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発刊にあたって
我が国の周辺諸国特に中国は、1989 年から 21 年間連続して国防費の二桁増を維持し、軍の強
大化を図ってきております。中国は、弾道ミサイルを初め、戦闘車両、水上戦闘艦艇、要撃戦闘
機などの国産化を推進し、電子戦機･空中給油機などの装備化を開始するとともに将来は空母戦闘
群を保有しようとしており、中国はもはや軍事技術面で自主独立性を保持しているとさえ言う人
もおります。
しかし、その実態を分析してみると、地対空ミサイル、ヘリコプター、大型航空機などは全面
的に輸入に依存しているし、またエンジン、レーダーなど兵器システムを構成する上で重要な部
品を輸入に頼らざるを得ないというのが現状であり、中国自身としては更なる軍事技術の向上を
痛感しているものと思われます。
中国は、従来から米国はじめ西欧諸国及び日本から公開、非公開の科学技術文献を文字通り手
当たり次第に収集し、基礎能力の向上を図るとともに、各種視察団の派遣、研究交流を通じ、ま
た必要に応じて外国の科学技術者の獲得によって技術力の向上を図ってきており、中国自身が、
「情報収集の努力は過去 30 年にわたり浮き沈みはあったが、科学技術情報の再生と復活、科学
技術の復活、国家経済の建設と国防の増強などに多大の貢献をしてきた。
」と評価しております。
本調査研究は、中国の兵器の開発、改善の実態を探り、これらに関する情報活動を明らかにし、
装備品の生産に関する技術情報管理の向上に資するものであり、第１章中国の軍備近代化・充実
の実態、第２章中国の兵器技術水準の評価を受けて、第３章で中国等の兵器技術情報取得のため
の情報活動、第４章で兵器技術情報の流出防止のための課題と提言についてそれぞれ述べており
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欠でありま
す。
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２２年２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

中国の軍備近代化・充実の実態

本章においては、中国の兵器技術の実態を評価する前提として、中国軍がいつどのよう
な分野における兵器の近代化を図ってきたのかその軌跡を明らかにする。このため、中国
が軍事予算の伸びを初めて二桁台に乗せた 1988 年から今日（記載した数値は 08 年）まで
の、軍近代化の指標となる主要な兵器の推移を概観し評価を加えることとする。

１．中国の兵器近代化の流れ
中国の兵器技術のルーツは、中ソ蜜月時代にソ連から供与された兵器及び兵器技術にあ
る。ソ連とのイデオロギー対立によって孤立した中国は、ソ連製兵器のコピーを大量に製
造しつつ技術を習得してきたが、欧米諸国との技術の差は歴然としていた。
1979 年の米中国交正常化を契機に、1980 年代の半ばからアメリカを中心に西欧諸国か
らココム規制スレスレに、あるいは民需品を通じて、兵器や兵器技術が中国に提供される
ようになった。欧米の技術に目覚めた中国は 1988 年から軍事費を二桁台に増額し、軍の近
代化に意欲的に取り組んだ。
そこへ、1989 年６月４日に天安門事件が起き、状況は一変した。アメリカは中国に制裁
を科し、それに歩調を合わせる形で EU の前身である欧州共同体理事会は同年６月 27 日、
政治的宣言として対中兵器禁輸を表明した。その後、欧州統合の動きの中で、1991、1992
年に欧州評議会（Council of Europe）は、兵器輸出を規制する「共通の基準」（Common
Criteria）を採択した。この「共通の基準」を基礎に、1998 年に欧州評議会は、EU の「兵
器輸出行動基準」（European Union’s Code of Conduct on Arms Export）を採択した。し
かしこれは法的拘束力のないものであったがために、対中兵器輸出を強く規制するもので
はなく、実際には中国への兵器輸出が目立たない形で行われてきた（実態は第２章）。
冷戦が終結し、ロシアとの和解を果たした中国は、ロシアから兵器及び兵器技術を盛ん
に取り入れた。エネルギーと兵器以外に輸出すべき製品を持たないロシアもまた、中国（イ
ンドを含め）に対して積極的に兵器を輸出した。しかし中国はロシア兵器の導入で国産化
能力を高める一方で、ロシア兵器の技術に飽き足らない分野の技術を欧米から採り入れよ
うと、様々な形での努力をしている。日本に対しても特に不得意な軍事エレクトロニクス
の分野を重点に収集活動が行われるであろう。
以下は、中国の兵器近代化において重要と思われる兵器について、20 年間における兵器

１

近代化の軌跡を表形式により提示し評価を試みる。表の作成に当たっては、兵器の性能や
ルーツを明らかにするように努めるとともに、近代化の傾向が分かり易いように、二重線
で区分された同質の兵器（例えば戦車、駆逐艦、要撃戦闘機）を装備年度の古いものから
順に上に積み上げてある。したがって年代が右方に行くに従って保有数が左下から右上が
りになっていれば、近代化が進みつつあるということを意味する。なお輸入兵器は「網か
け」によってその果たした役割を明示している。
出典はすべて『ミリタリー・バランス』に統一しているが、評価に当たっては SIPRI 年
鑑あるいは Jane‛s Defense Weekly その他の情報を採り入れている。

２．国産弾道ミサイルの近代化の推移
中国の兵器体系の中で、最も近代化が進んでおりかつ国産化が進んでいるのが戦略的兵
器である弾道ミサイルである。
（１）液体燃料シリーズ
1960 年に東風１号（DF1）を試射し、64 年にその改良型で沖縄の米軍基地（日本）を狙
う射程 1,250Km の核弾頭搭載ミサイル東風２号（DF2）の初発射に成功した。次に燃料がロ
ケット内では保存できなかった東風２号を、保存可能方式に改良した東風３号を開発（1969
年）し、フィリピンの米軍基地を射程下に収めた。70 年にはグァム島の米軍基地を射程下
に収める目的で開発した東風４号で人工衛星の打ち上げに成功し、それによって培われた
ミサイル開発技術に慣性航法装置を組み合わせて本格的 ICBM として完成したのが東風５
号である。東風５号は、液体燃料二段式、発射重量は 183 ﾄﾝで 81 年に配備され、米国本土
を射程内に収めることになった。
こうした流れから、中国が国民の貧困を犠牲にしてでも、アメリカに対する核抑止の戦
略を着々と積み上げようと努力した執念を見て取ることができる。
東風５号までは液体燃料方式であったが、酸化剤である液体酸素を常温でミサイルの機
体内のタンクに充填・保存しておくことができないので、発射直前に注入しなければなら
ない。その後燃料をケロシンから非対称ジメチルヒドラジンに、酸化剤を四酸化窒素に変
更することで常温保存が可能になり、サイロ内発射が可能になった１。ただし四酸化窒素
は毒性が強く腐食性が高いので、長時間タンクに保存しておくと腐食して爆発事故を起こ
１

『世界のミサイル・ロケット兵器』坂本明二著 グリーンアロウ出版社 24 頁

２

すことがあった。
液体燃料方式の構造は、燃料タンク、酸化剤タンク、両者を燃焼させるエンジン（燃焼
室を中心に制御バルブや噴射ノズルなど）からなる複雑な構造となるが、燃焼を中断した
り再点火したり、複雑な操作に適しているという長所もある。

弾道ミサイル等の近代化の推移

表１－１
種

別

型

式

88 年

95 年

02 年

08 年

数量

数量

数量

数量

性

能

等

東風５A (CSS-4)

20

射程 13,000Km、（液）

大陸間弾道

東風４A（CSS-3）

20

射程

5,470Km

ミサイル

東風 31（CSS-9）

6

射程

8,000Km、（固）

東風５（CSS-4）

8
2

7

東風３A（CSS-2）

2

射程

2,800km

10

60

33

射程

2,500Km、（固）

20

射程

4,700Km、（液）

射程

2,500Km、（液）

射程

1,250Km、（液）

12

射程

（固）

射程

2,150Km、 （固）

東風 21（CSS-5）

ミサイル

東風４（CSS-3）

4

10

東風３（CSS-2）

60

60

東風２ (CSS-1)

50

巨浪２ (CSS-NX-4)

弾道ミサイル

巨浪１（CSS-N-3）

短距離弾道
ミサイル

12

東風 15（CSS-6）
東風 11A（CSS-7）

12

12

12

〇
〇

100
200

225
500

150

東風 7（CSS-8）

射程 12,000Km、（液）

32

中距離弾道

潜水艦発射

24

（液）

（液）

射程 600km
（固）
射程 300km
（固）
（スカッド B の技術）
射程 150km
（固）
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの技術）

註１：〇は存在するが数量が不明なものを表す。ただし存在が確認されたのは 97 年である。
２：東風４号は射程の関係で当初は中距離の位置付けであったが、射程延伸が図られてから
大陸間弾道ミサイルに位置付けられた。
３：東風７号が確認されているのは 02 年と 03 年のみである。
４：性能等欄に（液）とあるのは液体燃料方式、（固）とあるのは固体燃料方式を示す。
５：東風 15 号の改良型東風 15B 号は射程 800km ともいわれる。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成。）

（２）固体燃料シリーズ
一方、固体燃料方式は燃料と酸化剤を固めたグレインを容器に充填するもので、取り扱
いや貯蔵が簡単で保存が利くので、移動も可能であり常時発射態勢におくことができる。
また構造も充填容器と燃焼室があればよい２。欠点としては一度点火して燃焼させると中

２

『世界のミサイル・ロケット兵器』坂本明二著 グリーンアロウ出版社 20-25 頁

３

断や再点火ができないことである。したがって、推進は固体燃料でも目標に向かって複雑
な制御を必要とする弾頭部分には液体燃料が使われる場合が多くなった。
中国は 1960 年代から、潜水艦発射の巨浪１号（CSS-N-3／JL-１）の開発を契機に、固
体燃料ロケットの開発に着手し、80 年代の初めには戦域・戦術弾道ミサイルの開発に着手
した。ソ連の地対空ミサイル「ガイドライン」を基に東風７号を開発し、引き続き固体燃
料シリーズと言われる二桁ナンバーの東風 11 号、15 号、21 号、31 号を開発した。
特に東風 15 号は外貨獲得を目的とした輸出商品で、誘導方式にストラップダウン方式
の慣性誘導装置、終端軌道の制御機構を持つなど技術的に優れており、国際的にも注目さ
れた３。東風 21 号は液体燃料の東風３号の後継として増強の傾向にある。射程を延長した
バージョンの開発も伝えられており、日本をはじめとする周辺諸国に照準を合わせた中距
離ミサイルの主力であることは疑いない。
固体燃料による移動式 ICBM として配備が開始され始めたのは、東風 31 号（DF-31）か
らである。東風 31 号の新型東風 31A は中国初のワシントンを攻撃可能な移動式ミサイル
であるといわれたが、射程は当初言われた 12,000km ではなく 11,200km と判明したようで
ある。天安門の軍事パレードには８基が登場し、更に未公表の新型・東風 41 (DF-41) が
登場（射程 11,000-13,000km、MIRV×10 発を搭載可能といわれる）するという話もあった
４

。しかし、東風 31 号は 12 基登場し、東風 41 号のお披露目はなかったようである。
このような固体燃料形式のミサイルが出現しても、旧式の東風５号を退役させていない

のは、一方で東風 41 号は開発中止の噂もあるなど、これ以外にアメリカの中枢部を確実に
射程下に収める第二撃能力を持つミサイルがないからであろう。

（３）台湾向け短距離弾道ミサイル
東風 11 号及び 15 号は台湾を射程に収め、福建省などに配備されている。2003 年には陳
水扁総統（当時）が 11 月の演説で 496 基と表明したが、現在では 725 基の多きに上ってい
る。更にアメリカの国防報告によれば 1050 から 1150 基に上るとも言われている５。
なお、改良型弾頭 (おそらくは貫通弾頭装備) 装備の東風 11 改良型といったものが今
後登場するであろう６。
３

『世界のミサイル・ロケット兵器』坂本明二著 グリーンアロウ出版社 69 頁

４

JDW 09.09.08 記事による。
国際問題研究所編『中国軍事力白書 2009 年版について』P5
JDW 09.09.08 記事による。

５
６

４

３．国産主体の主要戦闘車両の近代化の推移
主力戦車、装甲戦闘車、自走砲という３種類の兵器は、近代戦において歩・戦・砲の緊
密な連携による流動的かつハイテンポな戦場環境に順応するために欠かせない兵器であり、
これに攻撃ヘリを加えると陸軍の中核的かつ近代化の象徴的な兵器となる。

（１）国産化能力を高めた主力戦車
1990 年代後半には西側の戦車並みの射撃統制システムを搭載している Type-80 戦車、次
いで中国で初めて 125 ﾐﾘ砲を装備し複合装甲を施した 85 式戦車を送り出した７。しかしい
ずれも生産数は多くはなく比較的短命であった。

戦車の近代化の推移

表１－２
種

別

型

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

Type-98A/99

主力戦車

80

160

主砲 125 ﾐﾘ

Type-96A

800

1,200

主砲 125 ﾐﾘ

Type-88A/B

900

1.000

主砲 125 ﾐﾘ

能

Type-85

〇

主砲125 ﾐﾘ T-72 に類似

Type-80

〇

主砲 105 ﾐﾘ

Type-79

〇

T-69(modType-59)
Type-59
軽戦車

性

Type-63/63A
Type-62-I

500

300

80

200

6,000

6,000

5,000

5,000

1200

1200

700

600

800

800

500

400

等

主砲 105 ﾐﾘ
主砲 100 ﾐﾘ原型 T-62
主砲 100 ﾐﾘ原型 T-54
水陸両用(ソ連 PT-76)

注： ○は配備されてはいるが数量不明を表す。以下の表についても同様である。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成。）

Type-88 を経て開発された Type-96 は、その後に開発が予定されていた Type-98 及び
Type-99 の生産コストが当初から高いことが予想されていたため、Type-88 をベースに
Type-85 の技術も採り入れた低価格の戦車として誕生した。中国は未だに Type-59 を 5､000
両も保有しており、これらの後継として大量に生産されつつあるようである。Type-96 は
ほぼ西側諸国の戦車に近い機能を保有し、しかも 42.5 ﾄﾝと軽量で、中国の道路インフラに
適した戦車である。現在は Type-99 の技術を採り入れ、互換性を図るなど改良が加えられ

７

『戦車名鑑』現用編

㈱コーエー社

５

た Type-96G が出現している。
Type-98 は、1999 年の軍事パレードに参加させるため未完成のまま量産に踏み切ったた
め、性能的に軍の要求を満たすことが出来ず、99 式への呼称変更が行われたのが 98/99 式
であり、本格的な実用型は 99A 式（99G/99A ともいわれる）で、200 両あまりが量産された
という説がある８。『ミリタリー・バランス』ではその詳細は数字に表されていない。
Type-99 の開発では、砲塔正面装甲の防御力の強化と中国の道路インフラでの運用の可
能性及び射撃統制装置や暗視装置の信頼性の改善などが目標とされた。このため 99 式戦車
の低率生産を続けながら、改良に取り組んだ。99 式戦車の性能の詳細は第２章において述
べるが、どこまでが中国の技術であるかは別にしておおむね欧米並みの主力戦車のレベル
にあるようである。

（２）近代化が進みつつある装甲戦闘車
装甲車の中でも歩兵が戦車とともに火力を発揮しつつ相互に支援しつつ敵陣に突入で
きるよう、対戦車ミサイルや機関砲を装備し歩兵用に小銃の射撃ポートを備えたものが標
準的な装甲戦闘車（歩兵戦闘車とも言われる）であり、近代化の見地から重要な意味を持
つ（中には小銃の射撃ポートがあるだけで装甲戦闘車といわれたものもあるが）。

装甲車の近代化の推移

表１－３
種

別

装甲
戦闘車

装甲人員
輸送車

型

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

WZ-501 Type-86A

800

BMD-3

100

1000

100

性

空挺戦闘車

400

300

Type-63（YW-531）

3000

2300

水陸両用

200

200

水陸両用

600

600

装輪式

60

100

WZ-551 Type-92
WZ-523

2800

4500

＊

＊

等

73 ﾐﾘ砲、HJ-73、原型BMP-1

Type-89I(YW-534)
Type-77(BTR-50)

能

多目的に使用

Type-85
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成。）

『ミリタリー・バランス』で確認されている装甲戦闘車はロシアの BMP-１のコピーであ
る WZ-501 Type-86A のみで旧式装備である。
８

『軍事研究』09 年 12 月号

P

６

歩兵戦闘車に関しては遅れが目立つ中国ではあったが、『ミリタリー・バランス』以外
の情報として、2009 年の天安門軍事パレードには Type-97（04 型）装甲戦闘車、05 式
/ZBD-2000 水陸両用歩兵戦闘車及び 03 式/ZBD-03 空挺戦闘車が登場したとされている。04
型は 100 ﾐﾘ低反動砲と 30 ﾐﾘ機関砲及び対戦車ミサイル紅箭(HJ)を装備するロシアの BMP３に似た装甲戦闘車で、2004 年に出現し 06 年に制式化され既に 300 両あまりが生産され
ているという９。
05 型には、105 ﾐﾘ砲搭載の対戦車・火力支援型と 30 ﾐﾘ機関砲と HJ-73 対戦車ミサイル
発射機２基を装備する歩兵戦闘車型、装甲指揮車などがある。歩兵戦闘車型では、乗員の
ほか搭乗歩兵は６～８名と推定されている１０。03 型は、小柄なアルミ合金製車体で、姿勢
制御可能な油圧式サスペンションを備え、30 ﾐﾘ機関砲と対戦車ミサイル HJ-73 を装備する。
重量は 10～12 ﾄﾝで Iℓ-76 輸送機からパレットをつけて投下可能である。歩兵４～５名を収
容でき、現用の同種の車両では世界的に最も実用性が高いと見られている１１。
装甲車に関しては『ミリタリー・バランス』には登場しないが、1980 年代初頭に開発さ
れた WZ-551 は、ウェポン・プラットフォームとしての利用が拡大しており、旋回砲搭には
他社製品を換装できるほか、紅槍 8 型対戦車ミサイル、82mm 迫撃砲、120mm 迫撃砲など
の兵装を搭載するウェポン・キャリア、指揮車両、救急車、工兵車輌といった派生型が計
画されている。外見はフランス製の VAB シリーズに似ており、エンジンは空冷ディーゼル
の Deutz BF8L413FC で、ZF 社製の 6HP500 自動変速機とペアを組む１２。
一説には、中国はロシアとの和解及びロシア地上軍の大幅削減によって、ロシア軍の機
甲部隊と戦闘する可能性が減少したために、重戦力よりも機動性を重視した戦闘能力に転
換しつつあるとの見方がある。しかしこれを見れば中国は本格的な主力戦車と協同運用可
能な装甲戦闘車の開発に力を注いでいたことが分かる。

（３）緒につきはじめた自走砲の近代化
野戦砲の多くは車両によって牽引されるが、射撃陣地に進入するにはトラックの走行可
能な地域に限られ、砲をトラックから切り外して射撃による反動に耐えるように足場を固
める必要がある。これでは戦車の進撃に追随して迅速な火力支援を行うことは不可能であ
９

『軍事研究』09 年 12 月号 P32 では 04 式 ZBD-97 歩兵戦闘車として記載されている。
『軍事研究』09 年 12 月号 P32
１１
『軍事研究』09 年 12 月号 P34
１２
JDW 2003.04.16 記事
１０

７

り、このため装軌車の車体に砲を載せ装甲を施した（重砲にはないものもある）のが自走
砲であり、不整地走行が可能なため射撃陣地への進入が容易で、車体が安定しているので
直ちに射撃態勢を整え、キャビンの中に情報関連装置が取り込めるという利点がある。

自走砲の近代化の推移

表１－４
種

別

型

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

Type-89（122 ㎜）
自走

Type-83（152 ㎜） 〇

〇

榴弾砲

Type-85（122 ㎜） ○

○

Type-70（122 ㎜）

能

等

500

500

最大射程は 18-21 ㎞

500

500

最大射程は 17.23Km
原型(ソ)D-30、車体YW-534

200

Type-54（122 ㎜） ○

性

200

M-1938(M-30)のコピー

○
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成。）

中国で自走砲が最初に確認されたのは 1984 年であり、数量が明らかになったのは最近
で、開発が遅れていたようである。
この中で最も新しい Type-89 は、最大射程は 18－21 ㎞と変わらないが、デジタル火力
制御システムや NBC 防護能力を備えた、中国の自走砲の中では最も近代化されているとい
われている。66 式 152 ㍉榴弾砲を車載化した Type-83 は、車体まで中国の完全オリジナル
版といわれており、装甲部隊の火力支援兵器の主力である。しかし 122 ﾐﾘ砲と同様に射程
は 17.23Km と、最近の西側の主力火砲に比べてずっと短射程である１３。
『ミリタリー・バランス』には記載がないが、09 年の軍事パレードには、05 式 155 ﾐﾘ
自走榴弾砲 PLZ-05 及び 03 式 122 ﾐﾘ自走榴弾砲 PLZ-03
（水上浮航能力を持つ）が登場した。
05 式は 2005 年に制式化され、52 口径の長砲身のカノン榴弾砲でロケット・アシスト弾尾
燃焼弾を使用すると最大射程が 50km 台に達するらしい１４。いずれも PLZ-45 の技術をベー
スにしているので、欧米並みに近い能力と推察される。

４．ロシアへの依存性が高い地対空ミサイル
中国の地上発射式の地対空ミサイルの原型であるソ連の「SA-2（ガイドライン）」は、
1960 年代のソ連を代表する地対空ミサイル（射程は 30Km）である。中ソ同盟時代の末期の

１３
１４

『戦車名鑑』現用編 ㈱コーエー社
『軍事研究』09 年 12 月号 P35

P128

８

1959 年に「HQ-1」の名称でライセンス生産の予定であったが、中ソ対立によるソ連の撤退
で中国はこれを苦心の末独力で作成し、「HQ-2」へと引き継いだ。

地対空ミサイルの近代化の推移

表１－５
種

別

型

式

原

型

式

等

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

SA-15(Tor-M1)

36

60

中国名 HQ-17（紅旗 17）

HQ-9

72

24

S-300、パトリオットの技術

144

144

SA-10C/D ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙ（空軍用）

120

850

SA-10B/C ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙ（空軍用）

260

260

Crotale のライセンス生産化

地上

S-300PMU2

発射式

S-300PMU1

○

HQ-7/７A
HQ-61/A

○

○

○

24

HQ-2/2B/２J

○

○

500

500

スパローの模倣
SA-２ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ派生型（空軍用）

注：１：空軍の対空戦闘部隊が装備する兵器を含んでいる。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成。）

HQ-61（紅旗 61）は中国が独自で開発を試みた最初の地対空ミサイルである。このミサ
イルは HQ-1/2 が高高度用ミサイルであったため、これを補完する中・低高度用ミサイルと
して 1965 年から開発に着手されたが、開発は遅々として進まなかった。67 年には海軍の
水上艦艇に全く対空ミサイルが搭載されていないことから、艦艇用に重点が指向された。
70 年度末から欧米との関係が好転したことから技術の提供が受けられるようになり、88
年にようやく制式化した。76 年には陸上装備用の開発が再開されほぼ同時期に制式化され
たようである。射程は 2.5～10km、最大射高は８km であった。
そのころ中国はフランスからクロタール自走 SAM システム（指令誘導方式）を購入し、
HQ-7（紅旗７）としてライセンス生産化したため、HQ-61 の配備は限定的になった。クロ
タールは地上発射式と艦艇搭載式があり、低空域の目標への対応に優れており、しかもこ
の方が生産コストが低く取り扱いが容易であったためである。
中ロ提携時代を迎えた 1994 年、ロシアから対航空機用と対戦術弾道ミサイル用に開発
された「S-300」を発注した。
「S-300」の対航空機用ミサイルの西側名称は SA-10 グランブ
ルであるが、ロシアはアメリカのパトリオットシステムよりも高性能と豪語している。セ
ミアクティブホーミング誘導で、装軌式の輸送車両の上に起立式のミサイル追尾・誘導レ
ーダーと発射機一式が乗っている。最大射程は 90km、最大迎撃高度 25km である１５。

１５

坂本明二著『世界のミサイル・ロケット兵器』グリーンアロウ出版社
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HQ-9 は上記 S-300 をベースに空軍用に開発されたが、その時点で米露はミサイル防衛の
開発に進んでおり、技術格差は歴然となった。そのためか配備数も伸びておらず、S-300
のライセンス版である HQ-15 を開発中との情報がある１６。なお、駆逐艦蘭州にはこれの垂
直発射型が HHQ-9SP（VLS）として搭載されている１７。
陸軍はロシア製の「SA-15(Tor-M1)」を導入し逐次増加している。装軌車両に３次元捜
索レーダー（パルス・ドップラ－式、有効探知距離 25km）、目標追尾・ミサイル誘導用レ
ーダー（フェ-ズド･アレイ式、有効距離 25km、２目標同時追尾可能）、射撃統制装置及び
ミサイルランチャー８基が搭載されている。射程は 12km で、最大迎撃高度 6,000m の性能
を有する１８。

５．欧米頼みのヘリコプター
中国はヘリコプターの開発に関しては、遅れが甚だしいように感じる。
表 1-6 に表したように、WZ-9、Z-11 のような中国兵器の型式名を表すヘリコプターは、
一見国産機のように思えるが、ライセンス生産か中国で若干の改善・改修を加えたもので
あり、備考欄にその原型名を付してある。SA-342 や Bell-214 といった欧米やロシアの名
称は勿論輸入兵器である。

（１）攻撃ヘリコプター
SA-342 ガゼルは軍用目的で製作された軽ヘリコプターで、341 型のエンジンアップグレ
ード版である。観測・索敵を主任務とするが対戦車ミサイル HOT、ロケット弾ポット、機
関砲、ミストラル AAM を搭載できる。ただしイギリス、フランスでは観測・索敵が主任務
であり本格的な攻撃ヘリコプターではない１９。
WZ-9 は、フランスの中型汎用ヘリコプターAS-365 ドーファンを軍用ヘリ化した AS-565
パンサーの攻撃型のライセンス版であり、対戦車ミサイル HJ-8 を塔載している。なお、
AS-565 にはほかに多用途型、海軍救難型、艦隊護衛型がある２０。
結局、両機種とも正規の対戦車ヘリコプターではないため、被弾面積の低減や装甲防御

１６
１７
１８
１９
２０

『軍事研究』09 年 12 月号 P49
ja.wikipedia.org/wiki/HQ-9_
『世界のミサイル・ロケット兵器』坂本明二著
坪田敦史著『軍用ヘリのすべて』イカロス出版
坪田敦史著『軍用ヘリのすべて』イカロス出版

１０

P142
P88
P169

には限界がある。

ヘリコプターの近代化の推移

表１－６
種

別

型

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

8

8

8

装備軍種と原形式

攻撃

SA-342（ Gazell）

ヘリ

WZ-9

30

48

陸 (AS-565 フランス )

Z-11

30

53

陸 (AS-555 国際共同)

4

4

４

空

（アメリカ)

20

22

19

陸

（アメリカ）

6

6

6

空

（欧州共同）

6

8

陸

（フランス）

80

100

Bell-214
汎用ヘリ

S-70C2（Black Hawk）
AS-332（Super Puma)

○

SA-316（AlouetteⅢ)

○

Z-9A/B

○

80

Z-5/6

○

200

捜索・

Z-8/8A

救難ヘリ

SA-321（Super Frelon）

12

Z-5

ロシア）

16

20

陸・海・空（SA-321ja)

15

15

22

陸・海

8

10

海

14

25

海 (AS-565 フランス)

1

10

50

40

海（Mi-４
4

Mi-171 (Hip)
Mi-8 (Hip)

陸・空 (AS-565 ﾌﾗﾝｽ)
空（Mi-４

Mi-26 Halo
輸送ヘリ Mi-17 (Hip)

（フランス）

18

KA-28 HelixA
対潜ヘリ Z-9C

陸

陸

（フランス）
（ロシア）
ロシア）
（ロシア）

105

95

陸 Mi-17 の輸出用（ロ）

28

23

40

陸

（ロシア）

55

82

108

陸･海・空

（ロシア）

3

3

陸

（ロシア）

Mi-6 (Hook)

（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

（２）対潜･哨戒ヘリコプター
Z-9 は、上述の AS-565 パンサー
のライセンス版である。フランス
海軍はフリゲート搭載用として運
用しているが、中国海軍は艦艇護
衛型を駆逐艦の旅大Ⅱ級と旅滬級、
フリゲートの大部分に Z-9C とし
て搭載している。
Z-9/ AS-565 パンサー

１１

ロシアの Ka-28 ヘリックスは、カモフ特有の二重反転ローターが特徴の艦上ヘリコプタ
ーでありエンジンは TV3-117VMAR ターボシャフト、ソノブイ、対潜爆弾 APR-2E Orlan な
どの対潜魚雷を装備する２１。最近就役した駆逐艦はすべてこの機種を搭載している。

（３）汎用ヘリコプター
多種類の輸入又はライセンス版を保有している。これでは維持・管理上いろいろと問題
がでそうであるが、いずれにも性能的に満足していないという証左かもしれない。

（４）輸送ヘリコプター
中国は大型の輸送ヘリを全てロシアからの輸入に依存している。特に主力となるのは
Mi-8 及びその改良型である Mi-17 であり、いずれも NATO コード名は Hip である。ソ連が
生んだ代表的な輸送ヘリで、総生産機数は民間用を含めると 10,000 機を超えるという。胴
体横に兵装吊下げ用パイロンも装着でき、武装も可能である２２。
Mi-26 Halo は、世界最大級を誇る大型ヘリで、キャビンはアメリカの輸送機 C-130 並で
（武装）兵員 80 名を搭載できる。ただし運用コストがかかるため、必ずしも大量には生産
（装備）されていない２３。
中国という広大な地域と支配を望んでいる海域の広さに比して、ヘリコプターの数量は
他の兵器の数量に較べれば少ないように感じられる。

６．一段と飛躍した潜水艦の近代化の推移
中国の潜水艦建造技術の基は 1959 年の中ソ海軍技術引渡し協定において、中国はロメ
オ級中型の通常型潜水艦とその技術を入手したことに始まる。中国は 69 年に最初の艦を建
造し、大きな設計変更をすることなしに以後約 20 年にわたり ロメオ級及び（そのライセ
ンス版）明級を 100 隻近く建造した２４。中国は更に原子力潜水艦の建造にも挑戦したが、
静粛性に欠けるばかりか故障が多く稼働率が極めて低かった。こうした技術力不足を認識
してか、ロシアからキロ級潜水艦(877 型)、次いで同新型(633 型)を導入した。
キロ級 636 型通常動力潜水艦は、ロシア海軍の通常型では最新鋭の潜水艦であり、旧型

２１
２２
２３
２４

Russian Helicopters JSC 2009.10.09
坪田敦史著『軍用ヘリのすべて』イカロス出版 P126
坪田敦史著『軍用ヘリのすべて』イカロス出版 P127
江畑謙介著『中国が空母をもつ日』徳間書店 P103

１２

の 877 型に比べると居住性と静粛性が向上したといわれており、その他にも様々な改良が
加えられており、ロシアの数少ない商品価値の高い輸出品といえる。水上排水量 2,350t、
涙滴型船体複殻構造、通常動力の外洋型潜水艦である。船体の表面には潜水艦の大敵であ
るソナー音波から身を隠す吸音タイルがびっしり貼り付けられている。最大潜航深度は
350m、水中速力 19 ノット、兵装は 533mm 魚雷発射管６門であるが、多目的コンピューター
MVC により、目標は５個まで同時追尾可能で、別の二つの目標を攻撃できる ２５ 。最近
SS-N-27Club 対艦巡航ミサイルも搭載している。

潜水艦の近代化の推移

表１－７
種

別

型

戦略原潜

晋（Jin）級

(SSBN)

夏（Xia）級

攻撃型原潜
(SSN)

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数 量

数 量

数 量

数 量

1

1

1

商（Shang）級
漢（Han）級

巡航ミサイル
明（Ming）級改
（SSG）

(SSK)

載

2

SLBM(JL-2)

1

SLBM(JL-1)

2

魚雷

兵

器

3

5

5

4

SSM(YJ-82)、魚雷

3

1

1

1

SSM(YJ-6)、魚雷

2

魚雷

元（Yuan）級

通 常 型

搭

宋（Song）級

3

13

ASSM(YJ-8-2)、魚雷

Kilo 級（636 型）

2

12

ASCM(SS-N-27)、魚雷

Kilo 級（877 型）
明（Ming）改級

3

明（Ming）級
Romeo 級

84

Whiskey

20

1

2

10

16

50

3

33

33

魚雷
19
？

魚雷
魚雷

8

魚雷
魚雷

註１：漢級の初期型は魚雷のみ装備。
２：Kilo 級が SSM を装備したのは 2006 年頃からである。
３：Romeo 級、明（Ming）級、明（Ming）改級の関係は、当初 Romeo を輸入し、これにいく
らか手を加えて明（Ming）とし、更に改修したものが明（Ming）改と思われる。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

宋（Song）級はキロ 636 型とほぼ同時に出現しているが、その後に矢継ぎ早に送り出し
た通常動力型の元（Yuan）級や原子力潜水艦である晋（Jin）級および商（Shang）級とい
う新鋭艦は、キロ級（636 型）の影響を多分に享受していると思われる。

２５

『世界の最新兵器カタログ-空軍・海軍編』日本兵器研究会編
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７．一段と飛躍した水上戦闘艦の近代化の推移
中国の水上戦闘艦艇の建造技術の基は、潜水艦と同じく 1959 年の中ソ海軍技術引渡し
協定において、コトリン級駆逐艦とその技術を入手したことに始まり、駆逐艦はそのコピ
ーである旅大（Luda）級が、フリゲートは江滬（Jianghu）級（コトリン級を小型化）が大
量に建造され長らく主力の座を占めた。

（１）国産化が進む駆逐艦
コトリン級亜流の旅大型を脱皮したのは 90 年代半ばに就役した旅滬（Luhu) ／旅海
（Luhai）級であり、その後にロシアのソブレメンヌイ級を購入した。その技術を生かした
ものと考えられる広州型及び蘭州型の新鋭艦が 2007 年版、09 年版には更に新鋭艦「旅州
型」が『ミリタリー･バランス』に登場した２６。

水上戦闘艦艇の近代化の推移（その１）

表１－８
種

型

式

別

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

載

主

要

兵

器

旅州(Luzhou)級

2

SSM(YJ-83)、Grumble SAM

広州(Gangzhou)

2

SSM(YJ-83)、Grizzly SAM、Ka-28 hel
SSM(YJ-62)、HHQ-9SP SAM、Ka-28 hel
(VLS)

2

蘭州(Rangzhou)
駆

搭

杭州(Sovremenny)

2

4

SSM(SS-N-22)、Grizzly SAM、Ka-28 hel

逐

旅海（Luhai）級

1

1

SSM(YJ-8)、Crotale SAM、

艦

旅大（Luda）Ⅲ級

1

1

SSM(HY-2/YJ-1）

1

2

2

SSM(YJ-83)、Crotale SAM、 Z-9C hel

旅大（Luda）Ⅱ級

？

？

1

SSM(HY-2)、

旅大（Luda）級改

2

2

4

SSM(YJ-1)、 Crotale SAM、

15

13

10

旅滬（Luhu)級

旅大（Luda）級
Anshan(ソ Gordy)

16
2

Ka-28 hel

Z-9C hel

SSM(HY-2)、

註１：各艦の主要兵器は対艦・対空ミサイル及び艦載ヘリのみ記載し、他は省略した。
２：搭載兵器の型式は、当初の装備から変更されたものがある。旅大は YJ-8 を搭載など。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

旅大級が主力を占めていた時代の中国の駆逐艦は対空ミサイルを装備していない水上
打撃型であり、対空・対潜能力を欠いていた。既述のように、陸上用の対空ミサイル HQ-61
（射程最大 10km）の開発を艦艇用に優先したが、江衛Ⅰ級に搭載しただけのようである。

２６

広州、蘭州は単艦の艦名であり、旅洋（Luyan）級に属する。中国の駆逐艦の系列は旅大、旅滬、旅
海、旅洋、旅州とつながる。

１４

旅滬（Luhu)級及び旅海（Luhai）級から Crotale SAM（射程最大 10km）を搭載し始め、こ
れに伴ない旅大改型にも搭載を始めたが、自艦の対空防護用の近距離用ミサイルであり、
個艦防空の域を出てはいなかった。
これは中国本土からの航空機の行動半径内での行動しか考えていなかったということ
であろう。
いわゆる艦隊防空用の長射程の対空ミサイルを搭載するようになったのは、ロシアのソ
ブレメンヌイ級の SA-17 グリズリー（最大射程約 50km）、次いで中国版イージス艦といわ
れる蘭州(Rangzhou)の HHQ-9SP（VLS）（射程最大 120km）の出現からであり、広州級及び
旅州級はグリズリー又はグランブルと見てよい。グランブルの誘導は TVM 方式で、射程は
90km と飛躍的に広範囲に及び、
最大迎撃高度は 25km である２７。
対潜能力については対潜用ロケット
等の装備はあったものの、対潜ヘリを
搭載し始めたのは 90 年代になってか
らであり、防空能力の強化とほぼとき
を同じくしている。
このことは、中国海軍が外洋海軍を
目指し始めたことを意味している。

蘭州型駆逐艦

(052C)

（２）近代化が進むフリゲート
フリゲートはコトリン級を小型化した江滬(Jianghu)級がその改良型を含めて主力を構
成していたが、駆逐艦に旅滬（Luhu) ／旅海（Luhai）級の出現とほぼときを同じくして江
衛(Jiangwei)級が出現し、更に江凱（Jiangkai）級及び江凱Ⅱが登場した。
江凱Ⅰ型の建造は２隻で終わり試験艦的な役割であったとも言われているが、江凱Ⅱ型
は主船体、上部構造、マストなどのステルス対策のための形状処理は、広州・蘭州型駆逐
艦より洗練されており、あらゆる面でフランス海軍のラファイエット級フリゲートの構造
処理によく似ている２８。また、排水量は 3,900 ﾄﾝあり、旅大型駆逐艦（3,700 ﾄﾝ）を超え
る。

２７

坂本明二著『世界のミサイル・ロケット兵器』グリーンアロウ出版社

２８

本報告書の 20 年度版第２章３．（3）項の写真を参照。

１５

P140

フリゲートの防空能力も駆逐艦とほぼ同じ軌跡をたどり、江滬(Jianghu)級は対空ミサ
イルは搭載されずに、江衛(Jiangwei)級から搭載されている。しかし、ほとんどの艦が近距
離用のフランスのクロタール・ミサイルであり、最新の江凱Ⅱ級のみが最大射程 42km の
HQ-16SAM を搭載している。

水上戦闘艦の近代化の推移（その２）

表１－９
種

型

式

別

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

ゲ
1

能

等

4

SSM(YJ-83)、HQ-16 SAM、Ka-28 hel

江凱（Jiangkai）級

2

SSM(YJ-83)、Crotale SAM、Z-9C hel

8

10

SSM(YJ-83)、Crotale SAM、Z-9C hel

4

4

SSM(YJ-8)、HQ-61 SAM、Z-9C hel

6

SSM(SY-1)、

Z-9Chel
Z-9Chel

江衛(Jiangwei)Ⅰ級

リ

性

江凱（Jiangkai）Ⅱ級
江衛(Jiangwei)Ⅱ級

フ

ト

88 年

4

江滬(Jianghu)Ⅴ級
江滬(Jianghu)Ⅳ級

1

1

1

1

SSM(SY-1)、

江滬(Jianghu)Ⅲ級

3

3

3

3

SSM(YL-1)、

江滬(Jianghu)Ⅱ級

9

2

1

9

SSM(SY-1)、

江滬(Jianghu)Ⅰ級

10

21

26

11

SSM(SY-1)、

成都(Chengdu)級

4

2

江東／江南級

7

Z-9CHel

SSM(HY-2)、
ASW RL、

註１：各艦の主要兵器は対艦・対空ミサイル及び艦載ヘリのみ記載し、他は省略した。
２：江凱（Jiangkai）Ⅱ級の搭載ヘリは、Ka-28Helix 又は Z-9C。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

水上艦艇では、艦隊防空用のミサイルを搭載している艦は約 80 隻中 14 隻で、個艦防空
用の短距離 SAM 搭載艦が 23 隻、合計でも半数に満たない。

（３）攻撃兵器が優先された艦艇搭載ミサイル
水上艦艇搭載の対艦ミサイルには三つの系列による段階的発展が見られる。
最も古い系列はソ連製スティックス中距離対艦ミサイル（射程 45～100Km）からの系列
で、中国初の対艦ミサイル SY-1（CSS-N-1）は射程 50km、液体燃料ロケットである。SY-2、
SY-2A、更に HY-1、HY-2 と続く。特に HY-2（海鷹２）は輸出名 C-201 シルクワームとして、
主として中東諸国に輸出され有名になった。射程は 90-100km であるが弾頭部分が大きく、
命中した場合の破壊効果が大きいのが特徴である。速力マッハ 0.9、射程 95Km 半自動誘導
式である。
次に出現したのが 97 年頃に中国国営企業が開発した YJ-１（CSS-N-４/YJ-６）サーディ
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ンである。ソ連系ミサイルとは全く異なるタイプの射程 40Km の短射程巡航ミサイルである
が、エグゾセに似ているところから原型であろうと推測されている。ただしエグゾセより
も性能が落ちるとも言われている。YJ シリーズは YJ-8 を経て空中発射型 YJ-82 を基にし
て艦艇搭載用 YJ-83 へと発展した。

水上戦闘艦の搭載ミサイル近代化の推移

表１－10
種

別

型

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

YJ-62
SS-N-22 Sunburn
YJ-83（CSS-N-8）
艦対艦
ミサイル

YJ-8（CSS-N-4）
YJ-1（CSS-N-4）
HY-2（CSS-N-2）

艦対空
ミサイル

○

○

○

○

搭

載

艦

艇

○

蘭州

○
○

○
○

ソブレメンヌイ
旅州、広州、旅海、江凱Ⅱ、
江凱、江衛Ⅱ、旅滬

○

○

○

○
○

江衛Ⅰ、旅滬、江滬Ⅲ、旅大
旅海、旅大Ⅲ、旅滬、旅大改、
江滬Ⅲ、旅大
旅大Ⅲ、旅大Ⅱ、江滬Ⅳ、
旅大、江滬Ⅱ、江滬Ⅰ

SA-N-20 Grumble

○

旅州

HQ-16 SAM (VLS)

○

江凱Ⅱ

HHQ-9SP (VLS)

○

蘭州

SA-N-7 Grizzly

○

ソブレメンヌイ

○
○

○

ソブレメンヌイ
旅海、旅滬、江凱、江衛Ⅱ、
旅大改

○

○

江衛Ⅰ、

SA-N-7 Gadfly
HQ-7 Crotale

○

HQ-61（CSA-N-2）

註：搭載艦艇名は、最新の搭載状況を主体に記載したが、太字の艦艇は最初に当該ミサイルを
搭載した艦艇名を表している。なお、艦艇名の順番は新しい型式から記載している。
（暦年の『ミリタリー・バランス』から抜粋して筆者作成）

蘭州級の YJ-62 を除けば、YJ-83 は 2000 年代に出現した水上戦闘艦艇の全ての艦に搭載
されているところをみれば、かなり信頼性が高いと思われる（性能は第２章）。
最も新しいタイプがロシアから購入したソブレメンヌイ級に搭載されたサンバーン
（CSS-N-22）である。射程 120Km、ラムジェット推進、アクティブ・レーダー・ホーミン
グ方式である２９。
駆逐艦蘭州級に搭載した YJ-62 は、射程 200km、昼間飛翔時は慣性航法装置が使われド
ップラー・レーダーが捕捉し、終末段階で J バンドのアクティブ・モノパルス・レーダー
２９

『世界の戦闘艦艇』ジェーン年鑑
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が目標を捉える。なお、YJ-63 は終末誘導を TV 誘導にした対地攻撃用である３０。
（４）空母建造問題
1999 年８月２日に中国海軍によって報告された空母建造計画では、４万８千トンの通常
動力型空母で、スキージャンプ使用、Su-33 MKI 戦闘機を主力とする 24 機の航空機とミサ
イルの垂直発射システム（VLS）を装備し、2003 年建造開始 05 年就役といわれていた３１。
一方で、1998 年ロシアから購入した空母ワリヤーグを改造して 2012 年ごろ実戦配備さ
れる見込みもあった３２。
今日の空母建造技術に対する中国の関心は、①ステルス技術、②電磁カタパルト、③オ
ール電化技術、④C4ISR⑤が艦載機とされる。しかしながら、客観的にみてステルス形状技
術以外は中国が得意ではない技術分野のように思える。特にカタパルトの技術については、
スキージャンプ方式に飽き足らず、アメリカのほかにはフランスしか持たないスチームカ
タパルト技術を後追いで追求するよりも、一挙に電磁カタパルト技術に挑戦するという姿
勢なのであろうか。いずれにしても中国の海洋戦略からみて、遠からず空母建造に着手す
るであろうが、電磁カタパルトはもとより、スチームカタパルトでさえ技術的敷居は高い。
また艦載機の輸入については現在ロシアとの間で知的所有権の保護に問題（第２章に詳述
している）によって、ロシアは中国への輸出を自粛しており、前途は多難と思われる。

８．遅れていた揚陸艦艇の近代化
中国海軍の揚陸艦は、1988 年南沙諸島でベトナムと武力紛争時には戦車揚陸艦（LST）
18 隻、中型揚陸艦（LSM）52 隻であったが、近年戦車揚陸艦の増強が顕著である。
戦車揚陸艦の主力は、かつての主力であったアメリカの LST-1 で中華民国（台湾）が残
置したものをこれまで装備していた Shan 級は全て退役し、90 年代に出現した Yuting（玉
亭）及び 2006 年ごろに出現した YutingⅡ型が替わって主力となっている。2000 年代に入
ってからやや数的にも増加傾向が見られるが、これをもって台湾への侵攻準備というほど
の顕著な傾向とは受け取れない。
しかし最新のドック型揚陸艦である Yuzhao の出現は、中国海軍の兵力投射能力の向上
が一段と見込まれ、災害救援活動等への活用も考えられる。Yuzhao は満載排水量 17,600t、
３０
３１
３２

青木謙知著『軍用機ウェポン・ハンドブック』イカロス出版
柿谷哲也著『世界の空母』イカロス出版 P168
「産経新聞」2010 年１月 15 日付け記事
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P100

水陸両用戦闘車両 15～20 両を搭載できる。

揚陸艦艇の近代化の推移

表１－11
種

別

型

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

Yuzhao

1

YutingⅡ
揚 陸 艦

Yuting
Yukan
Shan(USLST)

揚陸艇

Yuliang

兵員×250

戦車×10、

兵員×200

戦車×16、

兵員×150

5

7

7

13

13

3

Yudao

4

Yuling

4

Hua

戦車×10、ヘリ×2、

5

30

ACV×4、ヘリ×2、兵員×500-800
兵員×250

10

Yudeng

等

戦車×10、LCVP×4、

9

10

戦車×6

13

13

戦車×2

兵員×250

4

1

1

戦車×6

兵員×180

30

22

31

戦車×5

兵員×250

1

1

戦車×3

兵員×100

戦車×3

兵員×100

戦車×4

兵員×25

Yuhai
中型

能

10
1

Yunshu

性

1

14

註１：中型揚陸艇 Yuliang は能力アップしている。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

しかし最新のドック型揚陸艦である Yuzhao の出現は、中国海軍の兵力投射能力の向上
が一段と見込まれ、災害救援活動等への活用も考えられる。Yuzhao は満載排水量 17,600t、
水陸両用戦闘車両 15～20 両を搭載できる。これまでの戦車揚陸艦 LST は 4,800ｔであった
から、著しい
大型化である。
また揚陸艦艇
としては初め
て HQ-7 など
の対空兵器を
Chinese Defence Today 掲載の大型強襲揚陸艦模型

装備し、甲板
上の構造物は

ステルス性を重視した形状になっている。
Defense Tech によると、中国はロシアの Almaz Shipbuilding 社に対して、Zubr 級揚
陸用ホバークラフト×6 隻を発注したとのことである。Zubr は排水量が 550t と大型で、
搭載量は LCAC の 70t に比べて 150t もある。兵装として 140mm ロケットポッド、30mm

１９

機関砲、あるいは SAM を搭載可能である。揚陸艦への搭載は不可能だが、航続距離が 300nm
あるので、台湾海峡を自力で横断できる３３。
ちなみに戦車揚陸艦と中型揚陸艇の全艦艇が稼働した場合の揚陸能力は、兵員約１万８
千人、戦車 500 両である。部隊にして、２個海兵旅団と揚陸強襲師団の３分の２程度と推
定する。なお、装甲車、火砲その他の車両等は戦車とのトレードオフで見積もっている。

９．近代化が一段落した感がある作戦機
（１）近代化から外れる？爆撃機
第二次世界大戦時の日本を焦土と化したアメリカの重爆撃機 B-29 の爆弾搭載量は９ﾄﾝ
であったが、今日の戦闘機の能力の向上は著しく、F-16 や Su-30 は８ﾄﾝである。しかも爆
弾に誘導装置が取り付けられれば命中精度は飛躍的に向上するので、よほどの大量無差別
爆撃でも企図しない限り大型の爆撃機の需要は低下する。
中距離爆撃機 H-６（轟６）も旧式機ではあるが、搭載重量が 9,000Kg あり、対地ミサイ
ルや通常爆弾、核爆弾も搭載できて汎用性が高く、航続距離は 5,800Km に及んでおり、日
本全域を充分に制圧できる３４という特性がある。
中国空軍は次期爆撃機として、Tu-22 バックファイアの導入を計画しているとの情報も
あるが、爆撃機の必要性やロシアとの関係などを考えると疑問である。

（２）急激な近代化が進んだ要撃戦闘機
2000 年頃までの中国空軍の要撃戦闘機は、第 1、２世代機といわれた日本の F-86 又は
F-104 に相当する J-５、J-６、J-７が主力（特に J-6）を占める中で、J-７及び J-８の改
良型の生産に努めていた。
J-７（殲撃７）の原型である MiG-21 フィッシュベッド３５の改良型は英国から購入した
測距レーダー、レーダー高度計、情報処理コンピューターを装備しており、第３世代機に
相当するとの情報もある３６。

３３

３４
３５
３６

JDW 06.09.15
『中国の軍事力』宇佐美暁著

MiG-21 の特徴は、本報告書の平成 17 年度版第２章３項(10)項に既述。
宇佐美暁著『中国の軍事力』

２０

作戦機の近代化の推移

表１－12
種

別

型

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

140

82

H-6E/F/H
爆撃機

H-6

120

120

H-5

250

300

要撃
戦闘機

40

等

Iℓ-28 のライセンス生産機
84

J-11(Su-27SK)

116

Su-27

型

Tu-16 のライセンス生産機

J-10（殲撃）
Su-27UBK

原

国産機
（ﾗｲｾﾝｽ生産を含む）

4

20

ロシア製

22

70

ロシア製

J-8ⅡA

40

68

J-8E/F/H

60

140

100

104

224

MiG-21 の発展型

？

200

192

J-7 の低空低速性能向上

80

？

J-7 に全天候ﾚｰﾀﾞｰ装備等

J-8/8B/8D

30

J-7E/G
J-7Ⅲ
J-7Ⅱ/ⅡA/ⅡH/M

？

？

374

288

J-7（殲撃）

250

500

？

24

J-6（殲撃）

3,00

3,00

0

0

400

400

J-5（殲撃）

空気取入孔を機体両側に

J-7 のエンジン強化等
MiG-21 のライセンス生産機
MiG-19 のライセンス生産機
MiG-17 のライセンス生産機

J-11B

18

Su-27 のﾗｲｾﾝｽから国産へ

対地

JH-7/7A(殲轟)

72

独自の国産機

攻撃機

Su-30MKK

73

ロシア製

30

Q-5D/5E
Q-5（強撃）
J-6/B/D/E

120
500

500

機首ﾚｰﾀﾞｰ、電子機器改善

300

MiG-19 発展型

500

MiG-19

註１：要撃戦闘機 J-7 シリーズは改善・改良が頻繁に行われ、型式の判定が年度によって異な
るため、保有数量の増減が不自然な場合があるので、筆者の責任で若干整理してある。
２：？を付したのは、別の資料（本文参照）で配備（数量不明）が確認されたもの。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

J-８（殲撃８）は第３世代である西側の F-４に相当し、辛うじて近代戦に参加可能と言
われていたが、その改良型である J-8Ⅱ型を 1985 年から生産開始している３７。このように
80 年代から 90 年代にかけて改善・改良に努力したが技術上の行き詰まりがあり、これを
打開するために、94 年からロシアの Su-27 フランカーをロシアから導入し、そのライセン
ス生産を始めたのが、J-11A であるが、中途から国産に切り替えたのが J-11B という。
中国製では最新の殲撃 J-10 は、パキスタンから米国の F-16 を入手し、これを開発の基

３７

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

２１

P190

礎にしているが、Su-27 の技術も取り入れられたものと思われる。軍事パレードにも参加
しているが、生産機数は伸びていないようである（その原因は第２章で述べる）。

（３）国産化が進まない対地攻撃機
中国空軍の対地攻撃機は、つい数年前までは MiG-19 を原型とするアメリカの F-105 に
似た性格の侵攻攻撃機である Q-５（強撃５）が主力の座を占めていた。
Q-5 の改良に努める一方で、ソ連の影響を離れて中国独自の開発を目指した JH-7(殲轟
７)は、80 年代の初めに開発に着手され、88 年には試作 1 号機が完了した。実際の飛行姿
勢がテレビで公表されたのが 95 年であり、実機が姿を現したのが 98 年である。2000 年代
に入ってようやく配備されたが、長い年月をかけた割には生産は J-10 同様進んでいない。
JH-7 は、中国独自の開発であることは間違いないようであるが、F-15 を上回る大きさ
で総重量は 30 ﾄﾝ弱もあるが兵装搭載量は 6.5 ﾄﾝと、F-16 よりも少ない。
こうしたことからロシアの対地攻撃機 Su-30 の購入に踏み切ったと思われるが、これに
より開発技術が進むことが予想されるが、現状で信頼の置ける対地攻撃機は Su-30 と Su-27
のライセンスから国産に切り替えたと言われる J-11B だけではないかと思われる。

10．漸く開始された作戦支援機の近代化
中国は作戦支援機である大型航空機の大部分を輸入（ロシアが多い）に依存している。
（１）輸入に依存の輸送機
輸送機の総数は約 300 機に上るが、そのうちの半数以上は北朝鮮が特殊部隊の潜入用と
して保有している An-２であり、輸送能力は極めて限られているが短い滑走路における離
着陸が可能という特性を持っている。このうち曲がりなりにも国産といえるのは Y-11 及び
Y-12 であり、他はロシアの輸送機か旅客機のライセンス又はノックダウンである。
大戦力を遠隔の地に迅速に空輸することの必要性をアメリカほどには考えなくてもよ
い中国としては、必ずしも最新式の輸送機に拘泥する必要性はないのであろう。したがっ
てここでは簡単に空輸能力の検討に留める。
中国は３コ空挺師団を保有しているが、全輸送機を動員して空輸できる兵員数は約
9,000 人である。ロシアの輸送機に関する資料は旅客機としてのデータが多く、これを基
に算定した数字であるので、武装兵員、稼働率、車両や貨物との混載等を考慮すると単純
計算では答えが出せない。おそらく、1 個空挺師団の約３分の２程度の兵員及び装備を空

２２

輸できる程度ではないかと推測する。

（２）装備化が始まった電子戦機・空中給油機
近代的航空戦に欠かせない電子戦、空中警戒管制、空中給油に関して中国は、2000 年代
に入るまでは全く関心が無かったかに見える。それは航空戦力を地上軍の支援戦力とみて、
局地の防空戦闘のみを考えていたからではないかと思われる。

作戦支援機の近代化の推移

表１－12
種

別

型

式

08 年

数 量

数 量

数 量

数 量

CL-601 Challenger

5

5

Boeing737-200(VIP)

6

15

兵員 100-200 名

15

17

兵員最大 168 名

10

20

18

貨物 40 ﾄﾝ

2

8

8

兵員 17 名 or1.9t

10

2

2

兵員最大 122 名

15

15

20

Y-8/An-12

25

48

Iℓ-14

30

Li-2

50

Y-12

Turbo/Twin Panda

Iℓ-18 Coot
Y-11

80

兵員 7 名

兵員 30-40 名、24t

Y-7(An-24) Coke

20

25

100

41

兵員 44-52 名

Y-5(An-2) Colt

300

300

300

170

兵員 12 名？

18

18

BAe Trident
Iℓ-78M
HY-6(H-5/Tu-16)

無人機

兵員 20 名

兵員 60 名

Y-7H(An-26) Curi

電子戦機

等

01 年

Iℓ-76MD Candid

給油機

能

94 年

Tu-154M Careless

輸送機

性

88 年

8

8

燃料搭載重量 118 ﾄﾝ

10

燃料搭載重量 36 ﾄﾝ

Y-8D（An-12）

9

KJ-2000

4

AS-15

○

D-4 NPU

○

WZ-5

○

（AQM-34N）

W-50

○

ASN-206

○

ASN-104/105

○

原型：ファイアビー

○

註：ファイアビーはアメリカの高速無人標的機（ドローン）。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

2000 年になって Tu-16 をベースにした H-5 を空中給油機にした HY-6 が確認されている。

２３

その後に要求中と思われる Iℓ-78M は、輸送機 Iℓ-76 とともにロシア製の部品を使って
ウズベキスタンで製造されたもので、燃料搭載量は最大で 118 ﾄﾝ、行動半径は給油 60-65
ﾄﾝであれば 1,000km といわれている。ロシアの戦闘機の行動半径が短いことから同時に多
数の戦闘機に給油するためか、給油装置は３箇所ある３８。
空中警戒管制機（AWACS）に関しては、『SIPRI 年鑑』には 2004 年度に A-50 Mainstay
４機を輸入と記してあるが、『ミリタリー・バランス』には KJ-2000 が４機とある。どち
らも機体は Iℓ-76 である。どうも中国は当初ロシアの A-50 Mainstay を輸入する意向だっ
たが、イスラエルから Phlcon を輸入しようとし、しかしその Phalcon がクリントン政権の
圧力で宙に浮いたため、南京電子技術研究所の国産フェーズド・アレイ･レーダーを Iℓ-76
に搭載して誕生したのが KJ-2000 であろうといわれる３９。別に Phalcon と Mainstay の技
術を取り入れて前者よりは落ちるが後者よりは優れているのではないかといわれるのが
KJ2000 であるとする説もある。

ロシアの空中早期警戒機 A-50 Mainstay

www.eurus.dti.ne.jp/~freedom3/A-50.htm

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。
『軍事研究』によれば、これは
KJ-200 という早期警戒機（AEW）であり、管制能力はないとされる４０。
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との情報もある。

（３）無人（偵察）機
中国が無人機を配備したのが『ミリタリー・バランス』によって確認されたのは 97-98
３８
３９
４０

www.eurus.dti.ne.jp/~freedom3/il-78-killu-axx-ng.htm
『軍事研究』09 年 12 月号 P57
『軍事研究』09 年 12 月号 P57

２４

年版からであり、ASN-104/105 を保有していた。2000 年代中頃から表にあるように多種類
の無人機を保有しているが数量も不明であり、原型や能力に関する資料に乏しい。
2000 年に中国はイスラエルから Harpy というドローン（無人標的機）を数ダース輸入し、
02 年にスペアパーツを輸入し、04 年に更にスペアパーツの輸出を要求した。しかしこれは
Harpy のアップグレードを図るものとしてアメリカがイスラエルに対し圧力を加え断念さ
せたという事件があった。最新の Harpy は低速の対レーダー・攻撃用ドローンで、重量
135kg、敵のレーダーを探知・攻撃する機能を持ち、航続距離は 500km、航続時間は 7 時
間、近接信管によって目標の頭上で起爆する重量７kg の弾頭を備えている。メーカーはイ
スラエルの IsraelAircraft Industries：IAI 社である４１。
軍事パレードに参加した無人機は ASN-207 と ASN-105 であったといわれる。ASN-207 は
ASN-206 の改良型で、双胴でプロペラが後ろを向いている推進式、航続距離は 600km に及
ぶといわれる４２。
2009 年 5 月 14 日、環球時報によると、米国の中国軍事専門家のリチャード・フィッシ
ャー氏が、11 日発行の米軍事週刊誌で、中国は新型の戦闘型無人機の開発を進めていると
述べた。開発中の新型機は、米国の無人ステルス戦闘機「X-47B」にも匹敵する性能をもつ
という。将来、中国の新型無人ステルス戦闘機が、遠隔操作機能、監視機能、偵察機能と
攻撃能力を備えた総合無人戦略機として、パキスタンなど諸国に安価で供給される可能性
もあると指摘している。 同誌によると、近年米国はアフガンとパキスタンの国境付近に無
人機「プレデター（Predator）」を配備しているが、パキスタンの空軍及びパキスタンの技
術・科学国家委員も現在、同機に類似した戦闘型無人機「バラク（Burraq UAV）」を開発、
飛行テストを行っているとの情報もあるという。中国はパキスタンの無人機開発を援助し
ているのではないかといわれている４３。
ちなみにアメリカが開発中の「X-47B」は、ボーイング社が開発中の X-45 シリーズと並
んでノースロップ・グラマン社が開発中のターボファン無人機で、ペイロード約 20 ﾄﾝ、航
続距離 6,500km といわれている４４。

４１

JDW 2005.01.12 号 記事より。なお、SIPRI には２章で記述したように 50 機の輸入が記載
されているが、『ミリタリー・バランス』には記載がない。
４２
『軍事研究』09 年 12 月号 P70
４３
www.recordchina.co.jp/group/g31420.html
４４
坪田敦史著『ステルス戦闘機と軍用 UAV』 P191

２５

11．ロシア依存の航空機搭載ミサイル
（１）空対空ミサイル
空対空ミサイルの PL シリーズは、1970 年代の末か 80 年代初におそらくはベトナムから
米国の AIM-７スパローを入手して、そのコピー版の開発を始めたものであると見られてお
り、90 年代まで主流を占めていた。80 年代にアメリカのスパローとイタリヤのアスピデの
技術の入手に成功し、PL-10 と PL-11 の開発に着手したが天安門事件で中断し、中国は開
発努力を継続して部隊に配備したと発表されているが、
『ミリタリー・バランス』は未確認
であり、必ずしも順調とは言えないようである。

航空機搭載ミサイル（海軍機含む）の近代化の推移 （その 1）

表１－13
種

別

型

式

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

PL-12

空対空ミ
サイル

性

能

等

○

P-77(AA-12)

100

100

P-73(AA-11)

3,200

3,200

ロシア Archer

P-27（AA-10）

1,200

1,200

ロシア Alamo

○

○

○

○

○

○

PL-8

○

PL-2B
PL-7

○

○

PL-5B Atoll-type

○

○

PL-2/2A

○

○

ロシア Adder

イスラエル
（パイソン３）

（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

そうした事情もあってか、90 年代の後半から第 4 世代空対空ミサイルとして開発された
ロシアの AA 系の導入に踏み切り、AA-10（アラモ）、AA-11（アーチャー）、AA-12（アッダ
ー）の３機種４５を相次いで購入した。
PL-12 はロシア企業の技術協力を得て 80 年代の中期から開発に着手し、比較的最近にな
って配備された国産のミサイルで、ロシア企業の協力があったとされる（第２章に詳述）。

（２）空対地（艦）ミサイル

４５

青木謙知著『軍用機ウェポン・ハンドブック』イカロス出版 P32、34、36
なお、各ミサイルの説明は、本報告書の平成 17 年度版の第２章３項(11)項にある。

２６

対地または対艦攻撃用の空対地ミサイルは、艦艇用対艦ミサイルの系列にしたがって、
HY シリーズから YJ シリーズへと開発されてきたが、00 年からソ連の AS 系の導入を開始し、
AS-14（ケッジ）、AS-17（クリプトン）、AS-18（カズー）を配備しつつある４６。
YJ-63 がロシアのミサイル AS シリーズの技術を受けているかどうかは不明であるが、艦
艇搭載用の YJ-62 対艦ミサイルの終末誘導を TV 誘導にした対地攻撃用のミサイルである。
軍事パレードには、AS-17 クリプトンをベースとする対艦/対レーダー ミサイル YJ-91
が登場する４７とあるが、確認されていない。

航空機搭載ミサイル（海軍機含む）の近代化の推移（その２）

表１－14
種

別

空対地
（艦）
ミサイル

型

式

性

能

88 年

94 年

01 年

08 年

数量

数量

数量

数量

YJ-63

○

○

対地攻撃型

Kh-59(AS-18)

○

○

ロシア Kazoo

Kh-31P(AS-17)

○

○

ロシア Krypton

Kh-29(AS-14)

○

○

ロシア Kedge

YJ-8K (CSS-N-4)

○

海軍 Sardine

YJ-83(CSSC-8)

○

海軍

C-801K(YJ-81)

○

C-611/YJ-61

○

C-801surface skimmer

○

○

C-601/FL-1

○

○

等

succade

海軍
○

○

海軍

Kraken

海軍

註：YJ-83、YJ-8K は、時期的に最新のように見えるが、海軍機への装備時期が遅れただけ。
（暦年の『ミリタリー・バランス』を基に筆者作成）

以上、これまで中国軍の兵器近代化の状況を具体的に見たが、その結果いえることは次
のとおりである。
中国は、もはや自国の軍事力を地理的にはアジアに局限し、目的的には狭義の自国周辺
の安全保障を図るためだけの存在としておくことをやめた。これからは国威の拡大や政治
力の増大、資源の獲得といった種々の外交目的に資するために軍事力や軍事資源をグロー
バルに活用しようとするに至ったものと見ることができる４８。

４６

『世界の最新兵器カタログ』空軍・海軍編

日本兵器研究会編

各ミサイルの説明は、本報告書

の平成 17 年度版の第２章３項(11)項にある。
４７
JDW 09.09.08 記事による。
４８
国際問題研究所編『中国軍事力白書 2009 年版について』P5

２７

第２章

中国の兵器技術水準の評価

本章においては、中国の兵器（その構成品を含む）輸入状況の分析から兵器技術上の問
題点を解明するとともに、これを総合して兵器技術水準を評価し、我が国の防衛関連産業
における技術保全上の資とするものである。

１．兵器輸入における中ロ関係の変化
（１）中国兵器へのロシア兵器（技術）の影響
国の兵器輸入先は 1989 年の天安門事件によって欧米からの道が閉ざされ（抜け道は
あるが）、もっぱら輸入先はロシアに依存していた。しかし比較的最近になって中国の兵器
輸入状況が変化しつつある。
中国の兵器技術のルーツはソ連の兵器技術であるが、冷戦終結後の中国兵器の近代化に
はロシアからの主要兵器（システム）の輸入の効果が極めて大きい。その事例については
平成 18 年度の報告書の第２章第２項（４）項に具体的に述べたところであるが、その概要
を改めて紹介すれば次のとおりである。
1990 年代の初期にロシアから輸入した要撃戦闘機スホイ 27（Su-27）の導入により、殲
撃７型及び８型の改良・改善型並びに殲撃 10 型の開発が進んだと思われる。同時期には潜
水艦キロ級も輸入され、開発中の通常動力型の元級及び原子力潜水艦晋級及び商級の国産
化能力を高めた。
2000 年代の初期には駆逐艦ソブレメンヌイを導入したことにより、旅洋型（広州・蘭州）
及び最新の旅州型の開発に成功した。これと同時期の航空機用対空・対艦ミサイルの導入
は、国産のミサイルの開発を進歩させている。

（２）ロシアの中国への不信感の増大
『SIPRI 年鑑』によれば、中国の兵器輸入額は 2006 年をピークに激減している。これは
上述のように、必要な兵器の輸入によって国産化能力が向上した結果であるとする見方も
できるが、特に表 2-1 に示すように、ロシアからの輸入が急激に減少していることも大き
な原因である。ロシアと中国の間には知的財産権に関わる争いがあり、ロシアは中国への
兵器の輸出を控えているからである。

２８

中国の対ロシア兵器輸入額

表２－１

（単位：百万ドル）

年

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

輸入額

1489

1771

3081

2581

2031

2828

3232

3535

1298

1109

22,955

（ＳＩＰＲＩdatabase から抜粋）

ロシアはかねてから、中国がロシアから購入した兵器をすぐさまコピー生産し、安価で
売り出しており、コピー兵器の性能の低さからロシア製兵器の信用を傷つけるものとして、
中国に対して抗議の意思を示していた。その結果、中ロ両国は軍事技術分野を対象とする
知的所有権の保護に関する合意文書をまとめ、08 年 12 月 11 日に調印に漕ぎつけた４９。
この背景として次のような事例があった。中国は 1995 年に Su-27SK×200 機のライセン
ス生産契約をロシアとの間で締結（25 億ドル)し、Shenyang Aircraft Corp が J-11A とい
う名称で生産することになった。ただし、アビオニクス・レーダー・エンジンはロシア製
を使用するという条件付きであった。ところが中国側は 2006 年になって、95 機を生産し
たところで契約をキャンセルし、自国製のアビオニクスなどを装備する "国産機" J-11B
の生産を開始してしまった。しかも中国国内では、J-11 は国内開発品のエンジンとレーダ
ーを装備しているという報道がなされた。なお、現在は試験用に６機を製造したところだ
が、エンジンについてはロシア製 AL-31F のままで、代替の目処が立っていない (J-11A の
うち 1 機については、自国で開発した WS10A Tai Hang エンジンを載せている)。
Russian Aircraft Corp. の Mikhail Pogosyan 副社長が Aero India 2009 の席で、中
国がコピー生産した Su-27SK について、「現在、この問題について中国側と協議中である」
と発言した。08 年暮れ、同氏は Anatoly Serdyukov 国防相とともに中国に赴き、両国間
の年次定例会合の席で知的所有権の侵害について指摘、違法コピー生産を止めるよう申し
入れたとのことである。実際、
「中国製 Su-27 はオリジナルよりも出来が悪い」と Pogosyan
氏は発言している。しかもそれがパキスタンの手に渡れば、ロシアと関係が深いインドを
脅かす事態になってしまうとの懸念がある。一方、中国は中国で、Su-33 などの売却をロ
シアが拒否する事態を懸念している５０。
09 年の珠海エアショーにロシアは初めて軍用機を参加させず、エンジンやレーダーの展
示も行わなかった。この理由は、中国が軍用機の輸出でロシアの市場を奪うのではないか
との懸念から、エアショーに参加しなかったものと見られている。

４９
５０

Defense News 2008.12.16 記事
調印の背景以降は、全て Defense News 2009.02.13 記事による。

２９

２．輸入への依存状況からみた中国兵器技術の問題点
本項においては、兵器（システム）を全面的に輸入に依存していると思われる兵器と、
国産の形はとっているが実は主要な部分を輸入に依存している状況に分けて、中国兵器技
術の弱点を明らかにする。

（１）全面的に輸入に依存している兵器（技術）
第１章の表から明らかなように、現在においても輸入を継続していると判断できるのは
地上式地対空ミサイルシステム（表 1-5）、ヘリコプター（表 1-6）、輸送機、空中給油機及
び警戒管制機といった大型航空機（表 1-12）である。

ア．地対空ミサイル
中国が始めて SAM の開発を手がけた HQ-1/2 は高高度迎撃用のミサイルであったため、
中高度用ミサイルとして HQ-61 の開発に着手したが、地対空ミサイルに関する技術の蓄積
がほとんどないため大変苦労をしている。アメリカのミサイルのスパローをモデルとする
ことが決定されたが開発は進まず、66～67 年に海南島近海に墜落したアメリカの F-4B か
らスパローの回収を契機にようやく開発は進んだ。射程 2.5～10km、最大射高８km であり、
ミサイルの誘導能力は１目標ずつであった。
更に、空軍用に開発された HQ-9 はロシアの S-300PMU をベースに、当のイスラエルは否
定しているが 1990 年代に、MIM-104 Patriot に関する情報が流れたとされ５１、パトリオ
ットの誘導技術の一部を導入して開発されたが、その時点で米露はミサイル防衛の開発に
進んでおり、技術格差は歴然となり、そのためか配備数も伸びなかった。
結局、空軍は S-300 のライセンス生産を目指し、陸軍は Tor-M1 の輸入に依存している。
海軍艦艇に装備されたミサイルも大部分が、ロシアまたはフランスのミサイルである。

イ．ヘリコプター
表 1-5 における Z-5/6、Z-9、Z-11 などの原型は欧米製であり、中国におけるライセン
ス生産版又は改造版に過ぎない。しかし、中国はヘリコプターの製造技術を全く保有して
いないわけではなさそうであり、Eurocopter 社は中国北東部のハルビン飛機工業公司
（Harbin Aviation Industry Group：HAIG） と EC-120 や EC175（Z-15）を共同開発中で
あることが公表されている。
しかしながら、中国が昌河飛機工業公司（Changhe Aircraft Industries Group：CAIG）
５１

DID 2009.03.08

３０

で開発中と言われる国産の攻撃ヘリコプターZ-10 は、Jane`s Defense Weekly５２によれば
次のように多くの構成品が欧米諸国から輸入されていて、純国産というには程遠い。
①

カナダの Pratt & Whitnet Canada：P&WC 社は、PT6C-67C ターボシャフト・エンジン

を 10 基、民間機用として中国に供給したことが分かっている。このエンジンは Z-10 の
パワープラントとして使われている。
②

アメリカでは、ノースカロライナ州 Cary の Lord Corporation が、同社製のベアリ

ング、ダンパー、ロッドエンド、弾性マウントといった製品が、Z-10 計画で使われている
ことを認めている。同社は中国の上海に工場を持っており、Aviation Industry CorpⅠ：AVIC I
と AVICⅡに対して Z-9 ヘリで使用するメイン・ローター用のダンパーやベアリングを供
給している。
③

５翅ローター・ブレード及びトランスミッションやギアボックスついては、イタリヤ

の Agusta Westland 社の関与が取り沙汰されている。西側製の攻撃ヘリのうち、５翅ロー
ター・ブレードを装備しているのは、攻撃ヘリ・A129 マングスタのみである。
なお、欧州の Eurocopter 社は過去に Z-8、Z-9、Z-11 などの中国のヘリ開発計画を支援
し、民間用を持ち込み軍用ヘリとして運用されている。
このような事態に米国務省は懸念を表明し、ITAR (International Traffic in Arms Re
-gulations) の対象になっているテクノロジーが含まれていれば違法行為になるといわれ
る５３。上記の部品等の輸出入の実態は、『SIPRI 年鑑』にも記載されてはいない。
これらのことから、ヘリコプターの中核技術レベルに関しては低いものと判断される。
05 年 12 月に摘発されたヤマハ発動機の無人ヘリコプター不正輸出事件は、中国がヘリ
コプター技術及びロボット技術の習得に熱心であることを裏付ける事例である。
なお一方で、ポーランドの PZL Swidnik 社によると、中国の Jiujiang aeronautics
plant との間で、今後 10 年間で 150 機のヘリコプターを輸出する話がまとまったとのこ
とであり、機種は Sokol、Kania、SW-4 の 3 種類である。Sokol の価格は 400 万ドルで、
SW-4 は 300 万ドルである５４。どこまでが中国の技術であるかは不明である。

ウ．大型航空機
輸送機のうち、曲がりなりにも国産といえるのは Y-11 及び Y-12 であり、その他は主と
してロシアからの輸入又はライセンスかノックダウンである。しかし両機はプロペラ式の
５２
５３

５４
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双発機で、Y-11 は兵員 7 名、Y-12 は兵員 17 名しか載せられない小型機である。
大型航空機を必要とする空中給油機や空中警戒管制機などは全て輸入又は既存の輸入
機の改造である。

（２）兵器の主要部分を輸入に依存している兵器（技術）
中国が国産兵器と称するものの中には、その兵器（システム）を構成する上で重要な部
分の品目が輸入されているものが結構多いということに気付く。以下はその実態を示した
ものである。

ア．車両用動力の輸入状況と評価
表 2-2 は戦車等の各種戦闘車両の動力の輸入状況を表している。

各種車両用エンジンの輸入状況

表２－２
輸出国

型

式

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ BF-12L413
ドイツ

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ BF-8L
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ MTU-883

数量

時

期

兵

器

本

体

名

50
4000

1996-00
1982-06

輸出型 PZL-45 自走砲用
装甲車 Type-63/85/89/90/92
自走砲 BF-8L413/513

220

1998-08

主力戦車 Type-98/99

（暦年の SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

戦闘用車両の分野では、最も欧米の能力に匹敵する高い性能を向上させたとする主力戦
車 Type-98/99 を筆頭に、戦闘用車両の大部分のエンジンはドイツに依存している。
表のほかにも、
『ミリタリー・バランス』では確認されていないが、新型の WMZ551 は、
新設計の鋼板全溶接構造の車体を持ち、車内スペースを増やしてさまざまな任務に適応で
きる装甲車であるが、エンジンは空冷ディーゼルのドイツの BF8L413FC で、ZF 社製の
6HP500 自動変速機とペアを組むとされている５５。

イ．艦艇用動力の輸入状況と評価
表 2-3 は潜水艦を含む艦艇の動力の輸入状況である。
中国の艦艇の技術的な弱点は、船舶用機関であるといわれる。元々中国艦艇の機関はソ
連のコトリン級駆逐艦に用いられた蒸気タービンである。しかし船舶用大型ディーゼルエ
ンジンあるいはガスタービンの技術は後進国が容易に模倣できない技術であり、初期の駆
逐艦には米国の GE 社の LM2500 ガスタービンを購入する予定であったが、天安門事件で停

５５

JDW 2003.04.16

記事。

３２

止になったという経緯がある。初期のフリゲートはフランスの SMNT ビールスティック社か
ら 12PA6BTC ディーゼルエンジンを購入して搭載した。

各種船舶用エンジンの輸入状況

表２－３
輸出国
フランス

ドイツ
ウクライナ

型

式

数量

時

期

器

本

ﾐｻｲﾙﾌﾘｹﾞｰﾄ

体

名

江凱級、

ディーゼルｴﾝｼﾞﾝ PA-6BTC＊

29

ディーゼルｴﾝｼﾞﾝ PC-2.5

４

2004

ディーゼルｴﾝｼﾞﾝ MTU-1163

14

1994-05

駆逐艦 旅洋、旅海、旅滬

ディーゼルｴﾝｼﾞﾝ MTU-396

48

2001-06

潜水艦 宋級

４

1996-99

駆逐艦 旅海、旅滬

８

2004-05

駆逐艦 旅洋（広州・蘭州）

ガスタービン DT-59

1991-05

兵

高速ﾐｻｲﾙ艇 紅箭級
補給艦 Fuchi

註：フランスのディーゼルエンジン PA-６は初期には江東級、江滬級及び江衛級にも搭載された
（暦年の SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

90 年代に入ってからは、表 2-3 のように主要な艦艇には皆欧米の動力が搭載されている
５６

。ただし、最新鋭の駆逐艦旅州及び通常動力型潜水艦の元級が、いかなる動力を採用し

ているのかは『SIPRI 年鑑』には記載されていない。国産の動力の開発に成功したのか否
かは現状では不明のままである。

ウ．航空機用動力の輸入状況と評価
表 2-4 は、航空機用の動力の輸入状況である。航空機のエンジンも弱点のようである。
ロシアの本来の Su-27 のエンジンは AL-31FP 又は FU であり、推力の発生を自由に変更
して機動性能を飛躍的に向上させる、推力偏向装置スラストベクター(TVC)を搭載する。し
かし中国が J-10 用に輸入したターボファンや輸入した戦闘機 Su-27 のエンジンも AL-31FN
であり、TVC は付いていないと判断される５７。
特に J-10 については共産党機関紙「人民日報」が、「中国は、戦闘機と高性能の航空機
エンジンと空対空ミサイルを開発できる世界で四番目の国」と自主開発能力を強調した。
しかし当面は 300 機程度の配備が目標とされていたが、配備されてから４年を経過してい
るのに 84 機から増える気配がない。これはロシアからのエンジンの供給が停止されている
からとみられている。

５６
５７

JDW 2001.05.09 号記事
本報告書の平成 17 年版の第 2 章第 1 項（１）イ項に詳述。
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航空機用エンジンの輸入状況

表２－４
輸出国

型

式

数量

兵

器

本

2001-05

100

2005-08

18

2007-08

FC-1/JF-17

140

1997-06

殲轟７(JH-7)

ターボファン Spey(ﾗｲｾﾝｽ)

30

2007-08

ターボファン AI-25/DV-2

58

1997-04

35

2005-08

ロシア
ターボファン RD-33/RD-93

ウクライナ

期

54

ターボファン AL-31FN

イギリス

時

ターボファン Spey

体

名

殲撃 10(J-10)

練習機 K-8

註：ロシアのターボファン RD-93 は、５百基の追加発注の噂があった（JDW05.05.18）
（暦年の SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

中国はこの代替エンジンとして WS-10 の開発を急いでいるようであるが、これが遅れ、
当分の間ロシアからエンジンの供給がない状況も想定される。
結局、中国の陸・海・空軍の主要兵器はそれぞれ動力に弱点を抱えている。

エ．各種のレーダーの輸入状況と評価
各種レーダーの輸入状況

表２－５
輸出国

型

式

捜 索 レ ー ダ ー DRBV-15
SeaTiger
射 撃 管 制 レ ー ダ ー
Caster-2B

数量

時

期

兵

器

本

体

名

６

1987-99

駆逐艦旅滬、旅海、旅大改級

14

1994-02

駆逐艦旅滬、旅海、旅大改級、
ﾌﾘｹﾞｰﾄ江衛級

ソナー DUBV-23

１

1999

ソナー SS-12ASW

25

1993-01

イタリヤ

射撃管制レーダーRTN-20S

17

1991-02

イギリス

AEW レーダー Searchwater
捜 索 レ ー ダ ー Fregat/Top
Plate
射 撃 管 制 レ ー ダ ー
MR-90/FrontDome

２

1999-01

AEW Y-8 と哨戒機用

２

2004

駆逐艦広州・蘭州級

８

2004

駆逐艦 蘭州級 SA-N-12、
広州級 SA-N-6

100

2001-05

戦闘機 殲撃-8B（-8ⅡM）

４

2007-08

ﾐｻｲﾙﾌﾘｹﾞｰﾄ 江凱Ⅱ級

４

2002

フランス

ロシア

航空機用レーダー Zhuk
海面捜索レーダー
Mineral/Band Stand
ウクライナ

空中監視レーダーKolchnya

駆逐艦旅海級用
哨戒艇 Type-037/1Haiqing
駆逐艦旅滬、旅海、旅大Ⅲ又
は高速ミサイル艇紅箭級

註：地上発射式の SAM システムの輸入に伴う各種のレーダーの輸入は含まない。
（暦年の SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）
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表 2-5 はソナーを含む各種のレーダーの輸入状況を表している。
これを見ると、水上戦闘艦艇の大半が捜索レーダー、射撃管制レーダーを輸入に依存し
ている状況が明らかである。また、航空機についても、戦闘機用のレーダー、早期警戒機
や哨戒機用のレーダーがかなりの部分輸入に依存していることが分かる。
戦闘機のレーダーFCS であるロシアのファザトロン社の Zhuk は、表においては J-8 用と
なっているが、J-10 に搭載された可能性もある。Zhuk は 24 の目標を同時に捜索しつつ追
跡するトラック・ワィル・スキャン（TWS）が可能といわれている５８。
最近の西側諸国の地対空ミサイルは、迎撃対象を戦域弾道ミサイル、巡航ミサイル、無
人機（UAV）及びヘリコプターにまで拡張される傾向にあり、その性能は多機能レーダーの
能力に拠るところが大きいようである。

オ．各種のミサイル（単体）の輸入状況と評価
表 2-6 は各種のミサイルの輸入状況である。

各種ミサイルの輸入

表２－６
輸出国
フランス

ロシア

ウクライナ

型

式

SAM R-440 Crotale
[CSA-N-4(HQ-7)]

時

期

1045

1990-08

搭 載 兵 器 名 称
駆逐艦旅滬、旅海、旅大改級、
ﾌﾘｹﾞｰﾄ 江衛級Ⅱ、江凱級

SAM SA-17 Grizzly

150

2005

広州級 SA-N-12

SAM SA-10D Grumble

150

2006-07

駆逐艦 旅州 SA-N-20

ASM AS-17 Krypton

125

2003-05

戦闘機 Su-30MKK、J-8、J-7

ARM AS-17 Krypton

189

2001-05

戦闘機 Su-30MKK、J-7

ASM AS-17 Krypton（L）

585

2001-08

戦闘機 Su-30、J-8M、JH-7

2001

？

3000

1990-01

国産 AAM PL-8 の原型

50

1998-99

第 1 章 10．（３）に記述

ALCM AS-15 Kent
SRAAM Python-3

イスラエル

数量

対 レ ー ダ ー 攻 撃 AUV
Harpy

12

註：輸入した地上式 SAM システム、艦艇、航空機に搭載するミサイルは含まない。
（暦年の SIPRI 年鑑から抜粋して筆者作成）

輸入品の内容を見てみると、まず艦艇搭載用の対空ミサイルの大部分がフランスとロシ
アからの輸入であること、攻撃機搭載用の空対地ミサイル及び巡航ミサイルの大部分がロ
シア（ウクライナ）からの輸入であることが分かる。
例外なのがイスラエルの空対空ミサイル Python-3 （SRAAM）であるが、イスラエルのミ

５８

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

３５

P185

サイルには西側の技術が含まれるので、中国はイスラエルからの輸入の機会を狙っている。

３．各種技術分野ごとの評価
以下は、誘導武器技術、戦闘車両技術、艦艇技術、航空機技術、及び情報・通信技術と
いう兵器別の主要技術分野について、前項の評価を踏まえながらより技術的に中国兵器技
術の問題点の摘出・評価を試みる５９。

（１）誘導兵器の主要技術

ア．弾道ミサイルの複数弾頭化
中国は複数の弾頭を異なる目標に指向させる MRV（多弾頭方式）及び MIRV（個別誘導多
弾頭方式）の開発に意欲的であり、80 年台に始まった米中蜜月関係を利用してアメリカの
ヒューズ社等から複数衛星同時打ち上げ技術、すなわち複数弾頭投射技術を不正に移転し
ようとした。また、2002 年には東風 21 号を用いて擬似弾頭発射実験に成功したことが未
確認ではあるが報道されたようである。なお、アメリカのミサイル防衛システムに対抗し
て中国が更に MRV、MIRV 技術の導入を図っていると多くの専門家が認識している。
MIRV 方式のミサイルは、複数の弾頭の下部にそれを複数の目標に向かって放出できるよ
うにポスト・ブースト・ビークルと呼ばれる装置を備えている。子弾頭を放出する段階に
なるとポスト・ブースト・ビークルは姿勢制御用モーターを噴射させ、子弾頭のそれぞれ
の姿勢を変化させた後で目標に向かって放出する。姿勢を変化させるのは噴射方向を変え
る TVC（スラストベクター制御）によるものと思われるが、前２項（２）ウ項に述べたよ
うに中国は輸入したエンジン Al-31 のスラストベクター装置が外されていることに不満を
もっていることから、中国はこの技術に未だ問題を抱えているのではないかと思われる。
なお、TVC を有効に使用するには、エンジン本体の制御と航空機の空力制御とが互いに
相関性を保持しながら最適な制御を求める必要があり、計算機による制御ソフトの開発が
不可欠といわれる６０。
アメリカの情報当局は、もし中国が MIRV の導入を図っても、それが可能なのは形状や
投射重量に余裕がある東風５号に限られると見ていた。しかし、09 年の天安門における軍

５９

本報告書の平成 20 年度版では、我が国が中国やロシアに対して優れていると判定された技
術分野ごとの解説を試みたが、本年度は主要兵器体系に沿うこととした。
６０
（財）防衛技術協会編『ハイテク兵器のしくみ』日刊工業新聞社 P105

３６

事パレードでは MIRV×３発を搭載すると称せられた東風 31A が参加した。パレード参加の
東風 31A 号の MIRV 化が真に成功したものであったのか真偽のほどは分からない。

イ．国産対艦ミサイル YJ-83
水上戦闘艦艇の主力艦が搭載する艦対艦ミサイル YJ-83 のエンジンはターボジェット、
低高度でマッハ 1.3 の超音速飛翔能力を備える。ミサイルは発射後、電波高度計により海
面すれすれの 20～30ｍの高度を維持して飛翔する。中間段階は慣性航法装置により、終末
段階ではさらに高度を５～７m まで下げ、J バンドのアクティブ・モノパルス・レーダーに
よるホーミング方式である。艦船側からの迎撃を回避する洗練された機動システムが装備
されていると見られる。最大射程は 250km で、データリンク用のアンテナが装備され偵察
機やヘリコプターから目標への中間誘導を得ることができる６１。

ウ．国産空対空ミサイル PL-12
PL-12 は 80 年代の中期から開発に着手し、アメリカの AIM-120AMRAAM と同級のアクティ
ブ・レーダー・シーカーを装備し、四つの交戦モードがあって、長距離の場合は指令誘導
と慣性航法装置で目標に向かい、終末はアクティブ・レーダー･シーカーによる。より近距
離であれば慣性航法装置とアクティブ・レーダー･シーカーで撃ちっ放しになる。更に近距
離ではパッシブ方式でホーム・オン・ジャム・モードも使える。射程は対進交戦時 70km、
信号処理電子機器は AA-12 よりも進んだものを備え、また同時に 4 目標と交戦できる能力
を保有していると中国は言っている６２。ロシア企業の技術協力が行われており、どこまで
が中国の技術なのかは不明である。

エ．誘導兵器の主要技術に関する評価
中国は弾道ミサイルに代表されるように、ロケット技術に関しては確立されているよう
に感じるが、誘導技術を伴うミサイル分野においては問題を抱えているようである。まず
地対空ミサイルシステムは輸入への依存度が高いのに空対空ミサイルは PL-12 という性能
の良いミサイルを開発し、艦対艦ミサイルは国産化が早かったが空対地ミサイルは輸入へ
の依存度が高い。中国の誘導兵器はこのような矛盾した傾向を抱えている。
対艦ミサイルの目標である艦艇は、速度が遅く海面に浮かぶ鉄の塊であるから電波をよ
く反射し巨大な赤外線の放射体でもある。水平に飛ぶミサイルに海面からの不要な電波の
反射（クラッター）は少ない。従って目標を遠距離から探知し、位置を決めやすく、中間

６１
６２

青木謙知著『軍用機ウェポン・ハンドブック』イカロス出版
青木謙知著『軍用機ウェポン・ハンドブック』イカロス出版

３７

P96-97
P52-53

誘導時のシースキミングにおいても、終末誘導のホーミングにおいても目標の識別が容易
である。技術的には易しいので水上艦艇は早くから対艦ミサイルを装備していた。
一方地対空ミサイルの場合は、近距離用であればホーミング技術と機動性があればよい
が、高高度ミサイルになると遠距離では直接レーダー波や赤外線を検知できないので、ホ
ーミング可能な位置までの中間誘導が問題になる。艦艇と異なり航空機は高速で刻々位置
を変化させるから、あらかじめプログラムされた軌道にのる慣性誘導では対応できず、指
令誘導又は TVM 方式（慣性誘導のミサイルのシーカーが目標位置を管制装置に送り、管制
装置から精度の高い指令誘導信号を作りその信号でミサイルを誘導する）を採用すること
になる。ミサイルは高度なシーカーと操舵性に優れていなければならず、地上の管制装置
はフェーズド・アレイ・レーダー技術（後述）や高度の信号処理技術などを必要とする。
地対空ミサイルの輸入依存や、水上艦艇の対空ミサイル装備化特に高高度ミサイルの遅
れの原因は、このレーダー技術にあるものと推察する。
一方航空機搭載用の対空ミサイルは PL-12 のように優れたものがあるのは、ロシア技術
が大部分を占めているのか、ロシア製航空機搭載用レーダーの所為なのかは不明である。
空対地ミサイルは目標となる周囲の地形が複雑なため、赤外線では地形の複雑さによっ
て、電波は地形のクラッタが大きいために、ともに識別が困難である。このためホーミン
グ方式はパッシブレーダー、画像赤外、母機や地上からのレーザー誘導などになる。画像
追尾は複雑な背景に対しても高度の画像処理によって対応できる。画像追尾においては、
目標に接近するに従い情報量が急速に大量となるので、安定的な誘導のためには電子回路
の超小型化や、知能システム、信号処理、高性能計算などの技術に裏づけされたソフトウ
ェアを必要とする。この面での中国の技術の評価は高くない。
（２）戦闘車両の主要技術
戦闘車両を評価する主な機能は、火力の発揮、装甲防御力、機動性である。

ア．国産主力戦車 Type-98/99
戦車砲には敵より先に発見しこれを 1 発で仕留める能力が求められる。
戦車砲の射撃は、戦場情報の入手に始まり、目標の発見（識別）、迅速な照準、射撃、
敵戦車の破壊で終わる。Type-98/99 は戦場情報システムとして衛星航法装置（GPS/GLONSS）、
通信システム、観測装置、計算機などを備え、データリンクによる部隊間での情報共有を
可能にしている。目標の発見の主体はパッシブ型熱線映像装置に代表されるが、武漢高徳
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紅外線技術集団開発がフランスの技術支援の元で開発した第二世代の赤外線暗視装置を備
えている。目標の有効識別距離は 3,100m、最大探知距離は 7,000～9,000m に達し、有視界
が 100m を切る劣悪な気象条件下でも 4,100m の探知距離を確保しているという。迅速な照
準にはジャイロを使用した砲安定装置が欠かせないが、これに関する資料がない。照準に
関わる射撃統制計算機（弾道計算機を含む）とレーザー測遠機、各種センサーに関しても
具体的な資料
はない。
125mm 滑腔
砲はロシアの
設計をベース
に、自動装填
装置と燃焼式
薬莢を使用す
99 式主力戦車

wiki.livedoor.jp/namacha2/d/.../WZ-123B/ZTZ-99

る。使用する
弾種も豊富で

APFSDS-T 弾を例にとると砲口初速は 1,720m/s、射程 2,000m で 68 度の角度をもつ厚さ
220mm の装甲板を貫通できるという。
防御力としては、砲塔前部にドイツのレオパルド 2A2 のような楔形の増加装甲が外見上
の顕著な特徴となっている。車体前面と砲塔側面の籠状ラックにも爆発反応装甲が装着さ
れ、HEAT 弾と運動エネルギー弾双方に対する防御効果を有している。爆発反応装甲の搭載
などにより重量は 54t に達している。更に、全方向からのレーザー光を検知して砲塔上の
レーザー光発振装置から検知された方向にレーザー光を照射し、敵の測距装置射手、砲手
の視力に加害する能力を持つ世界で初のレーザー検知アクティブ防御装置を備えている。
機動性に関しては車体重量の増加に対応して、150HB エンジンにターボチャージによる
出力強化を施し、1,500 馬力に改良され、最高速度は 80km/にアップしている６３。ただし
ドイツのエンジンである。

イ．装甲戦闘車
1997 年、中国はロシアと軍事協力プロジェクトに署名し、BMP-3 の射撃管制システムと
9M117 レーザー誘導対戦車ミサイル（AT-12）の技術供与を受け、これにより中国はこの分
６３

以上の性能に関しては全て『軍事研究』09 年 12 月号 P30 による。
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野における世界との技術格差を 30 年は縮めたと言われている。これらの技術は次期歩兵戦
闘車に応用されるだろうと推測されている。

ウ．国産自走砲
自走砲が戦車の行動に対して、必要な時期に必要な目標を射撃できるためには、戦場情
報の入手、目標情報入手により迅速確実、効果的な射撃ができなければならない。
04 年頃輸出用として出現した 155 ﾐﾘ自走榴弾砲 PLZ-45 は、指揮命令はデジタル化され
て弾薬補給車、指揮車、偵察車、観測車、気象レーダー、偵察レーダーなどと共にシステ
ム化されている。発射速度は毎分 4～5 発、最大射程は長射程弾で 30Km の WA021 式 155 ﾐﾘ
砲を装備し、射程をさらに 50Km に延伸しようと改良中といわれる６４。
PLZ-45 をベースに開発された PLZ-05 は、データリンク機能により連隊・大隊射撃指揮
車両からの指揮管制により一元的な統制射撃を行ったり、UAV 等から得られたデータを即
座に射撃に反映させることが出来るようになったとされている。射撃統制システムは、弾
道計算機、車両位置特定装置、自動照準システム、砲口測定器、弾薬温度探知機、砲身温
度探知機、車体振動感知器等から構成され、大幅に自動化が進み高度に電子化されている。
新しい砲システムは自動装填システムを有し、発射速度は持続射撃で毎分 3～4 発、短時間
での最大発射速度は 8～10 発/分に達するとされる。155mm 砲は、PLZ-45 の 45 口径砲より
も砲身が延長されており、52 口径もしくは 54 口径砲が採用されていると見られている。
砲弾の種類は豊富で、子弾搭載型、レーザー誘導砲弾、FRFB-BB-RAP（Rocket Assisted
Projectiles：ロケット補助推進弾）などが用意されている。砲弾の管理もコンピューター
により自動化されている６５。防護能力に関しては資料がない。

エ．戦闘車両の主要技術に関する評価
戦車砲の国産化については、Type-85 の 125 ﾐﾘ砲からである。ただしロシアの技術が多
分に採り入れられているものと思われる。その射撃統制システム並びにデータリンク機能
による指揮・情報の一元化はかなり近代化されていると判断される。
防護力については、反応装甲技術及び複合装甲技術については、中国はかなり進んでい
るようにも感じられる。
しかしながら、劣悪な戦闘環境下にある戦闘車両や航空機のコクピットなど、狭小な空
間での高性能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
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示を可能にする車両エレクトロニクス（ベートロニクス）技術に関し、ロシアは欧米や日
本と比べてもかなり低い評価があり、ロシアの技術をもとにした中国の技術が急に高くな
ったとは思えない。
個々の機器には欧州製の輸入又は技術が多く用いられており、どこまでが中国の技術な
のか判定は難しい。
機動力の主体であるエンジンは、大部分を輸入に依存している状況から判断して、強力
かつ効率のよいディーゼルエンジンを製造する能力は低いものと判断する。装軌車の懸架
装置も戦闘車両としては重要であるが資料に乏しい。

（３）艦艇の主要技術
潜水艦においては船体技術が重要であり、水上戦闘艦艇は火力のプラットホームとして
の戦闘システムが評価される。

ア．潜水艦の静粛技術と潜航能力
潜水艦にとって静粛性はその生存性を左右する重要な要素である。潜水艦の静粛性には
いくつかの対策があり、一つは音波を反射させない吸音材や遮音材で船体を覆う。これは
キロ級の技術が習得されたはずである。次に推進器のプロペラが発する音を低くすること
であるが、これには複雑な形状を呈する静粛プロペラを製造する精密機械や、精密機械を
作成する「生産機械」の技術が必要となる。
次に潜水艦の潜航深度を高めることがその生存性に大きく影響する。潜水艦の船体建造
はもっぱら溶接加工によるため、溶接に特殊技術を必要とするほか潜航深度を増大させる
高張力鋼材が問題となる。また船体構造物製作時に構造の形状不整（凹凸）を極力低減す
る必要がある６６。
前出の生産機械の技術はこの分野においても、高度組立、表面処理などの技術とともに
重要な意味を持つ。ロシアの輸出用キロ級潜水艦の最大潜航深度はは 350m であり、中国の
技術にも弱点があるものと考えられる。

イ．江凱級フリゲートの動力と戦闘システム
最新のフリゲート江凱級の主機は、ディーゼル４基でフランスのラファイエット級と同
一機種のピールスティック 16PAC STC が選ばれた。その際、主機の防振、防音に関する技
術も導入したと言われているが、中国でライセンス生産された機関は、フランスと中国の
６６
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技術格差からかフランス製に比べて信頼性に問題があり、同艦の公試においてたびたび機
関故障が発生することになった。一番艦「馬鞍山」は 2005 年のある公試で、機関故障が多
発したために、やむなくタグボートに曳航されて帰港している。
戦闘システムは①探知システム②戦術情報処理システム③攻撃兵器システムによって
構成される。江凱級の前部マストには、対空捜索用の 363S 型対空・対水上用二次元捜索レ
ーダー（フランス製の TSR 3004 シー・タイガー対空警戒レーダーの国産化）が配置され、
E/F バンドのレーダーで、最大探知距離は 100km である。後部マスト頂部には対空/水上用
レーダー346 型（MR-36A）が配置される。
戦術情報処理システムとしては、フランス製 TAVITAC に中国で改良を加えた ZKJ-4B/6
がある。電算機には民用の Pentium CPU が使用されており、各装置は二重化された Ethernet
で接続されている。射撃管制装置としては、100mm 砲の管制と対艦ミサイルの中間誘導を
担当する 344 型（MR-34）火器管制レーダー、HQ-7 短 SAM の管制用装置でフランス製 DCNS CTM
システムをベースに開発された 345 型射撃管制装置（MR-35）、30mmCIWS 管制用の 347G 型
（EFR-1/Rice Lamp）が装備されている。
ほかに情報関連では、他の艦艇や航空機などと情報を共有するため、国産の HN-900 デ
ジタルデータリンク装置、電子妨害装置として、HZ-100 艦載 ECCM 装置、ELINT システム、
726-4 型 18 連装デゴイ発射機などが用意されている。しかし、欧米特にフランスの関与が
大きな地位を占めている。

ウ．艦艇の主要技術に関する評価
このようにみてくると、中国の最新の水上戦闘艦艇は機能としては欧米並みのレベルに
達しているようであるが、動力をはじめ戦闘機能に至るまで欧米・ロシアの技術が大きく
絡んでいる。特に動力においては、ディーゼルエンジン、ガスタービンともに中国技術の
弱点であることは明瞭である。
戦闘システムに関しては、対艦戦闘、対空戦闘、対潜戦闘に共通して、情報収集機能に
はじまり、情報処理機能、目標追尾機能、兵器管制機能、攻撃機能、成果を確認となり、
サイクルを繰り返すことになるが、これが通信リンクで結合されている。しかしこれに必
要な各種の捜索レーダー、情報処理装置、射撃指揮装置（射撃管制レーダーなど）の多く
はロシア、フランス、イタリヤなどから入手したものである。
したがってこれら各国から積み込まれた装置がシステムとしてうまく機能しているの
かは疑問が残るところであり、中国の技術が成熟していない証左でもある。
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船型技術に関しては、蘭州・広州をはじめラファイエットに似た江凱Ⅱ型やドック型揚
陸艦 Yuzhao の洗練された艦形が印象的である。
潜水艦に関しては、ロシアからの輸入技術に頼っており、静粛性、潜航深度において、
米国、ロシアのレベルにあるとはいえないようである。

（４）航空機の主要技術
戦闘機等の作戦機に関する主要な技術は、火力の発揮と機動性能である。防護力につい
てはステルス技術を別にすれば、機動性能に左右されるところが大である。

ア．要撃戦闘機 J-10 の改良点
中国の成都航空機 (CAC : Chengdu Aircraft Industrial Corporation) は J-10 戦闘機
の改良型、"Super-10" の開発を進めており、主要なポイントは、機体構造の強化、レーダ
ーの改良、エンジンの強化と推力偏向装置の取り付け、レーダーはパッシブ・フェーズド・
アレイ、エンジン強化に合わせて空気取入口を拡大するというものである６７。
これすなわち J-10 の全面的改修を意味し、ロシア技術に対する中国の不満の表れであ
る。開発時の人民日報の声明とは大きく異なっている。

イ．ヘリコプターのローター
ヘリコプターは、エンジンのトルクをローターをとおして揚力と推力に変換することで
飛行や運動を可能にする航空機である。ローターはロータマスト、回転翼（ブレード）と
両者を結合し操舵モーメントを発生するロータハブから成り立つ。すなわちローターは、
浮揚力と推進力と姿勢変換というヘリコプターの運動性能の中枢機能である。特にロータ
ハブは一種の関節の役割を果たすことから高度の技術を必要とし、部品の交換、給油のた
めの整備や補給に多くの労力を必要とする。最近ではローラベアリングを用いない軸受け
の新しい技術が開発されつつある。
エンジンからベアリングに至る主要部品を輸入に依存するということは、中国にはロー
ター技術に問題があることをうかがわせる。

ウ．ジェットエンジン
航空機のジェットエンジンは軽量であることが要求される。ジェットエンジンは吸入し
た空気を圧縮して燃焼室に送るために高温・高圧の燃焼ガスの一部を用いてタービンを回
転させて空気を圧縮する。タービンの翼は耐熱合金を用いても変形したり溶けたりしやす
６７
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い。このためタービン内に吸入した冷たい空気を通す細い管を無数に配してタービンの翼
に空気を吹き付ける。この緻密な冷却通路は機械加工では不可能であり、精密鋳造技術に
よるといわれるが、タービン翼を単結晶に成長させるなど極めて高度の製造技術を必要と
する６８。
にもかかわらず、中国がジェットエンジン装備の長射程ミサイルを製造できるのは、ミ
サイルが一度限りの使い捨てであるために、耐熱材料、冷却方式、ベアリングの潤滑方式
にそれほど高度の技術を必要としないからであると推察する。

エ．航空機の主要技術に関する評価
殲激 10（J-10）が一向に生産されないという事実は、航空機用のエンジン、アビオニク
ス及びレーダーFCS をロシアあるいは欧米諸国から導入できなければ欧米に比肩する戦闘
機が製作できないということを意味する。特にジェットエンジンは耐久性を保障するファ
ンの冷却装置のための高い技術と、スラストベクター（推力偏向）装置の技術がネックで
あると考える。
搭載レーダー技術にも問題がありそうであり、すなわち中国の航空機製造技術は極端に
言えば機体製造能力しか持っていないということになる。この点はヘリコプターについて
も同様である。
中国は軍用の大型機を全面的に輸入に依存しているが、一方で最近中距離旅客機をアメ
リカに輸出したという情報や、国産大型旅客機の調査、開発、製造、及び販売を担うとす
る新有限公司「中国商用飛機（Commercial Aircraft Corporation of China、CACC）」を設
立したというような情報がみられる。正確なことは分からないが、中国が今後とも大型航
空機を輸入に依存するかどうかは分からない。
ただし大型航空機を製造するといっても、ヘリコプターの例のようにどこまで中国が製
造技術を取得したのかは当分の間不明であろう。

（５）情報・通信関連の主要技術
情報（戦を含む）・通信に関する主要な技術は、兵器分野で言えば各種レーダー技術、
シーカー技術、アンテナ技術、ネットワーク構築技術などである。

ア．低空目標探知レーダー
中国の北方工業公司 (NORINCO) は、低空を飛行する武装ヘリや航空機に対処するため、
６８
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AS901 という新型レーダーを人民解放軍向けに開発したと伝えられる。重量 110kg、アン
テナ、送受信機、IFF で構成され、端末機はキーボードと LED ディスプレイである。パル
ス・ドップラー・レーダーで、同時に 10 個の目標に対する標定能力を持つ。レンジは 25km、
高度は最高 3,500m だが、高度 100m 程度の目標の場合はレンジが 10km（ヘリコプターの場
合） から 15km（固定翼機の場合?）に落ちる。米 Lockheed Martin 社の AN/PPQ-2 レー
ダーによく似ているとのことである６９。

イ．ステルス機探知レーダー
また、CETC（China Electronics Technologies Corp）では、ロシアの Nebo SVU に似
た Y-27 というデジタル AESA レーダーを開発しており、これはステルス機の探知も可能だ
と指摘している。2020 年までに Su-35BM を導入して、25nm の距離でステルス機を探知可能
なレーダーを装備することで、F-22A や F-35 にとっての脅威になると指摘している７０。

ウ．通信・情報関連の主要技術に関する評価
パッシブフェーズドアレイレーダーの開発は、捜索・追尾の両機能をもつ複数目標同時
追尾を可能にした。更にアクティブフェーズドアレイレーダーの開発へと発展し、より信
頼性、整備性に優れた多機能レーダーの時代が到来した。多機能のフェーズド・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」
技術が大きな役割を果たしている。
中国が艦艇用及び航空機用レーダーを大量に購入し、また地対空ミサイルシステムを輸
入しているのも、そのネックは遠距離から目標を探知・識別し、高速で移動する多数の目
標に対して同時にミサイルを誘導するレーダー技術の不足にあると推察する。
情報技術全般の立場から見ると、中国は「情報化された条件」下の作戦能力の向上を掲
げている。これは通信妨害、電子偵察及び精密誘導兵器によって特徴づけられる作戦環境
である。中国はこうした情報戦、電子戦、サイバー戦を重視しており、その能力は高いも
のと考えられる。
ところが戦場において広域ネットワークの運営による指揮・統制機能を確保するには電
子的な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し、大量の
情報の交換を可能にしなければならない。これを可能にするのがネットワーク＆スイッチ
ング技術であるが、中国がこれに優れているとは思えない。

６９
７０

JDW 2001.07.04
JDW 2008.10.16
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４．中国兵器技術の弱点のまとめ
Aviation Week 誌が「アメリカの情報関係者に対する取材の結果」として、「中国は、
軍事技術面の自主独立実現に近付いてきている」とする記事をまとめた。台湾海峡で予想
される程度の紛争を想定して、戦闘機、航空機搭載兵装、給油機、輸送機、巡航ミサイル、
弾道ミサイルといった装備の開発を進めてきており、以前はロシアからの技術移入に頼っ
ていたものが、最近では自主独立になってきているとする。その具体例として、Su-27SK の
中国版 J-11B が国産のレーダーを装備した件や、AA-12（アッダー）より優れた運動特性を
持つとされる PL-12 空対空ミサイルの登場を挙げている。それ以外にも、DRFM (Digital
Radio Frequency Memory)、各種の指向性エネルギー兵器 (DEW : Directed Energy Weapon)、
教義の改善などを挙げた７１。
確かに中国の最新の兵器は、これまで述べたように公称の能力は欧米の最新兵器と較べ
て遜色がないように見える。しかし実態を分析してきたように、一流の性能を発揮してい
るのはほとんどといってよいくらい輸入機器に依存していることが分かる。
以下は、これまでの評価から中国兵器技術の弱点をまとめたものである。

（１）兵器構成品の製造上不得意な技術
①

車両用ディーゼルエンジン、船舶用ディーゼルエンジン、ガスタービン、航空機（ヘ

リコプタを含む）用ターボファン特に航空機用ターボファンの推力偏向装置技術及びファ
ンの冷却装置に関わる精密鋳造技術。
②

捜索・射撃管制用レーダー、ソナー特に多機能のフェーズド・アレイ・レーダーの「移

相器」におけるスイッチング、高性能計算技術。
③

ヘリコプターのロータシステム（特にロータハブ機構やベアリング）やギアボックス。

④

ミサイルのシーカー技術特に空対地ミサイルの画像追尾の技術における電子回路の超

小型化と精巧なソフトウェア構築。
⑤

潜水艦の静粛プロペラ製造における複雑な形状に対する精密機械の技術。

（２）指揮・統制のシステム構成上不得意な技術
①

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するのに必要な「高性能計算」、「ヒューマン
インターフェース」の技術。
②
７１

劣悪な環境下における正確な火力発揮を可能とする、車両エレクトロニクス（ベート
(Aviation Week) JDW 08.07.15
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ロニクス）技術。
③

広域ネットワークの運営において、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し、大量の情報の交換を可能にする、指揮・統制機能
上重要なネットワーク＆スイッチング技術。

（３）潜水艦船体建造上不得意な技術
①

靭強性、最大潜航深度を増大させる高張力鋼製造技術と高度の溶接技術。

②

船体構造の形状不整（凹凸）を極力低減する高度組立・処理技術。

５．我が国が保全すべき技術
①

中国は、F－22 ステルス戦闘機と外観が全く同じものを作製し、10 年後には戦力化す

ると報道された。アメリカ情報筋によると、エンジン、エレクトロニクスは全く実現でき
るものではないと言われており、中国は他の戦闘機同様、エンジン部門の技術情報入手を
積極的に行う可能性がある。我が国の F－２戦闘機はエンジンや翼の材質等高度な技術が
使用されており、関連航空機部門は技術の流出に留意する必要がある。
②

2006 年沖縄周辺海域で宋型通常潜水艦が米空母キティーホーク戦闘群に探知される

ことなく接近した事案があり、静粛性についてかなり改良が加えられていると考えられる。
一方、ロシアの輸出用キロ級潜水艦の最大潜航深度が 350ｍであり、これは、欧米、ロシ
ア等の最新型潜水艦と比べると劣る性能であり、今後、高張力鋼の技術についての技術情
報を入手しようとすると考えられ、潜水艦開発、建造部門において技術管理を十分にする
必要がある。
③

中国海軍は、外観上イージス艦を保有しているが、その処理対応能力は不明である。

しかしながらイージスシステムはコンピューター処理能力を基幹とした探知システム、ミ
サイル誘導システム等総合力の発揮システムであり、中国海軍の装備品は一部優れたもの
があっても、トータルシステムとしてはまだまだ劣っていると推定される。このことから
イージス艦の建造、修理部門へ手を伸ばしてくる可能性がある。
④

中国海軍は、2015 年から 2020 年にかけ２個空母戦闘群を整備しようとしており、正

規空母を保有するとなると、カタパルトの開発が必要となる。米国のパワーパラゴン社の
中国系アメリカ人が、電磁カタパルトに関する情報を中国に流したという説もあり、中国
は、将来、電磁カタパルトに関する技術情報を得るべく活動するものと考えられる。リニ
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アモーターカーには、この電磁カタパルトに応用できる技術が使われていると言われてお
り、我が国のリニアモーターカー作製技術が狙われる可能性がある。
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第３章

中国等の兵器技術情報取得のための情報活動

中国は 1989 年から 21 年間連続して国防費の２桁増を維持して、軍の強大化を図ってき
ているが、前章で見てきたようにトータル装備はもとより個々の技術においても未だ外国
の技術に負うところが多く、これらの技術の取得のため合法、非合法手段を問わずあらゆ
る手段を駆使して先進技術の取得を図ってきている。それは中国自身が西側軍事科学技術
の収集について「情報収集の努力は過去 30 年にわたり浮き沈みはあったが、科学技術情報
の再生と復活、科学技術の復活、国家経済の建設と国防の増強などに多大の貢献をしてき
た」と評価しており、その収集努力は経済の発展に伴い益々広範かつ巧妙、活発化の一途
を辿っている。

１．中国の兵器技術情報収集に関する動き
中国は国家成立当初はソ連の支援の下に自国の技術力向上を図ってきたが、同時に最先
端技術を有する米国はじめ西欧諸国及び日本からの技術獲得のため主として公開、非公開
の科学技術文献を文字通り手当たり次第に収集して、基礎能力の向上を図ると共に、各種
視察団の派遣、研究交流を通じ、また必要に応じて外国の科学技術者の獲得によって技術
力の向上を図ってきた。
そして冷戦期には米ソ対立に乗じて対米接近を図り、米国からの技術支援を得ると共に
その裏側で米国研究機関に深く浸透した工作員や研究交流を通じて熱核技術をはじめとす
る先端科学技術の機密情報の収集を隠密裡に行ってきた。
特に鄧小平が「現代化」政策を打ち出し 1986 年に中国の科学技術の飛躍を期して「863
計画」（高度技術の総合的開発計画）を策定以来急激に活発化してきた。
これらの中国の西側先進国からの技術情報収集活動状況と成果について、中国の情報機
関の高官のために教範として書かれた出版物「西側軍事科学技術の収集利用に関する中華
人民共和国の長期計画」は次のように述べている。

（１）「西側軍事科学技術の収集利用に関する中華人民共和国の長期計画」（1991）
①国家の科学技術情報活動は、既に 30 年以上にわたり進展をし続けてきた。現在のと
ころ、中国全体で約 4000 団体に及ぶ情報組織が存在し、かなりの情報収集員が派遣されて
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情報業務を実施している。我々は、科学技術情報収集機関を維持している限り、将来とも
或る程度の成果を期待することが出来る。
②「全国科学技術情報システム」（要員）を育成する。国の経済と軍事面での国造りの
需要に対し、科学者が目下取り組んでいる伝統的な研究開発の分野のみでは限界があり、
世界の進歩と競合して行くためには不十分である。このため情報収集活動の革新を図り、
教養と知識を持った要員を多数育成することを目的としている。
③中国の情報収集の努力は、過去 30 年にわたり浮き沈みはあったが、科学技術情報の
再生と復活、科学技術の復活、国家経済の建設と国防の増強などに多大の貢献をしてきた。
④国防に関する科学技術情報の収集は、秘密区分が存在しているため困難であるが不可
能ではない。風を完全阻止してしまう壁が存在しないように、秘密が完璧に保たれること
はあり得ない。西側諸国の場合には、よくあり得ることである。
（『中国のスパイ手引き書』極東地域経済レビュー

1991.12.20）

（２）「中長期科学技術発展計画（2006）」
2006 年初頭、中国政府は 2020 年までの中長期科学技術発展計画を策定し、
①研究費の大幅増額を打ち出すと共に、さらに海外からの技術導入から脱却するために
「自主イノベーション（技術革新）」を科学技術政策の中核と位置付けた。
②毎年 5000 人の大学院生を海外の一流大学などに派遣すると共に、海外の優秀な研究
者を 1000 人規模で招待して、国際的な人材ネットワークを形成しつつ、外国の先端技術の
取得や研究人材の育成を図り、軍民一体となり、国家を挙げて科学技術強国への道を着実
に進める。（『産経』2007.4.6）

（３）2008 年中国の国防白書
2009.1.20、中国政府は「2008 年国防白書」を発表した。国防白書の発表は 2 年ぶり 6
回目である。兵器技術及び技術情報に関連する事項は次の通り。
○経済と国防を統一的に考える。
経済と国防の調和のとれた発展の方針を堅持し、国家の資源を統一的に考え、富国と
軍強化を合わせて考え、国防と軍隊の発展戦略を国の発展戦略に即応させる。
○国防の整備では経済・社会の発展をも合わせて配慮し、軍事・民生の目的両立・相互
利益を堅持し、平時における国防資源の社会的利用効果を高める。
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○国防科学技術工業体制と兵器装備調達体制の見直し・改革を進め、兵器装備研究開発
の自主革新能力と質・効率を高める。
○軍事と民事を結合し、軍を民に宿らせる〈組み込む〉
兵器装備研究・生産システム、軍隊の人材養成システム、軍隊の保障〈後方支援〉シ
ステムを確立し、整備する。
○科学技術による軍強化を堅持し、ハイ・ニューテク兵器装備を開発し、人材戦略プロ
グラムを実施し、情報化の条件下の軍事訓練を繰り広げ、近代的兵站を全面的に建設して、
戦闘力形成方式を確実に転換する。
○国防科学技術工業
中国は国防科学技術工業（以下、国防科技工業と略）の改革・革新を加速し、軍事工業
企業の戦略的構造調整、専門化のための再編を進め、兵器装備研究・製造の自主革新能力
を高め、軍民が結合し、軍を民に宿らせる国防科技工業の新体系構築に努めている。
◇体制・仕組みの革新推進
中国は兵器・装備の整備と社会主義市場経済発展の必要に基づいて、国防科技工業の管
理体制をたえず改革している。第 11 期全人代第 1 回会議で採択された「国務院機構改革案」
に従って、中華人民共和国国防科技工業委員会を廃止し、国家国防科技工業局を設置した。
2007 年、国務院は「国防科技工業の投資体制改革の深化に関する若干の意見」を承認し、
政府による有効な調節・統制〈コントロール〉、民間資本の参加、規範化された仲介サービ
ス、強力な監督・管理、軍需と民需のよい方向への相互作用という新しい型の投資体制を
明確に打ち出し、これにより開かれた国防科技工業発展の構造が次第に形成されるように
なった。国防科技工業の投資分野は一段と拡大し、投資構造は一段と最適化された。投資
方式は直接投資中心から、直接投資、資本金注入、補助など複数の方式の併用に変わった。
中国は軍事工業企業の体制・仕組みの転換を加速し、小さなコア、大協業、軍を民に宿
らせる〈民間に軍事生産の大きな余力を貯える〉ことに基づく国防科技工業の新体系を初
歩的に確立した。戦略的構造調整を促進し、軍事工業主体の簡素化〈スリム化〉を進める。
軍事工業企業の株式制改造〈株式会社化〉を着実に進め、優良企業の全体的株式会社化・
上場を重点的に後押しし、専門化のための再編と産学研結合を奨励した。軍事工業企業の
株式会社化・上場作業の規範化と監督・管理を強化し、関係の法律・法規制度を充実させ
た。
◇兵器装備研究・生産システムの整備
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兵器装備の研究生産許可制度を作り、整える。国防科技工業は 2005 年 5 月に公布された
「兵器装備研究生産許可実施弁法」によって、分類管理による兵器装備研究生産許可制度
を導入し、兵器装備の研究・生産に対する国の支配力を保持すると同時に、非公有制経済
が兵器装備の研究・生産分野に進出し、開発・生産任務の競争に参加することを認めた。
兵器装備の基礎能力整備を強化する。
国防科技工業の革新〈イノベーション〉体系づくりを強める。軍事工業の研究院・研究
所や企業が中核になり、基礎的研究機関と大学が新しい力となり、産学研連合の強みを発
揮して、国防科技工業の自主革新能力を強めている。国の科学技術大型プロジェクト、国
防研究・兵器装備開発大型プログラムをプラットホームにして、優秀な人材を発見、養成、
起用、集積し、国防科技工業の革新、発展のための基礎を一層強めている。
◇対外協力の強化
国防科技工業は互恵・ウインウイン〈共に勝者となること〉、共同の発展の原則に従つて、
対外協力を繰り広げている。先進諸国との軍事工業技術の交流と協力を重視し、国外の進
んだ技術と管理の経験を学び、参考にしている。
国防科技工業は軍需・民需を結合したハイテク産業の対外協力を積極的に展開し、ハイ
テク、高付加価値の民需品を強力に開発している。
（『白書「2008 年中国の国防」』2009.1.20

新華社＝中国通信）

２．兵器技術情報収集に関する事例
2009 年に明らかとなった兵器技術情報収集に関する事象は従来に比し少ないのが特徴
であるが、この事は、決して情報収集活動が低調になったということではない。特に諜報
事件（スパイ事件）の特徴は、公にされることはほとんどなく、公にされる場合は、既に
これ以上追求しても何らの価値もなくなった場合や、公にすることによって相手に警告を
与え、或いは公にすることによって失う価値よりも別の大きな効果を得ることが出来ると
判断される場合等であり、公表される諜報事件は氷山の一角である。
このような諜報事件の特徴に加えて、収集活動は単に非合法手段ばかりではなくあらゆ
る合法的な手段を駆使して行われている点に注意することが必要である。

（１）米太平洋軍事務所長のスパイ事件
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2009.5.13、米司法省は、中国軍高官の訪米や米中海軍の合同演習に関する機密文書を
中国のスパイに提供したとして米太平洋軍ワシントン連絡事務所のジェームズ・フォンド
レン所長代理（62）をスパイ共謀容疑で逮捕、起訴した。
フォンドレン所長代理は、連邦捜査局（FBI）が 08 年、国防総省を舞台とした別の中国
スパイ事件で逮捕した台湾系米国人、クオ・タイシエンに対し 04 年 11 月から 08 年２月ご
ろにかけ、国防総省の公電や同僚に依頼して収集した機密文書多数を提供しその見返りと
して、１件当たり最高 800 ㌦（約７万 6000 円）の報酬を受け取っていたほか、ラスベガス
で豪遊するなどの供応を受けていた。文書は訪米した中国軍高官に関する国防総省の内部
分析などで、電子メールや自宅での面会を通じてクオ服役囚に提供していた。
※本スパイ事件は、08.2.11 に発覚した米国防総省分析官のスパイ事件で逮捕された台湾系
米国人ビジネスマン、クオ・タイシエン（禁固 15 年８月）の供述から明るみに出た。
※米国防総省分析官のスパイ事件
クオ・タイシエンが（58）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（51）
を買収して、最高機密に属する台湾への今後５年間の兵器供与計画等を入手し、中国政府に渡
したとして逮捕された事件。クオの他、中国当局の連絡役を務めた中国国籍のカン・ユイシン
（33）も逮捕された。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。(『産経』2009.5.15）

（２）Ｆ―35、米大統領専用ヘリの設計図等がハッカーによって流出
ア．Ｆ３５の設計情報などが流出
2009.4.21 付の米紙ウォールストリート・ジャーナルは、政府高官筋などの話として、
国防総省のコンピューターにハッカーが侵入し、各国と 3000 億ドルをかけて開発中の次世
代高性能戦闘機Ｆ35 の設計図や電子システムの情報がコピーされて流出したと報じた。
（『産経』2009.4.22）
イ．米大統領ヘリの設計図が流出
2009.3.2、米主要メディアは、オバマ大統領が利用する米海兵隊ヘリコプター「マリー
ンワン」の設計などの関わる情報が流出、イラン国内のコンピューターに保存されていた
と報じた。東部ペンシルバニア州ピッツバーグに本社のあるネットワーク管理の専門企業
が数ヶ月前に流出に気付いた。（『産経』2009.3.4）

５３

（３）合法的手段による技術流出

東北大でイラン核疑惑研究所からの留学生に核燃料再

処理関連研究を指導
2009.7.30、東北大学の原子力工学の研究室が 02 年から 04 年にかけて、核兵器開発に関
与する恐れがあるとして経済産業省の規制リストに載ったイランの研究所からの留学生に
対し、使用済み核燃料の再処理に関連する研究を指導していたことが明らかとなった。
留学生は同時テロの翌年 02 年９月に来日し、10 月に東北大大学院の量子エネルギー工
学専攻に入学した。東北大に提出された経歴書には、留学生はシャリフ工科大学院で石油
化学工学を専攻し、94 年に修了。化学プラント企業など３会社勤務した後、98 年から「ジ
ャッベル・イブン・ハヤーン研究所」に勤務と記載されていたほか、入学の直前にイラン
の反体制派の暴露で、大規模な原子力施設が秘密裡に建設されていたことが発覚していた
が、入学の可否を検討していたエネルギー工学専攻の「指導教官会議」で問題視する声は
出なかったという。
留学生の研究内容は、使用済み核燃料の再処理で発生する放射性廃液から、銀などの有
用金属を回収する技術で、プルトニウム抽出には直結しないものの、この技術は核爆弾製
造を狙いとした再処理のシステム全体に重要な役割を果たす可能性がある。
経済産業省は、02 年から外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づいて大量破壊兵器の開
発が疑われるイランや北朝鮮などの機関や企業等を掲載した「外国ユーザーリスト」を作
成しているが、今回の留学生の派遣元であるジャッベル・イブン・ハヤーン研究所も 04
年に掲載されたが、リスト掲載後も２年半、研究を続け、06 年９月に博士号を取得して帰
国した。
【保全上からの注目点】
①イランの核開発疑惑は、79 年のイスラム革命で中断した原子力発電所の建設を 94 年
に再開した前後からくすぶり続けており、日本政府は 93 年、北朝鮮と並び大量破壊兵器開
発の疑いが特に強い「懸念国」に指定し、経済産業省は、02 年から「外国ユーザーリスト」
を作成、現在は大量破壊兵器の開発が疑われるイランや北朝鮮などの約 250 機関を掲載し
ている。国際社会が核拡散に神経をとがらせる中、日本の高度な技術の流出を防ぐ法規制
の不備や、入学によるチェック機能の甘さが露呈された。
②リストに載った研究機関から留学生を受け入れる際には、大量破壊兵器開発への関与
の有無などを「判定」することが求められているが、外為法は自由な貿易や技術提供の確
保を目指す法令で、来日から半年たった外国人を日本人と同等に扱う規定があるため、今
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回の東北大の行為は違法行為にはあたらない。
③経産省は「技術流出を防ぐ法の趣旨からは、04 年のリスト公表後、大学は研究指導の
是非を確認する必要があった」としているが、東北大学の担当者は「留学生の研究課題は、
核物質を使わないので問題がないと判断した」
「国から強い指示もなかったから、積極的に
対応する必要はなかった」と述べ、国の責任を指摘している。
米国は 1998 年以降、大量破壊兵器の開発が懸念される国からの留学生に対してビザ発給
を規制している。早稲田大学の山本武彦教授（安全保障論）は「米国では、リストに載っ
た研究機関出身の留学生が入国することは考えられない。日本も法的な入国規制の仕組み
が必要だ」と指摘している。
イランがウラン濃縮を行い、核兵器開発の疑惑が明らかとなり、北朝鮮への核技術拡散
の懸念が指摘された状況下においても留学生はそれ以前と変わらず、使用済み核燃料の再
処理に関連する研究を続けた。留学生を指導した原子力化学工学が専門の教授も「私が指
導した放射性廃液の処理技術は、核兵器開発にはつながらないと思っている。リストの存
在は最近になって知った」と述べているように大学、研究機関等が関わっている高度な技
術が安全保障上重要な地位を占めていることに対する認識、保全に関わる甘さが伺われる。
拓殖大学の佐藤丙午教授（国降関係論）は「日本では平和利用の基礎研究だった持術で
も、海外では核兵器開発に利用されないとも限らない。日本の研究者は危機感が薄い。歴
代米政権は大量破壊兵器の開発につながる技術の拡散防止を、安全保障の柱にしてきたが、
日本政府の方針は明確でない。思い切った法整備に踏み切るべきだ」と述べている。
④同大学の専攻長は「所管官庁の文部科学省から直接指示があったのなら別だが、当時
はなかった。経産省がリストを公表していたとしても『ああそうか』ということにしかな
らない」と言い切っている。別の大学の経済安全保障論の教授は「大学や研究機関は『学
問の自由』を標榜しており、研究者も『個人プレーヤー』の意繊が強い。安全保障の観点
から、一方的に干渉すれば強い反発も予想され、情報管理の徹底が難しい。規制を強めす
ぎると、研究が萎縮しかねないので、研究現場の特殊性を考慮して対応するべきだ」と述
べているように大学、研究機関の危機意識は乏しい。（各項『読売』2009.7.31）

３．不注意による情報漏洩事例
（１）独立行政法人「情報処理推進機構」職員による情報漏洩
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2009.1.６、独立行政法人「情報処理推進機構」（東京都文京区）のソフトウェア開発部
署の男性事務職員が自宅のパソコンでファイル交換ソフト「ウィニー」と「シェア」を使
用していたことからウイルスに感染、業務関係資料や延ベ 1 万人以上の名前、住所などの
個人情報など少なくとも約 1 万 6000 件のファイルが流出していたことが明らかになった。
１月４日に、情報流出を指摘するメールが同機構に届いたことで発覚した。同機構は、
我が国で情報セキュリティ対策を推進する中心的な組織で、各官公署や企業に対してファ
イル交換ソフトの使用の危険性、情報流出の予防を呼びかけているが、職員のファイル交
換ソフト利用については、禁止はしていなかった。同機構は「今後、職員の使用を禁止し、
再発防止に努めたい」としている。
男性職員は 08 年 12 月に無料のソフトウェアを入手しようとファイル交換ソフトを使い
始めた。感染したコンピューターウイルスは市販されているウイルス対策ソフトで取り除
けるものであったが、男性職員は情報の更新を怠っていた。
（『産経』
『読売』2009.1.6、7）

（２）英国警視総監補佐が携行した「対テロ文書」をウッカリ撮影された事例
2009.4.8、英国のテロ対策の総指揮官であるロンドン警視庁警視総監補佐は、ブラウン
首相への報告のため首相官邸を訪れた際、秘密のテロ対策作戦文書を透明なカバーに入れ
て持参したため首相官邸でマスコミ各社が撮影した映像にはアルカーイダのテロ容疑者の
逮捕などに関する摘発する場所や投入する警官数、作戦全体の秘密コードまでが読み取れ
るほど鮮明に写っていたことからテレビ局がこれを取り上げ、警察当局は急遽新聞各社に
写真掲載を差し止める命令を出すとともに、作戦日時を急遽繰り上げて実施し、12 人を逮
捕したが、総監補佐は責任を取り翌日９日に辞任した。（2009.4.10『産経』：（時事））

４．活発化するサイバー戦
近年、社会インフラの IT 化に伴いハッカー攻撃の価値が増大化するにつれサイバー戦
が大きな戦争手段の一つとしてクローズアップされてきた。中国人民解放軍は戦力・技術
力に勝る敵に対して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、
軍民一体によるサイバー戦能力の強化に努めているが、戦闘手段が軽易なコンピューター
によって甚大な被害を与えられることが出来ることから国家のみならずテロ組織にとって
も有効かつ強力な戦闘手段となっており、サイバー戦生起の危険性は益々増大してきてい
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る状況で、ネット空間を舞台にした「サイバー戦争」は、すでに現実化しつつある。これ
までにもロシア、中国、北朝鮮からと見られる大規模な攻撃が生起しているが 0７年春に
はバルト三国のエストニアが攻撃を受け、インターネットが３週間にわたってマヒした。
08 年夏のグルジア紛争でも、グルジア政府のウェブサイトがダウンする事態が発生。詳細
は不明なものの、いずれもロシアの関与を指摘する声が上がった。
09 年にも北朝鮮からと見られる攻撃が米国、韓国で生起（DDoS 攻撃）したほか、米国
においては開発中の次世代戦闘機Ｆ35 の設計図や電子システムの窃取をはじめとする厖
大な技術情報の窃取が明らかにされ、米国では米軍内に「サイバー司令部」の設置やハッ
カー戦士発掘、育成のために高校生のハッカーコンテストを開催するなどサイバー戦に向
けた各種対策がとられている。

（１）米国、サイバーテロ防止を重点的課題に
ア．2009.5.29、オバマ米大統領は、米国のコンピューターシステムをサイバーテロから防
護するため、ホワイトハウスに連邦機関を統括する新たな調整官ポストを設置するととも
に米軍内にも「サイバー司令部」を設置すると発表した。サイバーテロの脅威について、
大統領は大量破壊兵器に匹敵するとの認識を示す一方、
「米国には政府、国家全体ともに必
要な防護態勢が整っていない」と述べるなど、強い危機感を国民に訴えた。
米国防総省では 09 年４月、日本への売却候補にも挙がる次期戦闘機 F35 の開発データに
何者かが不正侵入する事件が発生。同省は３月の議会報告で、サイバー攻撃などに関して
中国への懸念を表明した。大統領は就任当初から現実空間での国防に加えて、サイバー空
間での防衛構想を挙げ、サイバーテロの防止対策を核不拡散と並ぶ重点的な課題に挙げて
いた。
＊米政府のサイバー防護は、1990 年代から、通信傍受を任務とする国家安全保障局（NSA）
などが担当。サイバー犯罪の監視や摘発には、連邦捜査局（FBI）の専門班が当たるなど、複
数の連邦機関が個別に対処してきが、新たな調整官はサイバー防衛の戦略立案や連邦、民間機
関の調整に当たる部署を率いるほか、安全保障、経済政策の中枢である国家安全保障会議（NSC）
と国家経済会議（NEC）にも出席を認められるなど、大統領に直接報告する権限を持つとして
いる。
米国では、過去２年間に情報の抜き取りなど、サイバー犯罪だけで約 80 億㌦（約 7600 億円）
の被害が出ており、システムヘの不正侵入は、08 年は約７万 2000 件に達した。（『産経』
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2009.5.31）
＊2009.6.15、リン米国防副長官は、ワシントン市内で講演し、これまでに 100 以上の外国
情報機関が米国のコンピューター・ネットワークへのハッキングを試みたことを明らかにする
と共に、中国とロシアのサイバー攻撃能力に懸念を示した。08 年には同省の軍事用コンピュー
ター数千台がウイルスに感染し、記憶装置の交換などを強いられ、08 年下半期のサイバーテロ
対策だけで、1 億ドル（約 96 億円）以上を費やしたという。（『産経』2009.6.17）

イ．米軍「サイバー司令部」設置
2009.6.23、ゲーツ国防長官は、コンビューター・ネットワークを通じた攻撃に対処す
るため、
「サイバー司令部」を米軍内に設置する命令書に署名した。国防総省によると、サ
イバー司令部は、米国の国防インフラに対するサイバー攻撃への防衛を主な任務とし、ロ
イター通信によれば、サイバー司令部は、首都圏のメリーランド州にあるフオート・ミー
ドに設置される予定。（『産経』2009.6.25）

（２）米国、韓国に対する同時サイバー攻撃
ア．米韓狙ったサイト同時多発侵入
2009.7.4、米独立記念日にあたる現地時間４日以降、ホワイトハウスや国防総省、国務
省、財務省など主要官庁のウェブサイトが、相次ぎ接続不能に陥ったほかニューヨーク証
券取引所、有力紙ワシントン・ポストなどの民間企業に対しても広範なサイバー攻撃が行
われたが、全体としては大きな影響はなかった。
その後、韓国では７月７～９日の間、連続して攻撃が行われ韓国の青瓦台（大統領府）
や国防省、行政安全省の電子政府サイトなど国内主要機関や大手銀行、大手紙のウェブサ
イトなどが一斉にハッキング攻撃を受け４時間以上にわたり接続不能となった。一部サイ
トでは、一時的にアクセスが不安定な状態となり、10 日には攻撃に悪用されたパソコンの
ファイル情報が自動的に削除される被害も起き、韓国放送通信委員会によれば、10 日午後
8 時時点で、被害報告は約 360 件にのぼったが、情報流出など深刻な被害は出ていないと
いう。
韓国政府は主要インターネット事業者に対し、
“サイバーテロ”に利用されている可能性
があるパソコン約 2 万 9000 台のインターネット接続を制限するよう要請、ハッカーが侵入
したとみられる 91 サイトを遮断するなどの対策を取るとともに、国内のパソコンユーザー
に対して、疑わしい電子メールの開封を控え、ウイルス駆除ソフトによるチェックを強化
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するよう呼びかけた。
今般の攻撃は、特定のサイトに一斉に大容量の情報を送信し、サーバーやネットワーク
に大きな負荷を与え機能をまひさせる分散サービス妨害攻撃（DDoS 攻撃）とみられる。
（『産経』2009.7.9、10、11）
イ．攻撃は北朝鮮のハッカーか
（ア）米ホワイトハウス当局は攻撃主体について、具体的な特定を避けているが、複数の
米政府当局者は AP 通信に対し、北朝鮮当局の関与があったかについては確認されていない
が、北朝鮮からのインターネット接続が追跡されたと語った。
米議会筋は米紙ワシントン・タイムズに対し、「北朝鮮が今回の攻撃の背後にいる可能
性が強い」と述べた。
北朝鮮側が６月末に「いかなる高度な技術戦争にも準備ができている」と表明したこと
や、
「攻撃が米独立記念日に始まった点や、後継者をめぐる情勢、サイバー攻撃部隊の存在
とその動静など、北朝鮮の関与を疑う余地は十分にある」と北朝鮮による「サイバーテロ」
の可能性が取りざたされている。（『読売』2009.7.14）
＊北朝鮮は、1998 年から「ユニット 121」と呼ばれる専門部隊を設置、500～1000 人の要員
を配置して、サイバー攻撃の強化に取り組んでいるといわれている。（『産経』2009.7.12）
＊09.7.10 のニュースレターが消息筋の話として伝えたところによると、戦略情報の収集・
分析を専門とするこの組織は数十人規模で、韓国、日米、中露、東南アジアを担当する４チー
ムで構成される。今回はこのうち、韓国と日米の２チームが 10 人以下のハッカーで決行。サ
イバー攻撃は、金総書記の後継者に内定したとされる正雲氏の国内基盤を固めるのが目的の一
つだという。
（ソウル

時事）（『産経』2009.7.14）また、韓国の対北朝鮮ラジオ「開かれた北

朝鮮放送」は、今回のサイバー攻撃は、金正日労働党総書記の三男、正雲氏の指揮下にある「海
外情報タスクフオース」が主導していると伝えた。

（イ）09.7.10、韓国国家情報院は、韓国与党ハンナラ党執行部との非公開懇談会で今回の
連続ハッカー攻撃について「北朝鮮の朝鮮人民総参謀部が６月 7 日に軍の『ハッカー部隊』
（総参謀部偵察局傘下の「110 号研究所」）に韓国の通信網破壊命令を出したとの情報を韓
国情報機関の国家情報院が得ていた」と説明した。国情院は、攻撃のためのプログラム開
発や、北朝鮮が絡んでいることを偽装するよう指示を受けた文書を入手しており、中国の
北京や瀋陽に一般の会社に偽装した拠点がつくられ、攻撃に使われたとみている。
（『産経』
2009.7.10～12）
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ウ.米韓同時サイバー攻撃に日本のサーバー８台も攻撃を中継
2009.12.18、警視庁は米韓同時サイバー攻撃事件で日本のサーバー８台も攻撃の中継と
して悪用されていたと発表した。サーバーはそれぞれ民間企業のもので、このうち３台か
らは、攻撃指令に使用されたことを示す不正プログラムを検出したが、攻撃プログラムが
どの国・地域のコンピューターから発信されたかは判明していないという。
警察庁によると、８台はいずれも管理者が気付かないうちにプログラムを埋め込まれて
海外のパソコンに指令していたが、同庁の指摘で初めて攻撃に加わっていたことに気付い
たという。同様の攻撃プログラムはこれまでに数十カ国、数百台のサーバーで検出され、
攻撃に使われたパソコンは数万台にのぼるとみられるという。（『産経』2009.12.18）

（３）日本でも７月にサイバー攻撃急増
2009.8.23、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、同機構が運営するサイトで、デ
ータベースの書き換えを狙った悪質なサイバー攻撃が７月に 534 件に上り、前月の約２倍、
４月の約 25 倍に急増したとの調査結果を発表した。
業界全体の調査データはないが、同機構では他のサイトでも最近、サイバー攻撃が急増
しているとみており、
「検索ワードでじゅうたん爆撃のように攻撃するツールが出回ってい
る」と警戒を呼びかけている。
IPA が運営するサイトは「JVNiPedia（脆弱性対策情報データベース）」。サイバー攻撃対
策などの情報を提供し、企業のシステム担当者らが利用している。
サイバー攻撃は、データベースの脆弱な箇所を見つけ、検索用の窓から侵入してデータ
ベースを書き換える手口が中心で、４月は 21 件、５月も 33 件にとどまっていたが、６月
に 287 件と急増し、７月にはさらに２倍近くに達した。
ファイルの盗用や改ざんを含むサイバー攻撃全体でも４月の計 141 件から７月には計
974 件と７倍に増加した。いずれも事前に検知したため被害はなかったという。
IPA では、サイト管理者に対して、サーバーヘのアクセス記録調査やサイトの脆弱性検
査に加え、攻撃を検出するツールの導入など、対策の早急な実施を促した。
（『産経』2009.8.18）

（４）北朝鮮が、韓国人 165 万人以上の個人情報入手
2009.7.12、韓国の聯合ニュースは、情報当局者の話として、北朝鮮が過去５年間にイン
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ターネットのハッキング行為で、少なくとも 165 万人の韓国人の住民登録番号や住所、電
話番号、メールアドレスなどの個人情報を無差別に入手し、韓国政府報告書の抜き取りや
サイバー攻撃に利用していることが確認されたと報じた。（ソウル

時事）（『産経』、

『読売』2009.7.13）

（５）豪映画祭にハッカー攻撃
2009.7、メルボルンで開催中の国際映画祭のウェブサイトが中国の IP アドレスを使っ
たとみられるハッカー攻撃を受け、映画情報が中国国旗や反カーディル議長のスローガン
に置き換えられた。映画祭スタッフにも嫌がらせのメールが届いており、主催者側は「中
国側が組織的に仕掛けた」とみている。
映画祭をめぐっては、中国当局がウイグル人亡命組織「世界ウイグル会議」のラビア・
カーディル議長に関するドキュメンタリー映画を上映しないよう要求。主催者側がこれを
拒否したのに抗議し、中国系の映画制作会社が作品数本の出品を取りやめる動きに発展し
ていた。８月８日にはカーディル議長を招いて映画が上映された。（『産経』2009.7.27）

（６）中国の軍民一体となった広範な資料収集活動

スパイネット暗躍

盗んだ情報は米

議会図書館２つ分
2009.10.22、米議会の諮問機関・米中経済安保調査委員会は、中国から米国へのサイバ
ー攻撃や、データベースヘの不正アクセスを通じたスパイ活動に関する報告書を公表した。
内部データの年間収集量は、米連邦議会図書館の蔵書 2 倍分とも推計されるほか、有事に
は米国の軍や政府機関をはじめ、日本を含む「アジア太平洋地域の同盟国」のコンピュー
ター網が、攻撃対象になり得ると警告した。
報告書によると、中国は軍備の急速な近代化を進める一方で、圧倒的な軍事力を持つ米
国には、サイバー攻撃で対抗することが有益と判断。平時には、
「兵器の開発情報」や「米
国の対中政策」などに関する情報を、政府機関や軍需産業のデータに対する不正アクセス
で収集していると指摘した。サイバー攻撃の準備やスパイ活動には、中国人民解放軍で電
子情報を担当する総参謀部第４部など複数の軍事機関や、中国国内の公安機関などが関与
している。
さらに、日米など外国のウェブサイトに攻撃を繰り返す民間のハッカーについても、報
告書は「国家支援がなければ活動は難しい」として人材確保や情報提供を通じた、軍など
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との緊密な関係を指摘。サイバー空間を狙う中国の攻撃準備やスパイ活動が、技術の「高
度化」と同時に、幅広い「人海戦術」の様相を帯びていることも浮き彫りとなった。
日常的に続けられている内部データの不正収集について、報告書は 07 年に米空軍が行っ
た推計として、「10～20 テラバイト」との情報量を示した。歴史文献から新刊書まで収蔵
する米連邦議会図書館の蔵書を電子データに換算すると「ほぼ 10 テラバイト」という。軍
需部門を含む産業情報の不正な収集について、報告書は「研究に時間や資金をかけること
なく、データを獲得できる情報源となっている」と指摘した。
代表的な手口として、報告書はセキュリティ上の欠陥を組織的に探し出し、管理者が対
策を講じる前に攻撃やデータ収集を図る「ゼロデー・アタック」などを挙げている。
（『産経』2009.10.24）

（７）朝鮮半島有事の米韓作戦資料流出
2009.12.18、複数の韓国メディアは、米国と韓国の連合軍が朝鮮半島有事を想定した「作
戦計画 5027」の説明資料が、中国からと見られるハッカー攻撃により流出したと報じた。
聯合ニュースによると、情報が流出したのは米韓連合軍司令部に所属する将校のパソコン
からで、11 月下旬にハッカー攻撃を受けた。（『産経』2009.12.19）

（８）米国、サイバー戦能力強化策に高校生ハッカーを発掘、育成
2009.9、米国防総省などは、国を守る“サイバー戦士”を発掘・育成する一環として、
コンピューターヘの不法侵入などを得意とするいわゆる「ハッカー」の高校生を対象に技
量を競わせる「サイバー・チャレンジ・コンテスト」を全米で開始した。競技の立案者で
コンテストを担当するシンクタンク、ＳＡＮＳ研究所（メリーランド州ベセスダ）代表を
務めるパーラー氏は「ハッキングは悪であると同時に、現代社会にとっては不可欠な技能
でもある。そうした才能を発掘する仕組みが、今回のコンテストだ」と述べるとともに米
国の現状を、
「1957 年に旧ソ連が人類初の人工衛星スプートニク 1 号の打ち上げに成功し、
先を越された米国で危機感が高まった“スプートニク・ショック”に例え「米国でセキュ
リティの専門家として働くハッカーは、２万～３万人が必要と見積もられているのに、1000
人程度しかいないのが実情で、中国などに比べ米国の人材育成は遅れている。反社会的存
在と見なされがちだったハッカーたちを活用する必要がある」と、人材発掘の重要性を強
調した。
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同コンテストは、ソフトウェアの脆弱性を攻撃したり、相手方のコンピューターに侵入
したりといった、通常は好ましくないとみなされる「ハッキング」の技量を競うもので、
高校生や大学生が対象で、自宅などからインターネットを通じて競技に参加する。
パーラー氏によると、中国では人民解放軍が毎年サイバー戦の競技会を行うなど、国家
的規模で人材発掘の試みが続けられている。過去には、中国でのコンテストの優勝者が米
国防総省のコンピューターに侵入した形跡も確認された。
コンテストを通じて発掘された人材は今後大学などに設置さる専門コースで訓練を受
け、政府機関への就職の道も開ける。今回のテストには約４万人が応募している。
（『産経』2009.9.7）

５．不正輸出事件
2006 年７月に北朝鮮が弾道ミサイルを発射したことに対して日本政府は、北朝鮮の大型
貨客船「万景峰号 92」の入港禁止措置を発動し、さらに 06 年 10 月の核実験によって、す
べての北朝鮮船舶の入港を禁止するなど制裁を強化したことから日本からの物流が停止し
たかに見られたが、北朝鮮はこれに対し、軍事転用可能な汎用品等は、
『第三国を経由』し
て不正輸入する方法や『他国籍船を使用』して日本からの中古製品の輸入ルートを確保す
るなど日本の制裁措置の網をくぐって必要物資の調達を図っている。
80～90 年代の不正輸出の手口は、航空機や日朝間を往来する貨客船乗客の宅送品を装っ
たものであったが、03 年にキャッチオール規制に移行して以降、日本からの直接持ち込み
が難しくなり、更に日本の経済制裁措置が採られてからは、北への「直送」を避け「迂回
貿易」へと手口を変化させ、本ルートを確立し、拡大している。
迂回地には中国、台湾、韓国やミャンマー、マレーシアなど東南アジアの複数の友好国
を迂回拠点としている」と指摘されている。
03 年の対北朝鮮貿易商社による北朝鮮向け真空ポンプの不正輸出事件では、タイが、04
年の周波数変換器の不正輸出事件では中国が、06 年の凍結乾燥機の不正輸出事件では台湾
が経由地となっているが昨年（08 年）も、台湾を経由地として北朝鮮向け真空ポンプの不
正輸出事件が摘発されたが、09 年に入っても引き続き北朝鮮向けの大量破壊兵器（WMD）
関連物資の不正輸出が発覚した。
WMD やミサイルの研究・開発に転用できる物資の北朝鮮への持ち込みは厳重な国際的監
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視下に置かれているが、核兵器や中・長距離ミサイルの開発に力を入れる北朝鮮は、最近
こうした物資を第三国経由で運び込むケースが目立っており、公安当局は、北朝鮮側が「迂
回輸出」の指示を出していると見ている。
日本には対北朝鮮貿易商社が数多く、北朝鮮の指示で常に新たな迂回ルートの開拓に努
めており、また、北朝鮮でミサイル開発に９年間携わっていた元技師が「北朝鮮の核、化
学、生物の大量破壊兵器と弾道ミサイルの製造に必要な機械類、部品はほぼ 100％、外国
からの輸入に頼ってきた。この輸入のうちの 90％が日本からで、直接に日本領土から様々
な方法で北朝鮮に持って来るという調達の方法がとられてきた。また、核開発施設で使わ
れていた排水ポンプや油圧掘削機、輸送用のトラックなどは全て日本製だった」と北朝鮮
の大量破壊兵器の開発には日本製品が大きく関わっていることを明らかにした（2003.5、
米国のシンクタンク・ハドソン研究所による北朝鮮の大量破壊兵器や弾道ミサイルの製造
等に関する記者会見）ように依然として日本を WMD 関連資機材の一大調達拠点と位置づけ
ている状況に変化はない。
09 年２月に摘発された北朝鮮系貿易商社「東興貿易」による磁気測定装置の不正輸出が
行われようとしたのは、08 年の真空ポンプ事件摘発の直後であり、捜査関係者は「北朝鮮
の WMD 関連物資調達にかける熱意は尋常ではない。北朝鮮は今後もさまざまな迂回ルート
や偽装手段を開拓してくるだろう」と指摘している。

（１）北鮮系「東興貿易」による磁気測定装置不正輸出
2009.2.26、神奈川県警外事課などは北朝鮮系貿易商社「東興貿易」（東京都新宿区西新
宿）が 08 年から 09 年初めにかけ、大量破壊兵器やミサイル開発などに転用可能な物資の
輸出を禁じる「キャッチオール規制」に該当する「磁気測定装置」を、経済産業大臣の許
可を受けずに東南アジア経由で北朝鮮に輸出しようとしたとして、外為法違反（無許可輸
出未遂）容疑で、「東興貿易」など関係先数カ所を家宅捜索した。（『産経』2009.2.27）
その後の調査で、「東興貿易」社長、李慶鎬容疑者（41）は、08 年春ごろ北朝鮮の軍需
物資調達機関「第２経済委員会」の直轄企業である「東新国際貿易公司」
（本社・香港）の
北京事務所からミサイル開発に転用可能な磁気測定装置をミャンマーに輸出するよう指示
され、不正輸出を画策したことが判明した。この際の輸出代金の約 700 万円が、中国にあ
る別の第２経済委員会系企業の現地口座から前払いで李容疑者の口座に送金され、発注と
送金がどちらも第２経済委員会ルートだったことや、同容疑者が過去、磁気測定装置とは
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別に WMD などの開発に転用できる物資を第２経済委員会ルートで受注し、既にミャンマー
に納品していることや WMD 転用可能物資などが北朝鮮に流れていたことなどから、李容疑
者が第２経済委員会と密接に連携して日本での物資調達に深く関与していたとみて調査し
ていた（『産経』2009.7.1）が、その後の調査で「東興貿易」社長、李慶鎬容疑者（41）は、
北朝鮮の秘密警察「国家安全保衛部」の幹部で、同社以外の商社名でも日本の貿易商と取
引するなど、保衛部だけでなく他の機関にも影響力を持つ人物と見られている。李は、以
前から日本の貿易商と取引して中古車など兵器に転用可能な機械類も輸出させていた。
（『産経』2009.12.31）
＊第２経済委員会は武器の輸出と外貨獲得を手掛ける非公然部署。韓国国防筋によると、各
国への武器輸出の窓口とみられ 09 年４月の弾道ミサイル発射に伴う国連安全保障理事会の制
裁では傘下の３団体が資産凍結処分を受けている。（『産経』2009.7.1､10）
【磁気測定装置】大量破壊兵器の開発に転用できるとしてキッチオール規制の対象となってい
る。内蔵するセンサーで磁力を測定する機器で、一般的には、磁石の磁力や地球の磁場、機械
から漏れる磁気などを測定する。警察幹部によると、同装置は核開発に使われる遠心分離器の
精度を向上させられるほか、ミサイルの飛行を制御する 3 次元方向安定装置の開発にも有用と
されている。（『産経』2009.2.27）

（２）日本の工作機械メーカーが核転用可能機を不正輸出
2009.3.4、警視庁公安部と広島県警の合同捜査本部は、工作機械メーカー「ホーコス」
（広島県福山市）が、核兵器開発に転用可能な機械を不正輸出した事件で、元同社海外営
業課課長代理の青山正彦容疑者（51）と社員３人を外為法違反（無許可輸出）容疑で逮捕
すると共に同社の菅田秦介会長（79）宅などを家宅捜索した。法人としての同社も書類送
検する方針で、捜査本部は会社ぐるみで不正輸出が繰返されてきたと見ている。
捜査幹部によると、４人は「納期があり早く売りたかったので、輸出許可を取らなかっ
た」などと容疑を認め、菅田会長も事情聴取に「輸出管理を部下任せにしていた」と説明
しているという。
捜査本部の調べによると、４人は 04 年 11 月と 06 年９月、核兵器の開発や製造に使用
可能なため輸出が規制されている「マシニングセンタ」
（MC）と呼ばれる工作機械を、経済
産業相の許可を得ずに韓国と中国の企業に計 16 台輸出した疑いが持たれている。
同社は 02 年以降輸出台数が急増、米国や欧州、中国、韓国などに約 600 台の MC を輸出
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しているが、うち 500 台以上が不正に輸出されていた可能性があり、また輸出先の国から
北朝鮮やイランなど大量破壊兵器（WMD）開発懸念国に転売されたおそれもあると見て調べ
ている。（『産経』2009.3.5、3.21）
＊MC は主に自動車のエンジンの部品を製造する際に使用され、コンピューター制御で金属の
表面に数マイクロメートル（1 マイクロメートルは 1000 分の 1 ㍉）単位の誤差で穴を開けるも
ので、ウラン濃縮に使う遠心分離機の部品を加工する際に使用することができる。

【保全的観点からの注目点】
①日本企業の甘い認識、利益第一主義
輸出貿易管理令では、金属加工精度が６マイクロメートル未満の性能を持つ工作機械
を輸出するには、経産相の許可が必要としており、今回輸出された MC はこれに該当する。
申請から許可が下りるまでには通常３～４週間を要する。逮捕された４人は「正規に申請
すると納期に間に合わなかった。早く売りたかった」として、精度の低い同じ形式の工作
機械であれば、５台の平均値を申告すれば－台ごとに申告する必要はないことを悪用して、
精度を低く偽りデータを改竄、不正輸出を繰り返していた。警察幹部は「摘発されている
不正輸出事件は氷山の一角とみるべきだ。企業の甘い認識、利益至上主義の安易な姿勢が
日本の安全保障を脅かすことになることを企業はもっと自覚すべきだ」と目先の利益に走
りがちな企業の姿勢に警鐘を鳴らしている。（『産経』2009.3.21）
②「性善説に限界」
輸出許可を得ていない機械は追跡調査が困難なため、中東や北朝鮮といった第三国へ
流出する危険性をはらんでいる。特に国連の制裁決議や国際的な規制強化により北朝鮮な
どは「迂回輸出」による調達を活発化しており、「迂回輸出」は後を絶たない。
第三国へはパキスタンの核開発者、カーン博士が編み出した秘密取引、ネットワーク
「核の闇市場」を通じて転売され、パキスタンの核開発では闇市場から物資を調達してお
り、北朝鮮の核開発にも影響を与えているとされる。
そのカーン博士のもとへ 1970 年代以降、複数の日本企業が特殊磁石や電子顕微鏡など、
核開発や研究に必要な物資が大量に輸出されていたことも最近になって判明。こうした部
品がパキスタンや北朝鮮の核開発に利用された疑いがあり、唯一の被爆国である日本の企
業が核開発に加担していた疑いが浮上している。
輸出許可申請は年間で約 1 万件。経産省は企業向け説明会を年間約 100 回開催して規
則の仕組みや、求められる社内の審査体制などを繰返し指導しているが、現行制度では輸

６６

出規制の対象になるかの判断は一義的には企業に委ねられており「該当しない」場合は、
原則として経産省への届出は不要で、仮に申告したとしても、性能の値は企業側が計測、
記載する。通関でも、該当しないとされた機械は性能を詳しく明示する義務がない。経産
省や税関当局は疑わしい書類、貨物は慎重に精査しているが違反を見つけるには限界があ
り、「いくらでも嘘をついて輸出できるし、実際にやっていると思う」（警視庁幹部）との
指摘もあり、該当しない相次ぐ不正輸出は「企業の性善説にたった制度自体に限界がある」
ことを示している。（『産経』2009.3.21）

（３）韓国籍の貿易会社社長が北朝鮮に大型タンクローリー等を不正輸出
①大型タンクローリーを不正輸出
2009.5.19、兵庫県警外事課はミサイルの運搬に転用可能として、経済産業省が北朝鮮
などへの輸出を禁じている大型タンクローリーを北朝鮮の商社に向けて輸出したとして、
自身の日本名と同じ中古車販売、貿易会社「盛田忠雄」
（京都府舞鶴市円満寺）の社長、盛
田忠雄こと、韓国籍の鄭麟采容疑者（50）を外為法違反（無許可輸出）の容疑で逮捕した。
大量破壊兵器に転用可能な製品の輸出の際に経産相への許可申請を義務付ける「キャッ
チオール規制」で、韓国は輸出管理が整備されているとして許可が不要な「ホワイト国」
の一つで、ホワイト国を経由した規制違反の摘発例は全国初である。
県警によると、鄭容疑者は 07 年 11 月に、中古の国産タンクローリー２台を約 400 万円
で購入、08 年１月、仲介役の中国・大連の貿易会社を通じ、神戸港から韓国の運送会社に
輸出すると見せかけ、北朝鮮・平壌の商社「朝鮮白虎７貿易会社」に向け、輸出した。
韓国の運送会社はすでに廃業し、実体のないペーパーカンパニーで大連の貿易会社は、
タンクローリーを韓国・釜山で受け取る予定だった海運会社に対して、タンクローリーを
荷揚げせず、北朝鮮向けの「通過貨物」として韓国税関に申請させたが、税関は却下した。
社長は「白虎７」社からタンクローリーを受注したとみられる。また、仲介役の中国・
大連の貿易会社は、鄭容疑者が北朝鮮との取引を円滑に進めるために北朝鮮との通商関係
が深い大連に「自分が設立した」と供述している。（『産経』2009.5.19，20、6.9,10）
＊「白虎７」社は大量破壊兵器やミサイルの開発などの懸念が残る海外企業として、同省の
リストに掲載。朝鮮人民軍直轄で、従業員数は 2000～3000 人とみられるという。
＊タンクローリーは強力なエンジンとシヤシーを搭載し、重さ 10 トン以上の貨物の運搬が
可能で、経産省はノドンやテポドンなどの弾道ミサイル運搬に転用される恐れがあるとして、
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キャッチオール規制で輸出規制対象品に指定している。また、タンク部分はロケット燃料の運
搬にも適しているとの専門家の意見もある。

②ベンツなど「ぜいたく品」も不正輸出
2009.6.９、兵庫県等外事課などは、上記のタンクローリー不正輸出事件の鄭麟采容疑
者（50）が、08 年 10～12 月に中国・大連の貿易会社を経由し、神戸港から北朝鮮・平壌
の商社にピアノ 34 台やドイツ・ベンツ製の中古車４台を不正に輸出した容疑で再逮捕した。
同国へのぜいたく品の不正輸出が摘発された例は初めて。
神戸税関には、中国・大連に向けて輸出すると申告していたが、実際には大連で荷揚げ
された後、船で平壌に運ばれ、ベンツなどは、金総書記ら北朝鮮政府の高級官僚らが使用
している可能性が高いとみられている。（『産経』2009.6.10）
＊2009.8.7、鄭は神戸地裁で懲役３年、執行猶予４年の判決を受けた。（『産経』2009.8.8）

（４）過去の不正輸出の実態が明らかに
ア．1970 年代以降「核開発の父」カーン博士のネットワークに日本企業が核開発機器等を
大量に輸出
2009.2.15、1970 年代以降パキスタンの核兵器計画を主導した「核開発の父」カーン博
士がパキスタンの核開発について証言を行い、博士側との取引窓口となったのは東京の中
堅商社ウェスターン・トレ－デイング（WT 社、04 年に破産）で、核開発に必要な特殊磁石
や電子顕微鏡などの資機材が複数の日本企業から大量に輸出されていたことを明らかにし
た。この取引に携わった日本側関係者も、80 年代に少なくとも 6,000 個の特殊磁石を輸出
したと明言、日本電子関係者も電子顕微鏡２台とエックス線解析装置を博士側に納入した
と認め、遠心分離機素材の組成分析に使われた可能性が高いと語った。唯一の被爆国日本
の一流メーカーが、パキスタンの核開発に結果的に協力し、資機材供給体制に組み込まれ
ていた実態が初めて判明した。（『産経』2009.2.16）
イ.北朝鮮のミサイル技術拡散を日本の機器が支える
2009.8.18、1999 年６月にインド当局が拿捕した北朝鮮貨物船クウォルサン（九月山）
の積み荷の調査を指揮したインド国防省管轄のミサイル開発組織「防衛研究開発機構
（DRDO）」代表顧問（当時）の K・サンタナム氏が当時の積荷の調査結果について証言した。
その証言によれば同船内からパキスタン向けミサイル製造用機材を発見、押収したがそ
の中に日本の精密測定機器メーカーの３次元測定機、大手機械メーカー２社の CNC（コン
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ピューター数値制御）工作機械、大手鉄鋼メーカーの特殊鋼のマレージング綱などが見つ
かった。
北朝鮮はパキスタンにミサイル技術を供与し、見返りに核兵器技術を入手していたこと
が知られているが、北朝鮮によるミサイル技術拡散を、技術力の高い日本の製品が支えて
いたことを裏付ける具体的事実が判明したのは初めてである。インド当局は、中国など第
三国経由で北朝鮮が入手した可能性が高いとみている。
サンタナム氏によると、船側は積み荷を当初「リビア向けの水質浄化装置」と申告して
いたが、ミサイルの設計図も見つかり、インド当局はミサイル関連汎用品の輸出規制の国
際枠組み「ミサイル関連技術輸出規制（MTCR）」に参加する米国、ロシア、韓国などに専門
家の派遣を要請。押収された朝鮮語の資料や機材を分析した結果、ミサイル製造プラント
の機材と部品と結論づけた。船長の供述で、これらの積荷はパキスタン南部カラチで降ろ
す予定だったことが判明したという。（『産経』2009.4.19）

６．参考事例：情報漏洩に関するその他の事象

情報活動における

個人情報の重要性
（１）陸自隊員の個人情報売却事件
2009.9、陸上自衛隊のほぼ全隊員にあたる約 14 万人分の氏名や住所、階級、所属、家
族の情報などの個人情報が入った CD－ROM を、東京に本社がある不動産業者に郵送し対価
として 100 万円を受け取っていたとして、陸上自衛隊警務隊は、行政機関個人情報保護法
違反の疑いで、自衛隊鹿児島地方協力本部（地本）所属の一等陸尉、徳永安成容疑者を逮
捕した。これに関連して、鹿児島地検は、東京の不動産会社代表取締役、佐藤文彦容疑者
（39）と、同社役員、倉永健一郎容疑者（38）を行政機関個人情報保護法違反の教唆の疑
いで逮捕した。鹿児島地検によると、徳永容疑者の口座には、佐藤容疑者の名前で計 100
万円が振り込まれていた。同地検は、２人がデータを住宅販売の営業に使おうとしたとみ
ている。（『産経』2009.9.2,10、『毎日』2009.9.1,2、『読売』2009.9.1）

（２）証券会社幹部による顧客情報売却事件
2009.4.8、三菱 UFJ 証券の元部長代理（44）が他の社員の ID とパスワードを使ってコ
ンピューターにアクセスし、同社の約 149 万人分の顧客情報を引き出し、約５万人分を名
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簿業者に売却していたことが判明した。
同社の調べで、元部長代理は 09 年 1 月にデータベースから約 149 万人分の個人情報を
盗み出し、CD に記録して持ち帰った。このうち約５万人分の情報を名簿業者４社にメール
で送り、32 万 8000 円で売却、３月にはさらに約 122 万件の企業情報を盗み名簿業者に 20
万円で転売した。流出した顧客名簿をもとに不動産会社や先物取引業者から顧客への強引
な勧誘が始まったことから３月中旬以降、顧客から同社への問い合わせが相次ぎ、事件が
発覚、情報流出事件として内部調査を実施した結果、４月に入り、元部長代理の犯行が露
見、逮捕され、11 月、不正アクセス禁止法違反と窃盗の罪で懲役２年の実刑となった。
判決では「仕事上与えられた権限や知識を悪用した犯行で、同社の社会的信用は失墜し、
多額の損害を被った」とし「執行猶予とすべきではない」と指摘した。
また、売却された名簿はその後名簿業者から転売がくり返され５月時点では現在、95 業
者に拡大していることが分かった。同社は、代理人弁護士の名前で各業者に勧誘の停止と
リストからの削除を求め警告書を送付したが、名簿を利用しないという確認を出した業者
はないという。（『朝日』2009.4.9、18、5.20、『産経』2009.4.10,18、5.21、7.16、9.14、
11.13）

（３）アリコジャパンの個人情報流出事件
2009.7.14、生命保険会社大手アリコジャパンの顧客名やクレジットカード番号などの
個人情報が社外に大量に流出していたことが判明した。
流出した多数のクレジットカード情報が不正利用されて、カード会社から身に覚えのな
い請求をされたと顧客からの照会が続出したことからカード会社がアリコジャパンに流出
のおそれを指摘してきたことから流出が判明した。
その後の調査でアリコジャパンは９月時点での流出は 1 万 8184 件で「これ以上はない」
としていたが、11 月 11 日、顧客のクレジットカードの情報流出件数が約３万３千件に拡
大したと発表した。アリコのコンピューターには約 46 万件の顧客情報に対する不自然なア
クセスがあり、流出件数はこの半数にあたる約 23 万件に膨らむ可能性がある。
情報流出の原因について、アリコは社内の聞き取り調査などから、不正流出に関わった
のは、委託先の中国のシステム開発会社の社員が関わった可能性が「極めて高い」と説明
した。08 年３月頃、その社員のＩＤから不自然なアクセスが複数回あったという。この社
員は関与を否定しているが、アリコ側は中国当局への刑事告発を検討していくとしている。
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(『朝日』2009.11.12、『産経』2009.7.25、11.12)

（４）台湾総統府スパイ事件

組織配置図、内線番号簿などを提供

2009.1.15、台湾の検察当局は、馬英九総統の就任関連文書など総統府の機密資料等を
中国に渡し、見返りに金銭を受け取っていたとして総統府参事室の元専門委員、王仁炳（55）
と国民党立法委員の元秘書、陳品仁（48）の両容疑者を国家安全法違反などの疑いで逮捕
した。権力中枢に伸びる中国の情報工作の手に当局は衝撃を受けている。
地元メディアなどによると、王容疑者は 08 年３月と４月、陳容疑者の求めに応じ、08
年３月の総統選後の政権交代にかかわる引き継ぎ資料や総統府内の組織配置図、府内の内
線番号リストなどを国民党立法委員の元秘書を通じて中国側に渡したという。
（『産経』、『読売』2009.1.16）

（５）元韓国海兵隊員、北朝鮮に精密地図やパスワードを提供
2009.8.28、韓国検察当局は、北朝鮮の工作員に精密な韓国地図が記録された CD などを
提供したとして、国家保安法違反の疑いで元海兵隊員の韓国人事業家（45）を逮捕した。
事業家は 93 年からジャカルタに住み、北朝鮮資本が入っているインドネシアの水産会社に
勤務。この際に知り合った工作員に 05 年から３年間、海兵隊や在郷軍人会のホームページ
にアクセスできる自分の ID とパスワードを教えたり、知人の韓国人の旅券を提供した。
（ソ
ウル

共同）（『産経』2009.8.29）

（６）ドイツに帰化した中国人が中国のスパイとして活動
2009.11.24、ドイツ連邦検察庁は、独南部ミュンヘンにある亡命ウイグル人組織「世界
ウイグル会議」を監視していた中国出身者４人をスパイ容疑で、ミュンヘンの自宅を家宅
捜索したことを明らかにした。
DPA 通信などによると、４人は 42～63 歳の中国生まれの男で、うち２人は独国籍を取得
していた。スパイグループはミュンヘンの中国領事らの指揮下にあったとされ、約２年前
から活動を続けていたという。捜査対象の４人は独検察当局の捜査を受けているが、領事
は外交上の特権のため捜査を受けていないという。（『朝日』2009.11.26）
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第４章

兵器技術情報の流出防止のための課題と提言

１．保全上の基本的課題の整備
（１）防衛生産・技術基盤の確立
我が国の安全保障の根幹となる防衛装備品の調達予算は平成 2 年度の 1 兆 727 億円をピ
ークに下降線を辿り平成 20 年度では 7 千億円台を割り込み、この中にはミサイル防衛予算
も含まれていることから通常の装備調達費は更に圧縮され、防衛産業界の売り上げは大幅
に減っている。加えてサブプライムローン、リーマンショックに端を発した世界不況は日
本経済を直撃し、特に防衛産業の下請け企業においては倒産や防衛産業から撤退する企業
が増加している。（『ガラパゴス化する日本の防衛産業』清谷信一

正論

2010.1 月号）

これらの防需依存度の高い下請け企業群は、代替が利かないオンリーワンの高い技術や
特殊技能者を抱えた企業群であり、一旦これらを失ったらその回復は極めて困難であり、
緊迫、有事事態に対応することは不可能である。
防衛生産・技術ラインの維持が出来なければ、我が国の安全保障そのものが根底から覆
される極めて危惧すべき現状にあり、国家としての防衛産業政策を早急に確立すべきであ
る。
我が国の高度技術の入手を図ろうとする側は、これら倒産した企業の再建、経営難にあ
る企業の買収、或いは資金援助等によって当該企業に対する支配権、影響力を行使して入
手することが可能となる。特に中国やロシアは先端科学技術を入手するために国家ファン
ドによる外国企業の買収を国家の方針として据えていることから、これらの防衛関連産業
を目標にしてくることは明らかである。
特に高度な技術、技能を有する下請け企業の育成・確保、企業群としての維持が技術情
報流出防止の観点からも重要であり、安定した防衛生産・技術基盤の早急な確立が必要で
ある。

（２）大学、研究機関等における節度ある研究交流と情報管理の徹底
08 年に大阪大学レーザー研究所は、中国人民解放軍に限りなく近いレーザー核融合研究
所等の研究員らと「レーザー核融合」などについて報告書を交換する集中討議を行い、レ
ーザー技術の流出が危惧されたが、09 年には東北大学がイランの核開発疑惑の研究所とし
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て規制リストに掲載されている研究所員を留学生として受け入れ核燃料再処理関連研究を
指導していたことが判明した。
ア．外国との研究交流は安全保障上からの検討の必要性
近年の科学技術は汎用技術がほとんどで、我が国では民間技術として扱っていても諸外
国は、軍事技術として優先、かつ積極的に活用している。中国は、「2008 年中国の国防白
書」において「軍事と民事を結合し、軍を民に組み込む」
「軍事、民生の目的両立・相互利
益を堅持」「軍事工業の研究所や企業が中核となり、産学研連合の強みを発揮する」とし、
「先進諸国との軍事工業技術の交流と協力を重視」して国外の進んだ技術を学ぶとしてい
るように、軍民一体となり科学技術による軍強化を図っている。そして軍を民に含ませて、
民を前面に出し先進国の技術入手をより容易かつ警戒感を抱かせることなく入手しようと
している。
それ故に、日本側では民間（民需）研究としていても諸外国は安全保障に関わる軍事面
を最優先として扱っており、外国との研究交流については常に安全保障上及び技術流出防
止双方の観点から交流の是非を検討する必要がある。
特に学術交流として文部科学省の施策と技術流出防止の観点からの経済産業省の施策
の乖離が見られることから早急に国家としての施策を一致させることが必要である。
イ．軍事転用の恐れがある技術及び情報管理の強化
2009.5、前政権は、09 年通常国会で軍事転用可能な技術の流出や産業スパイの取り締ま
りを強化するため、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」と「不正競争防止法」の改正を
行った。これまでは、日本に短期滞在する外国人が技術や情報を USB メモリや電子メール
で送付したり、帰国した外国人が第３者に情報を提供したりする行為は規制対象外であっ
たが、新しい規制では、日本人、外国人を問わず、こうした行為は全て対象となり、経産
相の許可が必要で、保全体制の整備の一歩を踏み出すに至った。
これと共に、大量破壊兵器の開発など軍事転用の恐れがある技術や情報の管理を強化す
るため、大学や企業、研究機関に対し、技術情報を管理する部門の設置を国の規則で義務
づけ、1 年後（2020 年 5 月）を目途に特定分野の情報流出をチェックする管理部門の設置
を求めることとした。（『読売』2009.5.29）
これらの施策は日本の国益、安全保障に直結することから政権が交代したといえども、
政策を引き継ぎ、着実なる実行が必要である。
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（３）適格性確認制度の確立
保全体制の構築のためには、法の整備と共に秘密等に携わる者の適格性の確認が必要で
ある。これは次項での競争入札制度の場合には、適格性の確認が特に重要となる。
07 年８月、前政権下において、「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、これの実施基準等の具体的施策の早急な決定が望まれる。
厳格な適格性の確認を行っている米国においても現実には中国系米国人のスパイ事件
（パワーパラゴン社スパイ事件：05 年）や NSA が中国情報機関のダミー会社に業務委託（07
年）を行う等厳格な審査をくぐり抜けた事例もあるが、適格性確認時の基礎資料がこれら
の事件発覚の端緒、解明に大きく貢献している。
このように「適格性の確認」は、保全上の危険要因を事前に排除する予防効果が大きい
のみならず万が一、保全事件が発生した場合においても端緒の把握、じごの解明作業に大
きく貢献できることから早急な制度化が必要である。
09 年６月、帰化韓国人（妻は在日本大韓民国民団対馬地方本部事務局長）が 20 年ほど
前に海上自衛隊員とその家族を支援する民間組織を設立し、海上自衛隊対馬防備隊の幹部
自衛官らと深い交友を続け、度々隊内に出入りをして情報収集活動と見られる不審行動が
認められていた他、同支援組織会員が同隊の複数の工事を落札していたことが明らかとな
った。（『産経』2009.6.9）
適格性の確認制度がない場合には本事例のように、支援団体等を設立して長期間の交流
関係を結び、ある意図を持って工事等の入札、落札を図ることも可能であり、特に競争入
札制度は、最も安価にすれば確実に落札できることからダミー会社やある意図を持った企
業にとっては容易に目的を達成し得るシステムである。このため競争入札制度下において
は適格性の確認制度が必要かつ不可欠である。

（４）競争入札制度の再検討
随意契約に伴う不正事件の多発や経費節減等予算上の観点から競争入札制度が採られ
ているが、装備品関係の入札においては特にダミー会社の介入を許す弱点を呈し易い。
特に近年、防需依存度の高い中小企業の倒産や経営危機、防衛部門からの撤退等の事例
が見られることから、これらの企業は外国の格好の企業買収等の目標となりやすい。また、
経営支配を秘匿するため日本企業を仲介役にして、資金援助等によって経営に影響力を及
ぼしてダミー会社化して防衛部門に引き続きとどまらせ、最も安価な入札を行うことによ
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って受注、介入を図ることが可能となる。
競争入札制度は保全の観点からは大きな弱点を有しているため、競争入札制度下におい
ては前述の企業、個人双方の「適格性の確認」によって入札資格業者の判定を行うことが
不可欠である。
いずれにしても経費削減の観点のみではなく保全上の観点、重要技術を有する企業の維
持、存続による防衛技術の確保、装備品の常続的調達の観点から入札制度を再検討する必
要がある。

（５）不正輸出に対する強い姿勢と対応
度重なる不正輸出は、北朝鮮や朝鮮総連の指示に基づく北朝鮮系企業等によるものが主
体を占めているが、それと共に“甘い認識”や“利益”を追求する一部の日本企業の存在
が指摘されてきた。関係当局が鋭意取り締まりを強化する中でも未だ活発に行われている
背景には度々指摘されてきた現行法制の不備とともに、次のような日本自身の対応の不徹
底が根底にあると見られ、不正輸出に対する強い姿勢と法的整備が喫緊の課題であろう。
①国連の北朝鮮制裁決議を実行する貨物検査実施の早急な法制化
2009.4.24、北朝鮮のミサイル発射に対して資産凍結などの制裁強化作業を進めていた
国連安全保障理事会の制裁委員会は、北朝鮮の弾道ミサイル関連部品の輸出を取り扱う「朝
鮮鉱業開発貿易会社」、軍需物資の調達を担当しているとされる「朝鮮嶺峰総合会社」、武
器取引の決済を担当しているとされる「瑞川商業銀行」の３社の資産凍結を命じる制裁リ
ストを正式採択し安保理制裁決議 1718 の正式付属文書として全加盟国に通達された。各国
は本決議に基づき、指定企業の銀行口座凍結や指定品目の禁輸を実施する義務を負ことと
なった。
09.7.6、同制裁委員会は更に北朝鮮の核開発計画を統括する立場にある李済善・原子力
総局長をはじめとする高官ら５人を制裁リストに加え、資産凍結や渡航禁止の対象とした
ほか、原子力総局や、イランに拠点を置いて弾道ミサイル輸出に関する資金移転に関与し
ているとされる香港エレクトロニクスなど 5 団体も追加指定し、制裁リストに挙げられた
団体は計８団体となり、北朝鮮に核を放棄させる目標に向けた「ヒト・モノ・カネ」の流
れを封じる国際包囲網がしかれた。
安保理決議では、北朝鮮に大量破壊兵器や通常兵器、ぜいたく品などの「モノ」が輸送
されるのを断つため、公海上や領海内で北朝鮮船舶の貨物検査を行うことを加盟国に要請
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しているが日本には、当該法律がないため、早急に北朝鮮船舶に対する公海上や領海内で
の貨物検査に対する公海上での臨検を実施しうる法的体制を整える必要がある。前麻生政
権は同法の制定を進めていたが、参院での首相問責決可決を受け民主党など野党が一切の
国会審議を拒否したため、衆院解散に伴う廃案となり、その後の民主党政権下で制定は先
送りとなった。北朝鮮のミサイル発射、それに引き続く核実験の強行に対して、最も脅威
を受ける日本は厳しい制裁措置を安保理決議で求めてきた一方で、国連が決定した制裁決
議を実行に移す法律を日本自身が定められないことは、国連加盟国に対して日本の取り組
み姿勢に対する信頼性を大きく損なう結果となっている。
②金融制裁の徹底
○北の特異な経済体制：金体制を支える「宮廷」経済を朝鮮総連が支えている
2009.5、北朝鮮中枢の外貨管理部門で長年働いていた金光進氏は、産経新聞との会見で、
北朝鮮の近年の経済構造について、内閣が統括する一般の『人民経済』と、外貨を得る企
業、産業のほぼすべてと兵器産業を統括し、金総書記に直結する『宮廷経済』に分離され
ている特異な状況などを明らかにし、金総書記の政治・軍事独裁体制を支える宮廷経済の
外貨全体の 20～30％が日本の朝鮮総連からの送金、寄金などが宮廷経済を支える大きな財
源となっていることを明かにし、この宮廷経済への圧力こそが最も効果があると強調した。
（『産経』2009.5.22）
○有効な金融制裁と人の流れによる技術流出の阻止
６ヶ国協議について以前から多くのアメリカの経済専門家の間では「６カ国協議のカギ
は日本が握っている」と言われてきた。一般的には中国と韓国が北朝鮮を動かせる国とし
て認識されているが、実は日本が一番大きな影響力を行使できるといい、その力は北朝鮮
への送金を認めるかどうかにあると言われてきた。日本が、本気になって北朝鮮への送金
を遮断することを決意すれば、極めて有効な制裁措置となるだろうと言われてきたが 09
年４月の制裁強化でも送金についての報告基準額を引き下げたのみで、送金は従来通り継
続されている。
＊日本は単独制裁として、４月に対北制裁の 1 年間延長と送金追加制裁措置として北朝鮮へ
の送金報告義務を 3,000 万円超から 1,000 万円超に引き下げたほか、北朝鮮への渡航者が現金
を持ち出す際の届出額を 100 万円超から 30 万円超に引き下げた。更に６月には北朝鮮に向け
た全品目の輸出禁止と制裁措置に違反し、刑が確定している在日外国人や外国人船員について
も上陸や再入国禁止を原則不許可とすることを決定した。
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これら制裁措置の再延長や追加措置によって一見効果があるように見られるものの、送
金の届出額が低くなっただけで北朝鮮にとって『カネ』の流れは変わらず、金正日体制を
支えている『宮廷経済』に与える影響は実質ゼロである。また『ヒト』の流れについても
再入国許可停止措置の対象者は北朝鮮の国会議員を兼ねる朝総聯幹部６名と見られ効
果は限定的と見られる。
韓国に亡命した北朝鮮の元高位級科学者は「北は、国際的な封鎖で技術や部品の輸入が
困難になり、核ミサイル開発で壁に直面している」（『産経』2009.5.15 月間朝鮮編集委員
趙甲済）と制裁の効果を語っている。
これまでも北朝鮮の大量破壊兵器の開発には朝鮮労働党の工作機関「対外連絡部」の直
轄下にある「在日朝鮮人科学者協会」
（科協）が大きく貢献しており、発射実験等の主要な
段階には度々主要幹部技術者が北朝鮮を訪問・滞在するなど『技術の流出』を断つには朝
総聯幹部もさることながら「大量破壊兵器に関する技術流出」阻止の観点からは科協幹部
らの再入国禁止措置こそが不可欠である。自ら処置すべき事項、有効な制裁手段があるに
拘わらず、形式的な実効性のない制裁措置では、北朝鮮に対して実質的に何の圧力にもな
らないばかりか、国連加盟国からは日本の取り組み姿勢に疑念を抱かせるのみであり、実
効性ある制裁措置の実行が不可欠である。

２．企業現場における保全の強化に必要な施策の推進
（１）保全施策の強化努力の継続
近年、各企業ともハード、ソフト両面にわたる保全の強化努力を図っており、着実に保
全体制が整備強化されてきている。しかしながら情報収集活動と保全は「矛と盾」の関係
にあり、保全（盾）が強化されればその「盾」を突き破り得る「矛」を創り出す努力の繰
り返しである。また、第３章２の「西側軍事科学技術の収集利用に関する中華人民共和国
の長期計画」の中で、科学技術情報の収集は、秘密区分があるため『困難であるが不可能
ではない』風を完璧に阻止出来る壁が存在しないように『秘密が完璧に保たれることはあ
り得ない。西側諸国の場合にはよくあり得ることである』と述べているように、保全には、
完全ということはない。念には念を入れて常に強化努力を継続することが必要である。こ
のためには次のような施策が必要である。
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（２）管理者の保全に対する関心の強化
組織の保全力は管理者の保全に関する関心の度合いに左右される。保全は組織全員に関
わる事項であり、全社員に対する指示、監督権を有しない保全部署が如何に強化努力して
も、管理者層の関心が低ければ保全の強化は望むべくもない。管理者自身が強い保全意識
を持ち、保全規律を厳守する姿勢を示すことによって初めて各社員、従業員の保全意識を
喚起することが出来る。
往々にして日本人は上級者になるにつれて保全に関わるチェック、警備や保全担当部署
の行う、点検、確認処置に対して『俺を信用しないのか』との意識が強くなる傾向がある。
それぞれの担当者はその業務の実施を命じられ、忠実に実行しているのであって、これ
に対してクレームが付けば保全業務に対する意欲も意識も低下の一途を辿るのみである。
保全講習制度が定着してその成果も逐次上がってきているが、管理者が講習状況の確認
等に赴く姿勢は受講者に対して保全に対する重要性を自覚させる大きな力となる。
各種の業務の計画策定や実施にあたって管理者が保全に関心を示し、或いは必要な注意、
指示を行うことによって職員全員に『保全に気を付けなければ』との意識を自然に植え付
けることが出来る。組織の構成員全員に対して保全を自覚させる最良の手段は管理者の保
全に対する関心であることを認識することが必要である。

（３）保全部署と関係部署の連携の強化
保全の強化のためには特に営業、広報、技術部門と保全部署との連携を強化する必要が
ある。一般に保全活動は、広報や営業活動と相反するものと見られがちであるが、それぞ
れの部署は組織の必要性から存在しているのであり、保全部署は組織の目標に基づき、他
のそれぞれの業務部門をサポートする役である。
保全部署は積極的にそれぞれの部門に対して保全情勢やそれぞれの業務を行うにあた
っての保全的観点からの注意点について助言し、それぞれの業務部門が抱える保全上の懸
念要素の除去に寄与することが必要である。このような各業務部門との連携が、保全上の
危険性を回避するばかりでなく、相手の工作の兆候を掴むことができ、事後の警戒・対処
も容易となる。

（４）保全担当者の積極的な現場進出
保全的脅威に関する不審行動を目にし、気づく機会は保全担当者の目よりも社員の目の
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方が圧倒的に多い。これらの不審行動に関わる情報の集約、蓄積は保全的脅威の把握、こ
れへの対処のため極めて重要である。しかしこれらの不審行動に関わる情報は『不審』情
報であって『確実』な情報ではない。しかも日頃接触もない保全担当者、訪れたこともな
い保全担当者の部屋にわざわざ報告、通報のため足を運ぶことは期待できない。それ故に
不審情報が積極的に個々人から保全担当者に入ってくることは極めて稀である。
保全担当者は、これらの保全的脅威に関わる不審情報を如何に多く集めるかに意を用い
積極的に現場に顔を出し、現場の人とのつながり、人間関係を深めることが不可欠である。
現場に足を運び、人間関係を深めることで、初めて本当に怪しい行動か、何でもない行
動か判定のつかない『不審情報』が入ってくるものである。机に座っているだけでは情報
は入ってこない。積極的に現場に出てこそ重要な『不審』な『兆候』情報を入手すること
が可能となる。
また、これらの『不審』情報の報告・通報があった場合には取るに足らない情報であっ
ても、感謝することが大事である。
「こんなつまらない情報」とか「それはたいしたことは
ないだろう」などと言ったり、そのような態度を示したりすれば、それ以降『不審情報』
が、それぞれの社員から報告・通報されなくなってくる。如何なるつまらない情報であっ
ても『報告・通報してくれたことに対して感謝する』ことが不可欠であり、この『感謝』
の態度こそが、社員の積極的な報告・通報気運を醸成し、貴重な『不審』、『兆候』情報を
有するそれぞれの社員からの情報を集めることが出来る。

３．個人の保全意識の強化
（１）保全における個人の役割の重要性の認識
保全の基本は、個々人の保全意識である。組織が如何に保全を強調し保全体制を整備し、
強化しようとしても、その成否を左右するのは個人であり、個々人の実行にかかっている。
それと共に外部からの保全上の脅威に対しても、最も力を発揮するのは個人一人一人の
目であり警戒心である。組織の一人一人の目による監視網、情報ネットこそが外部からの
如何なる保全脅威にも対処しうる手段ある。
保全に占める自らの重要性を認識し、一人一人が保全意識を高めることが大事である。
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（２）一般情報（普通文書）、個人情報の重要性の認識
情報活動においては「情報の 90（95）％は公開情報から得られる」として公開情報（普
通文書）の収集が重視され、積極的に行われる。この事は保全の観点から見れば、保全を
確実にするためには、秘密文書等だけでなく一般情報（普通文書）であっても取り扱いに
注意することが必要であることを示している。
『秘密保全』において、秘密事項の保全のみ
が強調されるが、保全意識を涵養するためには、
『普通文書や秘密以外の事項であっても関
係者以外に知らせない』を習い性にすることである。そうなれば自ずと『秘密保全』を達
成することは容易になる。
保全の対象は①秘密の知識、文書、図画、物件等
動等

②社員、従業員

③組織の機能、活

④施設等であるが、保全においては特に社員、従業員（個人）の保全が重要である。

外国情報機関等が最も重視するのはこの『人（個人）』の獲得にある。このため『人に
関わる情報（個人情報）』の収集を重視してあらゆる手段を講じて幅広く収集活動が行われ
る。
内調のスパイ事件（08.1）では、内閣衛星情報センターに異動した職員に「保全が厳し
く、秘密文書が持ち出せないのは分かっている。しかしあなたの隣に座っている人の名前
や電話番号は分かるだろう」と個人情報や内線番号を求めていたことや第 3 章で取り上げ
た台湾総統府のスパイ事件では総統府の組織機能図や内線電話番号簿が求められている。
典型的な事例は、米空母ミッドウエイの通信、電子関係の機密事項の入手を図った「マ
チューヒン事件」
（1976）である。この機密事項を入手するためミッドウエイのベテラン下
士官をスパイとして獲得しようとしたものであるが、在日米海軍司令部勤務者をはじめ多
数の艦船の乗員、そして 4500 人以上のミッドウエイ乗員の中から通信関係のベテラン下士
官を見つけ出し当該下士官に接触したことは如何に個人情報の収集を重視して、労力をつ
ぎ込んだかを示す典型的事例である。
個人情報が豊富に掲載された社内報や社内電話番号簿、発令後の人事情報等々情報活動
においては「宝のヤマ」である一般文書の取り扱いには十分な注意が必要であり、不要に
なったら速やかに社内で破棄してしまうことが必要である。

（３）報告・通報の励行
前述のように保全においては、社員全員の目が極めて大きな力を有している。それぞれ
が見聞した『不審情報、不審行動』を、保全担当者に報告・通報することが保全事故の防
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止、局限に直結する。
デンソー事件（2007.3）では同社の中国人技術者が 13 万件以上の製品図面データを不正
にダウンロードして中国に流していたが、当該技術者は社外持ち出し禁止の社用パソコン
にデータをダウンロードしてパソコンが一杯になる度に、自宅に持ち出して私用パソコン
に移し替えていた。持ち出し禁止の社用パソコンが持ち出されていたことは同室の者は気
付いていたが、同僚の告げ口、仲間を中傷したくないとの気持ちから黙認していた。この
結果、持ち出しが常習化し大量の不正ダウンロード、漏洩を許す結果となった。
社用パソコンの持ち出し事実を他の社員が気付いた時点で、本人に対する注意と共に保
全担当者に報告・通報がされていたら、13 万件以上ものデータが流出することも、会社の
信用を損ね、また情報窃取による大きな損失も回避したであろう。
これら規則違反の事実の報告・通報は決して個人の中傷や告げ口ではなく、組織を守る
と同時にその個人を守ることにもなることを認識すべきである。
保全規律が高く、報告・通報が徹底されていれば、例え当該企業の秘密を窃取しようと
して入社してきた者でも不用意に窃取することを思いとどまるであろう。まして協力者と
して獲得された者は、
「会社の保全が厳しくて要求に応じられない」と断り、秘密等の持ち
出しを断るであろう。
規則違反や不審行動が見つかっても何も咎められなければ、「これぐらいは大丈夫」と
エスカレートさせて結局は当該本人を益々深みに嵌らせることとなる。
昨年度の研究報告の最後で述べた旧日本海軍の情報ネットが探知された原因は、普通の
人からの報告・通報の結果である。それぞれが見聞した『不審情報、不審動向』の報告は
極めて大きな力となることを認識し、積極的に保全担当部署に報告・通報することが大事
である。
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