側には「急ぎすぎ、まず輸出関連部門か
ら統合化すべき」という声もある。
すでに統合化が進んでいる事例としては、UAC (United Aircraft Corp.) がある。続い
て 08 年３月にプーチン大統領（当時）が United Shipbuilding Corp の創設を指示、こち
らは兵器輸出の 27%を占める艦艇について造船所を統合するためのものである。そのほか、
Rosoboronexport は世界最大のチタニウム供給元・VSMPO-Avisma 株の 66%を 2006 年
に取得、Volgograd 所在の金属製造工場・Krasny Oktyabr を 2007 年２月に、Stupino を
４月に、それぞれ傘下に収めた。さらに、金属関連企業を統合する持株会社・Russpetsstal
と、エンジン・メーカーを統合する持株会社・Saturn も設立した。ヘリコプターについ
ては、Rosoboronexport の子会社 Oboronprom がすでに大半を傘下に統合済みである。そ
の他の部門についてもこれから統合を進めて、主要 180 社を 21 の持株会社の下にまとめ
る計画である３８。
３７

３８

（財）平和・安全保障研究所編『ロシアの安全保障政策について』
『ジェーンズ・ディフェンス・ウイークリー07.04.27』

３３

（３）各種兵器の近代化の状況
表 2-2-2 以下は、近代化に係わりの深い兵器について、ソ連末期の 88 年、その 10 年後
の 98 年、5 年後の 03 年と最近の 07 年の配備の推移を表している。簡明にするため、旧
型式の兵器はまとめて提示した。右肩上がりであれば近代化が進んでいる証左である。
なお、太字はロシア時代になって新しく開発されたと推定される兵器を表している。

ア．戦略兵器の近代化の動向
1981 から６隻建造されたタイフーン級は世界最大の戦略原潜といわれたが、運用にコス
トと手間がかかるため退役の方向にある。現有では最新のデルタⅣ級に 1985 年から搭載
された SS-N-23 は、恒星参照更新機能３９付慣性航法システムにより命中精度が高い。

戦略兵器の近代化の推移(その 1)

表２-２-２
兵器
区分

兵 器 名 称
(型
式)

数 量 の 推 移
８８年

９８年

０３年

Yury Dolgoruky SSBN

備

考

０７年
１

試験航海中

弾道

DeltaⅣ

SSBN

５

７

６

６

SS-N-23×16 基

ミサイル

Typhoon

SSBN

５

３

２

２(1)

SS-N-20×20 基

潜水艦

DeltaⅢ

SSBN

14

７

６

６

SS-N-18×16 基

DeltaⅡ

SSBN

４
21

14

15(1)

15

36

48

165

370

325

254

SS-24Scalpel (RS22)

30

46

12

SS-19Stiletto (RS18)

350

160

150

126

SS-18Satan (RS20)

308

180

112

80

SS-17Spanker

138

総

数

69

SS-27 Topol-M
SS-25Sickle (RS12)
ICBM

SS-N-８×16 基

総

数

1,451

現在は単弾頭
単弾頭、射程 10,500 ｷﾛ
10MIRV 射程 11,000 ｷﾛ
６MIRV、射程10,000 ｷﾛ
10MIRV 射程 11,000 ｷﾛ
４MIRV、射程10,000 ｷﾛ

771

635

508

註１：Yury Dolgoruky は試験航海中の模様。
「ドミトリー・ドンスコイ」という情報もある。
２：03 年度以降の Tyｐhoon ３隻のうち１隻及び DeltaⅣ ６隻のうち 3 隻は予備役。
（『ミリタリバランス』から抜粋して筆者作成）

新型原子力潜水艦に搭載を予定され、アメリカの MD 網を突破できるといわれている新
型の潜水艦発射弾道ミサイル「プラバ」
（多弾頭）は、大陸間弾道ミサイル「SS-27 トーポ
リ M」とともに戦略抑止力の中核となる。ロシア海軍は 08 年９月 18 日、「プラバ」を潜
航中の原子力潜水艦「ドミトリー・ドンスコイ」から発射する実験に成功したと発表した。

３９ スター・トラッカーと呼ばれる天文航法装置で、飛翔中に特定の星を観測してその見える
方向と角度により現在のミサイルの位置を計算、慣性誘導装置の計算した位置と照合比較する。

３４

発射実験はこれまで成功と失敗を繰り返してきている４０。
ロシアは 08 年５月 29 日、ICBM など２種類の新型ミサイルの発射実験に成功したと発
表した。ロシア軍は 29 日北部プレセック基地（セベルモルスク付近）から「RS24」の最
初の発射実験を実施、ミサイルは極東カムチャッカ半島の標的（付け根付近）に命中した。
「RS24」は、これまでの RS18(SS-19)などに代わる次世代の多弾頭型 ICBM で、アメ
リカ等が推進する MD 網を突破する能力を持つとされている。もう一つの実験は南部アス
トラハニ州ズナメンスク（カスピ海の北西岸）で、移動式のミサイル発射装置「イスカン
デル」から新型巡航ミサイルの発射実験が行われ、三つの標的に命中した。巡航ミサイル
の配備は、東欧などロシアの国境近くに設置される MD 施設の破壊が可能となる４１。RS24
の詳細は不明であるが、「トーポリ M」だとすれば先の「プラバ」の成功と辻褄が合う。
ロシアが保有する長距離戦略爆撃機は「ツボレフ Tu-95 ベア」と「Tu-160 ブラックジ
ャック」であるが、それらに変わる戦略爆撃機の開発を計画していると見られている。し
かし 98 年に空軍司令官は、
「00 年までに開発に着手、就役は 2010 年以降」と言明したが、
未だに開発に着手したというニュースはない。おそらくステルス性は追求されるであろう
が、超音速性を追及する必要性はないものとみられている。それは現在の爆撃機が搭載し
ている巡航ミサイル「AS-15AKent」は射程 2,500～3,500Km であるが、より射程が長く、
ステルス性がある後継機種の開発が進められているからである。

戦略兵器の近代化の推移（その 2)

表２-２-３
兵器
区分

兵 器 名 称
(型
式)

備

数 量 の 推 移
８８年

９８年

Tu-95MS16

０３年

０７年

63

64

AS-15AKent 核 LCM

15

15

AS-15BKent 核 LCM

長距離

Tu-160 Blackjack

20

６

爆撃機

Tu-95 95 B/G /H

175

68

195

74(12)

78(7)

79(10)

IL-78/78M Midas

14

20

20

20

Tu-16、M ya-４

60
20

20

20

総
空中
給油機

総

数

数

74

考

（ ）内数字は試験機

註１：本表は、ソ連時代には戦略空軍として独立していたが、ロシア時代になって空軍に吸収
された長距離爆撃機、戦略偵察機及び空中給油機のみを記載している。
２：戦略空軍に所属していた基地防空用の要撃戦闘機、戦術偵察機及び電子戦機などは航空
兵器として表 2-2-９に一括した。
（『ミリタリバランス』から抜粋して筆者作成）

４０
４１

「産経ニュース」08 年９月 19 日配信。しかしミリタリバランスではドンスコイを未確認。
「産経新聞」08 年５月 31 日記事

３５

イ． 陸上兵器の近代化の動向
陸上兵器の近代化の推移（その 1）

表２-２-４
兵器

兵

器

名

(型

区分

式)

８８年

９８年

T-90
T-80/UD/UM/U
主力
戦 車

T-72L/M

０３年

考

０７年

２

400

300

125 ﾐﾘ滑腔砲

3,000

3,159

4,500

4,500

125 ﾐﾘ滑腔砲

10,000

2,031

9,700

9,500

125 ﾐﾘ滑腔砲

3,000

125 ﾐﾘ滑腔砲
125－115 ﾐﾘ滑腔砲

T-72
T-64/62/55/54

備

数 量 の 推 移

称

40,350

317

8,200

5,700

53,350

15,500

22,800

23,000

27

190

240

100 ﾐﾘ砲、対戦車ﾐｻｲﾙ

564

700

700

25 ﾐﾘ機関砲、

3,255

4,600

4,600

30 ﾐﾘ機関砲、対戦車ﾐｻｲﾙ

1,671

8,100

8,100

73 ﾐﾘ砲、対戦車ﾐｻｲﾙ

2,500

1,176

1,500

1,500

30 ﾐﾘ機関砲、対戦車ﾐｻｲﾙ

28,500

6,725

15,090+

15,140

20

30

30

120 ﾐﾘ榴弾・迫撃砲

２S19Farm

420

550

550

152 ﾐﾘｶﾉﾝ・榴弾砲

２S９ NONA-S

414

790

790

120 ﾐﾘ榴弾・迫撃砲

9,000

2,216

5,330

5,330

9,000

3,070

6,830

6,830

SS-21 Scarab

376

84

200

200

地対地

FROG Luna

630

ミサイル

Scud B

630

116

1,636

200

総
装甲
戦闘車

数

BMP-３
BRM-１K
26,000

BMP-２
BMP-１
BMD-１/２/３（空挺用）
総

数

２S23 NONA-SVK
自走
榴弾砲

２S１／３／５／７
総

総

数

数

保管中

SA-13Gofer
SA-11/９/８/６/４
総

数

？

100

120

120

45

100

930

350

200
2,145

200
2,145

3,725

1,750

4,700

2,300+

2,465+

2,465

？

７

2010 年までに 300 機

４

８

８

MG、ATM、RL、AAM

757

700

620

MG、ATM、RL、AAM

Ka-50 Hokum
Mi-24 HindD/V/P

トラック搭載、射程300 ｷﾛ

？

Mi-28N Havoc
攻撃ヘ
リコプタ

保管中 トラック搭載、射程70 ｷﾛ

200

SA-15 Gauntlet
SA-12A /BGladiater

６輪駆動車 射程 70 ｷﾛ

200

SA-19/20（S-400）
地対空
ミサイル

122－203 ﾐﾘ砲各種

1,420

数量不明
装軌車体、射程 12 ｷﾛ
装軌車体、射程75 ｷﾛ
装軌車体、射程８ｷﾛ

総
数
1,420
761
708+
635
注１：98 年度の主力戦車、表の数量以外にウラル以東に約1 万１千両を保管中（CFE 条約関連？）。
２：03 年の戦車には、保管中の数量も含まれている。
３：地対空ミサイルは地上式のみで、個人携行用を除いている。
（『ミリタリバランス』から抜粋して筆者作成）

３６

表 2-2-4 は陸上兵器の近代化の趨勢を表わしたものである。急激に減少した後、緩除に
更新・増強が図られている。
主力戦車は未だに 60 年代に製作した戦車(T-54)を抱えている。ロシア時代に配備された
T-90 は既にインドにも輸出契約が締結されているが、ロシアでは数量が増えていない。
装甲戦闘車は、BMP-３が僅かに数量を伸ばしただけである。
自走榴弾砲はソ連末期に装備化されたものが最も新しい。152 ﾐﾘカノン榴弾砲（２S19）
は戦車師団の火砲として開発され、補助推進榴弾で約 29 ｷﾛの射程を持ち、自動装填装置、
レーザー精密誘導弾も使用でき、対戦車戦闘も可能である４２。しかし、火力システムとし
てみた場合は、最新の欧米の自走榴弾砲システムに比して性能の差は大きいようである。
地対地ミサイル「SS-21 スカーラブ」は無誘導ロケットフロッグ７の後継ミサイルとし
て開発された慣性誘導方式の短距離弾道ミサイルである。弾頭は単弾頭であるが核、化学
弾や、対人・対装甲、滑走路及びレーダー施設破壊用の子爆弾方式の弾頭を搭載できる。
射程は 70Km であるが、対レーダーブラスト、電磁パルス効果弾頭などを搭載し、射程
120Km の改良型（B タイプ）もある。
地対空ミサイルの「SA-19 Grison」は、90 年代末から装備されてはいるが数量が確認
されていないが、２連装の 30 ﾐﾘ２A38M 機関砲とともに GM-352 車体に搭載されたハイ
ブリット化された自走式対空システムを構成している。低高度で飛行する攻撃ヘリコプタ
ーの迎撃には最適で、ロシアの輸出用兵器の目玉商品になっている。ミサイルの射程８ｷﾛ、
最大迎撃高度は 8,000ｍ、無線指令方式（照準装置内の十字線に目標を捉えておくだけで
よい）で、捜索レーダーのほかに目標追尾誘導用レーダーが備えられている４３。
攻撃ヘリコプターは「Mi-28N Havoc」と「Ka-50 Hokum」が比較的新しい。ホーカム
は本格的な対ヘリ空対空戦闘能力を持ち、アメリカの AH-64 の性能をしのぐとも言われて
いる４４。アメリカのアパッチもどきと言われるハボックが 94 年から量産に入ったとの情
報があるが４５、機数が確認されたのは 05 年からで、未だ少量である。

ウ．海上兵器の近代化の動向
表 2-2-5 から-7 までは、海上兵器の近代化の趨勢を表したものである。

攻撃型原子力潜水艦のうち、巡航ミサイル原潜「オスカーⅡ」は、米空母機動部隊
攻撃用として開発され、最大射程 700 ｷﾛの超音速対艦ミサイル 24 基を搭載。11 隻が
４２
４３
４４

４５

後藤仁、伊吹竜太郎、真出好一著『戦車名鑑』コーエー
坂本 明著『世界のミサイル・ロケット兵器』グリーンアロー出版社
坪田敦史著『軍用ヘリの全て』イカロス出版
日本兵器研究会・編『世界の最新兵器カタログ』アリアドネ企画

３７

就航したと見られているが、稼動状態にある６隻のうち 4 隻が極東に配備中。７トン
もあるミサイル搭載のため、水中排水量は 24,000 ﾄﾝと大型で、水中速力 28 ﾉｯﾄである。
攻撃型原潜「アクラⅡ」は、艦尾潜舵の上部縦舵の上に曳航ソナーのポッドが装備
され、特徴的な外観をしている。水中排水量は 9,700 ﾄﾝ、水中速力 28 ﾉｯﾄである。対
艦ミサイル及び魚雷を装備する４６。
海上兵器の近代化の推移（潜水艦)

表２-２-５
兵器
区分

兵

器
(型

名 称
式)

８８年

９８年

０３年

０７年

９

７

７(1)

OscarⅡ SSGN
Oscar、Yankee 他

53

攻撃型

SSGN 小 計

53

原子力

AkulaⅡ
SSN
SierraⅡ
SSN
SierraⅠ SSN
Akula VictorSNN

３

３

１

27

15

13

SSN 小 計

94

19

15

潜水艦

通常型
潜水艦

Lada
Kilo
Tango
Foxtrot 他

備

数 量 の 推 移

SS-N-19×24（USGW）
SS-N-19×24（USGW）など

９

７

７(1)
２
２(1)

SSK

１(1)
12(3)

SS-N-21

17(5)
１(1)
19(4)

（試験航海中）

12

12

SSK

18

３

魚雷のみ

SSK

87

１

魚雷のみ

SSK 小 計

117

16

15

20(5)

作戦外用途

19

５

10

８

282

44

37

52(11)

数

15

SS-N-21

SSK

総

考

魚雷のみ

試験、研究、標的、救難用等

註１: 07 年度の（）内数字は予備役で内数。
２：88、98 年度ヤンキー級の 1 隻は公式試験中で SS-NX-24SLCM を搭載するものと推定。
（『ミリタリバランス』から抜粋して筆者作成）

冷戦時代のソ連は、主要な兵器の全ての面でアメリカに対抗していたが、航空母艦に関
しては対抗することを諦め、むしろアメリカの原子力潜水艦に対抗する強力な巡洋艦を重
視した。いわゆる空母も「航空巡洋艦」と称したが、現在はソ連崩壊直前に就役した「ア
ドミラル・クズネツォフ」1 隻のみとなった。基準排水量 55,000 ﾄﾝとアメリカ空母に次ぐ
大きさであるが、艦上機はスキージャンプ台方式で離陸する４７。最高速力は 29 ﾉｯﾄで乗員

１項（２）ア項の写真参照。
米空母のカタパルト方式は、蒸気圧により航空機を 2 秒間で 200 ﾉｯﾄまで加速して射出する
が、高度の技術が必要とされる。他の国の多くの空母は飛行甲板の前面がスキーのジャンプ
台のように反り上がっているところで浮力をつけて離陸する方式を採用する。
比較的短距離の滑走で離陸できる航空機もあるが、一般的には甲板の全長を使用して離陸
せざるを得ないため、甲板の使用が非効率になる。
（『世界の空母』柿谷哲也著イカロス出版）

４６
４７

３８

は 1,980＋航空 625 人、兵装としては対艦巡航ミサイル×12 セル、対空ミサイル×192 セル、
10 連装対潜ロケット発射機×２基、30 ﾐﾘ CIWS×８基、30 ﾐﾘ機関砲６基という、正に巡洋
艦並みの重装備である。このためか、アメリカの空母が 75 機の航空機（ヘリを含む）を
搭載できるのに対して、搭載機数は少ない（備考欄参照）。

海上兵器の近代化の推移（水上艦艇）

表２-２-６
兵器
区分
航空母艦

兵 器 名 称
(型
式)

Kuznetsov

CV

Baku/ Kiev CVV
総

数

１

Su-33 等×22、対潜ヘリ等×17
Yak-38×13 機、ヘリ×16 機

４
１

１

CG

３

３

３

３

SS-N-12×８、SA–N-６×８

Kara（ニコラエフ）CG

７

１

１

１

SS-N-14×２、SA –N-３×２

Kirov

CGN

３

２

２

１

SS-N-19×20、SA-N-6×12

Moskva

CGH

２

Ka-25 ヘリ×18 機 SUGW

22

18

37

24

６

５

１

１

１

SS-N-22×２、SA-N-11×８

10

７

６

６

SS-N-22×２、SA-N-７×１

10

７

７

７

SS-N-14×４、100 ﾐﾘ G×２

５

１

１

１

SS-N-２C×４、SA-N-１×２

27

１

数
Ivan Rogov LPD

52
２

17
１

15
１

15
１

Alligator
Ropucha

LST
LST

14
24

４
19

５
15

４
15

Polnochn LSM

36

１

１

３

77

25

22

23

LCU、LCM 等

55

６

６

12

LCU は兵員１００

ACV

85

15

24

11

ACV は軽戦車×4

総

数

UdaloyⅡ DDG
Soveremenny DDG
DD

Ｕｄａｌｏｙ

Ｋａｓｈｉｎ 改 DDG
コトリン級など
総

揚陸艦

１

考

１

Kresta、 Sverdolov 等

駆逐艦

１

備

４

Slava
巡洋艦

数 量 の 推 移
８８年 ９８年 ０３年 ０７年

総

数

戦車20,員520,ACV６orLCM6
Ka-28、Helix ASWhel 4-5
戦車 20、兵員 300
戦車 10、兵員 190、
or 装甲車 24、兵員 170
戦車６、兵員 180

註１：各空母は航空機のほか対艦・対空ミサイルを装備している。
２：巡洋艦装備の SS-N-14 は４連奏の艦対潜水艦用のミサイルである。
（『ミリタリバランス』から抜粋して筆者作成）

巡洋艦を重視したソ連海軍は 37 隻もの巡洋艦を保有していたが、ロシアになった 91 年
末には 29 隻に減少し、90 年代の末期に大幅に退役し、2000 年代に入ってからは概ね６隻
態勢を維持しているに過ぎないが、いずれもソ連時代に建造されたものである。

３９

スラヴァ級ミサイル巡洋艦は、対空対水上攻撃を重視した巡洋艦である。この艦で最も
目に付くのは司令塔の両側に各 4 基、斜めに傾斜させて並べられた P-500 サンドボックス
（SS-N-12）巡航ミサイル連装発射機である。これに加えて SA-N-６VSL 対空ミサイル８
基、魚雷発射管８基、130 ﾐﾘ砲２門を装備するほか、Ka-25／27 対潜へり 1 機を搭載して
いる。基準排水量は 10,000 ﾄﾝ、速力 34 ﾉｯﾄ、乗員は 476 名である４８。
キーロフ級原子力ミサイル巡洋艦は、兵装満載の正にソ連の典型的な巡洋艦といえる。
戦艦まがいの 24,300 ﾄﾝという巨体に長距離艦対艦ミサイル SS-N-19VLS20 基、対空ミサ
イル SA-N-６VLS12 基、短距離対空ミサイル SA-N-４VLS８基、２連装 130 ﾐﾘ砲１、魚
雷発射管、対潜ミサイル、CIWS を装備し、Ka-25／27 対潜ヘリ３機を搭載する。原子力
エンジンのほかに重油ボイラーを装備し、速力 30 ﾉｯﾄ、乗員は 700 名以上である。
表２-２-７
兵器
区分

海上兵器の近代化の推移（海軍航空機）
兵 器 名 称
(型
式)

Tu-22M BackfireA
爆撃機 Tu-26／16
総
数
MiG-31 Foxhound
要撃
Su-27 Flanker
戦闘機
総
数
Su-25 Frogfoot
Su-24 Fencer
対地
攻撃機 MiG-23/27 Su-17 他
総
数
Iℓ-20RT Coot-A
Iℓ-38 May
哨戒機等 Tu-142 Bear
Be-12 Mail
An-12 Tu-95 他
総
数

備

数 量 の 推 移
８８年

９８年

０３年

０７年

40
315
355

71

58

58

189
189
45
60
90
185
380

考

AS-4/-５/６ ASM 搭載

71

９
75
30
114
２
35
９
54
53
153

58
49
49
10
58
68
２
43
28
20
18
109

58
30
49
79
10
58
68
２
35
20
15

AA-９×４、－８×２、－６×４
各種 AAM×10
ASM,爆弾等 4,400Kg
ASM,爆弾等 8,000Kg

電子戦機
対潜哨戒機
対潜哨戒機
対潜哨戒機
海上哨戒

72

（『ミリタリバランス』から抜粋して筆者作成）

ソ連時代の末期には 52 隻保有していたミサイル駆逐艦は、ソ連崩壊とともにコトリン
級などの旧形艦を一挙に退役させて半減の 24 隻となり、ロシア時代に更に少しずつ退役
させて現在は 16 隻を保有しており、ロシアになってから就役したのはウダロイⅡ級１隻

４８

『強いぞ自衛隊』洋泉社

４０

のみと思われる。ウダロイ級は、1980 年代に登場したソ連では大型対潜艦(BPK)と呼称さ
れるように、対潜任務を主とするため充実した対潜兵装を備えている。満載排水量 8500
～9000 トン近くあり、短距離対空ミサイル SA-N-９ガントレット８基、対潜ロケット、
魚雷発射管、100 ﾐﾘ砲２門を装備し、Ka-27 対潜ヘリ 2 機を搭載している４９。
ソブレメンヌイ級はソ連時代に 17 隻建造され、４隻が中国海軍で就役している。
揚陸艦については、LSM ポルノクヌイや小型の揚陸艇が大幅に退役した以外に大きな変
化はない。現在のロシアは水陸両用戦にはあまり関心がないようである。
海軍航空隊については 00 年頃から海軍が要撃戦闘機を保有し始めた。
哨戒機はソ連時代に多種類の航空機を運用していたが、現在は機種が絞られつつある。
航空機の性能については、航空兵器の項で述べる。

エ．航空兵器の近代化の動向
表 2-2-10 は航空兵器の近代化の趨勢を表したものである。
中距離爆撃機「Tu-22M バックファイヤー」の後継としては、既述の戦略爆撃機が通常
爆弾等にも対応できるようになり、対地攻撃機 Su-24 の後継に Su-34（後述）が配備され
れば、中距離爆撃機の意義が減退し、Tu-22M は後継機無しで退役するかもしれない。
その対地攻撃機 Su-24 フェンサーは、それまで双発の軽爆撃機が果たしていた任務を引
き継ぎ、一時は西側諸国に対する脅威と騒がれた機種である。戦闘行動半径 1,050Km、携
行弾量（爆弾、対地ミサイル等）８ﾄﾝであり、大量に生産され中東諸国に輸出された。
次の Su-25 フロッグフットの構造はとにかく頑丈で、コックピットやエンジン周りには
装甲が施され、燃料タンクには爆発防止のフォームが充填されている。同機は 80 年から
アフガニスタン戦線に投入されたが、山岳ゲリラを相手に活躍し、撃たれても撃たれても
墜ちないことで好評を博した。兵装は通常爆弾、誘導爆弾、ロケット弾ポッド、ガンポッ
ド、空対地・空対空ミサイルと多彩だが、搭載重量は４.4 ﾄﾝと Su-24 の半分強である。
Su-34 フランカーは、Su-24 の後継を意識して開発され、機首部分にはフェーズド・ア
レイ・レーダーが装備され、並列複座の操縦席は厚さ 17 ﾐﾘのチタニウム合金装甲板で囲
まれている。航続距離は 4,500 ｷﾛ、空中受油装置を使えば更に距離を伸ばすことができる。
そのためか、ロシア兵器には珍しくコクピットの後方にトイレやギャレーが備わり、座席
にはマッサージ機能も備わっている。兵装は ASM（AS-17、AS-14）、500Kg レーザー誘
導爆弾、AAM（AA-11、AA-12）を搭載できる。同機の特異な点は機尾が他の機よりも後

４９

インターネット「ロシアの兵器」から

４１

方に突き出て、先端には警戒レーダーが設置され、後方に対して AAM（AA-11）を発射で
きるよう研究されている。いずれ Tu-22M 系にとって換わることが予想される。

航空兵器の近代化の推移（作戦機）

表２-２-８
兵器
区分
中距離
爆撃機

兵

器
(型

８８年

９８年

Tu-22M／M-3／MR

120

158

124

124

Tu-16/26

315
158

116

124

総

435

計

０３年

Su-34（Su-27IB）Fullback
対地
攻撃機

９

ASM,爆弾等 8,000Kg

235

241

ASM,爆弾等 4,400Kg

Su-24 Fencer

830

350

371

550

ASM,爆弾等 8,000Kg

575

606

800

数

1,845
2,900

40

各種 AAM×10

MiG-31 Foxhound

250

280

256

188

AA-９×４、-８×２、－６×４

MiG-29 Fulcrum

500

260

255

186

AA-10×６、AA-８×６

Su-27 Flanker

350

340

392

281

各種 AAM×10

MiG-25R Foxbat

375

５

30

880

908

725

20

20

20

20

20

20

？

1,900

MiG-23／21／Yak-28
総

数

I ℓ-20/22

4,180

数

187
217

SA-20 (S400) Triumph
SA-10 (S300) Grumbule

ミサイル SA-５/３/２

AWACS

30

Tu-16、Yak-28、I ℓ-76
総

AA－６×４

2,705

A-50/50U Mainstay

地対空

Backfire 逐次

225

Su-27SMK Flanker

機

０７年

225

総

電子戦

考

Su-25 A/SM Frogfoot
MiG-27／21、Su-17

要撃
戦闘機

備

数 量 の 推 移

名 称
式)

1,500

1,900

7,000

250

1,900

ﾄﾚｰﾗｰ牽引、射程200 ｷﾛ

総
数
8,500 2,150 1,900+ 1,900
註１：ソ連時代の 88 年の要撃戦闘機には、防空軍に所属する 2,225 機を含んでいる。
２：戦略空軍に所属していた基地防空用の要撃戦闘機、戦術偵察機、電子戦機及び空中給油
機を含む。なお、本表には訓練用の戦闘機・攻撃機等を含んでいない。
（『ミリタリバランス』から抜粋して筆者作成）
「MiG-29」を有名にしたのは 1988 年にイギリスのファーンボロ航空ショーにおいて同
機が展示した「コロコル（釣鐘）機動」である。これは、水平飛行から引き起こして垂直
上昇の勢いが止まって一旦空中に停止し、後ろ向きに緩やかに落下してから自然に頭を下
げて水平飛行に戻るという技である。機体の軌跡は Y の字を上下逆のようになる。この機
動は速度がゼロになっても、マイナス（後退）時にもコントロールを保つことが出来、手

４２

荒に扱ってもエンジンが停止しないという驚くべき機動性能を証明しているが、その後
Su-27 の「コブラ機動」５０に話題をさらわれた。武装としては 30 ﾐﾘ機関砲のほかに AAM
及び爆弾を携行できる。兵装重量は３ﾄﾝである。
要撃戦闘機「MiG-31」は、MiG-25 の発展型で、エンジンを亜音速で燃費の良いターボ
ファンに換えることにより、実質的な最高速度を引き下げずに航続性能を大幅に改善して
いる。また、機体を軽くするために鋼の使用を 49％まで減らして、ジュラルミン（33％）、
チタニウム（16％）の比率を増やしている。同機が開発に着手された 70 年代には、高空
からの超音速爆撃機や偵察機の脅威は薄れ、超低空を亜音速で進入する巡航ミサイルが新
たな目標として浮上してきた。要撃機の運用も高空で滞空しながら低空の目標を探知して
（ルックダウン）、ミサイルを打ち下ろす（シュートダウン）ようになった。このため同機
は世界で始めてフェーズド・アレイ・レーダーを機首に搭載し、専任の操作手を後席に乗
せる複座機となった。このレーダーは探知距離 300Km において同時に 10 目標追跡４目標
攻撃が可能である。更に機首下面には引出し式の赤外線捜索追跡装置も備えている。兵装
は同機用に開発された射程 120-160 ｷﾛの空対空ミサイル４発である５１。
ロシアの早期警戒機イリューシンの「A-50 メインステイ」は、ロシアのエレクトロニク
ス技術の水準から見てアメリカの E-３に及ばないとみられている。
数量が不明であるため表に表していないが、空対空ミサイルの AA-11 アーチャー（R-73）
赤外線誘導は、米軍の AIM-9M(サイドワインダー)と比較すると 3 倍近い射程（20Km）
があり、射界も 25°に比べ 60°を持ち、かつヘルメットの視野に連動してミサイル発射が
できるなど、西側より優れた技術が発揮されている５２。AA－12 アッダー（R-77）は、ア
クティブレーダー誘導ミサイルで、Su-27 に塔載され、誘導は慣性航法に母機からの目標
情報更新を併用し、目標に接近するとアクティブ・レーダー・ホーミングに切り替わる。
空対地ミサイルの AS-17 クリプトン （Kh-31P1）の対レーダー型は、米空軍の AWACS や
J-STARS を攻撃する空対空型に改造する意図を持っているといわれる５３。

（４）ロシア軍の近代化の方向性
以上の結果をまとめると、ロシア時代になってから配備されたとみられる兵器には、戦
略兵器では弾道ミサイル「SS-27 Topol-M」、新 SLBM「プラバ」を搭載すると見られる試
コブラ機動は本報告書シリーズの平成 17 年度版に記述
MiG-21、MiG-31 は、日本兵器研究会編『世界の戦闘機･攻撃機カタログ』アリアドネ企画
５２村井友秀、阿部純一、浅野亮、安田淳編著『中国をめぐる安全保障』第 10 章ミネルヴァ書房
５３ 空対空ミサイルについては、青木謙知著『軍用機ウェポン・ハンドブック』イカロス出版
５０
５１

４３

験公開中の戦略弾道ミサイル原潜「YuryDolgoruky」、戦略爆撃機「Tu-95MS16」がある。
陸上兵器では、戦車「T-90」、装甲戦闘車「BMP-３」、自走砲「２S23 NONA-SVK」及
び「２S19Farm」、地対空ミサイル「SA-15 Gauntlet」、攻撃ヘリコプター「Ka-50 Hokum」
及び「Mi-28N Havoc」がある。海上兵器では、潜水艦「OscarⅡ」、「AkulaⅡ」、試験航
海中の「Lada」、空母「 Kuznetsov 」、駆逐艦「 UdaloyⅡ」がある。航空兵器は、Su-27
の改良版である「Su-27SMK」型と、対地攻撃機の「Su-34Fullback」、電子戦機の「A-50/50U

Mainstay」である。これらの大部分はソ連時代から研究に着手され 90 年代から配備され
たものが多い。最近になって配備または予定されたのは、「Tu-95」、「 YuryDolgoruky 」、
「AkulaⅡ」、「Lada」、及び「Su-34」などである。
この項の初めに述べたように、ロシアの国防費はここ 4 年間で約 3 倍に増大しているが、
欧米先進国との技術格差が生じている通常兵器の分野よりも、当面は戦略核の強化で劣勢
をカバーし、通常戦力の近代化が目に見える形になって表れるのは、これから数年後ある
いは 10 年後かもしれない。

３．中国の最近における軍備の近代化
昨年度の報告においては中国の軍事力の近代化について、中国の国防費が急増し始めた
と見られる 1988 年の軍事力の実態を基準として、その後の変化を大局的に把握し、若干
の評価を加えた。したがって今回の報告では重複を避けるため、主体を昨年度との比較に
おきながら最近の特異点の評価に留めている。
2008 年 3 月 4 日、米国防総省が発表した 2008 年度の「中国の軍事力」報告書によれば、
中国は不透明な体制で軍事力を大幅に増強し、台湾制圧の能力を短・中距離ミサイルの
1000 基以上の配備で高めるほか、海軍力の強化で尖閣諸島の領有や東シナ海の権益をめぐ
る紛争への対処能力を高めている。
中国の軍備拡張の目的について同報告書は「自国防衛の消耗戦から遠隔の地での領有権
や資源の獲得を争う戦いを遂行する能力の保持を目指す」とし、東アジア地域からグロー
バルな規模へと向かう「台頭する軍事パワー」と特徴づけ、「東アジアの軍事バランスを
変え、アジア太平洋を越える意味を有する戦略的能力を向上させている」と評している。
表 2-3-1 は、中国の国防予算、実質的国防支出と兵器の輸入額の関係を表している。
06 年度の国防予算は 353 億ドルで、前年比約 20％弱の伸びであったが、07 年度は 32％
強の伸びを示している。実質支出の推定は未だ不明であるが、06 年度は 18％強の伸びと

４４

なっている。しかし兵器の輸入額は前１項で述べたように、ロシアとの関係や未だに欧米
からの輸入に制約を受けていることや、国産兵器の増加により半減している。

中国の国防支出と兵器輸入対比

表２‐３‐１
年

度

1989

1991

1993

1995

1997

（単位：億ドル）

1999

2001

2003

2005

国防予算

66.7

61.1

64.9

76.0

97.0

126.0

170.0

223.0

295.0

国防支出

113.0

118.5

274.0

330.0

366.0

395.0

470.0

559.0

1,030.0

兵器輸入

0.7

1.9

11.0

7.0

5.4

15.4

31.4

20.7

33.5

2007
467.0
14.2

本表の数値は米ドルに換算した数値であり、元・ドルレートの変更によって二桁の伸びを示さない年もある。
（ミリタリ･バランス及び SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

（１）戦略兵器
中国が本格的固体燃料移動式 ICBM「東風（DF）31」（CSS-９）を配備したのは 01 年から
で、数量が確認されたのが 02 年である。射程 7,250 キロはアメリカ西岸のワシントン州
北部までであるが、これは当初ソ連を目標にしたためと思われ、そのためアメリカ全土を
射程下に収める「東風 31A」（11,840 ｷﾛ）を開発中である５４。ICBM の総量は 46 基であ
る。
中国海軍が 08 年５月下旬、
最新鋭潜水艦「晋（Jin）」級（094
型）に搭載された弾道ミサイル
（SLBM）の発射実験を朝鮮半
島西方の黄海で行った可能性が
高いことが、防衛省や在日米軍
により明らかになった。発射さ
れたのは最新の「巨浪２（JL2）」

（インターネット上に公開された「晋」級 SSBN）

とみられ、飛行距離が 8000 ｷﾛ
と米国本土の一部も射程に入れられる。なお、
「晋（Jin）」級潜水艦２隻及び「巨浪２（JL2）」
24 基は、07 年度に配備が確認された５５。同艦は排水量 7,000 トン、加圧水炉型原子炉 1
基、蒸気タービン２基を備え、速力 22 ノット、乗員約 100 名である５６。中国海軍が「晋」
級潜水艦を南海艦隊の主要基地、海南島に配備したことは、南方重視の姿勢と見られる。
海南島からは、比較的警戒が緩いバシー海峡を抜けて西太平洋に出るのが容易である。し
５４
５５
５６

『中国をめぐる安全保障』村井友秀、阿部純一/浅野 亮、安田 淳編著 ミネルヴァ書房
「産経新聞ニュース」08 年６月 4 日
別冊宝島『自衛隊 VS 中国軍』宝島社

４５

かし巨浪２は、海南島からインド洋をも射程に入れることができるため、インドは警戒感
を強くしている。

（２）陸上兵器
陸上兵器の近代化は 90 年度末から顕著となり、特に戦車、装甲戦闘車、自走榴弾砲及
び地対空ミサイルの近代化が著しかった。しかし最近では主力戦車「Type-98」が 80 両増
えて 160 両になっただけで、他の主要兵器には全く変化がない。因みに、戦車総数は 7,660
両であり、装甲戦闘車 1,000 両、装甲車 3,500 両、自走砲 1200 門、牽引野砲 14,000 門、
地対空ミサイル（地上式）280 基、対戦車ヘリ 31 機などである。
主力戦車「Type-98」は対戦車ミサイルも発射できる 125 ﾐﾘ滑腔砲を搭載、アクティブ
レーザー防護装置を装備し、重量 54 ﾄﾝ、最高速度 80 ｷﾛ、乗員 3 名、セラミック装甲であ
る５７。2006 年 4 月、新しい第３世代戦車 ZTZ-99 を北京、上海軍区に初度配置した、と
の情報があるが５８、『ミリタリバランス 2008』では確認されていない。

（３）海上兵器
中国軍の中で最も近代化が進んだのが海軍ではないかと思われる。最近の変化とし
ては、新型潜水艦 2 種の登場と 06 年から引き続いた駆逐艦の増強である。
攻撃型原子力潜水艦「商（Shang）級」２隻は「漢（Han）級」の後継として開発され、
魚雷発射管６門のみを装備し、なぜか艦対艦ミサイルは装備していない。諸種の情報によ
り静粛性に優れていると見られる。潜水艦の総数は 62 隻（戦略原潜を除く）であるが、
晋級は更に 2 隻、商級は更に 1 隻が建造中とミリタリバランスは報告している。
08 年 10 月上旬、東支那海において海上自衛隊が中国の潜水艦２隻を探知していたこと
が分かった。１隻は漢（Han）級原子力潜水艦 SSN で他の１隻は通常動力型と見られて
いる。両艦は横須賀に最近配備された米海軍原子力空母ジョージ・ワシントンが韓国に向
かう航路を待ち伏せして音響データなどを収集または示威行動を行おうとしたのではない
かとみられている。空母 JW は追尾されずに韓国に到着したが、中国海軍は潜水艦の増強
に連動して活動を活発化している５９。
駆逐艦は広州型及び蘭州型各 2 隻と旅州級 1 隻が 06 年度に就役した。07 年には更にロ

５７
５８
５９

『強いぞ自衛隊』洋泉社
米年次議会報告書『中国の軍事力 2007』

「産経ニュース」08 年 10 月 17 日

４６

シアから契約済みの杭州型 (ソブレメンヌイ)４番艦及び旅州級の１隻が就役した。
ミサイルフリゲートの最新型は 06 年から登場した「江凱（Jiangkai）級」（YJ-83SSM、
HQ-7SAM 搭載）
２隻である。08 年
10 月 17 日に長崎
県対馬市沖の公海
上で、新型フリゲ
ート艦と補給艦
が航行している

（写真は防衛省提供の江凱Ⅱ級フリゲート艦）

のを海上自衛隊の哨戒機が確認した。防衛省によると江凱Ⅱ級フリゲート艦（3900 トン）
で、2007 年に就役し４隻が稼働中とされる６０。ただしミリタリバランス 08 年ではⅡ型の
配備が確認されていない。駆逐艦の総数は 29 隻、フリゲート艦は 46 隻で変化がない。
揚陸艦は「 Yuting（玉亭）Ⅱ」（戦車×10
兵員 250 または貨物 500 ﾄﾝ）１隻が増強さ
れて、LST×27 隻、LSM×47 隻である。

（４）航空兵器
中国空軍の近代化は 90 年代に始まり、

（インターネットに公開された YutingⅡLST）

00 年代の前半で一段落した感があり、07 年には早期警戒機の機数が確認されたほか特に
増加はない。その一方で 07 年には、爆撃機 H-5/H-6 を 140 機、MiG-19 を 700 機余も退
役させ整理している。それでも海軍所属を含めれば爆撃機 212 機、要撃戦闘機 1,525 機、
対地攻撃機 847 機を保有している。なお、新鋭機は「殲撃 10」62 機、「Su-27SK」116
機、「Su-30MKK」73 機である。
近代的航空戦に欠かせない電子戦、早期警戒、空中給油機などについては、ロシアの早
期警戒機「A-50 Mainstay Iℓ-76」の 4 機が確認されている。電子偵察機「Y-8EW （An-12）」
4 機は、東シナ海におけるガス田周辺を周回し、九州・沖縄の自衛隊基地のレーダーが出
す電波情報を収集している。これとは別に、最近ロシア製旅客機ツボレフ 154M をベース
にした Tu-154MD 電子偵察機が民間機を装って日本の防空識別圏に侵入し始めている。
空中給油機 Iℓ-78 は、輸送機 Iℓ-76 とともにロシア製の部品を使ってウズベキスタンで

６０

「産経ニュース」08 年 10 月 17 日配信

４７

製造されたものである。

４．ロシア・中国の兵器技術の要素別の評価
ロシアの兵器工業は伝統的なハードウエアの面においては、欧米の近代国家のレベルと
概ね対等であり、ときに戦闘機や空対空ミサイルの機動性能など、いくつかの分野ではそ
れを凌駕するような技術も保有している。
しかし最近の軍事技術の近代化は民需中心の需要によって牽引されて発達してきた新
しい技術、すなわち情報化時代を支配する軍民共用技術によってもたらされたものである。
しかるにロシアの製造業はその民需部門において、明らかに欧米に劣っているために、民
需から兵器技術に反映すべき技術が何もないということになる。これが情報化時代におけ
るロシアの軍備近代化の大きな足枷になると思われる。
ロシアやロシアの兵器技術を受け継いできた中国が、そうした兵器技術上の弱点をカバ
ーするために、我が国の技術の何を狙っているのか、両国の軍事近代化における重視事項
や両国の兵器の技術上の弱点、これまでに漏洩した技術などから推論し、防衛すべき技術
が軍事上如何なる役割を果たすのかを概説する。

（１）ロシア・中国の軍近代化に関わる技術上の重視事項
プーチン首相は、大統領時代の 08 年 2 月８日にクレムリンで開かれた「拡大国家評議
会」での演説「2020 年までのロシア発展戦略」の中で、「バイオ、ナノ、情報技術の分野
におけるあらゆる先端科学の発展は兵器の分野に革命的な変化をもたらし得る」と述べた。
ナノテクノロジーは 10 億分の１ｍ（ナノメートル）の水準で物質を造ったり、それを加
工する技術で、IT 産業やバイオテクノロジー、新素材開発など将来の成長が期待される分
野の基礎技術となり、民生、軍事両面での幅広い応用が予測されている。すなわちこれが
ロシアの軍事技術上の弱点である。
湾岸戦争の実態に衝撃を受けた中国軍は、電子戦、C3Ｉ（指揮・統制・通信・情報）に
よる陸海空の戦力を総合し、精密兵器による姿なき戦争への対処が重要であるとの認識を
示している。また、中国の軍事戦略学界では、近代戦を精密攻撃・信息（情報）
・機動と捉
えているが、現実にはＣ4Ｉ（指揮・統制・通信・コンピュータ・情報）が中国軍の泣き
どころとなっている６１。
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08 年３月の米国防総省の年次報告「中国の軍事力 2008」によれば、中国が外国の技術
に最も重く依存し続けている緊要な分野は、誘導制御システム、タービンエンジン、精密
機械器具、進んだ診断装置や対話装置のような能力向上技術、高速タイピングに重要な応
用と処理、コンピュータ利用設計／製造（CAD／CAM）等の技術であると指摘している。

（２）各種兵器の兵器技術から見たロシア・中国の弱点
ロシアの戦闘車両には、アメリカの M1A2 エイブラムス戦車や、自走榴弾砲クルセイダ
ー・システムなどに組み込まれた、射撃統制装置のほかに戦闘遂行に必要な情報が全て表
示されるようなシステムを有しているという情報が寡聞にして見当たらない。これらの装
置には各種の情報システム技術、センサー技術やこれを車両に組み込む車両エレクトロニ
クス技術が関わっている。
水上艦艇の能力は搭載兵器と船体技術の両面から評価される。搭載兵器は同時多目標探
知能力のある多機能フェーズド・アレイ・レーダー及び高性能射撃指揮システム（イージ
ス）、同時多目標攻撃能力のある多連装ミサイル垂直発射機（VLS）が、船体技術はステ
ルス設計デザイン艦体が評価要因となる。しかしロシアの艦艇には搭載ミサイル以外に技
術的に話題に上る事項が少ないようである。これは中国についても言えることである。
航空兵器では、戦闘機等の機体構造や運動性能６２ではロシアはアメリカに勝るとも劣ら
ない技術能力を保持しており、空対空ミサイル AA-11(アーチャー)は西側を驚かせた高機
動の格闘戦用 AAM であるなど、ある面西側を追い越したことを示した。しかし、このよ
うな戦闘機の能力をフルに発揮するには、搭載レーダーだけに頼るのではなく、衛星を含
む広範多様なセンサーから得られる情報が整理・評価され、各戦闘機に的確に目標を指示
する指揮・統制システムが通信システムによってリアルタイムに機能してはじめて総合的
に戦力化される。ロシアの空中・警戒・管制システム（AWACS）は、中国がロシアから
ではなくイスラエルからそれを導入しようと試みた（結果は失敗）ことが、性能上の格差
がかなりあることを物語っている。
ロシアの兵器技術に頼ってきた中国の兵器技術は、ロシア兵器の欠点をそのまま受け継
いでいるはずである。たとえば、中国は 1970 年､日本に続いて世界第 5 番目の衛星打上げ
国となり、25 年もの打上げ実績を誇ってきた衛星打上げ請負国である。しかしながら衛星
を打ち上げ回収し、有人飛行を成功させる技術には優れているが、衛星を運用する技術特
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MiG-29 のコロコル機動は 2 章２(4)に、Su-27 のコブラ機動は 17 年版 2 章１(2)に記述
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にリモート・センシング技術が欠如しているとみられている。その証拠に、アメリカは 75
年ごろから電送型の衛星の運用段階に入っていたのに、中国の偵察衛星は 96 年まですべ
てフィルム式カメラ搭載の回収型衛星であったとされる。また、衛星の軌道を変換する技
術や同一のロケットから複数の衛星を別々の軌道に乗せる技術（弾道ミサイルの MIRV 化
に応用できる）も遅れていたとの指摘がある６３。
中国海軍は 06 年に出現した蘭州型駆逐艦を、イージス艦と位置付けているようである
が、いまだミリタリバランスには同艦について「Aegis」との表記がない。外見上フェー
ズド・アレイ・レーダーを装着しても、高性能射撃指揮システム（イージス）が完備して
いるか不明なのであろう。

（３）過去の不正輸出及び技術漏洩事案
情報技術に係わる事案としては、1994 年に微量の光を増幅して画像処理する「イメージ
増強管」
（暗視装置）の部品（電子機器）が中国へ不正輸出されている。また 04 年には光
通信大容量伝送システムに不可欠の機器で、ミサイルの誘導装置にも使われている光通信
用機器「可変光減衰器」（VOA）がロシアに持ち出されている。このとき、ミサイルの命
中精度を高める上でも重要な赤外線センサーも求められている。
指揮･統制機能に係わる技術としては、07 年のイージスシステム全般に係わる技術が中
国に漏洩したと考えられる。また、「F-16」戦闘機などのテクニカル・オーダー（技術指
示書）などがロシアや中国に流れた。
製造組立技術の分野では、99 年に核兵器開発に転用可能な精密測定装置が中国へ不正に
輸出された。05 年には潜水艦の特殊鋼材の溶接方法などに関する資料が中国に持ち出され
た。06 年の中国への無人ヘリコプターの不正輸出は、ヘリコプターそのものへの関心とロ
ボット技術の両面への関心ではないかと思われる。
材料技術としては、06 年に各種の兵器製造に用いられる炭素繊維が中国に流出した。

（４）ロシア（中国）が欲する日本の技術の軍事的意義６４
前各号を基に今後ロシア・中国が指向してくると予想される日本の技術について検討す
る。
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㈶防衛技術協会編『ハイテク兵器の仕組み』日刊工業新聞社などによる
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ア．情報システム関連技術
情報化時代の指揮・統制装置において不可欠の、多彩なセンサーからもたらされる情報
資料を迅速・正確に処理して、作戦指揮に必要な情報を画像及び文字情報で人間の前に表
示される機能は、主として「高性能計算」や「ヒューマンインターフェース」の技術によ
る。必要な情報には、三次元デジタル地図（地形を立体的に表示）、敵情や友軍の配置、射
撃に直結する正確な目標情報、地形・気象（視界、射界、電波の有効範囲、障害度など）
データ、その他脅威情報や人事・兵站の現状及びその他の管理事項などが望まれる。
「高性能計算」技術は、センサーが感知した情報を精確な目標情報に変換し、各種の条
件を素早く算定して効果的な打撃を可能にするという、将来的な戦闘力の向上に直接係わ
る技術でもあり、情報機器のセンサーや精密誘導兵器の制御装置に組み込まれる。ヒュー
マンインターフェースは、司令部要員はもとより戦闘機、攻撃ヘリコプター、各種戦闘車
両のパイロット・オペレーターの視認システムにおいて、上記の諸情報が簡便な操作で迅
速かつ分かりやすく表示され、状況の把握や装備品の操作を迅速・容易にし、戦闘グルー
プ間の対話や連携を支援する。
「知能システム」が、パイロットやオペレーターの負担を軽減する意味で果たす役割も
大きい。知能システムは、人間の介入や事前のプログラムの制約なしに、新しい要求や状
況の変化に自動的に対応するシステムを実現するので、知的センサー、自動化した車両や
装備品において、人間の危険を軽減し戦闘効率を向上させることが出来る。
また高性能計算技術は「モデリング＆シミュレーション」の技術と連携することによ

って、各種の実戦的な訓練用シミュレーターや、指揮・統制装置における作戦シミュ
レーションを可能にし、合理的かつ迅速な状況判断に資する。また、装備品の研究開
発において、技術的設計から製造過程及び試験までの効果的な管理を可能にし、装備品（シ
ステム）の製造行程に入る前にその性能、操用性及び生産性等について完全に評価・確認
することも出来る。複雑な装備品の製造や工程管理においては「CAD／CAM」技術の役
割も重要である。
情報を伝達する上において重要な技術が「ネットワーク＆スイッチング」及び「信号処
理」の技術である。前者は広域ネットワークの運営による指揮・統制機能の確保に必要な
機能であり、戦場における障害や妨害に際して交換ネットワークを再構築し、通信を継続
して確保することができ、固定又は移動の通信の継続確保により、大量の情報の交換を可
能にし、作戦状況の変化に応じた柔軟な作戦の指揮･統制を可能にする。イージス艦で有名
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になったフェーズド･アレイ･レーダーの心臓部に当たる「移相器」には高度の「スイッチ
ング」技術や「高性能計算」が役割を果たしている。後者はレーダー、ソナー、赤外線な
どの作戦用センサーにおける映像解析と、強度の妨害環境下でデータの正確性と信頼性を
維持し、情報処理速度を向上させるなど情報伝達に不可欠の技術である。因みに、湾岸戦
争においては、宇宙、空中、地上や水中からの多量の情報と指揮統制のための大量の通信
が行き交い、多国籍軍の参加将兵は 36 か国、80 万人に及び、通信系は 1 万チャネル以上、
３万５ 千以上の周波数割り当てが必要とされたという。

イ．電子関連技術
日本は世界有数の IC 製造国であり、高品質・低欠陥のウエハーの「IC 生産技術」を有
している。特にシリコン、サファイア、又はガリウムの化合物の単結晶シリコンインゴッ
ト形成と、400－750 ミクロン厚のウエハーにスライスする技術に優れる。これらの製品
は小型・高性能の各種近代兵器生産に不可欠のものである。また、特に酸化処理技術は、
シリコン IC の対放射線防護性強化のために不可欠の技術である。
「マイクロエレクトロニクス」は、装備品のコンピュータ、航行装置、通信、誘導、制
御などにおける高速データ処理化、高出力化、耐環境性、高部品密度、低電力消費、対放
射線防護、非揮発性メモリー、広温度特性、高信頼性を保持する上で必要な技術である。
「オプトエレクトロニクス」は、今後最新兵器の全てが必要とする技術である。特に目
標探知、捕捉誘導、コンピュータ応用、電子戦・電子情報等の分野において、高速データ
処理、対放射線強度、利用周波数帯域の拡大、堅牢性が向上する。また目標のリアルタイ
ム識別や映像処理が格段に向上する。電子戦及び電子情報には欠かせない技術である。

ウ．製造・組立関連技術
日本が特に優れているのは高度の組立、表面処理、精密機械及びロボットなどの技術で
あり、いずれも精巧な近代兵器製作に関わりを持っている。
「高度組立・処理」の技術は、
複雑な成形を伴う薄板金属構造の組立技術であり、ミサイル構造、ジェットエンジンのよ
うな薄板で長い同心の中空胴体の組立など特に航空機の構造に不可欠の技術である。また、
塗装技術、原材料の保護技術は逆環境下でのセンサーシステム、電力システム、ガスター
ビンエンジン、ベアリングその他の部品等の対放射能防護、磨耗・腐食防止、長寿命化に
必要な技術である。これらの技術は総じて、兵器の性能、耐環境性、操用性、生産性を向
上させる。
このような高度の組立技術を支える精密機械を作成する「生産機械」の技術は、複雑な
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形状を呈する航空機、潜水艦、艦船のプロペラ（特に静粛プロペラ）、タービンやコンプレ
ッサーのブレード、その他の製造に不可欠である。この中には核兵器の製造に必要な機械
を含んでいる。光学的高品質表面の生成に広く使われる一点ダイアモンド切断機とフライ
切断機の技術は、ミサイル防衛システムに関わるシーカーの生産、IR 光学装置、ミサイル
ドーム、X 線光学装置、大出力レーザーの位置調整などに必要である。勿論それのみなら
ず、あらゆる兵器システムにおいて、寸法精度や形状制御及び品質を向上させる。
日本の産業用ロボット技術は世界の最先端をいく。この「ロボット技術」は、車体をベ
ースにして弾薬や地雷など危険物の処理、放射能等による汚染地域における各種作業、

各種のセンサーを搭載して市街地等における情報収集などに用いられる。飛翔体をベ
ースにした無人偵察機は今や情報化時代の装備品としての価値が極めて高い。ヤマハ
発動機の無人ヘリコプターが問題になったのも、これが偵察・情報収集に応用される
可能性があるからである。水中の搬送体としては後述の「水中、深海潜水技術」や「人
工知能」技術などと組み合わされる。更に製造装置と組合わせて、重要な兵器の生産
や試験も可能となる。

エ．その他の技術
「車両エレクトロニクス」の技術は、劣悪な戦闘環境下にある戦闘車両に指揮システム
装置を組み込む技術であり、高性能のフラットパネル戦闘用表示装置の機能発揮や膨大な
情報データの伝送／表示を可能にし、乗員の迅速な兵器操作に資する。戦闘車両や移動指
揮用作戦センター用車両ばかりでなく、航空機のコクピット、艦艇の作戦・情報センター
などにも応用される。
「水中、深海潜水技術」は、深海への潜水潜航技術と「ロボット／マニュピレーター」
技術の組合わせにより、遠隔操作で深海での視認点検、非破壊試験、捜索、測量、溶接、
掘削等が可能であり、機雷処理、監視、情報収集、作戦用海図作成、障害物の設置・回収
などに応用される。
日本は「シール技術」と「コーティング技術」の分野で最も進んでおり、あらゆる兵器
に関してその耐熱性、耐水性、耐腐食性、対衝突性などを向上させ、兵器の抗堪性、信頼
性、生存性などを高める。
以上のように我が国の民生技術は、情報化時代において勝利するための装備システムの
ほとんど全てにとって欠かすことにできない技術である。これを保護することは我が国の
安全保障の重要な一環である。
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第３章

兵器及び兵器技術情報の移転に関する
国際取決めと国内法の整備

本章では、例年に引き続き核の拡散に関する国際的取決めに対する北朝鮮やイラン、シ
リアの違反・疑惑の実態及び国際社会の取り組みを概観する。また、今年度の特性から移
転防止に向けた日本の法令整備への取組みについて概観する。

１．北朝鮮の核開発凍結問題
北朝鮮の核開発凍結問題に対する当初のアメリカの姿勢は、北朝鮮が望むアメリカとの
二国間交渉を拒否するとともに、後戻りできない全ての核の完全廃棄であった。しかしな
がら任期中における決着を急ぐブッシュ政権は米朝の二国間交渉に応じ、結果としてアメ
リカの譲歩のみが実行に移された感がある。

（１）米朝協議とアメリカの譲歩
06 年 12 月の６カ国協議から、アメリカは米朝二国間協議に応じ、07 年１月にはベルリ
ンで初の米朝二国間協議が行われた。この結果マカオの金融機関バンコ・デルタ・アジア
の北朝鮮資金凍結は解除に向かい、同年２月の６カ国協議開催につながった。
07 年２月の６カ国協議での合意事項は、核放棄を前提に「北朝鮮は 60 日以内に寧辺の
核関連施設（再処理施設を含む）の停止（shut down）及び封印（seal）を行い、IAEA に
よる監視を受け入れる【初期段階措置】。これに対して他の５カ国は見返りの緊急エネル
ギー支援として重油５万トンを支援する。北朝鮮が施設を無力化し、核計画の申告を行う
ことで【第２段階の措置】、95 万トンの重油に相当する規模を限度とする経済・エネルギ
ー・人道支援を行う」というもので、前途に希望を持たせるものであった。
３月には金桂寛代表が訪米し、６月にはヒル次官補が訪朝して対話が重ねられた。
10 月３日発表の６カ国協議共同文書【10･3 合意】に第２段階の措置に関する合意が盛
り込まれた。無能力化の対象は寧辺にある実験用黒鉛減速炉など 3 施設に限ることで合意
し、見返り支援が話し合われた。再稼動を困難にする方法でも合意が得られ、核計画の申
告と引き換えに、テロ支援国家指定解除などが合意されたようである。しかし、核計画の
申告から高濃縮ウラン問題とシリアへの核拡散問題は切り離されることになった。しかし
10.3 合意にもかかわらず、核廃絶作業や核計画の申告は進展せず、12 月にはヒル次官補

５５

は２度目の訪朝を行ったが、年内の無力化は先送りとなった。
08 年５月 28 日の米朝協議で、北朝鮮による核計画の申告の実施と、それに伴って米国
が行うテロ支援国家指定解除の履行期限や手順について話し合われた模様である。
このように、米朝協議で実質的な話し合いが行われるようになった結果、６カ国協議は
これを追認する場と化した。

テロ支援国家指定解除
（２）テロ支援国家指定解除問題

解除の条件は、過去６ヶ月間、テロ

アメリカのテロ支援国家指定解除問題が話題

を支援していないことや、その後もテ
ロに係わらないと確約していることが

を呼ぶ中で、ライス国務長官は申告内容の検証が

必要で、これらを証明しなければなら

必要との認識を強調し、北朝鮮の対応を見極めて

ない。

テロ支援国家指定解除などに関して決定すること

大統領は解除発効の 45 日前までに議
会に解除方針を通告する。

になると表明した。同長官はテロ支援国家指定解

1987 年の大韓航空機爆破事件を受

除や敵国通商法の適用終了などを受け入れたとし

け、北朝鮮は翌 88 年に「テロ支援国家」

ても他に多くの制裁が残っている」と述べている。
金桂寛外務次官らが４月下旬、平壌を訪れたア

の指定を受けた。現在北朝鮮のほか、
イラン、シリア、スーダン、キューバ
が指定されている。

メリカのプリチャード元朝鮮半島和平担当特使に
対し、非核化プロセスの最終段階で廃棄対象となるのは「（寧辺の）プルトニウム関連施
設に限られる」と明言していたことが分かった６５。北朝鮮は 05 年９月の６カ国協議の共
同声明で「すべての核兵器と既存の核計画」放棄に合意しているが、プルトニウム関連施
設の廃棄にとどまった場合、北朝鮮が保有していると推定されている核爆弾に含まれるプ
ルトニウムや、核実験施設などは温存される６６。

敵国通商法とは

ヒル米国務次官補は、北朝鮮の核計画申告を受

米国が 1917 年に制定した法律で、輸

けてテロ支援国家指定解除の手続きに入っても、

出入のほか、外為取引、海外での資産移

実際に発効するまでの 45 日間に、申告内容の検

動などの規制、禁止を可能にできる内

証方法を明確にする考えを示した６７。結局申告内

～53 年）当時に適用され、法律に従っ

容はプルトニウムに関するものだけであり、シリ

て制裁がなされた。

ア等外国への拡散とウラン濃縮問題は別の非公開
文書として提出され、核爆弾の保有については【次

容。北朝鮮に対しては朝鮮戦争（1950

北朝鮮は「米国の対共和国敵視政策」
の一環とみており、テロ支援国家指定同
様、解除を要求している。

現状でウラン濃縮（核分裂物質生産）が進んでいないことから生じた案で、ブッシュ大統
領は 4 月にこれを了承したようである。
６６ 「産経ニュース」08 年５月 30 日配信。
６７ 「産経ニュース」08 年６月 24 日配信。
６５

５６

の段階(第 3 段階)の措置】まで明らかにされないことになった。
北朝鮮は 6 月 26 日に議長国の中国を通して米国側に膨大な資料を渡し、核計画の申告
を行い、27 日に冷却塔爆破ショーを行った。中国が久しぶりに議長国としての役割に努力
した成果と言われる。北朝鮮の核廃絶問題は大きな一歩を踏み出したとみられた。
しかし先に述べたように、
「申告」内容は当初の米朝合意からはまったく逸脱している。
それでもアメリカは、核計画の申告の検証は「北朝鮮の核活動の全体像をつかむための
出発点」と位置づけ、プルトニウム計画だけでなくウラン濃縮計画も含めたすべての核施
設への立ち入りのほか、施設内にある空気や物質の試料採取を求めている。空気中の塵（素
粒子）も測定し、未申告活動の痕跡がないか調べることを目的としているとみられる。
しかし北朝鮮が検証手続きに同意していないため、発効が先送りされる公算が高まって
きた６８。こうして当初予定された 45 日後の８月 11 日が過ぎても、アメリカによるテロ支
援国家指定解除は行われなかった。
北朝鮮は指定解除が延期されたことに対し、８月 18 日「これは非核化実現の基本であ
る『行動対行動』の原則に対する明白な違反行為」と非難した。北朝鮮外務省は、アメリ
カが指定解除をしないのは６カ国協議での 10･3 合意（第２段階合意）に違反していると
して、その対抗措置として寧辺にある核施設の無能力化の作業を８月半ばから打ち切り、
原状に戻すことも考慮していることを明らかにした６９。
IAEA のエルバラダイ事務局長は 22 日、本部のウィーンで開幕した９月定例理事会で、
北朝鮮の寧辺の核施設に設置されていた IAEA の封印と監視カメラを北朝鮮が撤去するよ
う通告してきたことを明らかにした７０。
アメリカのヒル次官補は 10 月 1 日に訪朝し、朴宜春外相や６カ国協議首席代表の金桂
寛外務次官と会談した。６カ国協議筋によると、米政府首脳部が検証方法に関する協議結
果を承認すれば、米国が北朝鮮に対するテロ支援国家指定を解除するとほぼ同時に、北朝
鮮が議長国の中国に検証計画を提出する方向で調整が進んでいるとのことであった。
ヒル次官補は北朝鮮との合意に達したとして、日韓には 3 日ソウルで、中露には 4 日北
京で会談の結果を報告した。しかし合意の細部はライス長官に報告後ということであった。
ヒル次官補は、6 日にライス長官に核施設の検証手順などで基本合意に達したと報告した。
これによって北朝鮮が検証計画を中国に提出すればテロ支援国家指定を暫定的に解除する
「産経ニュース」08 年８月７日配信。
核の無能力化を終えれば、次は核廃棄しかない。核を放棄すればただの国になって誰も相
手にしてくれないことを北朝鮮はよく知っている。
７０ 「産経ニュース」08 年９月 22 日配信。しかし、実際は既に撤去されていた。
６８
６９

５７

ことになった７１。10 月 11 日、アメリカはテロ支援国家指定を解除し、北朝鮮は無力化作
業を再開するとともに、IAEA の査察要員に施設への出入を許可した。

（３）テロ支援国家指定解除の北朝鮮への効果
北朝鮮はアメリカの指定解除に対する勝利宣言を行い、対米外交勝利の原因はミサイル
発射（2006 年７月）と核実験（同年 10 月）と明記し、ミサイル発射、核実験ともに米国
の金融制裁への対応（報復）だったとしている。アメリカは北朝鮮の“核とミサイル戦術”
により、核対決か直接対話かを迫られ、対話を選んだとも表明している７２。
米国によるテロ支援国家指定解除は、対米関係改善を
背景にした対外攻勢と投資誘致の可能性を北朝鮮にもた
らしている。北朝鮮と中露両国はもとより中東諸国やア
ジア各国との往来が増加し、外交の主軸を経済・安保に

テロ支援国家指定解除と
敵国通商法の解除の効果
北朝鮮は手続き上、国際金融
機関（世界銀行、アジア開発銀

置き、米国への牽制とみられるシリア、イランなど反米

行など）からの融資を受けるこ

国家との連携も強化している。

とが可能になる．

北朝鮮は 10 月にロシアとの間で羅津－ハサン間の鉄

外国為替取引、資産移動など
の規制が解除されれば、第 3 国

道と羅津港の改修に関する取り決めに正式調印、クウェ

及び韓国などからの経済・技術

ートと航空協定を締結し、11 月には昨年国交を回復した

支援獲得にも道が開かれる。

ミャンマーとビザ免除協定を結んだ。首脳や閣僚級の往
来ではミャンマー外相、モンゴル国防次官らが訪朝。国営メディアは中朝両国の党、軍、
経済使節団、芸術団などの出入りを連日、報じている。北朝鮮も朴宜春外相の訪露や朝鮮
労働党代表団の東南アジア歴訪など対外活動を活発化させている。
投資分野ではクウェート政府の対外援助機関、クウェート・アラブ経済開発基金との借
款協定をはじめ、７年前に国交を結んだブラジルが北朝鮮の働きかけで平壌に大使館開設
の検討を開始した。ブラジルは鉱山開発に技術力があり「大使館進出は今後の地下資源開
発への意欲の表れ」ともされる。対米牽制外交も同時に強化し、核開発協力疑惑の濃いシ
リア、イランとの要人往来が顕著だ。シリアには昨年、北朝鮮の崔泰福最高人民会議議長
が訪問したが、今年は与党バース党代表団、軍代表団が訪朝した。
北朝鮮は「テロ支援国家指定解除で北朝鮮に対する“呪文”は解けた」
（北朝鮮関係筋）と
位置づけ、「対話路線の米オバマ次期政権」との核交渉では、「米クリントン前政権で獲得
７１
７２

「産経ニュース」08 年 10 月７日配信。
「産経ニュース」08 年 10 月 15 日配信（北朝鮮から日本の朝鮮総連向けの文書）。

５８

した軽水炉」に照準を合わせているとの分析が大勢である。
初秋にかけ北朝鮮を訪問した複数の日本人らによると、首都平壌は目下、建物の改修や
道路補修の工事ラッシュで、平壌のホテルには「欧米人の姿が目立つ」ともいわれる。昨
年から民間投資を始めたのはエジプトやフランスである。エジプトは移動通信分野、フラ
ンスはセメント事業で９月末には進出企業の社長が招請され国家元首の金永南最高人民会
議常任委員長と会見する待遇を受けている。エジプトはナセル大統領時代から友好国で、
フランスは国交はないもののミッテラン元大統領が大統領就任前に訪朝、パリに北朝鮮代
表部があり、目下、北朝鮮は外交攻勢をかけている７３。

（４）核計画検証と資料採取文書明記問題
北朝鮮は IAEA の査察を受け入れ、無能力化の作業を開始した。しかし IAEA の事務局
長は韓国政府高官に、米朝が合意した北朝鮮の核計画検証方法に強い不満を表明したと伝
えられている。IAEA の役割が「諮問と支援」に限定されており、検証内容についても査
察の対象が北側の申告する核施設に限られるなどの欠陥についての批判である。
ヒル次官補は 10 月 23 日、共同通信などとの会見で、北朝鮮の核計画申告検証で施設立
ち入りなど北朝鮮国内での作業について、11 月中旬までの開催が見込まれる６カ国協議首
席代表会合で検証方法に最終合意後、年内にも着手する意向を示した。更に、最終合意後
は５カ国の作業団が合同で訪朝し、検証に当たっていくとした。
11 月 6 日、ヒル次官補は６カ国協議の北朝鮮次席代表、李根外務省米州局長とニューヨ
ークで会談後、北朝鮮の核計画申告の検証での「科学的手段」は、核施設からのサンプル
採取を対象とするとの「明確な理解がある」と強調したが、北朝鮮はサンプル採取という
文言を文書に盛り込むことを拒否していた。実は 10 月 11 日、アメリカが北朝鮮のテロ支
援国家指定を解除した際、デサッター米国務次官補（条約検証・順守担当）は記者会見で、
北朝鮮がサンプル採取に同意したと明言し、「大きな取引だ」と意義を強調した。しかし
実際は北朝鮮が同意したのは口頭であって文書化には合意していなかった。
それでも米国務省のソン・キム６カ国協議担当特使は 11 月 24 日、「米朝間で合意した
内容に理解の相違はない」と述べ、サンプル採取は可能だとの認識を強調した。12 月８日
に予定された６カ国協議を控え、ヒル次官補はシンガポールで金桂寛外務次官と協議した
が、協議後の両者の言い分は食い違っていた。日米韓３カ国の首席代表は３日、試料採取

７３

前頁「北朝鮮から日本の朝鮮総連向けの文書」後は「産経ニュース」08 年 12 月 9 日配信。

５９

を含め検証方法の文書化の必要性を確認しているが７４、６カ国協議は不安な幕開けとなっ
た。
12 月８日の６ヶ国協議では、寧辺の核施設無能力化の見返りとなる経済・エネルギー支
援を来年３月までに完了させることで大筋合意したものの、無能力化も同時期までに完了
させ、検証方法文書化の合意も必要との主張が出ており、予断を許さない状況となった。
焦点の検証は、北朝鮮が今年６月に提出した核申告書の内容が事実と一致するかを確認す
る作業である。日米韓は、核兵器にも使われるプルトニウムの抽出量を推定する上で核物
質の試料採取が不可欠だとして強く求めている。しかし、北側は試料採取の文書化を拒否
し続け、「主権侵害行為だ」と反発した。
会議は、李明博政権に替わったため日韓両国がタッグを組んで北側に譲歩を迫ると同時
に、任期も残り少ないブッシュ政権下での「駆け込み合意」を目指して浮足立つアメリカ
を牽制する形になった。そうして６カ国協議は進展なく終わった。次回協議の日程も決ま
らなかった。10 月の米朝協議で「核施設の検証方法について合意に達した」として、北朝
鮮に対するテロ支援国家指定を解除したブッシュ政権の判断の甘さを露呈したといえる。
テロ支援国家の再指定問題については、
「北朝鮮は過去６カ月間テロ支援をしていない」
などの解除要件を満たしたと判断したため、手続きとして難しいとの予想である。交渉は
09 年１月に発足するオバマ次期政権に委ねられることが濃厚となった。

（５）北朝鮮のウラン濃縮と違法輸出
核兵器は核分裂兵器（ウランまたはプルトニウム）と核融合兵器（水素やリチウム）に
大別されるが、今日の進歩した核分裂爆弾は、核融合エネルギーを部分的に使うことによ
って爆発力を大にしつつ、小型・軽量化が図られている。
08 年６月 26 日、北朝鮮が議長国の中国に対して行ったプルトニウムに関する申告で、
06 年 10 月の核実験においてプルトニウム２Kg７５を使用したとの申告がある。それが事
実とすれば核融合エネルギーを部分的に使ったかなり高度な爆弾であるとみられる。ただ
しこれをミサイルに搭載するとなれば、対衝撃機構、安全機構、安全解除機構など兵器と
しての機能を整えなければならないから、すぐには実用には供しがたいと思われる７６。し
かし、北朝鮮が保有していると申告したプルトニウムの量は 38 キロであり、これだと

７４
７５
７６

「産経ニュース」08 年 12 月４日配信。
プルトニウムの核分裂爆弾のみの場合は臨界量は５Kg といわれている。
DRC 朝鮮半島研究会編『いつまでもどこまでも果てしなく危ない朝鮮半島』光人社

６０

10 数発のプルトニウム爆弾が製造できることになる。

北朝鮮の核問題をめぐるクロノロジー
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07
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向

３
６
10
12
８
１
10
12
１
４
８
２
９
７
10

北朝鮮、核拡散防止条約（NPT）脱退を表明。その後、復帰

12
１
２
６
10
11
６

６カ国協議再開。北朝鮮が米国の金融制裁に反発し決裂

８
９
10

検証内容に関し合意に達せずテロ支援国家指定は解除されず。

12

北朝鮮、国際原子力機関（IAEA）脱退を宣言。カーター元大統領が訪朝し、金日成主席と会談
米朝枠組み合意調印
朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）と北朝鮮に軽水炉提供で調印
北朝鮮で軽水炉着工
ブッシュ米大統領が北朝鮮を「悪の枢軸」と非難。
ケリー米国務次官補が訪朝。北朝鮮、高濃縮ウランによる核開発計画認める
北朝鮮が核施設の再稼動・建設を発表。IAEA 査察官が退去
北朝鮮 NPT 脱退を宣言
米朝中の３カ国協議で北朝鮮が核保有を表明
北京で第 1 回の６カ国協議開催
北朝鮮外務省、「自衛のための核兵器を製造」と声明
６カ国協議で共同声明採択。北朝鮮が核放棄を約束
北朝鮮が日本海に向けてミサイルを発射
北朝鮮が核地下実験に成功したと発表
国連安保理が国連憲章７条に基づく対北制裁決議案を採択
米朝がベルリンで初の二国間協議。北京では金融制裁問題を協議
６カ国協議で協同文書発表。北朝鮮の核廃絶への初期段階措置で合意
金融制裁解除→送金開始
６カ国協議で第 2 段階の進め方合意

(10.3 合意)

北朝鮮が寧辺の核施設の無能力化作業などに着手
18 日 ライス米国務長官、北朝鮮のテロ支援国家指定解除を明言
26 日 核計画の申告書提出「核実験に２キロ、抽出は 30 キロ」
北朝鮮が実験用黒鉛炉の無能力化中断、IAEA の封印を撤去 復旧本格化へ
米 ヒル代表訪朝、合意に達したとライス長官に報告。これを受けて北の
「テロ支援国家指定」が解除。無能力化の作業再開。
８日 6 カ国協議開催。大筋合意も、検証方法で北がサンプル採取を拒否して
協議は決裂。次回開催の予定も立たず終了。

（「産経新聞」08 年６月 27 日記事を基に筆者が加除修正して作成）
核分裂爆弾のもう一方のウラン爆弾の原料はウラン 235 であるが、これは大量のウラン
238 の中に 0.7%しか含まれていない。したがってこれを得るにはまず精錬したウラン金属
を濃縮工程にかけて、ウラン 235 を 90％以上にする必要がある。ウランはプルトニウム
に比して放射能が少なく取り扱いが容易で、製作を秘匿し易いという利点があるが、濃縮
のための遠心分離装置と大量の電力を必要とする。また、臨界量が 22Kg と爆弾１個を作
る量がプルトニウムより多く必要である。

６１

最初に原爆を作成しようとする国はウラン爆弾からと言われるが、北朝鮮は核計画の申
告においてウラン濃縮を先送りし、当面はプルトニウム計画だけで良しとした。これは、
ウラン濃縮技術が未だ確立されていないから急がないとの判断によるもののようである。
しかし、北朝鮮がウラン濃縮技術に取り組んでいないという確証はない。むしろ違法な輸
出管理の事例からはこれに取り組んでいるとの疑いがある。
まずアメリカは、02 年６月までに「北朝鮮がロシアからウラン濃縮に使える高強度アル
ミニウム管 150 トンを輸入している。また同じ高強度アルミニウム管 200 トンをドイツか
ら輸入しようとして失敗した」との情報を得ていた。北朝鮮は当初これを否定していたが、
07 年の米朝作業部会で第三国からアルミニウム管を調達した事実を認めた７７。
日本は、03 年に貿易商社「明伸」がウラン濃縮など核兵器の開発に転用できる「直流安
定化電源装置」３台を北朝鮮に不正輸出しようとして家宅捜査を受けた。未遂ではあるが
このほかにも電子部品などを輸出している。06 年に精密機械メーカーの大手である「ミツ
トヨ」が、ウラン濃縮用の遠心分離機の管理などに用いられる三次元測定装置２台を輸出
して核の闇市場に流れた７８。北朝鮮に渡っていないという保障はない。
日本は上記のほかにも核兵器開発に必要な各種器資材を不正輸出し、北朝鮮の核開発を
間接的に援助している形である。

２．イランの核開発と北朝鮮
（１）イランのウラン濃縮問題
英国のシンクタンク、国際戦略研究所（IISS）は 20 日、「中東の核開発計画」と題し
た報告書を発表した。この中で、イランの核開発をきっかけに 2006 年２月から 07 年１月
までのわずか 11 カ月間に中東で少なくとも 13 カ国が民生用の核開発計画を公表したとし
て、こうした民生用計画と並行して核兵器開発が密かに進められる危険性を指摘している。
報告書によると、イランは 06 年１月、核燃料製造の研究再開を公表。国連安全保障理
事会の制裁決議にもかかわらず、現在も中部ナタンツの核施設でウラン濃縮活動を続けて
いる。同国は弾道ミサイル開発も進めているため、近隣諸国に危機感が広がり、06 年２月、
トルコが原子力発電所３基を建設する計画を発表したのを皮切りに、エジプトや湾岸協力
会議（GCC）諸国などが相次いで核開発計画を明らかにした。なかでもシリアをめぐって
７７
７８

DRC 朝鮮半島研究会編『いつまでもどこまでも果てしなく危ない朝鮮半島』光人社
我が国をめぐる兵器技術情報管理の諸問題（平成 17 年版、19 年版）
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は、北朝鮮の支援でプルトニウム製造を目的とした原子炉を建設していた疑いが浮上、07
年９月にイスラエル軍が空爆する事態に発展している。
報告書は“ドミノ現象”の発端となったイランのウラン濃縮活動停止や国際原子力機関
（IAEA）の体制強化、民生用核開発の透明性、中東での軍縮と抑止力確保が必要と指摘
している。また、主要国に最優先で核拡散防止に取り組むよう求めている。しかし、イラ
ン核問題をめぐる６カ国協議（国連安保理常任理事国にドイツを加えた 6 カ国）や中東和
平交渉が難航する中で、課題は山積みといえそうである７９。
ウランの濃縮活動の継続により、アメリカを初め各国から制裁を受けているイランが、
外国企業から軍事転用可能な汎用器材を輸入するため、隣国のトルコ国内に中継貿易を行
うための会社設立計画を進めていることが判明している。トルコはイランと国境を接して
いるので、物資や器材の搬入が比較的容易である。トルコ政府はトルコ企業と偽って設立
された企業「ステップ」から、イラン移送予定のアルミニウムや電子機器を押収した８０。
欧米など 10 カ国の情報活動によれば、イランは高性能起爆装置実験やミサイル弾頭開
発など、核兵器の製造研究をしていた可能性が強い。
イランの核開発問題に対する６カ国は、イランがウラン濃縮活動を停止した場合の新た
な「包括的見返り案」について５月に合意しており、６月に６カ国の代表がイランを訪問
してこの新提案をイラン側に手渡した。しかしイランの反応は否定的でウラン濃縮活動は
継続するとたびたび表明している。
08 年１月の安保理によるイランへの第３回目の制裁決議に反対しなかったロシアである
が、５月末にフランスを訪問中のプーチン首相は、31 日発行の仏ルモンド紙とのインタビ
ューで、「イランが核兵器所有に向けて準備していることを示すものは何もない」と明言
し「イラン人は誇りある国民だ。彼らは独立を享受し、民生用の核を持つ正当な権利を行
使することを望んでいるだけだ」と述べた。そのうえで「イランが国際原子力機関（IAEA）
に協力し、核兵器を開発する意図がないことを示す必要がある」と強調した。
プーチン首相の発言に呼応するかのように、イランの最高指導者ハメネイ師は６月３日
の革命指導者の故ホメイニ師の死去 19 年の式典演説で、あくまで核開発を進める決意を
示す反面、「賢明な国家は核兵器を開発しない。核は使用できず、価値のない兵器だ」と
述べ、核開発計画が平和目的で、イランに核兵器開発の意図はないと強調した８１。

７９
８０
８１

「産経ニュース」08 年５月 21 日配信
「産経新聞」08 年４月 30 日記事
「産経ニュース」６月４日配信
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欧州連合（EU）は８月８日、国連安全保障理事会決議に反してウラン濃縮を続けるイ
ランに対し、金融取引の制限や貨物検査の徹底などを含む新たな制裁を科すことを決めた。
６月にイラン国営メリ銀行のＥＵ域内の資産凍結などを決めたのに続く制裁強化となった。
新たな制裁は次の事項が柱となっている８２。
①

ＥＵ加盟 27 カ国によるイラン側への信用供与などの制限

②

サデラト銀行などイラン国内に本拠を置く金融機関の活動に対する監視

③

イランからの航空、船舶貨物に関する検査の強化

一方、国際原子力機関（IAEA）の外交筋によると、核開発を進めているイランは遠心
分離器を約 4000 基設置、ウラン濃縮用として実際に稼働しているのは約 3500 基である。
９月 19 日に国連安保理の常任理事国にドイツを加えた６カ国による 4 本目の制裁決議
が検討され、同月下旬に開催される国連総会の機会に６カ国の外相会議が計画されたが、
グルジア問題に対するロシアの反発から会議は流れた。９月 27 日、国連安全保障理事会
はイランのウラン濃縮活動の全面停止などを義務付けた過去の決議を順守するよう求める
決議を採択したが、イランのモッタキ外相は４日放送の国営イラン放送のインタビューで、
「われわれはウラン濃縮を継続する」とあらためて強調した８３。
国営イラン通信が伝えるところによると、アガザデ原子力庁長官は 11 月 26 日、中部ナ
タンツの核施設のウラン濃縮用の遠心分離機のうち「5000 基以上が稼働している」と述べ
た。同通信によると、アガザデ長官は米欧などが求めるウラン濃縮の停止は「われわれの
考慮外だ」と発言。中部イスファハンのウラン転換施設の稼働状況や、西部アラクでの実
験用重水炉の建設も「順調に進んでいる」とした８４。

（２）ミサイル発射実験
イランの革命防衛隊は７月９日、射程 2000 キロの新型中距離弾道ミサイル「シャハブ３」
１発のほか、射程 400 キロのゼルザルなど他の短距離ミサイル８発計９発のミサイル発射
実験を行ったと発表した。シャハブ３は、イスラエルの全土を射程に収めており、革命防
衛隊は、イランの核施設への攻撃を検討しているとされるイスラエルが先月、イラン空爆
の「予行演習」を行ったとされることへの対抗措置であると表明した。イランが侵攻を受
ける場合には「敵が引き金に指をかける前に、彼らの手を切り落とす」と述べ、先制攻撃

８２
８３
８４

「産経ニュース」08 年８月８日配信
「産経ニュース」08 年 10 月４日配信
「産経ニュース」08 年 11 月 27 日配信
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を辞さない構えも示した。
イランの核の脅威を最も受ける可
能性があるイスラエルが、イランの
核施設に対して空爆を行うか否か、
またイランがどのように応じるかで
中東からヨーロッパにかけての情勢
は予断を許さない。イスラエルにと
ってはイスラエルの存在を認めない
イランが核兵器を持つことは国家の
生存に関わる大事である。しかしイ

（７月 9 日に行われたミサイル発射実験のうち、３
発の発射シーンを伝えるテレビ画像（ロイター））

スラエルがイランに対して強硬手段を取った場合には、イランの支援を受けるパレスチナ
のイスラム原理主義組織ハマスやレバノンの民兵組織ヒズボラとの連携による反撃の可能
性が不気味でもある。IAEA のエルバラダイ事務局長は戦争に対して強い警告を発してい
る。
国営イラン放送は 11 月 26 日、イランが国産ロケット「カブシュ（探検者）２」を打ち
上げたと報じた。打ち上げ時間や場所の詳細は明らかにされていない。２月にイランが初
打ち上げを行った国産宇宙ロケットが「カブシュ１」とされており、今回のロケットと技
術的な関連がある可能性もある８５。

３．後を絶たない核の拡散問題
（１）空爆されたシリアの原子炉の謎
07 年９月６日、イスラエル空軍はシリア領
内の、北朝鮮の協力によって建設されたプル
トニウム製造を目的とした完成間近の原子炉
を破壊したという事件があった。
この施設は、北朝鮮・寧辺の実験用黒鉛減

（9 日に発射した別の 1 発の発射シーンを
伝えるテレビ画像（ロイター））

速炉（5,000 ｷﾛﾜｯﾄ）に酷似した原子炉の施設
で、米偵察衛星などから見えないように隠蔽工作が行われていたとの報告を米シンクタン

８５

「産経ニュース」08 年 11 月 26 日配信
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ク「科学国際安全保障研究所」がまとめた。施設があったのはシリア東部の砂漠地帯で、
目立たないよう渓谷の底に建設された。施設は原子炉の部分だけが上に出ないように全体
が四角くなるに建設が進められていた。シリアが施設建設にあたって、北朝鮮のほかに独
自の密輸組織を使って機器の取得に当たっていたと指摘した８６。
アメリカ政府は常にシリアの大量破壊兵器開発計画に懸念を示し、北朝鮮がシリアとの
間で弾道ミサイル開発をしていたことはよく知られていたが、核協力の事実については不
拡散関係部門にとって大きな驚きであったらしい。中国や欧州でシリアのために原子炉の
部品を調達していた北朝鮮の南川江貿易会社（NCG）についても、会社や個人は監視対象
だった。ブッシュ大統領は 06 年 10 月の北朝鮮による核実験後、「核兵器や関連物質が第
三国や（テロ組織などの）非政府組織に渡ることになれば、米国への重大な脅威となる。
北朝鮮は全面的な責任を負うことになる」と警告する声明を出した。シリアのケースは明
らかに越えてはならない一線を越えているというのが、不拡散関係部門の解釈だった８７。
この原子炉の建設の目的については、次のような二つの説がある。
ドイツのシュピーゲル誌は、ドイツ情報機関の話としてシリアと北朝鮮がイランの核開
発を支援するために作られたと報じた。イランが国内でプルトニウム型の核爆弾を製造で
きるようになるまでの暫定的な開発拠点となる予定だったとしている８８。一方アメリカの
中央情報局（CIA）は、北朝鮮が稼動停止を約束した寧辺の実験用黒鉛減速炉の代わりに
シリア側に「場所貸し」を頼んだ可能性があるとして集中的に調べていたということが９
月 16 日分かった８９。シリアと北朝鮮のどちらに主導権があったのかは不明である。

（２）北朝鮮、イラン、シリアの連携
今日における核の拡散の根源はソ連にある。ソ連は核兵器そのものを輸出した事はない
とみられているが、核兵器製造の前提になる原子力関連技術や核兵器の周辺技術は古くは
中国や北朝鮮に、80 年代にはイランやインド等に転移され、これによる拡散への影響は極
めて大きいものがあった。ただし冷戦時代は、ソ連による中央集権的な統制がいきわたっ
ていたために比較的限定された範囲に留まっていたが、冷戦構造の崩壊によって統制は緩
み今日の状態を迎えている。
08 年６月 22 日、国際原子力機関（IAEA）はシリアに初の調査団を派遣した。シリア
８６
８７
８８
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「産経ニュース」08 年５月 13 日配信
「産経ニュース」08 年５月 25 日（前 NSC 不拡散問題担当部長キャロリン・レディ氏談話）
「産経ニュース」08 年６月 23 日配信
「産経ニュース」08 年９月 17 日配信
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は調査への協力を表明し、空爆された土地への立ち入りを許可されているが、建物の瓦礫
はすでに撤去されている。残骸（ざんがい）の一部が保管されているのなら解析し、施設
の設計図も入手したい考えであった。さらに、設計担当者や現場の技術者への聞き取り調
査も行いたい意向でもあった。IAEA はこのほか、他の３施設への立ち入りも要求してい
たが、シリア側はこれを拒否した。
AP 通信が外交筋の話として伝えたところによると、シリアは３施設のうち１つで核弾
頭を製造する機器を収容している可能性があるという。シリアは一方、他のアラブ諸国に
対し、３施設はいずれも、核開発とは関係のない通常の軍事施設だと説明しているという。
11 月 25 日付の韓国紙、京郷新聞は、イスラエル空軍の爆撃で破壊されたシリアの施設
から IAEA は９月にウラン粒子を検出、このウラン粒子が金属ウランを燃料とする核燃料
棒から出たものと判断した。天然ウランを金属ウランに加工して燃料に使う原子炉は北朝
鮮が保有している寧辺の黒鉛減速炉以外にほとんどないことから、IAEA は北朝鮮がシリ
アに核燃料を提供したとみて調査を進めていると報じた９０。同月の 10 日には、IAEA は
疑惑の砂漠地帯で採取した環境サンプルから、ウランの“痕跡”を発見していた。
シリアはこれまでに北朝鮮のスカッド・ミサイルを購入していた。その一部はイラン経
由のものもあるという。
07 年７月 26 日、シリアが北部の軍事施設で短距離弾道ミサイル「スカッド C」（射程
約 500 キロ）の燃焼実験中に爆発が起き、数十人のイラン人技術者と３人の北朝鮮人ミサ
イル専門家を含む多数の死傷者を出したようである。この北朝鮮の３人は弾頭をミサイル
本体に取り付ける作業の指導と監督に当たっていたという。このように北朝鮮、イラン、
シリアの軍事協力は依然として進行している９１。

（３）アメリカの大量破壊兵器拡散規制対象企業
米国務省は、「Iran, North Korea and Syria Nonproliferation Act.」 に基づき、中
国・韓国・北朝鮮の企業を対象とする制裁措置を発動した。このほか、ロシア・ベネズエ
ラ・イラン・スーダン・シリア・UAE の企業に対する制裁も発動しており、以下の 13 社
が制裁対象となっている。
•

Rosoboronexport (露)

•

China Xinshidai (中)

９０
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•

China Shipbuilding and Offshore International (中)

•

Huazhong CNC (HCNC) (中)

•

Islamic Revolutionary Guard Corps. (イラン)

•

Korea Mining Development (KOMID, a.k.a. Changgwang Sinyong Corp.) (北韓)

•

Korea Taesong Trading (北韓)

•

Yolin/Yullin Tech Ltd. (韓国)

•

Sudan Master Technology (スーダン)

•

Sudan Technical Center Company (スーダン)

•

Army Supply Bureau (シリア)

•

Rand M International FZCO (UAE)

•

Venezuelan Military Industries Company (ベネズエラ)

大量破壊兵器の拡散規制で対象としている、弾道ミサイルや巡航ミサイルに関連する技
術・製品の売買に関与したという理由。なお、このうち KOMID については、2005 年に米
財務省が Hesong Trading and Tosong Technology Trading Corp. の親会社と認定してい
る。
これに対してロシアの セルゲイ・ラブロフ外相は「Rosoboronexport に制裁措置を行
っても、イランの核問題解決に関するアメリカのアプローチにロシアが協力することには
ならない」として、反発する声明を出した。その上で、ロシアは国際的な規定に則りなが
らイランと核分野での協力を進めていく、としている９２。（JDW

08.10.31）

（４）ロシアの核廃棄物処理問題
地球温暖化対策の切り札ともされるのが、
発電の過程で二酸化炭素（CO2）を排出しな
い原子力である。08 年夏における原油高も原
子力発電への追い風になった。原子力発電の
分野で 07 年 12 月にロシアの旧原子力庁を母
体に国内約８５社の原子力関連企業を統合し
て発足した巨大な国営企業「ロスアトム」が旋風を巻き起こしている。
総資産 1000 億ドル（約 10 兆 7700 億円）超ともいわれる同社は、ウランの採掘、濃縮、

９２
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核燃料供給から原子力発電所の建設まで、原子力産業を一貫して担う態勢を備え、途上国
を中心に猛烈な勢いで原発建設を受注している。
しかし、原子力が化石エネルギーなどと違うところは、絶対の安全が求められることに
加え高レベルの放射性廃棄物である「使用済み核燃料」がつきまとうことである。情報に
よると、すでにロシアには１万 8000～２万トンにものぼる使用済み核燃料が貯蔵されてい
る。それらは各地の原発のほか、ウラル地方・チェリャビンスク州とシベリア地方・クラ
スノヤルスク州の核施設にある（図参照）。むろん、使用済み核燃料には再処理の道もあ
るが、ここで再処理されるのはロシア全体の使用済み核燃料の５％程度に過ぎない。にも
かかわらず、ロスアトムは「核燃料の供給を保障する」
「使用済み核燃料を引き取る」と原
発の売り込みを図っているから、使用済み核燃料が溜まっていくことになる。９３。これは
核廃棄物の拡散である。

４．輸出管理の状況と国内法の整備状況
我が国同様に中国等に対する技術の漏洩に手を焼くアメリカにおいて、次期政権で国務
長官に予定されているヒラリー・クリントン上院議員は 08 年４月にインディアナポリス
において、軍需産業などの分野におけるアメリカの競争力維持を目的とする施策について
５項目に整理して言明した。その基調となるものは近年、軍需産業界からの人材流出が増
加しており、それにともなって国家安全保障の面で欠くべからざるテクノロジーやノウハ
ウも失われることになるとの危機感である。提案は、そうした事態に対処するための軍需
産業への一種の育成策であり、それによって他国の政府機関や産業界がアメリカの軍需産
業のテクノロジーやノウハウを盗む事態を阻止しようというものである９４。
５項目の育成策の中には、軍事関連の基礎研究・応用研究に対する投資額の倍増、軍事
分野の先端技術研究を志す学生に対する資金給付の拡大、高リスク分野における製造面の
改革などのほか、調達のあり方、企業買収への警戒、原材料の取得先への配慮及び FBI・
司法省・商務省・入国管理局・国防総省で編成するタスクフォースによる産業スパイへの
対応など、広範に亘っている。

（１）輸出規制に対する違反事例
最近の輸出管理に関する違反事例を見ていると、法規法令の理解不足や不注意に起因す
９３
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る事例は無いに越したことはないが、法令による制限を承知した上で利益追求のために法
の穴をすり抜けようとする悪質な事例が後を絶たないのは寒心にたえない。以下の事例か
らは、国益を守ることへの関心がみられず、罪の意識も希薄に感じられる。

ア．真空ポンプの不正輸出事件９５
国際原子力機関（IAEA）が 07 年に北朝鮮の核関連施設の査察を行った際に、寧辺のプ
ルトニウムを精製する再処理施設から日本製の真空ポンプがウラン濃縮装置に転用されて
いたことが判明した。この真空ポンプは日本から台湾を経由して北朝鮮に不正輸出された
ものと判明した。
08 年５月、神奈川県警はポンプ製造元の機械装置メーカー「東京真空」
（相模原市）と、
輸出入代行業「ナカノ・コーポレーション」
（東京都港区）の本社など５箇所を外為法違反
（無許可輸出）容疑で捜査した。その後の捜査結果、このポンプは 03 年７月輸出入代行
業「ナカノ・コーポレーション」が核開発に転用されるおそれのある真空ポンプなど８点
を経済産業省の許可を受けずに台北の商社「蓮笙工業興業有限公司（トランスメリット）」
に輸出、同公司から平壌の「南川江貿易」９６に迂回輸出されていたことが判明した。
神奈川県警は同社社長を外為法違反容疑で横浜地検に書類送検したが、同地検は嫌疑不
十分による不起訴とした。ナカノ・コーポレーションの社長は、マスコミの取材に対して
「約 20 年前から台湾の大学や研究機関に真空ポンプを輸出してきている。03 年には真空
ポンプ 10 台を計約 50 万円で台北の商社に輸出した。北朝鮮に輸出されていることは全く
知らなかった。メーカーからは外為法に＜非該当＞と説明を受けており、外為法違反にな
るとの認識はなかった。北朝鮮との取引は一切ない。品目名を隠して輸出したことはない。
ポンプは自動車の開発など何かの研究開発に使うと思った。」などと話し、「北朝鮮の核施
設で使われていると聞いてびっくりした」とも話したが、その後の供述では「北朝鮮に輸
出される認識はあった。商売のためだった」と述べている。
「東京真空」は、真空装置を設計・製造し、国や大学の研究機関、電機メーカーなどに
納入している。不正輸出された真空ポンプは、プルトニウムを高真空状態にして不純物を
取り除きウラン濃縮の効率を上げる装置に利用されていた。

イ．精密工作機械の不正輸出事件９７
08 年９月 13 日、工作機械製造・販売会社「ホーコス」
（広島県福山市）が、核兵器開発

９５
９６
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に転用可能な工作機械を不正輸出した外為法違反事件で、同社が工作機械の金属加工精度
を実際より低く偽って経済産業省に申告する一方、高性能を示す「実測値」データを社内
で保管していたことが警視庁公安部の調べで分かった。実測値は、同社が工作機械を売り
込む際にセールスポイントとして販売先に示していたと見られ、会社ぐるみで違法性を認
識していた可能性があると見て追求している。
同社は平成 18 年、核兵器の開発に使用できるため輸出が規制されている「マニシング
センタ」（MC）と呼ばれる工作機械を複数台韓国の企業に輸出した疑いが持たれている。
同社は韓国のほか、中国や米国、ヨーロッパ、東南アジアにも同型の工作機械を 200 台以
上を輸出していたことが分かった。公安部は核開発に転用されたり、
「核の闇市場」関係国
に転売されていなかったかなど、追跡捜査をしている。
08 年 10 月 17 日経済産業省は、工作機械メーカー「スギノマシン」
（富山県魚津市）が、
工作機械の精度を実際より低く偽り、７年間に約 400 台を中国など 10 数カ国に不正輸出
していたとして管理を徹底するよう同社を指導した。これは金属などに穴を空けたり削っ
たりする工作機械で、兵器製造に使用できるほど高精度の工作機かも含まれていた。
外為法の輸出貿易管理令は、金属加工精度が６マイクロメートル未満の場合、経済産業
相の輸出許可が必要と定めている。しかし両社とも輸出許可が不要な精度の低い機械と偽
っていた。「スギノマシン」は無許可で、「ホーコス」は真に性能が低ければ申告の必要が
ないのにも関わらず、偽の書類であえて経産省に申告した。また、本来は 1 台ずつの精度
を審査しなければならないのに、同じ形式の工作機であれば計測した精度の平均値を共通
精度として申告できる制度を利用して、1 台ずつの審査を免れていた。違法輸出と知った
上での行為であることは明らかと思われる。

（２）平成 21 年制定を目指す「秘密保護新法」の動向
ア．「秘密保護新法」検討会の発足９８
前項のような確信犯的違法輸出が絶えない原因の一つに、安全保障意識とは別に、違反
に対する罰則が軽すぎるのではないかあるいは罰則の対象となる行為や対象の範囲が狭過
ぎるのではないか、などの指摘がある。
現行法制で刑事罰が科せられるのは、防衛秘密や原子力施設の防護に関する秘密を漏ら
した公務員、原子力事業者などに限られている。公務員による秘密漏洩については、自衛
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隊法などが、電波情報などの防衛秘密の漏洩に５年以下、米国政府から提供された装備品
の図面といった特別防衛秘密の漏洩に 10 年以下の懲役を科している。しかし、職務上知
り得た情報であっても、その他の秘密漏洩たとえば軍事転用可能な原子力関連技術の漏洩
であっても、国家公務員法などで守秘義務違反（懲役１年以下）に問われる程度である。
民間人による技術流出は貿易や取引など経済的な行為以外は、国家の安全保障に係わる
情報を流出させても刑罰の対象とはならない。だが、民生技術の進展によってその軍事転
用が可能になるなど、守るべき秘密も増えてきた。政府で実施しているロケットや衛星の
開発助成事業などで軍事転用が可能な技術もあり、公務員だけの問題ではない。
また、前年度においても指摘しているが、学術研究機関からの流出も大きな問題である。
例えば 08 年７月に計画された日中の「レーザー核融合」研究会９９（延期になったとのこ
とである）は、日本の優れたレーザー技術が欲しくてたまらない中国の研究者を呼んでの
会である。意図的ではないとしても、日本の学術研究機関は軍事の研究はしないことにな
っているから、何処の国の研究者とも交流することに罪悪感がないことが問題である。
そのような問題意識の下、経済産業省における学者や大手企業関係者らを交えた「技術
情報等の適正な管理の在り方に関する研究会」は 08 年７月 24 日、国家秘密保護法（仮称）
の制定などを求める報告書をまとめた。近く公表される予定であり、平成 21 年の通常国
会提出を目指す考えである。

イ．検討会の概要１００
07 年に発足した検討会は既に９回を重ね、安全保障から見た科学技術・技術流出の課題
と対策、重要な産業情報の侵害行為に対する救済措置、情報セキュリティに関する脅威の
現状と企業が講じるべき対策、グローバル化時代における技術流出リスクへの対応などの
検討が重ねられ、08 年３月には前年度に本報告書で指摘した大学などの研究機関における
技術資料が野放し状態にあることへの懸念と思われる、大学の技術情報管理も検討された。
08 年４月には情報の保護と利用のバランス、についての説明と議論が行われた。その後、
中小企業からの技術流出への対応や政府における情報管理、非公知情報の保護の在り方な
ど幅広く検討が行われつつあるようである。

ウ．改正の方向１０１
改正の考え方は、政府が保有するテロなどの捜査情報、軍事転用可能な技術の情報など

これについては第 4 章に詳細に述べられている。
「経済産業省ホームぺージ」から。
１０１ 「産経新聞」08 年７月 25 日記事及び 07 年 11 月 30 日記事から編集。
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も厳罰の対象とし、政府はこれらの秘密漏洩の刑罰を懲役 10～15 年以下にする方向で検
討する。合わせて防衛秘密と特別防衛秘密の漏洩に対する刑罰の厳格化も検討する。
民間企業からの不正な情報入手は、現行の不正競争防止法が処罰の対象としていないた
めに、検討会は民間企業からの不正な情報入手に刑罰を科すよう求めている。しかし経済
産業省は、企業情報の不正入手処罰法を国家秘密保護法とは別の新法として、来年の通常
国会に提出する考えである。刑罰の程度は、不正入手の事実により懲役 10～15 年以下の
刑罰を科す方向で検討する。
なお細かいことでは、検討会発足の段階では、民間企業においても重要な技術について
は、関係する社員の経歴をチェックして従事させるよう求め、重要な情報の場合はホーム
ページに掲載したり、第三者に提供しただけでも刑罰に問える、また公務員の場合一定レ
ベルの情報漏洩には防衛秘密（懲役５年以下）などに準ずる刑罰を科す、このほか機微な
情報へのコンピューターなどを通じた不正アクセスについては、企業などが当局に通報す
るよう求める制度の導入や、大学でも軍事に係わる技術が流出していることから、大学の
トップに対する刑事責任の追及、などが検討されることになっていた。

エ・報告書の要旨１０２
○

技術やノウハウは一度流出すると瞬時に拡散し、損害回復が困難なため、新法などを
検討。

○

防衛秘密などに限られている公務員の秘密漏洩に対する厳しい刑罰の対象を、新法に
よって拡大。

○

外国籍の日本居住者による軍事転用可能な技術の国外持ち出しなどを外為法の処罰対
象とすることを検討。

○

不正競争防止法の違反行為が不正に入手した企業情報の使用・開示にとどまっている
ことから、新法により不正入手自体を刑罰の対象にすることを検討。

○

公開義務により技術情報が流出する特許制度に非公開にできる秘密制度を導入１０３。

○

政府資金で行われた軍事転用可能な技術開発の研究成果について一部非公開化を検討。

○

情報流出事件の公判について一部非公開化を検討。
しかしながら戦後の我が国は、国家による統制に対して異常なほどのアレルギーを示す

傾向があり、法令の名の下に言論を抑圧し、知る権利を奪い、不当に人権を抑圧するなど
の理由によってこの種の国益を守るための法規法令への反感が強い。しかも特に「知る権
１０２
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利」について過敏な反応を示すマスメディアが、これを煽る傾向にある。

（３）平成 21 年制定を目指す「特許非公開制度」の動向
経済産業省は 08 年１月５日、軍事転用可能な民生技術の特許を非公開にする制度を導
入する方針を固めた。特許技術として公開された情報が他国に無断使用され、軍事的脅威
が増大するのを防ぐことが目的で、平成 21 年の通常国会での立法化を目指すとしている。

ア．特許制度の現状と問題点
日本の特許制度は、出願者以外が出願された技術と同様の技術を研究開発する重複を避
けるため、また、公開することで出願者の権利を保障するため、出願から 18 カ月が経過
した時点で特許内容の公開を義務づけている。特許庁の外郭団体が管理するインターネッ
ト上の特許電子図書館（IPDL）で、英訳文書とともに特許の詳細が公開されている。
このため、軍事転用可能な技術もすべて公開されることになり、北朝鮮などは特許電子
図書館で公開された情報を無断で利用し、軍事用に活用しているとみられている。また、
テロリストなどが利用することも懸念される。現に中国や韓国も、日本の特許電子図書館
（IPDL）に大量にアクセスしているとのことである。
一方欧米各国では、軍事転用可能な技術を非公開にしている。しかし非公開になると、
特許を保有する企業や個人は、他者に特許を利用させてライセンス料を得ることができな
くなる。このため、各国はそのデメリットを金銭で補償している。いわば国家が特許を買
い上げるという形である。日本にも戦前は秘密特許制度があったが、戦後 1948 年に廃止
された。これについては補償額をどのように算定するかを問題視する声もある。
経済産業省は「近年、ニコン事件、デンソー事件、イージス艦秘密漏洩事件など、産業
情報の流出が産業競争力および安全保障上の大きな問題になっている」との認識を持って
いる。

イ・今後の検討の方向
経済産業省は、産業政策局長の私的研究会である「技術情報等の適正な管理の在り方に
関する研究会」を 07 年 10 月に設置し、「技術情報等の適正な管理のための処方策を総合
的に検討するもので、秘密特許の問題は幅広い検討の中で、安全保障上の機微な情報に関
して議論している」としている。
研究会（座長＝土肥一史一橋大大学院教授）の委員は十五人で、太田文雄防衛大安全保
障・危機管理教育センター長、丸島儀一キヤノン顧問弁理士などが顔をそろえている。研
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究会の主な議論は「秘密特許制度」の導入の是非であるが、広く行政・企業・大学などが
持つ情報の管理体制をこれまでより厳しくすることに関して是非を議論する。
同研究会ではほかに、原則公開である政府の委託調査・研究を、重要な場合は非公開と
する基準を設ける。また、企業が営業秘密の漏洩侵害を受けた場合、起訴することで裁判
情報からさらに情報が漏洩することを嫌い起訴しにくいという悪循環が起こっているのに
配慮し、刑事裁判の一部を非公開化する基準に関しても検討する。

（４）武器輸出三原則の緩和状況
我が国の武器輸出三原則は今日的国際情勢にそぐわないとして、過去において見直しの
必要性に関しての提案が行われてきている。政府はこれに対して特別の動きを見せてはい
ないが、これまで以下のように、事態別に条件が担保される場合という条件付で例外とす
る旨、閣議で決定している。
○

対人地雷除去活動に必要な貨物等の輸出（97 年に閣議決定）

○

国連決議等に基づく国際的平和維持活動への自衛隊海外派遣に際する武器の携行や派
遣先の他国の軍隊に対する武器（弾薬を含む）以外の物品・役務の提供（01 年閣議決定）。
弾道ミサイル防衛（BMD）システムのアメリカとの共同開発・生産（04 年 12 月安全

○

保障会議及び閣議決定）。
○

テロ・海賊行為等の取締り・防止のための巡視船の輸出
近年頻発する海賊行為に対しては、海上輸送に従事する我が国国民及び国際経済活動に

とって直接の脅威と認識し、国際社会が取り組む海賊行為等の防止に積極的に協力するこ
とが我が国の国益にかなう行為とし、我が国は政府開発援助政策の一環として、インドネ
シア共和国に対するテロ・海賊行為等の取締り・防止に対する支援として、巡視船艇に係
る無償資金協力を行うことを閣議決定した１０４。

１０４

06 年６月 13 日内閣官房長官談話から要約・抜粋。
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第４章

兵器及び兵器技術情報活動に関する情報活動

１．概説
近年の科学技術は軍事、民事の境界が益々不明確となっており、我が国にはこれらの汎
用技術が豊富にあることから、近隣各国は日本の技術情報の獲得に力を入れている。ロシ
アの通常兵器に関する技術は「質より量」を追求してきたソ連時代から欧米諸国に対して
大きく立ち後れていることが指摘されてきたが、その後、ソ連崩壊、経済の混乱低迷が更
に大きく影響して、プーチン前政権下で戦略資源経済による驚異的復興を果たした現在に
おいても引き続いている。プーチン前大統領が 2006 年５月に行った大統領教書でも「国の
経済は主として科学と技術の優位によって決まる。ロシアは先進レベルから数十年単位で
立ち後れている」と自ら認め、先進国の先端技術取得にハッパをかけたが、現在進めてい
る「軍の近代化計画」特に通常兵器の近代化を図るためには欧米、日本の先進技術が不可
欠なことからこれらの技術の収集活動は益々活発になるものと見られる。
一方、中国の活動の重点は米国に指向されており、99 年のコックス報告以降、米国のス
パイ監視活動が強化されているにもかかわらず年々活発化しており『モグラ叩きの状況』
（米国下院司法委）にある。
05 年に FBI が民間企業に対して異例の協力要請を行って以来、米国議会の委員会、公聴
会では、毎年中国のスパイ活動に対する警告が行われている。08 年１月の米下院司法委員
会の米国に対するスパイ活動に関する公聴会においても『中国のスパイ活動は最も攻勢的
で米国軍事関連技術への主要な脅威』と位置づけ、その後の国防総省や米中経済安保調査
委員会の年次報告においても中国のスパイ活動の活発化に警告を発している。
中国の技術情報収集活動の方法は単に非合法的に入手するばかりではなく、科学者の研
究交流や技術者の派遣等合法的に入手する方法等をも多用している点が大きな特徴である。
そのような中で、米国において入手困難な技術情報、特に汎用技術に高度の技術を保有
していることに加えて保全が緩やかな日本から入手を図る動きが活発となっている。08 年
明らかとなった「日中レザー研究会」はその典型的な事例である。
北朝鮮については、我が国から違法に大量破壊兵器転用可能機器の取得を図るパターン
が定着しているが、これまでは主として在日北朝鮮系企業が不正輸出を行ってきていたが、
近年は台湾や中国など第三国を経由する方法と日本企業が不正輸出に直接かかわってきて
いる傾向にあり、当該日本企業の利益追求優先の姿勢が指摘されている。
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２．我が国における状況
（１）概況
2008 年には、外国による我が国の技術情報に関する諜報事件等の摘発は認められなかっ
たが、諸外国特に経済、軍事大国として世界の一極を目指しているロシア、中国は「国の
経済は主として科学と技術の優位によって決まる」（プーチン前大統領）「国家の科学技術
情報活動を 30 年以上にわたり 4，000 団体以上の収集機関と要員の育成等を行ってきた結
果、科学技術の復活、国家の経済建設、国防の増強を達成した」（1991 年「西側軍事科学
技術の収集利用に関する長期計画」）として、先進諸国からの科学技術情報収集活動を更に
強化していることから、引き続き技術情報の流出防止、保全に一層の努力が必要となって
いる。
技術情報の収集活動は、ともすれば非合法手段によって行われるものと思われがちであ
るが、収集活動にはあらゆる手段・方法が用いられ、合法的名目・手段を活用して技術情
報を保有する企業、大学、研究機関等の組織や技術者個人に接触して収集する手法が採ら
れていることにも注意する必要がある。
内部からの情報の漏洩の要因には、個人的遺恨や外国情報機関等によってスパイとして
獲得され「意図的に漏洩」するものと、漏洩しようとする意図がないにもかかわらず結果
として漏洩している「無意識、不注意による漏洩」があげられるが、この「不注意・無意
識の漏洩」が情報漏洩の大部分を占めている。
特に「合法的名目・手段を活用する収集活動」においては技術を保有する側の「不注意、
無意識による漏洩」を最大限に活用し、またそれを助長する方法を用いていることに注意
することが必要である。
これまでも識者からは、情報漏洩は単に非合法手段のみではなく、企業、研究所、大学
等への研究留学、研究交流、工場見学、ハイテク技術者の人材確保、技術提携、合弁企業、
企業買収等の合法的手段によって漏洩する危険性が指摘されているが、今年マスコミで取
り上げられて明らかにされた、日中のレーザー専門家による「レーザー核融合」の研究会
はその典型的事例の一つである。
我が国において 08 年に明らかとなった諜報事件は、技術情報の流出とは直接結びつく
ものは認められなかったが、以下の事件はその工作の接触方法や協力者として獲得する手
法、パターン等は技術情報の収集活動とも共通するものであるところから取り上げたもの
である。
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（２）諜報事件等の工作事例
ア．陸自「秘」資料が流出

中国人宅から編制表（19 年度研究関連）

2008.1.3、警視庁が薬物事件の捜査の過程で東京都新宿区の中国籍の男の部屋を家宅捜
索した際、室内にあった段ボール箱から陸上自衛隊の「部隊編制表」
（秘）の一部が発見さ
れていたことが新聞報道で明らかとなった。
当該文書は、03 年以前に作成されたもので、記述部隊の一部は改編され、現在は秘密に
あたらない部分も含まれており、流出した時期が秘密区分解除前か解除後であったのかは
不明である。しかしながら保全的観点からは、例え秘密の指定が解除され、一般文書とな
ってもこの種文書の価値は高く、不要となった時点で確実に破棄すべきものである。従来
秘密漏洩事案が生起する度に、
「秘密文書の保管がどうなっていたか」と『秘密』が強調さ
れる余り逆に「普通文書なら問題がない」との意識が蔓延し易くなることから、
「保全＝『秘
密文書』等の保全、保管」ではなく、一般文書等にあっても必要以外の者、社外には出さ
ないとの躾が保全を強化する第１歩であることを示した事例とも見られる。
（注）新華僑幹部による薬事法違反事件。本事件は、06 年７月、在名古屋中国領事館員が、中
国の改革・開放後に来日した中国人らの組織（いわゆる新華僑）を結成させ、日本国内におけ
る情報収集のほか、機関紙等の配布を通じて、日本の国会議員や地方議員、報道機関等への諸
工作を画策していたことを踏まえ、同組織が作成するプロパカンダ誌に掲載されていた承認さ
れていない医薬品に相当するものの広告事実を、薬事法違反（承認前医薬品の広告の禁止）で
検挙したもの。105

イ．内調職員が露書記官に情報漏洩
2008.1.24、警視庁公安部は、内閣情報調査室（内調）総務部門のＳ・元事務官（52）に
よる政府情報の漏洩事件で、Ｓ元事務官とロシア大使館の２等書記官（38）
（07 年 12 月に
帰国）を贈収賄と国家公務員法（守秘義務）違反の疑いで東京地検に書類送検した。
調べによれば、Ｓ元事務官は 98 年ごろから、約 10 年にわたってロシア軍の諜報機関の
「軍参謀本部情報総局（GRU）」所属の情報員とみられる計４人の在日ロシア大使館員と頻
繁に接触して情報漏洩を繰り返し、その見返りとして書記官から 1 回数万円の謝礼や飲食
接待を受けていたことがわかった。
内調の調べでは、Ｓは、07 年１月～10 月、ロシア大使館の２等書記官から８回にわた
105
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立花書房

り、政府の内部情報を提供した見返りに計 82 万円を受け取った上、接待を受け、飲食代を
相手に支払わせていた。別のロシア大使館員とも 98 年に知り合い、数年前から金品を受け
取っており、総額は約 1000 万円を超えるともいわれ、謝礼の大半の使途は競馬や飲食、さ
らには女性との交遊費などの遊興費に使ったという。
Ｓは聴取に対し「資料を渡し、現金を受け取った」と事実関係を認め、内閣総務官室は
１月 17 日付で同事務官を国家公務員法（信用失墜行為など）に基づく懲戒免職処分にした
と発表した。
書記官は 07 年 12 月に帰国しているが、公安部は 1 月 16 日、事情聴取に応じるようロシ
ア大使館に書記官の出頭を要請したがロシア側は「協力できない」と出頭を拒否した。
Ｓは国内情報の調査・分析などを行う総務部門の研究部に所属しており、提供した資料
は、政府の施策に対する世論の動向や海外の反応を内調が調査したり、予測したものなど
で、首相官邸に報告した資料も含まれているとみられる。106
細部の状況は次の通り。
【接触の発端と接触の継続】
98 年春、都内のセミナーに参加した際ロシア大使館員に声をかけられ、「国際情勢につ
いて意見交換しよう」と誘われたことから、Ｓも「仕事に役立つ」として軽い気持ちで誘
いに乗ったという。この大使館員が異動した後も、紹介や引継ぎで３人の大使館員と付き
合い、約５年前、２等書記官の前任者から現金を受け取ったのをきっかけに、04 年 11 月
に来日した２等書記官からも現金をもらうようになり、10 年前から露の協力者になってい
た。
【接触目的】
公安部や内調によれば、ロシア側はＳを“即戦力”ではなく、重要ポストに就くまで協
力者として確保しておく「スリーパ」と位置づけていたと見られる。内調トップの内閣情
報官は週 1 回、首相に国内外の情勢報告を行うため、外交上、ロシアに有利になるよう、
日本政府中枢にディスインフォメーション（故意の偽情報）を流す起点にしようとした可
能性もあるとしている。
【接触場所】
接触は、週末を中心にほぼ月 1 回のペースで日曜日を選んで、焼肉店、寿司屋、居酒屋
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等何の変哲もない通常の店で接触が行われた。接触した店は、同一の店を使用することな
く、接触のたびに転々と変えていた。
【獲得要領、交流の深化、現金授受】
当初は、会食費をロシア側が持ち、たまに酒類やネクタイなども贈られる程度だったが
それがやがて 1 万円とか２万円の現金に代わり、その額は次第に５万円、10 万円と金額が
大きくなり、現金を受け取るようになってから、負い目を感じ、飲食の席で自ら資料を渡
すようになったという。
４人目の大使館員とはほぼ月１回の割りで接触、07 年１～10 月には計８回で 82 万円を
受け取っていた。Ｓは、これを遊興費に充てていた。
ウ．露、成りすましスパイ事件

日本人に成りすまして 30 年間にわたりスパイ活動

2008.8.13、警視庁公安部は、アジア系ロシア人の男が日本人名義のパスポートを不正
取得し実在する日本人に成りすまし（背乗り）、30 年以上にわたって諜報活動をしてきた
とされる氏名不詳のロシア人の男を、パスポートを不正取得し出入国した旅券法違反など
の容疑で書類送検した。この男は、旧 KGB のスパイの中でも、身分を完全に隠したまま諜
報活動を行う「イリーガル機関員（非公然活動員）」と見られている。
（注）旧 KGB、その流れをくむロシアの SVR（対外情報庁）は、通常、海外で諜報活動に当た
るスパイは、外交官やジャーナリストの肩書きを持って歩くが、これに対し、身分を伏せて密
かに活動するのが、同国で「イリーガル」と呼ばれる諜報員。

これまでの調べでは、この男が日本で活動を開始したのは 66 年頃で、その前年に福島県
で失跡した歯科技工士、黒羽一郎さん＝当時（34）＝の戸籍を使って、本人に成りすまし
ていた。この「黒羽」さんの失踪については、拉致の疑いがあるといわれていたが、この
「黒羽」さんに成りすました男は 66 年ごろから東京都港区にあった貿易会社に勤務。76
年には日本人女性と結婚するなど 30 年以上も完全に「黒羽」に成りきっていた。公刊資料
や自衛官、政界関係者などから日本の政治、経済、軍事情報などを収集していたという。
日本語やロシア語のほかスペイン語が堪能で海外出張を繰り返していた。日本人の立場を
利用し西欧諸国などでも情報収集をしていたとみられる。
99 年７月、警視庁公安部は、旅券不実記載、及び同行使、旅券法違反容疑で男の逮捕状
を取り国際手配していたが、その後、男が 07 年 6 月にパスポートを更新せずに期限切れで
失効していたことが判明。不正取得したパスボートで再入国する可能性がないことなどか
ら今般、捜査を事実上終結したものである。
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男に対する直接の容疑は、92 年６月に在オーストリア日本大使館で、黒羽さん名義でパ
スポートの更新手続きを行い、このパスポートで 94 年２月に入国、95 年２月、成田空港
から中国に出国した疑い。
国際手配前の 97 年６月に、ロシア国内の日本総領事館でパスポートを再更新したが、
それ以降の足取りは分かっていない。内偵捜査を経て 97 年にロシア人の男が国際手配され
るまで、巧妙な背乗りスパイは発覚しなかった。ロシアは旧 KGB（国家保安委員会）出身
のプーチン政権以降、諜報活動を強化しており、日本の警察当局は警戒を続けている。男
の存在を公安部が把握したのは 95 年２月に北京に出国した後で、その後、男は帰国してい
ない。
【家宅捜索で「スパイの７つ道具」が発見】
公安部は 97 年７月、この男が住んでいた東京都練馬区のマンションを家宅捜索、男の
自宅から受信機や乱数表、「換字表」など「スパイの７つ道具」を押収した。
この結果、通称「Ａ１」と呼ばれる手段で指示を受けていたことが分かった。特定の周
波数を受信する高性能短波ラジオを使い、モールス信号で流れる５桁の数字をキャッチし、
乱数表で文章に置き換えていた。
「Ａ２（普通のラジオで信号を受信）」
「Ａ３（普通のラジ
オで言葉を受信）」よりも高度の機器と技術を持っていた。
さらに、室内の窓や机の引き出しなどには髪の毛など目立たないもので“封”がされて
おり、外出中に男以外の者が室内を物色したりすると後で分かるように細工するなど、慎
重に身辺を警戒しており、
「室内を見ただけでも、この男がかなり訓練されたスパイだった
と思われる」（捜査関係者）
【活動状況】
当初港区の貿易会社に勤務していたがその後、退職をして、海外貿易のビジネスをして
いると友人達に説明していたが、30 年間に 15 回もヨーロッパなど海外に出張し、1 年以上
も帰国しないこともあった。この男は日本語、ロシア語、スペイン語に堪能で、ヨーロッ
パ正面は勿論日本でも活発に活動し、政治や軍事、産業などの情報を関係者から入手して
いたと見られる。
【入手した情報の受け渡し】
入手した情報（資料）は、マイクロフィルム化して清涼飲料水の空き缶に入れ、あらか
じめ指定した神社や公園などに置き（埋めて）、その後、ロシア側の別の人間が回収する「デ
ッド・ドロップ・コンタクト」と呼ばれる手口で受け渡していた。世田谷区の世田谷八幡
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宮、中野区の哲学堂公園など、情報の受け渡しが行われた場所が３箇所以上特定されてい
る。公園や神社が選ばれるのは「誰が訪れても怪しまれないから」
（捜査員）で、警視庁が
特定したのはほんの一部で、捜査員の目から逃れるため、数十～数百箇所を受け渡し場所
に設定していたと見られる。
【妻にもスパイ活動を悟られず】
「黒羽」に成りすました男は、港区の貿易会社に勤務していた同僚の女性と結婚、76 年
に入籍、30 年間に及ぶ夫婦生活でも夫がスパイだとは気付かなかった様である。男は何度
も「出張」と言って出国を繰返し、30 年間の半分は海外にいた。連絡先は一切知らせず、
留守中は妻に１ヶ月に２，３回、高性能無線機のモールス信号で妻に連絡し、身辺に異常
がなければ在日ロシア大使館所有のポケットベルに番号で連絡させていた。
日本語を話す男は、見かけ上は完全な「日本人」で国際電話が現在ほど普及していなか
った時代であり、
「滞在先が頻繁に変わる。連絡は無線で」という夫の説明を、妻は信じて
しまった様である。海外出張から帰国するたびに大金を持ち帰り妻に生活費として渡して
いたという。
男は、自分の出生や身の上話をするのを極端に嫌い、外出先の連絡方法も教えなかった
という。また自宅の男の部屋に、妻が入室するのも禁ずるなど徹底した秘匿を行っていた。
【在日ロシア大使館員が関与】
警視庁公安部がこの「黒羽」の諜報活動に関与していたと見られる在日ロシア大使館の
一等書記官は事情聴取を要請した直後の 97 年７月に出国している。この書記官は、この男
の妻の行動を監視する任務を持っていたものと見られ、
「黒羽」のスパイ活動のバックアッ
プ、後方支援をしていたことも裏付けられている。
【妻をロシアに呼び寄せたのち、妻一人を帰国させる】
２年半前から海外出張していた「黒羽」は 97 年２月、妻をロシアに呼び寄せモスクワ
郊外の豪邸に滞在。帰国する直前になって「急に仕事が出来て帰国できない」と妻を説得
し、現金を持たせて妻一人を帰国させた。
警視庁公安部は「サハリンに住んでいた人物だった可能性もあり、今もどこかで活動し
ている」とみている。
警察当局は「諜報活動の狙いは内外政策、先端技術、軍事情報などだ。背乗りは今もど
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こかで行われているかもしれないが、見破るのは簡単ではない」としている。107

（３）不正輸出事件

第三国経由で我が国の汎用機械等の入手を図る北朝鮮

北朝鮮は 2006 年の日本の経済措置により、萬景峰号を始めとする北朝鮮船の入港禁止、
輸出規制によって大量破壊兵器関連の機器等の入手が不可能となったことから近年、台湾
や中国を経由して入手する方法を採ってきており、特に台湾は北朝鮮との貿易も活発で、
また日台間では汎用機器等の輸出が可能であることに目を付けて、調達の拠点を台湾に移
しているとの情報もあるが、07 年に引き続き 08 年にもその一端と見られる下記の事例が
判明した。（第３章で既述）
①日本企業が真空ポンプを台湾経由で北朝鮮に不正輸出
②精密機械老舗が核兵器転用可能な機器を不正輸出
（注）上記のほか 08.10.17、工作機械メーカー「スギノマシン」（富山県魚津市）が、工作
機械の精度を実際より低く偽り、７年間に約 400 台を中国など 10 数カ国に不正に輸出してい
たとして、管理を徹底するよう経済産業省が指導した事例が認められた。同省によると、同社
が輸出していたのは、金属などに穴を空けたり削ったりする工作機械で兵器製造に使用できる
ほど高精度の工作機械も含まれていた。108

（４）合法的に流出する懸念のある事例
合法的流出

研究会でレーザー技術流出の恐れ

2008.7.7～9 の間、和歌山県・南紀白浜のリゾートホテルで、日本有数のレーザー研究
者 12 人と中国のレーザー専門家７人が「レーザー核融合」などについて報告書を交換して、
集中討議を行なう予定であったが、中国側の中心的な研究者４人は四川省大地震の震源地
の近く、四川省綿陽市のレーザー核融合研究所に所属しており、地震の影響で当初予定の
７月に出席することが出来ず、11 月に延期することとなった。
レーザー技術はその 95％が軍事技術として転用可能であり、レーザー兵器は 60 年代か
ら米ソにより開発されてきた。80 年代になると、レーガン大統領がスターウォーズ計画
（SDI）として、強力なレーザー光線を発射して、核施設や軍事衛星を破壊する計画が検討
された。さらに、重水素を詰めた燃料球に強いレーザー光線をあて高温で圧縮すれば核融
107
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合を起こせる。
このような高い軍事技術であるところから中国は、高度のレーザー技術収集に躍起とな
り、特に米国内では中国の産業スパイが大量動員され、レーザー技術をはじめとする先端
技術を物色しており、米国は「中国の積極的かつ広範囲なスパイ活動を米国の技術に対す
る大きな脅威」（2007 年版中国の軍事力）として、政府機関は勿論、企業、大学からの技
術流出を警戒し、関係機関も監視体制を強化しているが、それでも中国のスパイ活動は「モ
グラ叩き」の状況で、果敢にレーザー技術等を狙っていることは、米国議会公聴会等でも
度々指摘されている。
90 年代未には、ロスアラモス研究所の中国系研究員ピーター・リーが、ある会議で中国
人研究者に非公開資料を見せたことを連邦捜査局（FBI）に見とがめられ、有罪になってい
る。
このような状況の中で日本最大級の核融合施設を保有し、90 年に太陽の中心密度の４倍
という核融合の世界記録を持っている大阪大学のレーザーエネルギー学研究センターの研
究者と綿陽市郊外の研究施設群にあり、中国人民解放軍の軍事施設に限りなく近いレーザ
ー核融合研究所の専門家が「レーザー核融合」などについて報告書を交換して、集中討議
を行なうことに対して、米国は「中国に報告書を渡すなどとは非常識であり、レーザー核
融合に関する技術の流出になる」と強く警戒、指摘しており、日本のレーザー技術が合法
的に中国に流出していくことを最も恐れている。
日中間の共同研究は数年前から行われ、07 年は日中協力事業として中国で第 1 回シンポ
ジウムが開催された。経産省が技術流出を警戒している中で、一方では文科省管轄の国立
核融合科学研究所から日中協力事業として資金を出して共同研究を推進している。
07 年３月の自動車部品メーカー「デンソー」の中国人技術者による製品データ持ち出し
事件で、大量のデータを違法にダウンロードしてこれを持って中国へ３回帰国していても
日本で逮捕できなかった経緯がある。
まして、大学の研究者の学術交流で合法的に流出することを防ぐ手だてがなく、日本の
技術が転用されてできた兵器が、日本の安全保障に重大な影響を与えかねない状況が頻発
している。政府は現在、専門家からなる技術情報適正管理研究会を造り、産業スパイを取
り締まる法改革を進めている。米国で流出を防いでも、日本から流出する懸念が大きく、
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先端科学と安全保障の擦り合わせは、一刻一秒を争う状況にある。109

３．米国における中国のスパイ活動事例
2008.1.29 米国下院司法委員会は、米国に対するスパイ活動に関する公聴会を開催、席
上米中関係研究の議会諮問委員会代表が、中国による米国軍事関連技術を盗むスパイ活動
が米国の安全保障技術への主要な脅威であり、その活動は各国中でも最も攻勢的で米側の
監視強化の中でも米国の軍事機密を狙った中国のスパイ活動は、後を絶たない「モグラた
たき」の状態となっていると、強い警戒感を露わにした。それを裏付けるように、米連邦
捜査局（FBＩ）は２月 11 日、中国による米国の軍事機密スパイ事件を２件同時に摘発し、
買収された国防総省の分析官 1 人を含む計４人を逮捕した。このうち、ボーイング社の中
国系元技師が関与した事件では、同社が開発した超大型ロケット「デルタⅣ型」や、スペ
ースシャトルなど米国の宇宙航空技術に関する情報も中国に引き渡されていた。
米司法省のワインスタイン次官補（国家安保担当）は、「今回の事件は米国の安全保障
システムに浸透し、最も重要な軍事技術や情報を奪い去ったもので、中国の情報組織によ
る不断の努力が看て取れる」と述べた。なお米司法省はこの二つの事件に関連性はないと
している。

（１）ボーイング社の中国系元技師によるスパイ事件
2008.2.11、米連邦捜査局（FBI）は、ボーイング社の中国系元技術者チュン・トンファ
ン（72 年、カルフォルニア州ロサンゼルス在住）を同社の宇宙航空技術情報を中国の宇宙
航空部門などに流していた容疑で逮捕した。
漏洩した情報は、ボーイング社が開発した衛星などを打ち上げる超大型ロケット「デル
タⅣ型」
（米国が保有するロケットでは搭載能力が最大）の燃料制御システムや、多方面の
電波が送受信可能で軍事分野にも使用されているフェーズド・アレーと呼ばれるスペース
シャトルのアンテナなど宇宙航空技術の情報を始め、Ｂ１爆撃機、Ｃ17 輸送機など軍用機
など軍用機に関するマニュアルや技術情報など広範囲にわたっている。
チュン容疑者は、73 年にロックウエル社に技術者として入社し、同社がボーイング社に
合併された後も引き続き技術者としてボーイング社に勤務、嘱託期間を含めて 06 年まで同
社の宇宙航空部門に勤めた。
中国側は、防衛関連企業ロックウエル社に技術者として勤務していた同容疑者に、米中
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国交直後の 76 年頃から接触し、同容疑者は 79 年から中国政府に懐柔され情報を流し続け
ていた。その後 96 年に同社の航空・宇宙部門がボーイング社に買収されると軍用機やヘリ
コプターとともにスペースシャトルに関する情報を求めるようになった。同容疑者は、ボ
ーイング社でスペースシャトルに関する情報を扱う資格は与えられていたが、ロケットに
関しては資格がなかったという。
ロックウエル、ボーイング両社では、海外渡航や外国の当局者と接触した際は会社への
報告を義務付けていたがチュン容疑者は 85 年から 03 年にかけ無断で中国を訪れ、当局者
に直接、技術説明をしていたほか、中国政府関係者と機密情報を渡す方法についても合意
していたという。CNN テレビによればチュン容疑者の有罪が確定すれば、最高で懲役 100
年を言い渡される可能性があるという。
「デルタⅣ」は、米国が保有するロケットでは搭載能力が最大。スペースシャトルにつ
いては、香港の中国系紙「文医報」が 04 年９月、中国が 20 年をメドに中国版スペースシ
ャトルを開発すると伝えていた。110

（２）米国防総省分析官のスパイ事件
国防総省傘下の国防安保協力局（DSCA）の武器システム分析官、グレッグ・バーガーセ
ン容疑者（51）は、ルイジアナ州ニューオーリンズ在住の台湾系米国人ビジネスマン、ク
オ・タイシエン（郭台生）容疑者（58）に買収され、最高機密に属する台湾への今後５年
間の兵器供与計画を金銭と引き換えに渡した疑いで逮捕された。この機密はクオ容疑者と
中国当局の連絡役を務めた中国国籍のカン・ユイシン容疑者（33）を通じ、中国政府に渡
ったとされる。３人はいずれも２月 11 日に逮捕された。
この事件は、非中国系の米国人現職官僚が買収されて中国に情報を流しためずらしいケ
ース。FBI は、中国側で広東省方面を拠点とした情報機関員の存在を肥握している。
ワシントン・ポスト紙によれば、有罪が確定した場合、バーガーセン被告には最高で懲
役 10 年、クオ被告とカン被告には無期懲役の判決が下される可能性があるとしている。111

（３）米、パワー・パラゴン社の事例（判決）
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米海軍の技術情報を 20 年にわたり中国に漏洩していた中国系米国人スパイ事件に判決
20 年以上にわたり完全に『冬眠』していたスパイ

（平成 18 年度研究関連）

2008.3.25、米連邦裁判所は米海軍の水上艦艇、潜水艦、武器等に関する重要軍事機密
を中国に流出させていた中国系米国人チ・マク被告（67）に対して実刑 24 年６ヶ月を言い
渡した。この判決で裁判官は、被告が秘密情報の取り扱いをめぐる米政府の資格審査など
に嘘の供述をしていた点などにも言及し「被告は米国を裏切った。国防機密の盗み出しが
どれだけ米国民を傷つけたか分からないほどだ」と厳しく断罪した。なおこの判決は、被
告が 67 歳であることから、事実上の「終身刑」に等しい。
この事件は、米海軍の技術開発を受注するパワー・パラゴン社（カルフォルニア州）の
技術主任であったマック被告が、実弟夫婦らと共謀し、新型原潜の静粛化技術の情報をコ
ピーした CD-ROM を実弟夫婦らに渡し、05 年 10 月、運び役の実弟夫婦がロスアンゼルスか
ら香港に出国寸前に連邦捜査局が逮捕した。中国系スパイ組織を追跡していた米連邦捜査
局が 03 年からチ・マクを捜査対象としてマーク、捜査を続行していたものである。
チ・マクは、70 年代に香港で中国政府からスパイ訓練を受け、その後、米国においては
全く情報活動を行わず『平凡な』生活を送り、85 年に米市民権を獲得した後も同様の生活
を続け、ロスアンゼルス郊外にある米海軍関係のパワー・パラゴン社に就職し、そこでも
真面目に勤務し、夜遅くまでも残業するという模範的な「帰化米国人」を振る舞い、本格
的なスパイ活動を行うため 20 数年間、完全に『冬眠』していたことによって完全に偽装に
成功し、96 年に米海軍の最重要機密に携わるための米政府の厳しい『身元照会』にパスし
て、米海軍の最高機密にアクセスすることに成功した。112
米国における中国のスパイ活動は年々活発化しておりこの 1 年間に米国で摘発された中
国のスパイ事件は 12 件に上り、増加の一途を辿っている状況で、米捜査当局者は、「チ・
マク事件と同様に、長期間『冬眠』しながら米国の学会や核ミサイル、潜水艦推進技術、
夜間透視技術、戦闘機パイロット訓練などの専門分野に入り込んだスパイ事件も増えてい
る」と話している。
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４．活発なハッカー攻撃
2007 年４月から５月にかけてロシアからエストニアに、７月から９月にかけて中国から
と見られるハッカー攻撃が日本、台湾を始め米、英、仏、独、に対してそれぞれ行われ、
これらの攻撃が北大西洋条約機構（NATO）加盟主要国合同の「サイバー防衛センター」を
創設、設置させる契機となったが、08 年もまたロシア、中国又は北朝鮮からと見られる数
種の事例が明るみとなった。

（１）社会インフラのＩＴ化に伴いハッカー攻撃の価値は増大化
中国人民解放軍は戦力・技術力に勝る敵に対して大きく劣る軍が有利に戦うには、強者
と異なる戦術で戦う「非対称戦」を重視し、
「戦争は単に軍事的な戦いではなく、同時に政
治、経済、外交、及び法律の正面における包括的な戦いである」と規定している。
特に正面装備の近代化が米軍に比し大きく遅れをとっている中国は、近代性こそ米軍の
弱点だと看破し、コンピューターネット侵入により米軍の「脳、耳、目」を無力化する「非
対称・混乱戦」に引きずり込もうと、米コンピューターネット内の偵察を激化させている。
偵察は軍事関係だけでなく交通、通信、金融、電気・ガス・水道などの重要インフラに
も向けられている。07 年に日本を含む欧米で多発したハッカー攻撃は中国の軍事戦略の一
環と見られる。
07 年のハッカー攻撃について、ドイツ憲法擁護局の副長は、中国はコンピューターネッ
トワーク侵入を「ほとんど毎日」支援していると公式に非難すると共に、
「中国は科学・技
術・コンピューター（SIC）技術の遅れを可能な限り早急に埋めようとして、世界中で政治
的、軍事的、企業戦略的及び科学的な情報を意図的に収集している」としていると指摘。
フランスでは、07 年９月に国防大臣が「政府の情報システムが中国からの攻撃の目標にな
り続けている」と警告を発し、イギリスにおいても 07 年 11 月に英国情報機関 MI５の長官
は、
「政府機関のみならずビジネス界も中国の国家が支援しているコンピューターネットワ
ーク浸透の目標になっている」と 300 の金融機関役員に警告を発している。113
一方、ロシアは 07 年のエストニア、08 年のグルジアで紛争が生起した際、これらの国
の国家機関のみならず銀行等公共機関等に対して猛烈なハッカー攻撃を行い、国民生活の
混乱や社会不安を惹起させた。北朝鮮においてもサイバー戦を重視して IT 技術の強化を図
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っている。特にサイバー戦では防御が極めて難しいことから、
「攻撃は最大の防御」と位置
づけサイバー戦で先制攻撃とともに攻撃を激化させることによって、敵の反撃、攻撃力を
弱化させることが可能のみならず、戦争を支える国民生活基盤を支えるインフラに対する
攻撃によって国民の戦意を破砕して戦争目的を達成し得る重要な手段として捉えていると
ころから、サイバー戦実施部隊は軍のみならず一般大衆をも組み込んだ新たな「人民戦争
論」で遂行しようとしている点に注意する必要があろう。これまでのハッカー攻撃でも
国家機関からの攻撃よりもこれらに指導、指示を受けたと見られるグループが関与してい
る例が多いことからも明らかである。
加えて、ハッカー攻撃は、単に大量アクセスによる機能妨害や、書き込み等による世論
操作、情報操作のみならず、特に機密情報の窃取や、平素は動かず必要な時期が到来する
まで待って動き出し、情報窃取やシステムを破壊する「トロイの木馬」に注意する必要が
あろう。

（２）2008 年に生起した主要なハッカー攻撃事例
ア．グルジアに対するロシアからの攻撃
2008.8.14 付の米紙ワシントン・ポストは、グルジア政府がロシアからのハッカー攻撃
を受け、多くの政府系サイトが機能を停止していると主張していると報じた。停戦合意後
もサーバーのダウンが継続し、インターネットを通じて市民に最新情報を伝達することが
困難な状態となった。ロシア側は関与を否定、逆に自国のメディアや政府のサイトが攻撃
を受けたと反論している。インターネット情報の流れを監視している研究者によれば、グ
ルジアへのサイバー攻撃は両国が武力衝突する２ヶ月前に始まったという。
グルジアの外務省や国防省に対しては、大量のパソコンを乗っ取り一斉にデータを送り
つける D-DOS 攻撃が仕掛けられ、データは２週間で 15 億件にのぼり、基幹システムは断続
的にダウンした。114
（注）07 年４月、エストニアがソ連によって建てられたタリンの対独戦勝記念碑を撤去したこ
とに対して、ロシアからのサイバー攻撃が行われたが（ロシア側は否定）、この時もロシア系
住民が暴動を起こした直後からサイバー攻撃が始まり、戦勝記念式典前後の５月８日～９日が
ピークとなり約３週間にわたりエストニアの政府機関や銀行のコンピューター・サーバーを標
的にして攻撃が行われた。
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この際もグルジアと同様に D-DOS 攻撃を受けた。エストニア政府は「ロシア政府の関与は明
らか」との声明を発表、「世界初のサイバー戦争」と注目された。ロシア政府は今も関与を認
めていないが、攻撃の一つがロシア大統領府から発信されていたことが NATO（北大西洋条約機
構）の調査で明らかとなっている。115

イ．韓国に対する攻撃
（ア）韓国大統領府へのハッカー攻撃
2008.4.22、韓国日報紙は、青瓦台（大統領府）のコンピューター・システムに 08 年２
月中句にハッカーが侵入、
「相当量の重要情報」を盗み取られたと報じた。ハッカー攻撃は
北朝鮮又は中国からの攻撃と推定され、同紙は「国家機関の情報管理、安全保障上の致命
的な問題を露呈した」と批判した。
同紙によると、ハッカー攻撃は、李明博政権が２月 25 日に発足する直前の２月中句に行
われたが、情報機関「国家情報院（国情院）」が気づいたのは３月末で、李大統領や青瓦台
職員に極秘事項として緊急に報告された。慮武絃前政権からの引き継ぎがうまくいかなか
ったため、盗まれた情報の正確な内容や量は、現在も把握できていない。
これまでの調べでは、ハッカーは「バック・ドア」と呼ばれるコンピューター・セキュ
リティー上の抜け穴を使ったプログラムを活用しており、国情院は「国家機密の収集を狙
った中国、又は北朝鮮の犯行」とみているという。
この問題について青瓦台報道官は３月 22 日、「２月中旬に（青瓦台内の）国家安全保障
会議（NSC）に勤務する職員の不注意で一部資料の流出事実が確認された」とし、「関係者
の問責を進めている」と釈明した。116
（注）04.5.28、韓国軍で機密管理などを担当する機務司令部は北朝鮮がインターネットなど
を通じて機密情報を盗み出したり、破壊したりする専門部隊を組織して、韓国の政府機関や研
究機関への攻撃を強化していることを明らかにした。機密情報にアクセスし、盗み出す技術は
米中央情報局（CIA）に匹敵する水準と指摘している。117

（イ）中国と北朝鮮からのハッキングで韓国政府資料 13 万件が流出
2008.10.14、韓国の聯号ニュースによれば、韓国の情報機関、国家情報院関係者は、04
年から 08 年８月の間に北朝鮮と中国からのハッキングにより韓国の政府機関から約 13 万
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件の資料が流出したと明らかにした。これらには国家機密は含まれていないという。これ
に関連し韓昇洙首相は同日の閣議で、流出が深刻だとし、公務員の保安意識が緩んでいる
と苦言を呈した。118
ウ．米国へのハッカー攻撃
2008.11.20、米国議会の超党派政策諮問機関の「米中経済安保調査委員会」は、08 年度
の年次報告書を発表し、その中で中国がホワイトハウスや国防総省、オバマ、マケイン両
陣営のコンピューター・システムに不当に侵入するサイバー攻撃をかけ、今後も攻撃を増
強する構えをみせていると指摘し、米国の議会や政府に対応策をとることを訴えている。
（ア）中国から米下院有力２議員事務所にハッカー攻撃
2008.6.11、米国下院外交委員会メンバーの有力議員フランク・ウルフ議員とクリス・
スミス議員（いずれも共和党）２人が下院本会議で、中国当局から議員事務所のコンピュ
ーターがハッカー攻撃され秘密資料を盗まれたと中国のサイバー攻撃の実態を明らかにし、
米国議会へのサイバー攻撃防止の強化策を求める決議案を提出した。両議員とも中国の人
権弾圧への非難を続けてきた実績があり、中国当局の標的にされたのは確実だという。
ウルフ議員は「06 年８月に私の議員事務所の外交・人権問題担当者、そして首席補佐官、
立法補佐官、司法問題担当補佐官のパソコンにハッカー攻撃がかけられ、中にあった中国
の反政府活動家や人権活動家に関する大量な資料を盗まれた」と明らかにした。
また同じ外交委員会で中国問題を頻繁に取り上げてきたスミス議員も 06 年と 07 年の計
２回、議員事務所のコンピューターがハッカー攻撃を受け、保存情報を盗用されたと言明
した。連邦捜査局（FBI）はこれらの攻撃が、すべて中国国内の当局関連の部署から発信さ
れていることを確認している。119
（イ）米大統領候補選対に中国からハッカー攻撃
08.11.6、英紙フィナンシャル・タイムズ紙（電子版）は、米大統領に当選した民主党
のオバマ上院議員の選対本部のコンピューターに今年夏、サイバー攻撃を受けていたこと
を報じた。共和党マケイン上院議委員の陣営も８月に米連邦捜査局（FBI）から同様の警告
を受けていたという。米政府当局者は同紙に対して、サイバー攻撃が中国政府機関による
ものかは解明されていないと語った。120
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（ウ）ホワイトハウスにも中国からのサイバー攻撃
08.11.7、英紙フィナンシャル・タイムズ（電子版）は、米政府高官の話として、中国
のハッカーが複数回にわたってホワイトハウスのコンピューター・システムに侵入し、攻
撃は米政府の専門家が対応できないよう短時間の間行われ、政府当局者間の電子メールの
内容を入手したと報じた。これらのサイバー攻撃は中国の政府機関により支援されている
と専門家達は見ている。121
エ．日本に対する攻撃事例
（ア）中国企業からネット攻撃？

１秒間に百数十回アクセス

08.6.17、産経新聞グループが運営するインターネットサイト「イザ！」などに、1 週間
近くにわたり中国から不審なアクセスが殺到し、多いときでアクセスのおよそ半数を占め
る異常事態となったことが分かった。原因は、中国のネット検索サービス会社によるウェ
ブサイトのコピー収集活動とみられる。ただ、１秒間に百数十回という猛烈なアクセスは、
マナー違反を通り越し、サイバーテロに匹敵する行為で中国ネット界の非常識さは、日本
のネット界の脅威となっている。
ヤフー、グーグルなどネット検索各社は、検索を円滑に行う材料集めのため、専用ソフ
トウェアでさまざまなサイトを巡回してコピーを自動収集している。その際、サイト管理
者が定めるアクセス制限を守ることがネット界の紳士協定で、イザ！ではアクセスを 10
秒に 1 回以下と要請している。
しかし今回、中国の携帯電話会社の IP アドレス（ネット上の住所）からのアクセスは、
1 日を通して毎秒平均 70 回にものぼる、異常状態となった。122
（イ）北朝鮮から成田空港に妨害電波、空港管制混信
08.3.15、午後５時 10 分～９時ごろまでの約４時間にわたり、成田空港の航空管制用の
電波が北朝鮮から発射された同一周波数電波で音楽が流され航空機との交信が妨害された。
この周波数は航空管制に限定され、ラジオ放送などが誤って混信した可能性はないという。
航空機発着などに支障はなかったが、強い電波の場合は管制業務が混乱する可能性があっ
た。
当時、千葉県では主要 20 カ国が参加した地球環境に関する閣僚級会合（G20）が開かれ
ていたことから、G20 開催を狙って発射された疑いもある。
121

『産経』2008.11.9

122

『産経』2008.6.18

９３

空港側が申告し、総務省の電波監視センター（神奈川県）で調査した結果、航空用の短
波周波数と同じ帯域に、北朝鮮から電波が発射されていたことが判明した。同様の混信は
９月 14 日にも確認され、いずれも北朝鮮方面からの発射だった。
同省によると、北は 05 年３月に今回よりも強度の電波を発射し、同じ周波数で通信が
できなくなった成田空港や航空機はチャンネル変更を余儀なくされた。
北の電波混信は、拉致被害者を調べている「特定失踪者問題調査会」が 05 年 10 月から
始めた北向け短波ラジオ放送「しおかぜ」でも起きている。
本件について航空評論家、秀島一生氏は「北朝鮮の狙いは即断できないが、航空無線の
混信に必要な電波出力量や日本側の反応をテストした可能性も考えられる。混信度合いに
よっては航空機の運航中止などが想定され、事故につながる危険性もある。２月下旬に福
岡でアシアナ機が混信による聞き間違えで無断離陸したが、ヘリコプターとの衝突事故も
有り得た。日本のテロ対策はタテ割り構造に問題がある。警察庁や国土交通省、エアライ
ンは妨害電波についても横断的に取り組むべきだ。総務省も対処方法を緊急に明示する必
要がある」と語っている。123
（ウ）中国から不正アクセスで情報流出
2008.4.7、千葉県成田市の楽器音響機器販売会社「サウンドハウス」は、運営する通販
サイトに中国から不正アクセスがあり、約 10 万件の個人情報が流出した可能性が高いと発
表した。流出したのは 07 年 1 月～08 年３月に会員登録を行った顧客 12 万人余りのうち、
延べ９万 7500 人分の氏名や生年月日、クレジットカード番号など。クレジットカードのパ
スワードは流出していないという。同社は、３月 21 日にカード会社から情報流出の指摘を
受け、調査会社に調査を依頼したところ,中国のコンピューターを介して不正アクセスを受
けた形跡が見つかったという。124
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５章

今後の課題と提言

１．保全体制の整備
（１）保全関連の法の整備
近年の相次ぐ技術情報の漏洩事件続発に鑑み、経済産業省は現行法制の不備を是正すべ
く 2006 年来、
「技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会」において安全保障と知
的財産の保護の両面から新法の検討を進めており、国家秘密保護法（仮称）及び民間企業
からの不正な情報入手を防止するため企業情報の不正入手処罰法についての制定や現行の
公開特許制度に、軍事転用が可能な技術情報を非公開とできる「秘密特許制度」の導入等
に関わる法案を早ければ 09 年の通常国会に提出する予定で進めている。
我が国は、戦後、廃墟の中から日本の復興、貿易・技術立国を合い言葉に驚異的な復興
を果たし、その技術は世界のトップレベルにまで至っており、各方面において日本の先端
科学技術が重用されている。特に近年の科学技術の発達は軍事、民事の境界が不明確な汎
用技術が益々増加しており、我が国において純然たる民事技術として開発、実用化されて
きた技術が、今や軍事的にも重要な部分を占める技術が殆どである。
それ故、軍事力の強大化を国家の最大目標としている近隣諸国は我が国の先端科学技術
の収集や軍事転用製品、機器の取得に血道を上げており、スパイ活動や不正輸出事件が後
を絶たない。
加えて、我が国には独立国として当然保持すべき『秘密保護法』もなく、諸外国からは
『スパイ天国』の汚名を冠され、列国のスパイは、勤務先として最も希望する国として日
本をあげており、我が国の保全体制の欠落が日本の国益のみならず信頼性をも大きく損な
っている。
これまで防衛省は、次期主力戦闘機として米国製のＦ―22 ステルス戦闘機を計画してい
たが、07 年に生起したイージス事件の発生は、米国に対して我が国の保全体制に大きな危
惧感を抱かせ、米国議会下院司法委員会は、08 年度国防予算にステルス戦闘機Ｆ―22 に関
する情報提供の禁止条項を盛り込み、この結果、次期主力戦闘機としてＦ－22 を取得する
ことが困難となった。
07 年４月に日米防衛首脳会談で訪米した久間防衛相（当時）は、同機の詳細な性能情報
の提供を求めたのに対して、ゲーツ国防長官はイージス事件の情報漏洩に関し「情報保全
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は防衛省のみならず日本政府全体の問題だ」と述べたように、我が国の「国家としての保
全体制」の欠落を指摘したが、我が国の「国家としての保全体制の整備」が喫緊の課題と
なっている。
科学技術は、経済のみならず国の安全保障にも直接重大な影響を及ぼし、今や兵器の性
能の差が戦闘の勝敗を左右するまでとなっており、安全保障に占める科学技術の地位は
益々高くなる一方で、特に汎用技術において世界のトップレベルにある我が国の種々の先
端科学技術の保全は、安全保障上の観点ばかりでなく経済立国を進めるための経済上の観
点からも「国家としての保全体制」の整備が不可欠であり、秘密保護新法の早急な成立が
望まれる。
我が国の先端科学技術の収集を図ろうとする国々にとって最大の障害となるのは、『日
本の保全体制の整備』そのものであり、そのため、これらの国々は法案を成立させないた
めにあらゆる工作を仕掛けてくることは明らかである。
64 年に生起した産業スパイ事件に関連して、秘密保護法制定の要望が産業界自身から出
され、保全体制の欠陥を是正すべく法制化が進められたものの、
『国民を弾圧するもの、相
互監視の戦前の暗黒社会に戻すもの』と反対論が流布され、スパイ活動を展開している国
と親しい関係を有する与党政治家の反対もあり不成立となったといわれている。このよう
な有力政治家やマスコミ界、或いは民間諸団体を利用して自国に有利なように当該国の世
論を誘導する積極工作は、度々行われているが、最近では米国の欧州ミサイル防衛（MD）
に強硬に反対しているロシアのチェコ国内における工作が指摘されている。
（注）08 年９月、チェコの情報機関は、チェコでの MD 施設を妨げるべくロシアのスパイがチ
ェコ国内で MD の設置に懐疑的な非政府組織（NGO）や政治家、メディアに近づき、設置に反対
するようチェコ国内で活動を活発化させていることを明らかにした。またこれに関連して同国
の国会議員は、AP 通信に対し、「驚くべきことは、ロシア人が公然と、チェコ社会に影響を及
ぼそうとしていることだ」と警鐘を鳴らしている。工作の目的は米国のミサイル防衛網（MD）
施設の設置を妨げるのが最大の狙いといわれている。125

情報収集する側にとっては収集活動を困難にする『法制化』は何としても阻止すべく、
各方面に幅広く工作を行ってくるものと見られるが、我々は、この法制化をめぐる動きを
注視してゆくことが必要であろう。
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（２）国としての保全機構の構築と関連省庁、企業及び大学研究機関との連携
体制の確立
近年の科学技術は前述のように汎用技術が多くなり、その傾向は特に先端科学技術に顕
著である。一方、我が国における科学技術は民事用として開発されてきており、また大学
等の研究機関においては未だ科学技術の軍事転用については拒否反応が強い傾向にあるこ
となどから、当該技術が軍事に如何様に転用されるかについてなかなか判定がつかないの
が実情である。
このため、先端科学技術情報の保全は、企業の発展、競争力の確保等の経済上の観点の
みならず安全保障の観点からの重要度の理解、認識が必要であり、防衛省を加えた関係省
庁、企業、大学等の研究機関との協力態勢が不可欠で、現在、経済産業省が法制化を進め
ている前述の「秘密保護新法」や「特許の非公開制度」等の法制化とともに、これらの法
律の効果的運用、実効性を高めるため「国家としての保全機構の設置」を図ることが必要
である。
しかしながら、全く無の状態から組織、機構を設置するには種々の思惑からの混乱や多
大の期間を要することから、その前段階として少なくとも先ず経済産業省と防衛省間にお
いて種々の技術が安全保障に如何に影響を及ぼすかについて担当者間で軽易に意見交換や
検討が出来るルートと場を設定し、早急に実行可能なことから進めてゆくことが必要であ
る。
また、関係省庁、企業や大学等の研究機関等の連携においても連携可能な組織間で担当
者或いは担当部署を指定して軽易に意見交換等が出来る態勢を作り、意見交換等を重ねる
ことによって協力態勢も逐次強化され、またその範囲も拡大してゆくことも可能である。
このような担当者間の連携の累積が、「組織、機構の設置」を着実且つ効果的する早道
であろう。

（３）秘密等に携わる者の「適格性の確認制度」の確立
保全体制構築のためには、法の態勢整備と共に秘密業務に携わる者の適格性判定が不可
欠である。
現在我が国においては、雇用機会均等法によって身分、家族、性別、思想・信条によっ
て差別をしてはならないとして身上明細書などを提出させることを禁じているが、国家・
国民の安全に関わる秘密の事項を扱う重要な業務に就く者に対しては、いずれの国におい
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ても、国家機関、民間企業にかかわらず適格性の確認を厳格に行っておりそれが国家、国
民に対する義務であろう。
政府は、06 年 12 月、内閣に「カウンターインテリジェンス推進会議」を設置し、翌 07
年８月に「カウンターインテリジェンス機能強化に関する基本方針」が決定されたが、適
格性の確認についての実施基準等の具体的施策の早急な決定が望まれる。
保全体制の構築のためには秘密保護新法等の制定と共に適格性の確認が保全体制整備
の第１段階の基本事項である。
米国においては、詳細な身上書に基づく徹底した事実調査は勿論、国家に対する忠誠心
のチェックを始めポリィグラフ（嘘発見器）まで使用した厳重な適格性の審査を行ってい
るが、そのような状況にあっても米海軍の技術情報を 20 年にわたり中国に流していた中国
系米国人のスパイ事件（パワー・パラゴン社の事例）のように 20 数年間完全に模範的な「帰
化米国人」として欺き通して、米政府の厳しい『身元照会』にパスした事例や、中国情報
機関のダミー会社が米国最高の秘密情報機関である国家安全局（NSA）の民間委託業務を受
託するような事例が生起しており、適格性の確認は絶対的とは言えないにしても、本事件
の解明に至った大きな要因の一つは、秘密に携わる人や会社に対してその適格性の有無を
判定する諸資料を要求、事実調査を行うシステムがあったことであることは確かである。
我が国においても、00 年に防衛庁（当時）や官公庁、大手企業等がオウム真理教関連の
コンピューターソフト会社が開発した業務システムを導入していたことが判明したが、従
事技術者氏名の届出を要求されると、身元の発覚を恐れて一般の会社に仕事を発注し教団
との関係が発覚するのを免れていたことも分かった。
保全体制を強化するためには「法の整備」と共に、「保全上の適格性を確認」すること
が不可欠で、この「適格性の確認」は、危険要因を事前に排除する大きな予防効果を有す
ると共に、万が一それをすり抜けたとしても、その後の調査には重要な基礎資料として大
きな価値を有することから、この適格性の確認は保全体制の構築には決して欠かすことの
出来ない事項であり、早急な制度化が必要である。
（注）00 年３月に防衛庁（当時）や NTT など約 190 の官公庁や大手企業が、オウム真理教の
運営するコンピューターソフト会社が開発した業務システムを導入していたことが判明した。
製作の元請け会社が下請けのソフト開発会社８社に発注、更に孫請けの会社に発注した結果の
よるものであった。教団のソフト開発納入は省庁、大手企業など計 190 機関、210 システムに
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及んでいた。126

（４）入札制度の再検討
入札制度の検討にあたっては単に入札価格のみではなく、上述の秘密に携わる個人の適
格性の確認と同様に秘密に携わる企業（下請け企業を含む入札業者）の保全上の適格性の
確認が不可欠である。
近年、随意契約に伴う不正事実が明らかになる事件が多発し、入札の公平、透明性を高
めるとともに経費の節減等予算上の観点から、公開入札が強く求められている。これに加
えて、米国の経済危機に端を発した世界的経済危機は、企業においても経費節減から業務
の一部を下請けに委託する傾向が強まってくることが予想されるが、装備関係の公開入札
や受託した企業における下請け業者の選定にあたっては保全上の観点から検討する必要性
を示唆する事例が生起しており、入札や下請け業者選定にあたっては保全上の適格性確認
が必要であると思われる。
防衛省においては入札資格等について詳細に規定しているが、我が国以上に入札資格審
査や保全上の適格性を厳しく調査・徹底している米軍においてさえも業務の民間委託によ
る秘密漏洩事案が生起しているが、これは氷山の一角で、技術情報を収集しようとする意
図を有する国は収集のためにあらゆる手段、可能性を追求して収集に邁進していることを
示している単なる一例である。
（注）07 年 12 月に、通信傍受を行っている米国の最高機密機関の国家安全局（NSA）が通信
傍受記録の翻訳業務を民間委託した当該企業は中国情報機関のダミー会社であることが判明
した。この業務委託の結果、NSA の情報収集に支障が出たのみならず、米側を混乱させるため
の「偽情報」を流され中国側の工作の手助けをしたのみか、翻訳委託業務の調整等で NSA 内部
の軍人・軍属と恒常的に接触することが出来ることを利用して、接触者をスパイとして獲得す
る工作の機会まで与える結果となった。米の情報専門家は、軍や行政機関で急増する｢民間へ
の業務委託｣を利用した工作ルートとして警戒を促している。127
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２．個人の保全意識の高揚
（１）保全の基本は個人の保全意識にある
保全の特質でみてきたように組織、企業は機器による保全体制の構築や保全にかかわる
規則や行動の準拠を示すのみでその成果は、一人一人の実行にかかっている。
09 年 1 月に、情報セキュリティ対策の啓発に取り組んでいる独立行政法人「情報処理推
進機構」でソフトウエアの開発を担当していた職員が、自宅のパソコンでファイル交換ソ
フトを利用して約 1 万人以上の個人情報を流失させた問題が明らかとなったが128、同機構
は国内で情報セキュリティ対策を推進する中心的な組織で、しかもそのソフトウエアを開
発していた職員が流出させたことは、組織が如何に保全強化を打ち出してもその成果、保
全の成否は組織の構成員一人一人の実行にかかっているという好例である。
一人一人が保全上の個人の重要性を自ら自覚し、「自分ぐらいはいいだろう」「自分は大
丈夫、漏洩、紛失することはない」といって USB などを無断で持ち出すことをせず、他の
人はどうであれ『自分だけは守る』、『自分だけはしない』との意識を各人が持つことが最
も大きな力を発揮する。

（２）保全は個々人の力の結集と報告、通報にある
保全部署や担当者が如何に努力しても各種の工作は個人に指向されるので、保全部署の
対処だけではその効果は極めて限定される。組織体全員の“目”の構成が最も力を発揮し
かつ効果的である。相手の各種の工作は必ず行動（兆候）となって誰かの目にとまり、或
いは不審行動となって注目される。これらの兆候や不審事項を見かけた者は速やかに保全
担当者に報告、通報をすることによって、多くの情報が集まり相手の意図や行動がより明
らかとなり、それを全員に具体的な注意喚起、警報として発することにより更に組織全員
による監視の目が強化され、保全体制の強化が可能となる。
それ故に、保全担当者は報告や通報を待つのではなく、常に現場に出向き些細な兆候や
不審な行動にかかわる情報を収集すると共に、各人は不審事項に遭遇、見聞した場合には
速やかに保全部署に軽易に報告・通報するという組織の一体化を図ることが最も効果的か
つ大きな保全力となる。
報告通報の重要性の一例について、第２次大戦時、対日心理戦争最高責任者であったザ
カリアス少将は著書の中で日本海軍の対米情報活動網摘発の端緒について次のように述べ
ている。
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米国西海岸における日本の情報活動にあたっていた宮崎敏雄海軍中佐は、カルフォルニ
ア大学に語学生として留学して対米情報活動に従事していた・・・彼は非常に熟練した情
報将校で、鋭い頭脳を持ち、独創力豊かで大学での彼の正課以外の活動を如何にカモフラ
ージュするかを良く知っていたから、米国防諜機関の監視活動は極めて困難であった。し
かし米国市民達の協力によって、彼のやっているスパイ活動を見つけ出すことが出来た・・・
情報機関の最大の支柱の一つは大衆の協力である。アメリカの国民は、常にスパイに気が
つくことに早かったばかりでなくて、自分で手柄を立てようとしたりせずに、それをすぐ
に適当な情報機関に知らせてくれるだけの分別を持っていた。
非常に貴重なスパイ発見の手がかりを提供してくれる人々は、通常、門番、主婦、バス
の車掌などの平凡な人達で、愛国的な義務を果たしたいと言う満足感以外には、何一つ報
酬を求めない人たちであった。
宮崎事件ではウイリアム・トレンティンという波止場雀が、最初に我々に手がかりを提
供してくれた。
｢米海軍を追い出された水兵と同居していたが、その元水兵は、海軍将校の軍服を着て港
に停泊している軍艦に行って、何か書類を持ってきては、それを自分の部屋に隠している。
奴はそれをジャップにこっそり渡していた。きっとあくどいことをやっているに違いない｣
と、米海軍提督に報告した。129
「各人の報告、通報」は、スパイとして獲得される危険性から自らを守るばかりでなく
同僚をもその危険から守る最良、確実な手段であり、かつ、組織の保全力を高め、漏洩や
窃取を未然に防止するための最も基本的かつ最も大きな力であることを認識する必要があ
る。
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