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発刊にあたって 

 

「現状はスパイ活動にもってこいの状況である。反面、保全はそれと全く正反対である。 

実際に店は開放的で、略奪は毎日行われている。在庫品が沢山奪われても、平常通りの経

営が続けられるという事実が、何となく我々の保全概念を誤らせている。何とかやって行

けるのだから、事態はそんなにひどくないのだと、これは非常に危険なことである。」 

 これは、1989年に米国で発せられた警句です。この年天安門事件が生起しこれ以降、中

国の非合法のスパイ活動は増加の一途を辿り、2001年、FBIはシリコンバレーで摘発した

事件は年率 20～30％のペースで増えていると警告を発しました。近年はサイバー攻撃も加

わり激増の一途にあります。2011 年の米国議会報告や国家防諜局報告で、FBIは中国を「軍

事・科学技術をスパイやサイバー攻撃という違法手段で取得する世界最大の脅威」とみな

し「この種工作は今後大幅に強化される」と警告しております。 

我が国の周辺諸国、ロシアは、大国復権を目標に軍の近代化、経済の強化を図っており、 

中国は、国防費を過去 22 年間にわたり二桁台の増加を維持し、異常な執念をもって軍備強

化を続行し、北朝鮮は「強盛大国」を目標として、核開発、ミサイル開発に邁進していま

す。いずれもが軍備の近代化、経済の強化のためには先進科学技術が不可欠であるとして

技術・情報収集活動を活発化させており、防衛装備技術のみならず汎用技術の宝庫である

我が国は、保全体制の欠落状態も相まって格好の目標となっていることから、保全上の脅

威はこれまで以上に増大するものと懸念されます。 

 このような状況の中で 2011 年から 2012年にかけて判明した主要な事例等から周辺諸国

の情報活動の実態とその傾向を明らかにし、我が国の防衛に影響を及ぼすと予想される事

項を取り上げます。最後に我が国の安全保障体制の強化のための施策と我が国の基盤とな

る防衛産業が継続的経営上現在極めて厳しい環境に遭遇している状況から、防衛産業の維

持、存続及びこれらが保有する技術・情報の保全を高めるための施策等を提言として取り

上げました。 

 本調査報告書が、防衛関係企業初め防衛省・自衛隊における、防衛技術の育成及び保護

についての対策や教育などにご活用いただければ幸いと存じます。 

      平成２５年２月 

公益財団法人 防衛基盤整備協会 

理事長 宇田川 新一 
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第 1章 兵器技術・情報収集活動の傾向と特徴 

 

１．主要国の活動の傾向と特徴 

 

（１）概況 

 近年における兵器技術・情報収集活動の傾向は従来の諜報員による「スパイ活動」に加

え、IT技術の急激な発達により「膨大な量」を、「瞬時に得られる」標的型サイバー攻撃の

比重が大きくなっている。また、経済のグローバル化に伴い、多国籍企業化、相互依存度

が強まり分業、合弁会社化による国の境界が薄れ技術等の移転や流出が進む一方、企業の

海外移転やリストラによる国内雇用の喪失から社員の企業に対する忠誠心も薄れ、ライバ

ル企業からの「引き抜き」に容易に応じ秘密の知識や技術を漏えいしたり、企業秘密を窃

取しライバル企業に就職、あるいは売却するなど社員や元社員による漏えいが多くなって

いる。 

 また、収集活動は非合法手段のみならず、研究交流、視察団の派遣等各種の合法的手段

を活用する幅広い活動を展開している。 

 このため、非合法手段に対する警戒のみでは不十分であり研究会などの合法的活動の保

全的弱点を認識しておくことが必要である。 

 また、相手の収集は文書や製品のみならず、形のない「知識」の収集も重視して相手に

情報を「吐かせる」手法も多用していることから、不注意、不用意な発言による「知識の

漏えい防止」についても注意する必要がある。 

 加えて、収集活動の手法も各国共通的なものと、その国独特の手法があるので、一般的

な対処方法のみならずその国の活動の手法、特徴を踏まえた対処、対策も不可欠である。 

 

（２）ロシアの情報収集活動の傾向と特徴 

「国家中の国家」といわれた強力な情報機関 KGB がソ連崩壊とともに解体され、多くの

優秀な KGB 員が見切りをつけ、政・財界、海外企業、コンサルタント等幅広い分野に転身

したが、元 KGB のプーチン氏は大統領に就任したのを契機に、情報機関を統一・強化する

とともに、ソ連崩壊前後に世界各地に移住した元 KGB 員やロシア人を把握して海外情報ネ

ットを再構築して収集体制の強化を図り、今やソ連時代以上に強力な情報機関として活動

を活発化している。 



 ２ 

2006年、プーチン大統領は「大国構築」宣言を出し、「大国の条件は経済力と軍事力であ

り、国の経済発展は科学と技術の優位にある」と科学と技術の重要性を強調したが、「ロシ

アの科学と技術は先進国に 10年後れており、ロシアの兵器製造技術は陳腐化している」と

して、情報機関に対して「海外の先端技術収集の強化」を指示するとともに国家の指導に

よって外資が有する先端科学技術や企業管理のノウハウを国内企業に取り込ませることで

あるとして「合弁企業や外国からの技術導入」を積極的に進めてきた。 

ロシアの情報収集活動の特徴は、「一人の情報員がバケツ一杯の砂を運ぶ」といわれるよ

うにプロの情報機関員が一人で大量の秘密情報や製品等を収集することにある。これは、

中国の情報機関と異なりプロの情報機関員を使用していることから収集すべき科学技術に

精通していないためその秘密文書や製品等を現物で収集させていることにもよる。 

このため、情報機関員は身分欺騙をするのが常態で大使館員、通商代表部員、マスコミ、

経済、科学技術、学術・文化団体等の身分を利用して活動している。特に科学技術分野で

は、大使館員や通商代表部員として活動している例が多く、2005 年以降これまで我が国に

おいて生起した５件のスパイ事件はいずれも大使館員、通商代表部員に身分欺騙したロシ

ア軍情報総局（GRU）及び海外情報局（SVR）の情報機関員によるものである。 

＊ソ連時代から特に外交特権を持った大使館員を活用しており大使館員の６割が情報機関員

といわれていたがロシアになってもその状況は同じで 1999 年、米国政府は在ワシントンロシア

大使館員の半数以上が情報機関員であるとして自主退去を求めている。 

また、「外国と関連を有する部署に情報機関や情報機関員がいない組織はない」といわれ

ているようにロシアの情報活動の脅威は常に存在していることを認識する必要がある。 

ロシアの活動は 2008 年に摘発された「対米スパイ事件（長期潜伏の非合法スパイ 11 名

が摘発された）」や 2011 年にアイルランドで摘発された「パスポート偽造事件」のように

欧米諸国に対しては他国人に「なりすまし」て、相手組織等へ潜入することを重視してい

るが、日本に対しては人種的に異なるので「身分欺騙」によって目標に近づきこれを籠絡

して文書等を入手する手法を多用している。 

また、ロシアの活動は「経済情報や技術を収集するため情報機関が幅広い活動を行って

いる」（2011 年 11 月・米国国家防諜局報告）と指摘されるように、伝統的なスパイ活動の

みでなくレフチェンコ事件で明らかになった「積極工作」や視察団、技術研修生の交換プ

ログラム、合弁企業の設立、技術移転を伴う輸入など合法的手段も活用した幅広い活動を

行っていることに注意を要する。 
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＊2008 年、日本のナノテク技術の入手を意図した「合弁企業」設立の働きかけや、統一航空

機製造会社（航空復権を狙ってミグやスホーイなど主要航空機製造会社６社を統合して設立）の

中距離旅客機製造ではイタリやフランスなどから得ているような「技術協力」、イスラエルから

の大量の無人機購入、フランスからの強襲揚陸艦４隻の購入といった多額の武器購入を条件に

「技術導入・国内生産」によって先進技術の取得を図っている 

 2012年 5月、プーチン大統領は、軍の近代化計画を打ち出し、今後 10年間に 23兆ルーブ

ル（約 61兆 5700億円）を投入、「軍需産業を経済近代化の原動力にする」としていること

から、伝統的なスパイ活動による収集活動を一層活発化するとともに、技術移転を条件と

したイスラエルやフランス、イタリアなど欧州諸国からの武器購入等の動きが強まると見

られる。 

 

（３）中国の情報収集活動の傾向と特徴 

中国は兵器類の性能を高める高度軍事技術を伝統的なスパイやサイバー攻撃の違法手段

で大量に取得しており、その活動は最も活発で欧米諸国は「中国の技術情報収集活動は世

界最大の脅威」と警戒感を露わにしている。 

この中国の情報収集活動の基本になっているのが、1986年 3月に打ち出した「863計画」

と呼ぶ高度技術の総合的開発計画で、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、現在もこの計画に基づき諸外

国の兵器技術等の収集活動を継続、拡大している。 

1989 年、天安門事件による国際制裁で高度軍事技術の合法的取得が難しくなったことか

らこれ以降、違法活動を本格的に始め、加えて 2005年頃まで高度軍事技術の提供源であっ

たロシア、ウクライナ、イスラエルいずれもが大幅な制限を課してきたため、さらに違法

な手段での取得を強化し、特にこの 6 年間は伝統的なスパイ活動及びサイバー攻撃での技

術獲得作戦を本格化しており、今後はさらに大幅に強化されると欧米諸国は警戒を強めて

いる。 

その「中国のスパイ活動は世界最大の規模だが全体像が掴みづらい」といわれているが、

これは中国独特の情報収集体制、情報機関員の特徴と収集活動の特徴に起因している。ロ

シアや欧米諸国の情報機関はプロの情報機関員を使用するが、中国の情報機関は「基本同

志」と呼ばれるプロの情報機関員のほか情報機関が徴募（リクルート）した「運用同志」

からなる。情報機関が運用同志としてリクルートするのは普通の中国人で科学者、ビジネ
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スマン、留学生、研修員、旅行者、視察団、華僑、華人（その国に帰化した元中国人）等

あらゆる階層にわたっている。 

＊中国が米国で情報収集に成功した事例の 98％は中国人によるものといわれている。残りの

２％は外国人によるもので、彼らは中国と何らかの関係を有している者といわれる。 

運用同志の徴募（リクルート）方法は、愛国心に訴える手法が多く用いられ、その口実

は「中国は現代化を担う人材を必要としている。ほんの少しだけ協力してくれる人が欲し

い」と語りかけ「自分がやることは善いことなのだ。祖国のためになるのだ」と思わせる

ことが常套句になっている。 

＊中国はアヘン戦争以来、近代の歴史は屈辱の歴史であるとして、「近代」の用語は用いず「近

代化」は、「現代化」と表現している。 

情報機関に協力することを躊躇し、あるいは拒否する場合には、ビザ発給と家族等の安

危を仄めかすなど家族を巻き込み協力させる手法を多く用いる。 

 ＊中国、ロシアのビザの発給は情報機関が行っている。（中国は国家安全部、ロシアは連邦保

安局）2009 年にドイツで摘発された帰化中国人のスパイ事件では、中国にいる父親の容態が悪

くなったので病気見舞いのため中国大使館にビザ申請に赴いた際、ビザの発給を条件にスパイ活

動を強要され、ドイツでスパイ活動を行っていた。 

そしてリクルートした人物を、研究者交換プログラムなどを使って科学者を海外に送り

出し、留学生には卒業後当該国に留まってハイテク関連企業に就職を勧め、研修生や各種

訪問団、旅行者等の中に情報員を紛れ込ませたり、当該国に移住させて長期間深く潜行さ

せて、先端技術等を収集させている。 

＊長期潜伏させる場合には、技術者等にスパイ技術を徹底して訓練した後、相手国に移住、帰化

させて国防産業や重要産業に就職させ、長期間真面目に勤務させ（潜伏）、高度の技術等にアク

セス出来る地位になったときに初めて活動を開始させる。典型的事例は 2005 年のパワー・パラ

ゴン社事件で、約 20年間潜伏していた。 

そしてその収集活動の特徴は「一人の情報員が砂一粒を集め、それをバケツ一杯にする」

手法で、広く網をかぶせて「人海戦術」であらゆる情報を手当たり次第すくい上げ、その

膨大な情報から有用な情報を抜き出している。「真空掃除機」といわれる所以である。 

また、情報収集にあたっては文書等のみではなく「知識」で収集することも重視してい

る。このためあらゆる機会を利用して幅広く当該国人と交流を重ね必要なときにいつでも

接触出来る親密な個人的関係、人脈を構築して、会話の中から秘密情報を「知識」の形で
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収集する。中国の情報収集活動はロシアや米国と全くタイプが異なる。科学者を介して行

う収集活動では、お互いのアイデアや問題解決の手法を話し合ったりするだけで文書や論

文の授受のないことが多い。ここでは「秘密情報を盗むというよりも、相手を一定の状況

に追い込み、自ら情報を吐かせる」「会話、議論のなかでウッカリ、不注意によって漏らさ

せる」手法が多用されている。 

近年、我が国での相次ぐスパイ活動、ハッカー攻撃はその一端で今後さらに増加の一途

を辿るものと危惧される。欧米諸国に対しては兵器技術情報そのものの窃取、我が国に対

しては兵器技術情報に加え、最先端の水準にある軍事転用可能な汎用技術情報の窃取、収

集に重点を置いていると見られることから今後一層の警戒が必要である。 

 

（４）北朝鮮の情報収集活動の傾向と特徴 

 北朝鮮のミサイルや核、生物、化学兵器等の大量破壊兵器の開発を支えてきたのは日本

の技術と機器といわれ、在日朝鮮人総連合（以下朝鮮総連）の「カネ」、「モノ」と朝鮮総

連傘下の「在日朝鮮人科学技術協会」（以下科協）の「ヒト（技術）」の存在が大きい。 

日本政府は 2006年の北朝鮮の弾道ミサイル発射、核実験によって全ての北朝鮮船舶の入

港禁止や全面禁輸等の「制裁措置」を強化してきたが北朝鮮への不正輸出は依然として後

を絶たない。不正輸出にはこれまで日本商社や企業も絡んでいたが 2011～2012年の特徴は

全て北朝鮮関連の企業や人物によるものである。この事は「中国の北朝鮮貿易が増大して

おり日本の制裁措置は効果がない」との評が度々見られるが、実態は日本の機器等を未だ

に必要としている証左の一端である。 

また北朝鮮の兵器開発を支えているのは科協の技術が依然として大きく貢献している。

北朝鮮の弾道ミサイル、核実験等の前には長期間、科協の科学者が北朝鮮に渡航し技術指

導等を行っている疑惑が以前から指摘されている。 

日本の「制裁措置」は不徹底で「カネ」の流れも送金や持ち出し金額の届出額が引き下

げられただけで送金自体は「制裁措置」以前と同様に自由に送金でき、「金王朝の宮廷経済」

を支えている。「ヒト」（技術）の流れについても国会議員にあたる朝鮮総連幹部４名のみ

が出国・入国禁止になっているだけで技術指導・流出が指摘される著名科学者の渡航は全

く制限されていないことから、 “不徹底”、“欠陥”が以前から指摘されている。 

北朝鮮の収集活動の特徴は、上述のように「朝鮮総連」の「モノ」（不正輸出）とカネ（送

金）、「科協」の「ヒト」（技術）に拠っており、しかも両団体の個々人は戦前から築いた人
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脈を保有し、その人脈を活用しているのが特徴である。特に科協の著名な科学者は日本の

指導的科学者と“密接な師弟関係”を持った者が多く深い人脈をもって日本の中に深く浸

透している。 

 

２．諸外国の兵器技術・情報収集活動に関する諸報告等 

 

（１）米中経済安保調査委員会の議会報告書（2011.4） 

中国は兵器類の性能を高める軍事高度技術を外国から違法に大量取得している 

 2011.4.20、米国議会諮問機関の「米中経済安保調査委員会」は中国の科学・技術近代化

計画についての報告書を公表し、中国の軍事高度技術に関する収集活動について警告を発

した。 

 報告書は中国が軍事、非軍事の両面で科学・技術の飛躍的な発展を目指し、とくに軍事

面ではここ 10年に「目をみはる進歩」があったと強調。その具体的結果として衛星破壊ミ

サイル、対艦弾道ミサイル、無人軍用機、次世代ステルス戦闘機「殲 20」をあげている。 

国防科学技術工業委員会（COSTIND）の権限を近年、大幅に強化して軍と防衛産業とを包

括して軍事技術の開発に集中している。開発の重点は特に指揮・統制、通信、情報監視、

偵察、航空、宇宙、情報技術などにおかれている。 

中国は軍事技術を外国からスパイや窃盗、サイバー攻撃という違法手段で取得する世界

最大の脅威であり、この数年間でも「中国の工作員が米側の宇宙飛行技術、ミサイル技術、

レーダー、電子戦争技術、軍艦データ、無人飛行機技術、熱イメージ・システム、暗視シ

ステムなどを実際に不法に取得し、あるいは取得を試みた」として約 10件の検挙例を列記。 

 中国当局はここ数年、米国の政府、軍部、防衛産業から情報を盗むためサイバー攻撃を

実行しているとも指摘。実例として主要企業のノースロップ・グラマン社からの被害報告

を紹介している。 

中国が COSTINDの指導下で外国民間企業の軍事汎用技術を組織的に軍事利用しているが、

その一例として「日本の造船関連大手企業が大連などで中国の造船事業に加わり、その代

償として中国側に移転する高度の造船技術が中国海軍の艦艇建造に重要な利益をもたらし

ている」と指摘した。（『産経』2011.4.22） 
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（２）米国防総省「サイバー戦略」（2011.7） 

 サイバー空間は「第５の戦場」、サイバー攻撃を戦争行為と規定、軍事報復も示唆 

2011.7.14、米国防総省は、初の「サイバー戦略」を発表し、サイバー空間を陸、海、空、

宇宙空間に次ぐ第５の新たな戦場と定義している。米軍は 1 千種類以上のサイバー兵器を

実用化しているといわれているが、中国や北朝鮮を念頭に、21 世紀の新たな戦争形態を提

示したものとなっている。 

同戦略では、コンピューターヘの不正侵入と破壊工作を明確な戦争行為と規定。破滅的

なダメージを企図した敵のサイバー攻撃を、コンピューターウイルスなどを使ったサイバ

ー兵器で「粉砕」することを最大の目的としているが、この際、攻撃の度合いと被害の深

刻さに応じて、サイバー上での防御・反撃にとどまらず、ミサイル攻撃で敵の拠点をピン

ポイントで叩くなど、軍事力を使った武力報復の可能性を示唆している。 

 米政府機関への不正アクセスが取り沙汰される中国や、北朝鮮などのテロ国家・組織を

念頭に置いたもので、北大西洋条約機構（NATO）は 2010 年 11 月の首脳会議でサイバー攻

撃を「新たな脅威」と位置づけ、防御能力の強化を急ぐ方針を打ち出していた。 

同戦略では、集団安全保障の概念をサイバー空間にも適用しており、米国自身がサイバ

ー兵器の開発で優位に立ちつつ、同盟国との連携を強化することで効率的な防御網の構 

築を目指すとしている。 

＊サイバー戦略については、安全保障戦略の指針となる「４年ごとの国防計画見直し」（QDR）（2010

年 2 月に発表）で対策の必要性を明記。これを受け、米軍は 2010 年５月に初のサイバー司令部

をメリーランドの陸軍基地内に設置、実戦部隊を本格稼働させている。 

（『産経』2011.7.16、『読売』2012.6.2） 

 

（３）米国国防総省年次報告（2011.8）  

サイバー攻撃に中国政府の関与を警戒 

2011.8、米国防総省は、中国の軍事力に関する年次報告書で中国人民解放軍が核・宇宙

兵器に加え、「サイバー戦争における攻撃能力を着実に向上させている」と警告し、サイバ

ー攻撃に中国政府が関わっているとの見方を強め、警戒感を露わにしている。 

 報告書は、中国軍によるサイバー戦の主目的は①敵情報の窃取②敵の兵站・通信ネット

ワークなどを攻撃して敵の行動を妨害③戦闘時にサイバー戦を展開し、攻撃の相乗効果を

高める、の３点にあると指摘。また、米政府などのコンピューター網に対する膨大な量の
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侵入行為の中に「中国発とみられる」ものも含まれていたと指摘した。 

 2011 年 7 月には、ウィリアム・リン国防副長官が同省関連のネットワークから開発中の

兵器システムなどに関する機密情報を含む 2 万 4000 件のファイルが 2011 年 3 月に盗み出

されたことを明らかにしている。（『読売』2011.10.4） 

 

（４）米国家防諜局報告（2011.11） 

中国は最も活発で継続的な経済スパイ活動を行っている。手段はサイバー諜報と企業内

部の中国人を使用 

 2011.11.3、米国家防諜局は、2009 年から 2011 年までに把握した経済スパイに関する情

報を集めて作成した議会への報告書を公表した。今回の報告は 2008年の前回報告書と異な

り、スパイ要員による伝統的な情報収集から、「膨大な量の情報を素早く、少ないリスクで

集められる」というネット上のスパイ活動に分析の重点を移し、中国は「世界で最も活発

かつ執拗な経済スパイ活動を行っている」と非難し、中国の「サイバー諜報」への警戒感

をあらわにしている。 

 報告書は中国の関与を示す具体的な証拠の入手は難しいとしているが、ほとんどのサイ

バー諜報は「中国が起源になっているとみられる」との表現で実質的な関与を認定してい

る。その手口としては、コンピューターウイルスの流布やハッカーによる不正アクセスが

一般的で、サイバー諜報の実行者としてロシアも名指ししているが、「ロシアは経済情報や

技術を米国から収集するため情報機関が幅広い活動を行っている」と警告している。 

また、ハッカー攻撃と並行して、中国情報当局や一般企業は米国などの民間企業に勤務

する中国人らを利用し、企業内部から情報入手を画策していると指摘している。 

今後、外国が特に関心を示しているとみられるのは、①軍事技術②クリーンエネルギー

技術③医療、医薬品④農業技術の４点で、軍事技術では、米海軍の海洋システム、米国の

遠隔操縦の無人機技術の入手などに標的を絞っている可能性が高い。また、将来的な成長

が期待されるクリーンエネルギー技術、米国が先端を走る医療、医薬品、食糧の高騰を見

込んだ農業技術の入手などは、長期国家戦略に根ざした諜報活動の可能性を指摘し、米国

の非公開の経済情報や技術が、数十か国の情報機関などから狙われていると警告している。 

（『産経』『読売』2011.11.5） 
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（５）米国国防大学国家戦略研究所調査報告（2011.12） 

中国は次世代戦闘機に必要な高度技術を違法手段で取得する工作を今後大幅に強化 

2011.12.11、米国防長官のシンクタンク・国防大学国家戦略研究所（INSS）は「中国の

高度軍事航空技術の追求」と題する中国軍の航空機技術取得についての調査報告を作成し、

「中国は、次世代戦闘機に必要な高度技術を米国などから違法手段で取得する工作を今後、

大幅に強化する」との見通しを明らかにした。 

中国は、1989 年の天安門事件による国際制裁で高度軍事技術の合法取得が難しくなった

ことから同年から違法活動を本格的に始め、加えて 1990 年代後半から 2005 年ごろにかけ

て、中国への高度軍事航空技術の提供源だったロシア、ウクライナ、イスラエルがいずれ

も大幅な制限を課してきたため、2005 年ごろから軍事技術や軍事汎用技術を「サイバー攻

撃と伝統的なスパイ活動という２つの違法手段」で入手する「技術獲得作戦」を大幅に拡

大しているが、今後、この傾向はさらに強まると予測している。 

サイバー攻撃の実例としては、①2004 年に米国の軍事企業や軍研究所のコンピュータ

ー・ネットワークに中国山東省所在の軍と情報機関約 20カ所からサイバー攻撃がしかけら

れ、米空軍の航空計画ソフトウェアなどが盗まれた。②2009 年に米国軍事企業のコンピュ

ーター・ネットワークを経由するサイバー攻撃が国防総省のシステムに侵入し、第５世代

（次世代）戦闘機 F35 のデザインや電子装置の技術の一部を取得することに成功し、この

攻撃が中国の国家あるいは軍部の機関からだと認定されたケースがあるという。 

（『産経』2011.12.13） 

 

（６）米中経済安保調査委報告（2012.3） 

中国軍の主力作戦は対米サイバー攻撃、平時は共産党中枢の命令で国有大手企業や全国

各地合計 50ほどの大学研究機関も動員 

2012.3、米国議会諮問機関「米中経済安保調査委員会」は、「中国のコンピューター網作

戦とサイバー・スパイ活動」と題する詳細な報告を発表した。同報告では、まず中国人民

解放軍は、米国を主目標としサイバー攻撃を対米軍事戦略の中枢に位置付け、戦闘の開始

前と初期には「指揮・統制・通信・情報・コンピューター（C41）」機能に対するサイバー

攻撃を不可欠な手段として、その攻撃能力を画期的に増強しているのに対し米側はまだそ

の対応が十分ではないと警告した。 

 同報告によると、中国軍はこの攻撃を「情報戦争」や「情報対決作戦」と名づけ、有事
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には総参謀部第３部と第４部が指揮するが、平時は共産党中枢からの命令で国有大手企業

や全国各地合計 50ほどの大学の研究機関をも動員している。 

 サイバー攻撃を特に重視する有事の想定では、中国による台湾への軍事攻撃のシナリオ

が打ち出され、サイバー攻撃で米軍の介入を最大限、遅らせることが目標にされていると

いう。 

中国軍がサイバー攻撃を重視した実例として、①2011年 10月の山東省での合同軍事演習

でサイバー攻撃、防御両作戦を火砲発射や早期警戒と同様の重要性を持つように扱った②

2010 年 11 月の３軍管区合同の演習で敵軍のＣ4Ｉを破壊するサイバー攻撃能力を持つ部隊

に焦点を当てた－ことなどをあげ、「明らかに米軍を敵と想定してサイバー攻撃能力の増強

に努めるようになった」と強調した。 

 また、中国側はサイバー攻撃によるスパイ活動で米国の情報を盗み、軍事技術の向上や

産業分野の発展を目指していると指摘している。（『産経』2012.3.13） 

 

（７）中国は、日本国内の中国人団体を技術情報等の収集の拠点として入手、

禁輸技術も違法入手、英の研究者が警鐘（2012.3） 

2012.3、スパイ活動に詳しい元英保守党下院議員で作家のナイジェル・ウエスト氏（60

歳）は、日本における中国のスパイ活動について、日本国内にある中国人団体が技術情報

等の収集の拠点になっていると警告した。 

「日本での活動は産業やビジネスに関するもので、中国の国家安全部は日本で働く中国

人技術者や科学者らでつくる２つの協会と関係を持ち、産業やビジネス情報を収集する拠

点にしている」そして、在日中国人に対し「中国に戻った時、日本で吸収した知識を共有

しよう。学会参加の費用は面倒を見る。中国にいる親類が病気になれば必ず力になる」な

どと協力を呼びかけて、情報網を構築している。 

また、「中国への輸出が禁止されている部品や技術についても国家安全部がクアラルンプ

ールやシンガポール、香港を最終荷受人とする取引に協力者を介在させて違法に入手して

いる」と指摘するとともに、中国の活動は「ライフルのように照準を絞って近づく欧米式

スパイと異なり、中国式は千人に接近する。協力を断られても翌年、さらに次の年もアプ

ローチする。短期的な結果を求めず、長期的に情報網を構築している。すべてを合わせる

と極めて警戒を要することは明白だ」と警告した。（『産経』2012.4.3） 

＊同氏は「２つの協会」の具体的協会名は明らかにしていないが、日本の科学技術情報の収集
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を目的とした組織は、日本各地の大学、研究所、先端科学企業に在籍している科学者が「日本の

ハイテク技術を収集して本国に提供する」ことを活動方針として結成した「在日中国科学技術者

連盟」、留学生が「先端技術に関する情報を本国に提供する」ことを目的に結成した「中国留日

同学総会」、博士または同等の学力を有する在日中国人が「世界トップレベルの研究成果をあげ、

中国の社会、経済、科学技術の発展に貢献する」ことを目的に結成した「全日本中国人博士協会」

はじめ傘下に機械技術者協会、材料学会等々各技術分野の組織が数多く存在している。細部は当

協会の「我が国をめぐる兵器技術情報管理の諸問題（平成 19年度）」を参照されたい。 

 

（８）米上院軍事委「国防総省の供給系統での偽造電子部品の調査」報告書 

（2012.5） 

米兵器に中国偽造部品「100件調査の 70％超」、上院軍事委が調査、軍・政府に警告 

2012.5、米議会上院軍事委員会（カール・レビン委員長）は、米軍の各種兵器の電子部

品について多数の専門家を投入して１年以上かけて調査した結果をまとめた「国防総省の

供給系統での偽造電子部品の調査」報告書を作成した。 

同報告では、「2010 年までの２年間の国防総省への調達兵器の中で合計 1800 件、部品個

数で 100万個以上の偽造電子部品を発見した」ことを明らかにし、米軍のミサイル防衛（MD）

システムや大型軍用機、ヘリなど近代兵器の数種類に、多数の中国製偽造電子部品が組み

込まれており、この種の偽物部品は兵器の性能を大きく狂わせる危険があるとして、同委

員会は米軍や政府に警告を発した。 

 偽造製品の製造元については、「約 100件の追跡調査のうち 70％以上が中国であることが

確認された。残る大多数も他の諸国を経由したとはいえ中国製の疑いが濃い」という。 

 同報告書は具体例として、ロッキード・マーチン社が開発し、米軍が既に配備を始めた

ミサイル防衛局の終末高高度防衛ミサイル（THAAD）のミッション・コンピューターに中国

製の偽造電子部品が使われていたと指摘した。 

 また、レイセオン社製造の米海軍ヘリコプターSH60Bの前方直視赤外線システム（FLIR）

内部の電磁妨害濾波器（EIF）３基に偽造電子部品が組み込まれていたことも発覚した。FLIR

は晴視やミサイル発射照準の機能を持ち、内部の EIFに欠陥があれば同機能がそがれる。 

 米国軍事部品企業の L3 ディスプレー・システムズ社製の軍用機用表示盤でも、500 基以

上に偽造品のメモリーチップが内蔵されていたことが確認された。同表示盤は米空軍の輸

送機 C130J や C27J、C17、米海兵隊のヘリコプターCH46 に装備され、パイロットにエンジ
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ンや機体、燃料の状況を知らせるが、欠陥チップは表示盤の機能をそぎ、重大な危険を招

くと指摘した。 

 さらに、ボーイング社製の対潜、対艦戦闘用大型軍用機 P8A ポセイドンの氷付着探知モ

ジュールは、新品を装った偽造部品で、同モジュールの欠陥は同機の飛行に危険を招きか

ねない。同報告書は EIF、同表示盤、同モジュールの３例の偽造部品の製造元として中国・

深圳の中国系企業３社を特定した。（『産経』2011.6.6、11.9、2012.5.30） 

中国製の偽造部品に関する上院軍事委の現地調査申請に中国が入国拒否 

2011.6.14、米国上院軍事委員会は中国製電子機器部品の偽造品が米軍の調達網に大量 

に流入し、戦闘機などに設置される状況になったことを明らかにし、中国の偽造品工場 

の現地調査を実施する意向を表明したが、中国政府は米側調査員の入国を拒否した。 

同軍事委員会の委員長カール・レビン議員（民主党）とジョン・マケイン議員（共和党

側筆頭委員）は同日、米議会で会見して、レビン委員長は「米軍が各種兵器類用に調達す

る電子部品に大手メーカー製品を模倣した偽造品が多くなっている。そのほぼすべてが広

東省の深圳やその他の都市の多数の工場で堂々と製造されており、当委員会としては現地

調査を行う必要があるとして中国本土への入国ビザを在米中国大使館に申請したが、拒ま

れている」と述べた。マケイン議員は「偽造品を厳しく取り締まらないと、米国の軍事力

に支障が起きる」と懸念を表明した。（『産経』2011.6.16） 

＊米国防総省や議会会計検査局（GAO）の調査でも最近、米軍の F15 戦闘機の飛行コントロー

ル用コンピューターのマイクロプロセッサーやミサイル防衛関連機器の小型回路が偽造品であ

ることが判明したが、この種の中国製の偽造品は電子分野に限らず航空機や自動車の部品にも多

く、国防総省が指定する軍事機材調達網に不正流入する数量が激増しており、このままだと偽造

品が実際の兵器に装備されてしまう恐れがあると指摘している。 

＊以前から、米軍の装備品の部品を、中国に依存することは①安定供給の懸念、②不良品、欠

陥品による性能、信頼性の低下、③製造器機内に盗聴チップ等を忍び込まされる危険性があると

米国議会の軍事委員会や米中経済安保調査委などから指摘されている。 

 

 

 

 

第２章 我が国における兵器技術・情報収集の活動 
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１．概況 

 

 2011年から 2012年の２年間に明らかになった機密情報の漏えい事件３件は、いずれも典

型的な部内関係者による漏えいであった。日本企業内の中国人技術者による企業秘密窃取

事件、中国企業と技術提携している企業の社長が元の職場の企業秘密を旧知の社員に入手

を依頼し中国企業に流出させた事件は、米国の議会報告等で中国の情報収集活動は、「企業

内部の中国人から情報を収集している」「情報収集に成功した 98％は中国人によるもので、

外国人の場合には中国と何らかの関係を有する者によるもの」と指摘しているが、正にそ

の典型的事例である。新日鉄の元社員による漏えい事件は、漏えいした技術の開発担当者

が、ライバル企業の韓国・ボスコ社に「カネ」で漏えいしたものと見られている。「会社に

対する不満」や企業と従業員の一体感がなくなり、「企業への忠誠心の喪失」、「カネ」が唯

一など時代の風潮が重なり内部からの漏えい、流出が多くなる傾向が懸念される。 

2011 年には、政府はじめ国家機関、国会、主要防衛産業等に対する大規模なサイバー攻

撃が執拗、長期間にわたり行われたがこの攻撃は情報窃取を狙った標的型で、特に国会議

員全員の受信メールが長期間にわたり盗み見されていたことから政治情報、政治家の動向

に関する情報収集とともに、主要防衛産業各社に対する相次ぐ攻撃は防衛装備技術に関わ

る情報収集を重点に行われたものと見られる。2012 年には新型ロケットを開発している宇

宙航空研究開発機構（JAXA）と三菱重工業が攻撃を受けた。これらの発信元の 9 割が中国

からのもので、これらの動向もまた米国議会報告で警告しているように「中国は継続的な

スパイ活動を行っておりその手段はサイバー諜報と企業内部の中国人を使用している」と、

軌を一にするものである。 

また不正輸出では、特に近年日本に対して脅威を増大している中国へ、日本企業から世

界トップレベルの炭素繊維や、自動制御プログラムを組み込んだ半導体製造装置が人民解

放軍の関係先に大量に送られており、日本企業の姿勢が問われる。北朝鮮への不正輸出等

は９件が認められているがこれまでと異なり、いずれもが北朝鮮系企業・団体や北朝鮮人

によるものである。これらの不正輸出等は北朝鮮側の指示で行われている可能性が高く、

中朝貿易が増大している中においても北朝鮮が未だに日本製品を必要としている状況が伺

われる。 

２．部内者による窃取・漏えい 
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（１）大手工作機械メーカーの中国人社員が大量の機密情報を不正取得（2012.3） 

 2012.3.27、愛知県警は、世界最大手の工作機械専業メーカー「ヤマザキマザック」（本

社・愛知県大口町）が保有する設計図面の電子データを不正に持ち出したとして、同社販

売部社員・唐博容疑者（31 歳、中国籍）を不正競争防止法違反（営業秘密の侵害）の疑い

で逮捕した。 

データの流出は 1 月から始まり、持ち出されたデータは 1 万件を超え、大量破壊兵器の

部品を作ることも可能な工作機械の設計図なども含まれていた。 

唐容疑者は同社に 2006年に入社し、現在は電話で商品の問い合わせに応じる担当だった

が、機密性の高い設計図面にアクセスする権限を持っていたことから、勤務時間中に貸与

されたパソコンで会社のサーバーコンピューターに接続して企業秘密となっていた工作機

械の図面情報をダウンロードし、さらに貸与パソコンから個人の外付けハードディスクに

複製し、外部に持ち出していた。 

唐容疑者は会社の調査に対して当初「コピーした記憶はない」と否認、さらに追求され

ると「勉強のためダウンロードしたが、社外に持ち出していない」と話していたが、県警

の唐容疑者の自宅の家宅捜索で、図面を記録したハードディスクが押収された。 

唐容疑者は３月に、「退職して４月には中国に帰国したい」と契約より早く退職しようと

したことを不審に思った会社側が、唐容疑者のパソコンからサーバーヘの接続状況を調べ

たところ、多数回にわたって工作機械の図面に接続した形跡があり、設計図データが不正

にコピーされた可能性が高いことが判明し、警察署に「従業員が情報を不正入手し、持ち

出す恐れがある」と相談したことから、県警が捜査していた。 

同容疑者は周囲に「退職後は国内の同業他社に転職する」と伝えていたことから転職先

に最先端技術を持ち出す目的を持った産業スパイの疑いもあるとみている。 

（『朝日』、『産経』、『東京』、『読売』2012.3.28） 

 

（２）新日鉄の元社員が門外不出の技術を漏えい 新日鉄がポスコ提訴（2012.4） 

 2012 年 4 月、新日本製鉄は、同社が世界のトップシェアを握る方向性電磁鋼板の製造技

術を、韓国鉄鋼最大手のボスコが新日鉄の元開発担当者から不正に入手し、製造、販売し

たとして、ボスコを相手取り、計１千億円の損害賠償などを求める民事訴訟を起こした。 

新日鉄は元社員と秘密保持の契約を交わしており、ボスコを不正競争防止法（営業秘密
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の不正取得行為）違反で東京地裁に提訴、米国でも同鋼板の特許侵害でボスコを訴えた。 

同鋼板の製造技術は、新日鉄が 1960年代に開発し、門外不出として世界のトップシェア

を握ってきたが、2005 年頃から参入したばかりのボスコが急速に品質を高め、さらに中国

の製鉄会社・宝鋼集団も同水準の製品を出すようになった。「高性能の製品をこんな短期間

で作れるはずがない」として、新日鉄はボスコに疑惑の目を向けたが、技術漏えいの証拠

が得られぬまま、市場は浸食されていった。 

 2007 年、ボスコの元研究員が、方向性電磁鋼板の技術を宝鋼集団に漏らした疑いで刑事

訴追されたが、裁判で元研究員は「宝鋼に売ったのは、実は新日鉄の技術だった」と証言、 

判決文には、新日鉄の内部資料とみられるリストや、技術を漏らしたとされる新日鉄 OBの

名前もあったことから新日鉄が調査を開始し、同社 OBの証拠差し押さえを経て今回の提訴

に至った。 

 ボスコに技術を漏えいした OB は方向性電磁鋼板の開発に携わった技術管理の責任者で、

約 20 年前に 50 歳代で退職した。退職時に秘密保持契約を結んだが、その後、金銭と引き

換えに継続的に情報を漏えいしていたとみられる。漏えいには、複数の OBが関わっていた

という。OB らは論文を執筆するなど、業界では有名な存在だったことからボスコ側はこう

した技術者らを組織的に狙い撃ちしたものと見られている。 

（『産経』2012.4.27,5.27、『読売』7.4） 

＊韓国企業は、外国企業からの技術窃取活動を活発に行なっており、2012年 10月に韓国繊維・

化学工業コーロン社が、米化学大手デュポン社から企業秘密を窃取したとしてコーロン社と同社

幹部が米国で起訴されている。同社は、日本の繊維大手・帝人も標的にしてスパイ活動を続けて

いたといわれる。（『産経』2012.10.25） 

 

（３）大手プレス機械メーカーの元課長らが中国企業に企業秘密を漏えい（2012.6） 

2012.6.20、神奈川県警は、川崎市中原区の国内大手プレス機械メーカーから企業秘密の

プレス機械の製造に必要な図面データをコピーして、中国企業に漏えいしたとして、同社

の元課長、古谷政一容疑者（川崎市高津区、48 歳）と会社役員の井上文明容疑者（横須賀

市武、57歳）を不正競争防止法違反（営業秘密の不正開示）容疑で逮捕した。 

古谷容疑者は当時、設計部門の課長で、2009年 11月中旬、同社の関連会社の営業担当だ

った井上容疑者から、ライバル関係にある中国の会社向けに、製造に必要な図面データを

入手したいと依頼された。古谷容疑者は会社貸与のパソコンで同社サーバーにアクセスし、
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企業機密の図面データ 258個をハードディスクに複製して不正に取得。退職した翌 12月に

井上容疑者に渡し、井上容疑者が 2010年 1月に２回にわたり、中国の大手プレス機企業に

郵送するなどして機密を漏えいした疑いが持たれている。 

 県警によると、流出先の中国企業は 2008年 1月、井上容疑者が独立後に立ち上げた会社

と技術提携契約を結んでいたという。井上容疑者は中国企業から 500 万円を受け取り、古

谷容疑者に謝礼として 124 万円を渡していたという。なお、井上容疑者の金融機関の口座

には中国企業から計約４千万円が振り込まれており、本件以外の情報流出も懸念される。 

（『朝日』、『日経』、『産経』、『東京』2012.6.21） 

 

３．情報収集・各種活動基盤拡大関連動向 

 

（１）中国書記官、外登法違反容疑事件・書類送検、スパイ活動の可能性指摘（2012.5） 

2012.5.31、警視庁公安部は、外交官の身分を隠して外国人登録証明書を不正に取得した

として、中国大使館の李春光 1 等書記官（45 歳）を公正証書原本不実記載・同行使と外国

人登録法違反（虚偽申請）容疑で東京地検に書類送検した。中国の外交官が立件されるの

は初めて。外国人登録証を悪用して開設した銀行口座には日本企業から計 150 万円の振り

込みが確認された。 

 警察当局によると、李書記官は人民解放軍傘下の外国語学校を卒業後、軍の情報機関「総

参謀部第２部」に所属し、2007 年 7 月に経済担当の書記官として赴任。公安部から出頭要

請を受けた後の 5月 23日、中国に一時帰国した。 

李書記官の経歴や国内での活動状況などから、スパイだった可能性が高いとしており、

商業活動については、個人的な利得の側面がある一方、中国に進出させた日本企業を人民

解放軍の関連企業の影響下に置き、そこで得た資金を軍に還元しようとした狙いがあった

とみている。（『朝日』『産経』『毎日』『読売』2012.5.29～6.1） 

李春光・1等書記官、肩書変え５回入国在日歴約 15年、幅広い人脈を構成 

地方公務員、研究者、外交官と肩書を次々と変えながら、計５回にわたって日本に入国、

周囲からは日本通の研究者として知られていた。1993 年に福島県須賀川市に国際交流員と

して来日以来、19年間の内、在日歴約 15年。多くの政財界人を輩出した松下政経塾での人

脈を元に各界に幅広く人脈を拡大していった。 

書記官が接触していた相手は、Ｔ農水副大臣をはじめとする農水関係者から、防衛関連
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企業の社員など幅広く、複数の防衛関連企業の社員のほか先端技術の研究団体などの職員

と都内などで接触していた。一部の企業の社員らは中国大使館を訪れていた。中国の情報

機関は公安当局の監視を逃れるため、親交を深めるとの名目で大使館や中国観光に招くこ

とが多い。（『読売』2012.5.31、6.1） 

警視庁公安部「スパイの可能性」を指摘、親中団体を「足場」に東京事務所設置、「研究員」

派遣狙う 

 福島大学院卒業後、帰国し、人民解放軍の総参謀部と関係する調査研究機関「中国社会

科学院」で日本研究所副主任となった。2004 年 8 月、日本国内の親中団体の代表に対し、

「中国社会科学院」の名誉教授になるよう働きかけるとともに、その団体内に、「中国社会

科学院」の東京事務所を設置していたが、中国人を「研究員」などと称して日本に送り込

む拠点とする狙いがあったものと見られる。 

｢アジア現代経済研究所｣（新宿区）幹部らが日本の企業から集めた約 2000万円が使途不明、

軍に渡った可能性も 

 同研究所は、2010 年 8 月に、学術目的の国際シンポジュウム開催や留学生支援などを目

的に設立され、元書記官も研究員として所属していた。同研究所幹部らが日本の企業に中

国の農業特区への進出を呼びかけ、約 2000 万円集めていたがその行方は分かっていない。

警視庁公安部は、この資金が軍部に渡った可能性もあると見ている。 

（『朝日』2012.5.31『産経』6.1、『毎日』5.31） 

農水省最高機密４文書流出 

2012.6.13、農林水産省が元書記官と関係が深い一般社団法人「農林水産物等中国輸出促

進協議会」に最高機密に相当する「機密性３」の文書４件を流出させていたことが分かっ

た。同社団法人はＴ元農水副大臣ら農水省の後押しで設立され、中国への農産物輸出促進

事業を手がけていたが、同書記官は 2010年 5月以降、民主党議員が開いた研究会に２回出

席した形跡があり、協議会の立ち上げ段階から関わっていたことも判明した。 

資金誘導、対日工作共謀か、李元書記官以外の男も頻繁に来日、幅広く接触 

 機密の流出先となった「農林水産物等中国輸出促進協議会」には、元書記官のほかに、

中国国家安全部に所属する元大使館員の男（67歳）も働きかけを行っていた。 

 この男も農林水産省幹部らに接触するなど元書記官と協力して、事業に中国国有企業を

関与させ、日本の資金を中国側に誘導する対日工作を展開していた可能性が高いとみられ

る。男は、1983年に在日中国大使館の 1等書記官として来日。1990年まで教育問題などを
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扱う「教育処」などに所属していた。その後も日中間を頻繁に行き来しており、最近は中

国系や親中団体の役員を名乗り、肩書を変えながら、何度も来日して、政財界やマスコミ

に接触し、中国側に有利な行動に誘導するなど手法は中国の対日工作の典型といえる。 

（『産経』2012.6.14） 

 

（２）朝鮮総連関連活動 

 ア．朝鮮総連幹部が密入国韓国人を工作員に仕立てるために北朝鮮に送り込む（2011.4） 

 2011.4.22、入管難民法違反（不法滞在）容疑で愛知県警に逮捕、起訴された韓国籍の男

の初公判が名古屋地裁で開かれた。男は東京都あきる野市内に住む元建設作業員（67 歳）

で、公判で入管難民法違反罪の起訴内容を認める一方、「1967年に日本から北朝鮮に連れ出

され、工作員教育を受けたが（北朝鮮の）諜報員としての活動は一切していない」と証言

した。 

 捜査関係者や検察側の冒頭陳述によると、男は 1964年に日本に密入国し、愛知県内に住

んでいた 1967年に在日朝鮮人総連合会（以下朝鮮総連）の幹部に「東京に行かないか」と

誘われ上京、翌日すぐに案内役の男から旅行に誘われた。 

 電車で青森に行った後、タクシーで海岸に連れて行かれ乗船。北朝鮮では工作員になる

訓練を強制され、平壌市内のホテルで２カ月間にわたって抗日運動の歴史や朝鮮労働党の

主体思想などの思想教育を受けた後、山中の小屋に移され、乱数表の解読方法や身の隠し

方、重機の操作などの訓練を約 1 カ月間受けた。この後、日本に帰ったら出頭して韓国に

強制送還され、韓国内で祖国統一のための仲間集めや韓国で革命が起きた際の後方支援を

行うよう指示された。 

 1967 年 6 月、北朝鮮から北海道の近くまで船で来て、小型船に乗り換えて上陸。乱数表

と工作資金約 20万円を渡されたが、結局、北朝鮮側の指示に従わず、日本で不法在留を続

け、東京や神奈川両都県などで職を転々として暮らしたという。 

 警察当局は、朝鮮総連の関係者が工作員獲得に関与していた可能性が高い点や北朝鮮が

対韓国工作を活発化させていた時期と一致する点に注目。日本人の拉致事件とも手口が酷

似していることから、供述の信憑性が高いとみている。（『産経』2011.4.23） 

（イ）在日朝鮮人が日本に帰化して北の指令で工作活動、民間団体に潜入 (2012.6) 

2012.6.21、大阪府警外事課などは、兵庫県の中小企業支援制度を悪用して融資金約 l千

万円をだまし取ったとして、尼崎市の運送会社「伍代物流サービス」社長、吉田誠一容疑



 １９ 

者（41歳）と詐欺の指南役とみられる奥田二三男容疑者（大津市、職業不詳、65歳）の２

人を詐欺容疑で逮捕したが、吉田容疑者は元在日朝鮮人で、北朝鮮の工作機関からの指示

を受けて工作員として活動し、北朝鮮側から５年間で少なくとも約 25 万ドル（約 2000 万

円）に上る報酬を受け取っていたことが判明した。 

吉田容疑者は朝鮮総連の幹部をしていた父親の事業を引き継いだが、会社運営が厳しく

なり諜報活動に手を染め、2006 年頃から活動を本格化させていた。活動は、防衛白書や軍

事情報を扱う月刊誌など公開情報を突き合わせて分析してリポートを作成する「オシント

（オープン・ソース・インテリジェンス）活動」や、神戸大大学院の朝鮮半島情勢を研究

するゼミなどに所属して、情報収集活動を行っていたが、その後、活動はエスカレートし、

日本国籍を取得し、吉田誠一として、2011 年３月に脱北者らと連携して北の実情把握を行

っている民間団体にスタッフとして潜入し、脱北者らの情報を入手するばかりでなく、こ

の民間団体の責任者を中朝国境付近で拉致しようと企てていた。 

 このほか 2009年頃、偵察総局から金正日総書記の専属料理人を務めた藤本健二氏（仮名）

の身辺を調べるよう指示を受け、生活状況やメディアでの言動などを報告していたが、北

朝鮮が同氏を再び北朝鮮に招請する際に安全な人物かどうかを調査した可能性が高いとみ

られる。 

同容疑者は、２カ月に１回のペースで北京や香港、マレーシア、インドネシアに渡航を

繰り返して、偵察総局の東南アジア拠点の責任者と接触して収集・分析した情報の授受や

具体的な工作内容の指示を受けていた。 

 同容疑者は、朝鮮総連機関紙の編集長を務めていたほか、国立大大学院などにも在籍し、

潜入した団体を解雇された後も、北朝鮮情報などを伝える東京の報道機関や政府の外郭研

究機関に就職しようと画策しており、朝鮮総連機関紙の編集長、企業の社長、大学院生、

民間団体スタッフ、北の工作員と５つの顔を巧みに使い分けていた。 

吉田容疑者以外にも、脱北者を装って日本に潜入していた工作員がいるとの情報や北朝

鮮に渡った日本人妻の子供を装った人物が脱北者として保護され、日本で活動していたと

の情報も浮上しており、北朝鮮の新たな形の工作手口として注目される。 

（『産経』2012.6.22、7.11、12、8.23） 

＊偵察総局：北朝鮮の朝鮮労働党傘下の作戦部と日本人拉致を実行したとされる「35号室」、人

民武力省傘下の偵察局を統廃合して、2009 年に発足。2010 年に、脱北者を装い韓国に潜入した

工作員２人が、偵察総局の金英徴局長の指示で北朝鮮から亡命した黄長樺元労働党書記の暗殺を
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計画したとして韓国当局に逮捕されている。 

 

４．サイバー攻撃 

 

（１）機密情報等の窃取を狙った攻撃 

ア．経産省にサイバー攻撃 「標的型」一斉メール（2011.11） 

 2011年 11月、パソコン内の情報を抜き取るウイルス付きのメールが経済産業省の職員に

一斉に送られ、省内のパソコン約 20台が感染していたことがわかった。情報漏えいは確認

されていないが、中央省庁や企業を狙う「標的型攻撃」は近年、急激に増えており、メー

ルには「最新資料送付 取扱注意」と書かれ、その日、実際に行われた大畠経産相（当時）

とカザフスタンの下院議長の会談を伝える内容だった。アドレスは、会談を担当する実在

の職員のものに酷似していたことから、約 20人がメールの添付ファイルを開けてしまった

という。 

 ウイルス付きメールが送られる直前、送信元として名前が使われた職員がこの会談につ

いて省内にメールを送っており、同省では、「職員が送ったメールを何らかの方法で抜き取

り、ウイルスをつけて送ったのではないか」と推測している。（『読売』2011.1.22） 

＊2012 年 2 月には、防衛関連企業と取引のある中国地方の造船会社の社員が取引先にメールを

送ったところ、約 11 時間後にメールが盗み取られ、同社の社員になりすまして業界団体２団体

と民間企業４社に標的型メールが送られた。同様の手口の別事例では、なりすましメールに実際

のメールと同じパスワードを使用してパスワード・ロックを仕掛けるなど、偽装がより巧妙化し

ている。（『産経』2012.8.24） 

イ．三菱重工はじめ川重、IHI、三菱電機など防衛産業大手にサイバー攻撃（2011.9） 

2011年 9月、三菱重工業はじめ川崎重工業、IHI、三菱電機など主要防衛産業各社が第三

者から標的型メールのサイバー攻撃を受けていたことが判明した。日本の防衛産業を狙っ

たサイバー攻撃の一端が明らかになったのは初めてで、業界全体が攻撃の対象となってい

る可能性が大きい。 

2011.9.18、三菱重工業本社を含む製造・研究拠点計９カ所にサイバー攻撃が加えられ 83

台のサーバーやコンピューターが「標的型」のウイルスに感染していたことが明らかにな

った。 

同社は 9月 30日、大規模で悪質なサイバー攻撃を受けたとして、警視庁公安部に被害届
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を提出し、受理された。公安部は国際的なスパイ事件として、不正アクセス禁止法違反容

疑などを視野に本格捜査を開始した。 

 同社のコンピューターが少なくとも 50種類以上のウイルスに感染、1台で 28種類のウイ

ルスに感染した端末もあった。ウイルスの一部は「トロイの木馬」タイプで、パソコンな

どを外部から思いのままに操作でき、画面をのぞき見たり、情報を外部に送信したりする

ことが可能になる。また、感染させたパソコンの音声マイクで周囲の会話を盗聴したり、

内蔵カメラで監視したりする機能がついたウイルスもあった。侵入の痕跡を消すこともで

き、解析してもどのような被害があったのか判明しないサーバーもあったという。 

攻撃者が外部のパソコンなどから操作する画面には、中国大陸で使われる簡体字が使用

されていたことから中国語に堪能な人物が攻撃に関与した可能性がある。 

11 月 9 日、三菱重工業はサイバー攻撃を受けてウイルス感染したパソコンやサーバーを

社内調査した結果、「保護すべき防衛情報の社外への流出は認められなかった」と発表した。 

IHIは、９月 20日、同社のサーバーやパソコンが 2009年７月から、第三者からサイバー

攻撃を受けていることを明らかにした。現時点でコンピューターウイルスに感染したケー

スはなく、情報の流出もないという。主に防衛関連部署の社員らに関係者を装って大量に

送られた標的型攻撃メールだった。 

川崎重工業にも、標的型攻撃メールと思われる着信が確認されているがこれまでのとこ

ろ適正な処理をしていることから、外部への情報流出はないという。 

三菱電機でも、同種のメールが、送られていたことを確認している。 

（『産経』2011.11.11、『読売』2011.9.19、20、9.21、22、10.1） 

三菱、川重への攻撃は同一犯の可能性大 

川崎重工には 2011 年 6～8 月、少なくとも３回にわたって、社団法人「日本航空宇宙工

業会」（SAJC）職員や会員企業社員に偽装した標的型メールが送りつけられ、感染したウイ

ルスの外部への送信先は三菱重工業で感染した端末の通信先と同一であることが判明、日

本を代表する防衛大手２社が、同じ攻撃者に狙われていた可能性が浮上した。 

＊過去に別々の犯罪集団が偶然に同じサーバーを踏み台として使っていたケースもあるが、通

常は攻撃ごとに踏み台を作るため、同じサーバーを異なる犯罪集団が共有することは少なく、同

一犯の可能性が高い。攻撃者が日本の防衛秘密を狙っていたとの意図はより明確になった。（『読

売』2011.10.16） 

サイバー攻撃はセキュリティの甘い業界団体に狙いをつけ、これを起点に業界全体に拡大 
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三菱重工業で発覚した攻撃と同様のサイバー攻撃は、社団法人「日本航空宇宙工業会」（東

京都・SJAC）会員企業の社員らの名をかたり SJACを起点に業界全体に拡大していった。 

同会の会員企業は、賛助会員も含め約 140 社。各社からの出向者で構成される職員は日

常的に、計数百人とメールのやり取りをしているといい、これらの情報を盗み取れば、防

衛産業にかかわりの深い人物のメール情報を自在に抜き取ることも、それらの人物になり

すまして、標的型メールに利用することも容易になることから、「攻撃者が狙ったのは、同

会の人的ネットワークだったのでは」と見られる。 

標的型メールに名前を使われていた人物は、外部から指摘を受けるまで全く気づかない

ケースが多く、神奈川県内の航空部品加工会社では、2011 年 3 月の東日本大震災後、会社

の部署アドレスから知らない間に外部に約 120 通のメールが送信されるなどトラブルが続

いたほか、同社の OB（63歳）も、2011年 7月頃、社内の技術担当者から「川崎重工業に送

りつけられたウイルス付きメールに名前が使われている」と連絡があった。知人から定期

的にメールで受け取り、仲間に転送している業界情報が、知らないうちにウイルスを仕込

まれ、川崎重工社員あてに送信されていた。 

同会の技術担当者は、「パソコンなどにウイルス対策ソフトは入れているものの、それ以

上の対策は講じておらず、ネットワークに不正侵入があっても、記録が残る仕組みにはな

っていなかった。当会で扱う情報は基本的に公表されるものが多く、強固なセキュリティ

は不要だと思っていた」と釈明した。 

警察当局の幹部は「１社だけセキュリティ強化に努めても、関係先の対策が甘ければ感

染を広げてしまう。社会全体で危機意識をもたなくては」と指摘している。 

（『読売』2011.10.15） 

サイバー攻撃に中国のインターネット企業の男性従業員が関与 

2012.3.30、米紙ニューヨーク・タイムズは、セキュリティーソフト大手、トレンドマイ

クロ（本社・東京）の分析などを基に、2011 年夏から日本で多発したサイバー攻撃に中国

のインターネット企業の男性従業員が関与していることが判明したと報じた。 

 同紙によると、男性は、中国政府からコンピューター防衛に関する財政支援を受けてい

る四川大学（四川省成都）に 2006～2008年に在籍した元大学院生で、現在は中国のインタ

ーネット会社「テンセント」に勤務。サイバー攻撃に関する修士論文などをオンライン上

に投稿したこともあるという。 

 同紙は複数の専門家の話として、中国政府は、外国の情報収集を目的としたサイバー攻
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撃を民間のハッカーに委託している可能性を指摘している。 

北京の外交筋は「世界で最も厳格なネットの監視態勢が敷かれている中国では、ハッカ

ーは当局の統制下にあると言ってよい。最近は手口の巧妙化と規模拡大が進んでいる」と

警戒感を示している。（『産経』2012.4.2、『読売』2011.9.20、2012.4.1） 

 ウ．衆議院・参議院に対するサイバー攻撃（2011.７～８） 

2011年 7月から 8月にかけて、衆・参両院のコンピューターとサーバーが計 63台が感染、

全議員の IDやパスワードが盗み出された。 

2011．10、衆議院議員のパソコンが 7月 25日に外部からの情報窃取を可能とするウイル

スに感染していたことが明らかになったが、その後の調査で、このパソコンを外部から自

由に操作できる状態“踏み台”としてサーバー４台に侵入して、全議員の IDやパスワード

計 2676 件が盗み出されたとみられるほか、議員らのメールを管理する受信サーバーには 8

月 24日～9月 7日、外部から十数回にわたりアクセスされた痕跡があり、盗まれた IDなど

で議員らになりすまし、全議員の受信メールが最大 15日間にわたって盗み見されていたお

それがあることが明らかになった。 

不正アクセスは中国のサイトなどを通じて行われたことも判明した。 

 また、11 月４日には、参議院では、議員のパソコン３台が中国から送信されたメールで

ウイルスに感染し不正な通信が行われていることが判明した。その後の調査で参院のネッ

トワークサーバー２台が不正アクセスを受け全参院議員と公設秘書の IDとパスワードが盗

まれた可能性があることが分かった。ウイルスは「トロイの木馬」の新型で、衆院のウイ

ルスとは別のもので、メールの一部発信元は中国と見られ、衆・参へのサイバー攻撃の実

行犯が同一かは「分からない」としている。 

（『朝日』2011.11.15、17、22、12.9､16『産経』2011.5、15、25、12.17『読売』2012.7.10） 

エ．外務省の在外公館に対するサイバー攻撃（2011.10） 

2011.10.26、外務省など複数の省庁やアジアや北米など数カ国にある日本大使館など在

外公館が 6 月以降、サイバー攻撃を受け、一部在外公館のコンピューターがウイルス感染

していることが分かった。特定の情報を狙った標的型メールが原因とみられ、外務省が被

害程度や発信元を調査しているが、検出された不正プログラムは、外務省のネットワーク

システムを標的にした特殊なものであったという。外務省は現時点（10 月）で外交機密も

含め情報の流出はないとして、捜査当局への被害届は出していない。（『産経』2011.10.25） 

オ．総務省 PCも感染 震災関連メール装う（2011.11） 
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 2011.11.4、総務省は内部調査で、職員のパソコン 1台から「トロイの木馬」タイプのウ

イルスを検出し、21 台に感染の疑いがあると発表した。東日本大震災関連を装ったメール

が原因とみられ、いずれも外部の特定のサイトに接続を繰り返していた。職員が 7 月下旬

に日本人男性のような名前で送信された「緊急災害対策本部発表資料」と記されたメール

の添付ファイルを開封し、感染したとみられる。 

 接続先のサイトは米国やインド、台湾などで最大で約 150 回接続したパソコンもあった

という。（『産経』2011.11.5） 

 カ．新型ロケット開発中のＪＡＸＡと三菱重工にサイバー攻撃（2012.11） 

2012.11.30、宇宙航空研究開発機構（JAXA）と三菱重工業は、宇宙関連事業に使用して

いるパソコンが新種のウイルスに感染したと相次いで発表した。JAXA の筑波宇宙センター

（茨城県つくば市）ではパソコン１台が感染し、開発中の新型固体燃料ロケット「イプシ

ロン」などの情報が外部に漏洩した可能性がある。 

 漏洩した可能性があるのは、イプシロンの仕様や運用に関わる情報など。パソコンのウ

イルス検索ソフトで 11 月 21 日に見つかり、その後、ウイルスが情報を収集していた跡や

外部と通信していたことを確認した。イプシロンは、2013年夏に内之浦宇宙空間観測所（鹿

児島県肝付町）から 1号機を打ち上げる予定。 

 三菱重工の名古屋航空宇宙システム製作所（名古屋市）では、宇宙関連業務のパソコン

４台が新種のウイルスに感染。情報が流出した可能性もあるとみて、同社は社外の専門業

者と共同で調査に乗り出した。（『産経』2012.12.1） 

 

（２）ウェブサイトの閲覧障害等 

ア．警察庁に対するサイバー攻撃（2011.7） 

2011.7.11、警察庁は、10 日から 11 日未明にかけて同庁と国家公安委員会のホームペー

ジ（HP）にアクセスが集中し閲覧不能な状態になったと発表した。大量のデータを送りつ

け機能を麻痺させるサイバー攻撃「DDｏS 攻撃」を受け、通常の 20 倍の接続が集中し、約

３時間にわたって HPが見られなくなった。発信元の９割が中国であった。 

（『産経』2011.7.8、12『読売』2011.7.7、11､8.26） 

＊同庁の HP は、2010年 9月にも同様のサイバー攻撃を受けており、発信元の９割は中国であ

ることが分かっている。 

イ．人事院、内閣府などをサイバー攻撃 満州事変 80周年 中国で呼びかけ（2011.9） 
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 2011.9.12～18にかけて中国の大手チャットサイトなどが、満州事変 80周年の 18日に日

本の政府機関に対するサイバー攻撃の呼びかけを行い、人事院、内閣府等３機関のウェブ

サイトが「DDｏS攻撃」を受け、最大２時間余にわたり閲覧しにくい状態となった。 

 中国の大手検索サイトの掲示板でも、日本の金融機関や民間企業を攻撃対象として書き

込まれ、福岡県の外郭団体のサイトが「China-Hack・愛国同盟」というタイトルの中国語

のページに改ざんされたことも確認された。（『産経』2011.9.20） 

ウ．富士通のサーバーにサイバー攻撃、200自治体でＨＰ被害（2011.11） 

 2011.11.10、富士通は、地方自治体の手続きをホームページ上で行う電子申請システム

のサーバーがサイバー攻撃を受けたことを明らかにした。システムを利用しているのは福

島、千葉、長野、静岡、三重、兵庫、島根、山口、福岡、鹿児島の 10県で、約 200自治体。

全ての県で、サービスが一時利用できなくなる被害が確認された。 

 富士通によると、11月 9日昼すぎから 10日未明にかけ、電子申請システムのサーバーに、

30余りの IPアドレスを通じて大量のアクセスが繰り返された。そのため、自治体で一時的

に申請手続きができなくなったという。同社は「情報漏洩はない」としている。 

（『産経』2011.11.11） 

エ.国際ハッカー集団アノニマスが財務省などをサイバー攻撃（2012.6） 

 2012.6.26、財務省のホームページ（HP）が国際ハッカー集団アノニマスの「DDｏS攻撃」

受け同省は HPの一部について公開を停止した。最高裁も同日夜、一時通信障害を起こした。 

国土交通省霞ヶ浦河川事務所も攻撃を受けたが、これは攻撃者が、政府機関が集中する「霞

ヶ関」と「霞ヶ浦」を誤認していたことによるもので日本への知識の乏しさが指摘された。 

アノニマスは違法ダウンロードの罰則化を盛り込んだ改正著作権法が 2012年 6月に成立

したことに反発し日本政府を攻撃すると表明していた。（『産経』、『読売』2012.6.27） 

オ．総務省、最高裁、銀行などにサイバー攻撃（閲覧妨害、改ざん）（2012.9） 

政府が尖閣諸島の国有化を閣議決定した 9月 11日以降、総務省や最高裁判所、銀行など

国内の計 19のウェプサイトがサイバー攻撃を受けた。 

総務省統計局や銀行、電力会社など 11のサイトが閲覧困難となったほか、最高裁や東北

大病院など 8のサイトでは一時、中国の国旗の画像などが表示しるなど改ざんされた。 

 警察庁は、中国の大手チャットサイトなどに攻撃予告や攻撃対象が書き込まれていたこ

とから、攻撃の発信元は中国とみている。（『産経』2012.9.15,20） 

（３）個人データ等の収集 
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ア．ソニー、全世界で１億人分の個人情報流出（2011.4） 

2011.4.26、ソニーは同社が運営するゲーム機用インターネット配信サービスなどから個

人情報が大量流失したことを公表した。流出情報は子会社を含め既に判明している最大

7,700万人分と合わせ、全世界で 1億人分を越え、世界最大級となった。 

 不正侵入は 4 月 16 日から 17 日にかけて行われた。20 日に外部からの不正アクセスを認

識しサービスを一時停止したが、情報流出の形跡がないとして翌 21日再開したが 5月 1日

に、情報流出の可能性が浮上し、サービスを再び止めた。 

 本事件では、4月 19日に不正侵入に気づいたにかかわらず公表が 1週間後の 26日で、迅

速な対応が欠けたことに加え、原因究明よりサービス再開を優先した姿勢と保全軽視の姿

勢が問題となった。 

 同サイトは以前から国際ハッカー集団の攻撃を受け、個人情報用サーバーに欠陥がある

ことが指摘されていたが、実効ある対策がとられず、予期出来たはずの“想定内”の課題

に対して対応もしていないとしてシステム管理の怠慢と安全軽視の姿勢が指摘された。 

（『産経』2011.4.28、5.1､4､8） 

 イ．文科省からメールアドレス流出（2011.12） 

 2011.12.28、文科省は、科学技術関係のイベントなどを紹介した文科省のウェブサイト

「科学技術週間」の一部が改ざんされていた問題で、中国国内からサイバー攻撃を受けて

１千人分の氏名やメールアドレスが流出したと発表した。流出したのは 2008年のアンケー

トに回答した 24人分のメールアドレスのほか、大学や地方自治体などに登録していた機関

の担当者 1007人分の氏名とメールアドレス。攻撃は南京市からのものと見られる。 

（『朝日』2011.12.19） 

 

（４）サイバー攻撃に関する関連動向 

ア．サイバー攻撃、米が対中警戒強化、日本に「漢字情報監視」警戒強化を要求（2011.10） 

2011.10.24、日米両政府が 9月 16日に開いたサイバー攻撃対策に関する初の外務・防衛

当局の政策協議で、米側は、「漢字情報の監視を」との表現で、中国に対する警戒強化を日

本政府に要求していたことが分かった。 

 米政府は 2010年 7月に国防総省など政府機関サイトがサイバー攻撃を受けたことに危機

感を強め、2011 年 7 月にサイバー戦略を策定した。同盟国との政策協議も進めており、日

米協議もその一環として開かれた。 
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 2010 年に発表した中国に関する年次報告は、中国軍がコンピユーターウイルスを開発す

るための「情報戦部隊」を創設したと指摘。部隊には民兵が含まれ、現に、攻撃依頼を募

る代行サイトの大半は中国語であり、中国軍と「民兵」が連携したサイバー攻撃に米側が

懸念を強めている。 

 日米協議で名指しを避けつつ中国を唯一の「仮想敵国」に掲げたのも、米側の脅威認識

のあらわれで、国防総省が陸海空・宇宙と並ぶ「第５の戦場」と定義したサイバー空間で

も対中抑止が同盟の課題として、日本の役割拡大を求めている。日本政府機関が 2010年秋

と 2011年 7月に受けたサイバー攻撃も発信元の９割が中国だったが、協議の場で米側は「サ

イバー攻撃を受けた際の情報共有が機能していない」と不満も表明。しかも、直後には三

菱重工業に対するサイバー攻撃も発覚し、ウイルス感染したコンピューターを遠隔操作す

る画面に中国語が使われていたが、同社では既に８月の時点でサーバーがウイルス感染し

た疑いがあることが判明していただけに日本の対応に不信感を高めているとみられる。 

（『産経』2011.10.25） 

 イ．サイバー攻撃の中継パソコンを探索する中国発の不正アクセスが急増 

 サイバー攻撃を行う際の中継点となるコンピューター「踏み台」を探索するための不正

アクセスが 2009年末以降本格化し、国内で大量に検知されている。 

発信元の大半は中国で、2009 年末から検知されているアクセスは、中国の動画共有サイ

トから動画をダウンロードする補助ソフト「TtudouV」を使用しているパソコンやサーバー

を無差別に探索しているという。このソフトを外部からの接続を制限しない状態で使って

いると、検知後に外部から侵入され、知らない間に他のサイトに接続され、大量のデータ

を送信する DDoS攻撃や掲示板への悪意の書き込みの“踏み台”にされる可能性が高い。2011

年 8月ごろからは別の動画ダウンロードソフト「iku」の使用コンピューターを探すアクセ

スが急増し、検知数は 1 日平均約 500 件、9 月 20 日までに計約２万５千件に及んでいる。

関係者によると、中国の動画サイトには、著作権法に抵触する日本の作品なども多く掲載

されており、国内の利用者も少なくないという。セキュリティ対策ができていないと、攻

撃の“踏み台”として悪用される可能性があり、サイバー攻撃の脅威が企業や官公庁だけ

でなく、個人にも及んでいる。 

＊2011 年 3 月に北朝鮮の工作機関が行ったとみられる韓国政府機関へのサイバー攻撃で、攻撃

に関与した日本国内の発信元は、個人の家庭用を含む３台のコンピューターで、所有者の知らな

い間に中継点にされていた。  
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 ウ．「日本へのサイバー攻撃は青島、済南から」中国軍サイバー攻撃米専門家が分析 

2011年 11月、国防総省元中国部長で中国軍事の研究家マーク・ストークス氏らは、安全

保障研究機関「プロジェクト 2049研究所」を通じて「中国人民解放軍の通信諜報とサイバ

ー偵察の基盤」と題する調査報告を作成した。 

 同報告は、中国のサイバー作戦の最大の推進役は人民解放軍で総参謀部第３部が従来の

「技術偵察」の任務である外国機関の通信傍受や暗号解読の枠を広げ、サイバー偵察、サ

イバー攻撃を活発にしてきた結果、実行の主役となったと述べている。 

対外的なサイバー作戦全体を統括するのは総参謀部第３部で、傘下に 12の作戦局と３つ

の研究所を有し、総員 13万人と推定されるという。 

 米国を対象とするサイバー作戦などを担当するのは、第３部指揮下の作戦局のうち上海

に主に拠点をおく第２局で、日本を対象とするのは山東省青島地域に数カ所の基地をおく

第４局のほか、同じ山東省の済南市を本部とする済南軍区の技術偵察局も担当しており、

済南軍区の技術偵察局だけでも約 670人の専門技術者が勤務しているという。 

 中国軍総参謀部はこれからの戦争やそのための体制構築にはコンピューター・ネットワ

ークでの攻防が不可欠だとの基本認識を確立し、作戦を強化している。総参謀部第４部も

電子作戦を担当するとされるが、組織上は第３部に従属する形となっている。 

（『産経』2011.11.25） 

エ．標的型メール急増 2012年上半期は 552件、手口は巧妙化 

2012.8.23、警察庁調べで、防衛関連企業の情報を盗み取る目的とみられる標的型メール

が、2012年上半期（1～６月）に民間企業や中央省庁、地方自治体に 552件送られていたこ

とが分かった。統計を取り始めた 2011年 4月以降で総計 1604件となった。 

 2012年上半期に確認された標的型メールは、1～３月は 225件で、４～６月は 327件と増

加。2011 年 10～12 月の 161 件と比較すると 2012 年に入り急増している。標的型メールに

添付された不正プログラムの接続先は 36％が中国で、11％が日本国内、９％がタイだった。

（『産経』2012.8.24） 

 

 

 

 

５．不正輸出 
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（１）中国、台湾への不正輸出 

ア．台湾に工作機械を不正輸出未遂容疑（2011.2） 

2011.2.21、兵庫県警はミサイルなどの兵器製造に転用可能な工作機械の部品を台湾に輸

出しようとした外為法違反容疑で、大阪市北区の機械卸会社「アイ・ティ・アイ」と同社

業務統括部の女性部長（51歳）を書類送検した。 

同社は、2010 年 4 月、経済産業相の許可を受けずに複合回転部品３点（750 万円相当）

を、神戸港から台湾の切削器製造会社に輸出しようとした。同社は過去複数回にわたって

同種の機械を仕入れており、2007 年以降、主に台湾に繰り返し輸出していた可能性が高い

という。県警によると、女性部長は容疑を認めている。（『産経』2011.2.22） 

*2006 年に台湾製の超高精度な工作機械（NC旋盤加工）が中国で大量に軍事転用され各種兵器の

近代化に利用されていることが明らかとなったが、この種工作機械関連部品が台湾から中国に転

売される危険性も懸念される。 

 イ．化学兵器製造転用可能なポンプの不正輸出（2011.9） 

 2011.9.14、埼玉、茨城両県警は、化学兵器製造に転用可能な特殊なポンプを無許可で中

国に輸出したとしてポンプ製造販売会社「新東洋機械工業」（埼玉県越谷市）の社長（62歳）

と輸出を依頼した都内の自動車部品販売会社役員２人を外為法違反容疑で書類送検した。

同社は 2008年 12月、化学用ポンプ 1個を、経産相の許可を受けずに、鉄鋼大手「JFEスチ

ール」が出資する中国広東省の自動車用鋼板製造会社に輸出した。輸出されたポンプは強

い化学反応にも溶解せず、サリンなどの化学兵器製造に転用可能である。社長は「許可が

必要だと分かっていたが、納期が遅れるのを避けるためにやった」と供述、３人とも容疑

を認めている。（『産経』2011.9.14,15） 

ウ．軍事転用可能半導体製造装置 500台を不正輸出（2011.11） 

2011.11.29、神奈川県警外事課は、軍事転用可能な自動制御プログラムが組み込まれた

装置を中国に不正輸出したとして、外為法違反の容疑で、電子機器販売会社「インターテ

ック」（東京都品川区）の本社及び熊本県に在る同社の事業所など関係先を家宅捜索した。 

同社は、2010 年春ごろから、国内電機大手メーカーの半導体製造のプログラムが組み込

まれた製造装置約 500 台を中国側に売却、不正輸出していた疑いが持たれている。同装置

は国内のトップクラスのメーカーの製品で、大手電機メーカーの関連会社で使用されてい

たものをインターテックが中古品として買い取り、その後、熊本県内の同社事業所を通じ
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て順次、中国福建省・アモイで荷揚げされた後、中国国内の軍需工場へ搬入されたとみら

れている。 

業界関係者によると、半導体製造装置は日本と米国の企業が世界シェア（占有率）の８

割近くを占め、製造には高度な技術の蓄積が必要とされる。 

半導体は現代兵器に欠かせない電子機器で、ミサイルの誘導装置などに組み込まれた可

能性もある。捜査関係者によると、中国側は不正輸出された製造装置で作られた半導体な

どの電子機器を搭載した新たな兵器を開発するため、さらに日本側の技術情報を入手しよ

うとしていた形跡がみられるという。 

同社は 1994 年 11 月に設立。半導体製造装置や半導体の部品の売買、半導体製造装置の

ソフト開発などを行っている。従業員は約 50人。中国・上海や台湾に子会社がある。民間

信用調査会社によれば、2009～2010年の３月期決算での売り上げは約 17億円。利益は減少

傾向となっていたが、2011年の売り上げは約 25億円と増加した。 

（『産経』2011.11.29、30、『読売』11.29） 

 エ．軍事転用可能な炭素繊維を不正輸出（2011.12） 

2011.12.7、警視庁公安部は、ミサイルや戦闘機の部品などに転用可能な炭素繊維の成型

品を中国・香港と台湾に不正輸出したとして、外為法違反の容疑で、中堅化学会社クレハ

の子会社「クレファイン」（東京都中央区）の元管理部長の男性（44歳）と法人としての同

社を東京地検に書類送検した。 

元部長は 2009年１月、経産相の許可を得ずに炭素繊維を成型した製品を香港の企業に輸

出したほか、同年５月、台湾の電子部品製造会社に同製品を不正輸出した疑い。炭素繊維

の一部は最終的に中国人民解放軍のレーダー関連装置などを製造する中国の企業に納入さ

れており最終的に人民解放軍に渡った可能性が高い。また、台湾に輸出された成型品もそ

の後、軍需物資の関連装置を製造する中国・江蘇省の企業に納品されていることから、迂

回輸出が行われた可能性がある。 

輸出にあたって特例制度を悪用 

輸出にあたっては、５万円以下の製品に限り許可を必要としない「少額特例制度」を悪

用し、10 万円以上の製品を 100 円から数千円の「サンプル品」と偽って輸出。ほかにも５

件の無許可輸出があるとみられる。少額特例制度を悪用した規制品の不正輸出の摘発は全

国初で、東京税関は、関税法違反（虚偽申告）容疑でも東京地検に刑事告発した。 

2008 年 9 月に「クレファイン」が設立されるまでは親会社のクレハが同じ製品を輸出し
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ていたが、2007 年 8 月～2008 年 5 月の間、計４回、「少額特例制度」を悪用し無許可でこ

の製品を台湾とシンガポール、タイに輸出していた。 

元部長は、当時、クレハ本社で輸出業務を担当していたが、その後クレファインに出向

し、2010 年 3 月までに計 276 回、この製品を海外に輸出していたが、このうち 174 回が少

額特例制度を利用していた。 

＊クレファインは、クレハが株式の 70％を所有する子会社で、2008年 9月に設立。 

＊炭素繊維はアクリル樹脂や石油、石炭から採れるピッチと呼ばれる有機物を繊維化し、特殊

な熱処理を施したもの。樹脂で固めれば、衝撃で割れにくい強固な板となり、鉄の 10 倍以上の

強度を持つ。重量も鉄の４分の 1 程度で、次世代素材として世界的な需要増が見込まれている。

日本の技術レベルは高く、炭素繊維協会によると「品質、生産量共に世界一の実績」と評価され

ており、国内主要メーカーが世界シェア（占有率）の約７割を占めている。ミサイルの先端部分

やボディー、戦闘機などの翼やボディーの表面素材に使われるほか、電気を伝える性能も高いた

め、軍事通信機器の検査装置等にも使われており経済産業省でも、一定以上の大きさや強度があ

るものについては、大量破壊兵器に転用されるおそれがあるとして、輸出には許可を義務づける

「リスト規制」」の対象として厳しい輸出規制を行っていたが、民間の活用促進のため、2010 年

4 月からは大幅に条件を緩和している。 

元部長、事前に迂回輸出了承の疑い 

2009年 5月ごろ元部長は、クレファインの株式 30％を所有する台湾企業と協議し、軍事

転用可能な高品質の炭素繊維の成型品を中国の軍需産業グループに確実に届けるために、

台湾企業を迂回して中国に運ぶことを当初から了承していた疑いが強く、“中継地点″とな

った台湾企業が中国側の意向を受けて迂回輸出を主導したとみている。その際、「少額特例

制度」を悪用し、サンプル品を装って無許可で台湾へ送り、その後、中国・蘇州にある軍

事機器メーカー傘下の半導体設計・開発会社に転売させていた。 

クレファインは 2008～2009年に中国・蘇州の会社に対して、４回にわたって正規の許可

を得た輸出を行っているが、公安部では「頻繁な輸出から軍事転用を疑われることを恐れ

て、偽装していた疑いがある」として捜査を継続している。 

（『朝日』2011.12.8,21、『産経』12.8、18、『読売』12.7夕刊、8） 

＊東京地検は 2012年 12月 20 日、外為法違反容疑で警視庁から書類送検されていた同社と同

元管理部長について同罪と関税法違反罪で東京簡易裁判所に略式起訴し、同社に罰金 50 万円、

同部長は罰金 20万円。 
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オ．中国軍関係者から炭素繊維の入手を依頼され大阪の商社が不正持ち出し（2012.10） 

2012.10.24、軍事転用される恐れがある炭素繊維が、大阪府内の商社から中国に不正に

持ち出された疑いがあることが明らかになった。 

 捜査関係者などによると、戦闘機の機体に転用したい中国軍関係者が最新鋭旅客機「ボ

ーイング 787」の機体にも使われている東レの最先端の炭素繊維を入手するよう、大阪府内

の商社に依頼した。この商社は東レと取引実績がなかったため、静岡県内のベンチャー企

業に東レの炭素繊維約２トンを２千万円で入手するよう依頼。ベンチャー企業は「工場で

生産する水素発生装置のボディーに使う」などと東レ子会社に虚偽の説明を行い、サンプ

ル約１㎏を確保した。 

2011 年 8 月に、この商社が約 1 ㎏の炭素繊維を経産相の許可を得ないまま、中国に持ち

出し、中国側に手渡したとみられている。（『産経』2012.10.24） 

 

（２）北朝鮮への不正輸出 

北朝鮮の不正輸出・入の拠点は大連、国連報告書で中国の関与を指摘（2012.6） 

国連安保理制裁決議で禁じられている北朝鮮への軍需物資の輸出入に中国が大きく関与

している実態が、６カ国協議参加国当局の報告書で判明した。報告書は、中国・大連港を

不正輸出の「拠点」と名指し、北朝鮮は大連の中国企業を隠れみのにして、輸出入元の国

名を北朝鮮から「中国」と偽装するなど中国当局の黙認や中国企業の関与なしには難しく、

北朝鮮への軍需物資の輸出入に中国が大きく関与していると指摘している。 

金融取引でも、制裁対象の北朝鮮の金融機関「端川商業銀行」が中国の主要都市にペー

パーカンパニーを設立し、同社名義で口座を開設しているほか、中国系銀行に相当数の偽

造口座を開設して、武器取引や、制裁で禁じられているぜいたく品の北朝鮮輸入などの取

引に利用されていると指摘。口座への追跡調査を逃れるため、北京から平壌へ空路で直接、

巨額の資金を持ち出すケースもあり、背景に空港税関など中国当局の黙認があるとも指摘

している。（『朝日』2012.6.13,14、『産経』2012.6.14） 

 

ア．ニット生地を不正輸出、在日朝鮮人の貿易業者ら逮捕（2011.2） 

2011.2.21、大阪府警は、北朝鮮にニット生地を不正輸出したとして外為法違反などの容

疑で大阪市在住の在日朝鮮人の貿易業者（65歳）ら男２人を逮捕した。 
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 業者らは不正輸出の迂回先として、大連の貿易会社「大連グローバル」などを利用して、

中国向けの輸出を装っていた。大連グローバルは北朝鮮の秘密警察「国家安全保衛部」の

幹部が運営し、同国の企業と密接な協力関係があるとされ、これまでに摘発された不正輸

出事件でも迂回先として名前が挙がっている。（『産経』2011.2.22） 

イ．北系貿易会社が北朝鮮から衣料品を不正輸入（2011.5） 

2011.5.11、兵庫県警は、輸出入を禁止されている北朝鮮衣料品（女性用衣服約 300着）

を不正輸入したとして、大阪市生野区の東亜貿易元会社代表金成鳳（46 歳）と義父の外食

チェーン運営会社のオーナー梁大由（65 歳）、名古屋市内の繊維商社の社員の男（44 歳）

ら５人を外為法違反（無承認輸入）容疑で逮捕した。 

金容疑者は以前にも日用品やニット生地を北朝鮮に不正輸出していた。また、梁容疑者

は朝鮮総連幹部や北朝鮮の有力者と交流があり、北朝鮮側で朝鮮労働党の有力者が関与し

ているとみられ、北朝鮮の外貨獲得ルートを構築しようとしたものとみられる。この不正

輸入の捜査の過程で、金容疑者と義父の梁容疑者に次のような不審行動が明らかとなった。 

金容疑者は、不正輸出の捜査が始まった時期の 2009 年 12 月に「東亜貿易」を解散し、

住み慣れた大阪を離れ、千葉に移住して成田空際空港で国際航空貨物の仕分けや積み降ろ

しをする会社で週に１、２回、アルバイトをしていたが、2011 年 5 月、金容疑者が住んで

いた千葉県内の自宅の家宅捜索で「軍事機密」と記された在日米軍の郵便物の写真入り資

料などが入った袋が発見された。資料は数点あり、いずれも A4サイズの文書で「軍事機密

書類」「軍事重要書類」を示す記号が記された「米軍軍事郵便」の封筒を撮影した写真など

が印刷されていた。義父の梁大由容疑者は外食チェーン運営会社のオーナーで、金容疑者

が生活に困ることはなかったとみられ、「最初から在日米軍の郵便物を狙った」ものと見ら

れ、押収された資料と同じものや郵便物が第三者を通じて北朝鮮に送られた可能性もある。 

一方、梁大由容疑者の自宅からは、「厳光哲」と呼ばれる北朝鮮国家安全保衛部幹部と梁

両容疑者が中央に並んで一緒に写った写真が押収された。 

「厳光哲」は、経産省がミサイル開発への関与の疑いがあるとしてリストに掲載してい

る貿易会社の社長も兼ねている。これまでに摘発された不正輸出事件の多くで関与してお

り、中国・大連にある朝鮮労働党経営のレストランに日本の取引先を招いて接待を繰り返

し、物資の調達やさまざまな情報収集を行わせていた。 

梁容疑者は、1984 年北朝鮮への漁船不正輸出事件で逮捕された当時、大阪市内に朝鮮関

係の図書室を開設し、祖国統一のため韓国で活動できる若者を選び、北朝鮮に報告する工
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作活動を行っていた。 

これらの状況から、北朝鮮との不正貿易の一方で「厳」と「梁」２人の指示で金容疑者

が工作活動を行い、貿易ルートをスパイ網として活用していた疑いがある。 

（『産経』2011.5.11、12） 

ウ．高級外車不正輸出 朝鮮籍の容疑者は広範な工作を展開（2011.6） 

 2011.6.20、警視庁公安部は、北朝鮮に中古の高級外車を不正輸出したとして、外為法違

反の容疑で朝鮮籍の会社役員、安田成基こと安成基容凝者（71 歳）を逮捕した。安容疑者

は 2008年 9月と 12月に自分が統括する東京都中央区の貿易会社「合同ホールディングス」

を介して、経産相の許可なしに、中古の高級外車計３台（計 720 万円相当）を神戸港から

韓国の仁川、釜山経由で北朝鮮に輸出した。安容疑者は北朝鮮側から指示を受けて不正輸

出したことを認めている。韓国経由で物品が運ばれた不正輸出事件の摘発は初めて。 

安被告の活動はそれだけにとどまらず、南アフリカからのレアメタルの調達や北朝鮮か

らの農産物の輸入など経済活動のほか、頻繁に韓国を訪れ、政界などに接触して韓国内に

地下組織設立を目指して活動していた。 

また安容疑者は、居場所を把握されないように居住地を転々とし、公安部ですら所在確

認に半年近くかかり、捜査員が尾行すると、駅のホームで突然、行き先とは逆の電車に飛

び乗ったり、コンビニや書店に入って、周囲の様子を窺うなど、工作員として相当の訓練

を受けた可能性が高い。また複数の会社を立ち上げる一方、自分は表に立たず、在日韓国

人系の企業を装っていたことから物資輸出や協力者の獲得を目的に活動したとみられる。 

南アフリカからレアメタルの調達も計画  

 安容疑者は、2010 年 7 月ごろ、レアメタル産出上位国の南アを訪れ、レアメタルの調達

について北朝鮮大使館で話し合っていたことから、高級外車の不正輸出ばかりでなく北朝

鮮向けにさまざまな物資を調達するため、日本国外でも活動していた疑いがある。 

北朝鮮から韓国経由で農水産物の不正輸入も計画 

公安部が安容疑者の関係先を家宅捜索したした際、マツタケやキムチ、カニ、スケソウ

ダラなど北の農水産物を、韓国経由で日本や欧米に持ち込む計画書が発見された。 

 こうした持ち込みを恒常的に行うため流通センター本部を平壌に設置し、将来的には日

本国内にも支部を置き、安容疑者が実質統括する貿易会社「合同ホールディングス」が日

本での農水産物販売などに関わるプランだったという。 

頻繁に韓国を訪れ韓国内でも工作活動の疑い 
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安容疑者の活動は国内にとどまらず、頻繁に韓国を訪れ、政界などに接触していたとみ

られ、2011 年 6 月の家宅捜索の際に韓国の国会議員や政府高官、高級軍人、業界団体の実

力者らの名刺が多数発見された。 

公安部によると、安被告は調べに対し「私はただの在日朝鮮人のビジネスマンとは違う」

「祖国のために活動し、韓国で国会議員に接触するなど、工作活動に従事していた」と認

めたという。 

 韓国では 2011年７月に民間の大学教育研究機関の幹部らが北朝鮮工作機関の指示で、政

治扇動活動をする地下組織を構築した容疑事件が起きているが、安被告の「工作活動」も、

外貨獲得や物資調達などのための貿易推進、経済的な活動や日本での協力者獲得に加え、

韓国実力者の協力を得て同様の地下組織設立を目指して活動していたとみている。 

「朝鮮サンミョン」は、朝鮮労働党の工作員らが隠れみのにしている組織であるが、周

囲に「自分はサンミョン２の日本側のトップ」と話しており、北朝鮮のために政治や経済

工作を行っていた可能性がある。日本では少なくとも５人の協力者を育成して自分の「補

助工作員」として利用していたとみられる。         （『産経』2011.6.30、7.16） 

エ．朝鮮籍の男が食料品などを不正輸出、総書記直系会社と取引（2011.12） 

2011.12.21、大阪地検は、北朝鮮に食料品などを不正輸出したとして貿易会社「クリエ

イト」（名古屋市）代表、李文良（61歳、朝鮮籍、日本名・柳正雄）ら３人を起訴した。 

起訴状などによると、３人は 2009 年 12 月～2010 年 5 月に、中国・大連向けと偽って、

食料品や日用品などを北朝鮮に不正に輸出した。貨物の荷受先として北朝鮮の複数の貿易

会社が挙げられていたが、その一つに、死去した金正日総書記の秘密資金管理組織「39 号

室」傘下の貿易会社「朝鮮綾羅
る ん ら

888」が含まれていた。（『産経』2011.12.22） 

オ．朝鮮籍の男がパソコン機器 4000台以上を不正輸出、科協も関与（2012.2） 

 2012.2.7、警視庁公安部はパソコン 100 台を中国経由で北朝鮮に不正輸出したとして、

中古パソコン販売会社「ポプラテック」（東京都豊島区）社長で、朝鮮籍の李舜奇容疑者（49

歳）（板橋区中板橋）を外為法違反の容疑で逮捕した。 

同容疑者は 2009 年 2 月、無許可で中古の日本製ノート型パソコン 100 台（申告額約 86

万円）を横浜港から中国・大連の貿易会社経由で、北朝鮮へ輸出した。税関に提出した申

告書には、輸出先を「中国」と偽り、液晶モニターなど約 800台も輸出していた。 

パソコンは中国・大連にある北朝鮮系の貿易会社「大連グローバル」が仲介し、平壌市

の北朝鮮企業に納入されたが「大連グローバル」が関与していたことから北朝鮮工作機関
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の発注と見られる。 

李容疑者は、2009年 3月 26日～4月 2日の間、朝鮮総連傘下の在日本朝鮮人科学技術協

会（科協）のメンバーと一緒に訪朝したが、北朝鮮ではほかのメンバーと別行動をとり、

サイバー攻撃への関与が指摘される「朝鮮コンピューターセンター（KCC）」や大量破壊兵

器を開発している疑いのある「平壌情報センター（PIC）」の幹部らと接触し、パソコン機

器納入について協議し、日本に戻った後、6月 18日にパソコン関連機器約 1800台を PICへ

送ったとされる。 

同容疑者は、2008～2009年、北朝鮮に少なくとも 4000台以上のパソコン機器を輸出した

ことが判明しており、サイバー攻撃などで多数のパソコン機器を必要とする北朝鮮にとっ

ては、“利用価値”のある協力者だったとみられる。 

＊朝鮮コンピューターセンター（KCC）は 1990 年に故金日成主席が設立した、プログラム開発

や技術者の育成を担当する機関。2011 年 8 月に韓国のオンラインゲームを狙った不正プログラ

ムがばらまかれた事件では、開発者が KCC 出身の北朝鮮ハッカーだったことが韓国の警察当局の

捜査で判明している。日韓の公安当局は、KCCはハッカーの養成機関で日本や米韓を狙ったサイ

バー攻撃の研究も進めているとみている。 

同容疑者は、別の不正輸出事件（次項）で摘発された在日朝鮮人らの貿易会社「セコロ」

とも連格を取り輸出についてセコロの従業員に対し「中国経由だと旧正月は避けた方がい

い」などと輸出時期等について指南していたことが判明しており、李被告が北朝鮮の物資

調達役となっていた実態が浮かび上がっている。 

在日本朝鮮人科学技術協会（科協）が工作機関の影響下で物資を調達 

李被告のパソコンから、科協が不正輸出に関与していたことを示すメールが見つかって

おり、警視庁公安部は 2012.2.28、科協幹部らが一連の不正輸出を仲介していた疑いがある

として文京区白山の「朝鮮出版会館」内にある科協本部などを捜索した。 

＊在日本朝鮮人科学技術協会（科協）は、在日朝鮮人の科学者や技術者らの団体とされるが、

一方で、朝鮮労働党の工作機関の影響下にあり、北朝鮮の軍事物資開発や調達に深く関わってい

るとみられている。科協をめぐっては、これまでにも不正輸出事件などへの関与が明らかになっ

ており、2003 年にはミサイル燃料開発に転用可能な超微粉砕機「ジェットミル」の不正輸出事

件では、科協幹部が働きかけて、万景峰号で北へ運ばせていたことが判明。2006 年には、陸上

自衛隊の地対空ミサイルシステムに関するデータ流出も発覚している。 

（『朝日』2012.3.12夕刊、『産経』2012.2.8、9、3.16、『読売』2012.2.7、22、28夕刊） 
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カ．サッカーＷ杯予選観戦装い PC不正輸出（2012.3） 

 2012.3.6、警視庁公安部は、北朝鮮で行われたサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）予選

の観戦ツアーに参加するように装い、新品のパソコンを航空機の手荷物に隠して輸出した

として、外為法違反の容疑で、東京都文京区の貿易会社「セコロ」など２社の実質経営者

で、朝鮮籍の女性（51歳）ら３人と法人としての両社を東京地検に書類送検した。 

公安部によると、２社は北朝鮮で大量破壊兵器開発に関係する企業や政府機関・軽工業

省との取引があったとみられる。ほかに送検されたのは２社の従業員男性（37 歳）とパー

ト女性（44歳）。３人は大筋で容疑を認めているという。 

 公安部によると、中国にある知人の会社からメールで発注を受け、パート女性が北へ持

ち込んだとみられる。W杯予選の観戦ツアーで北へ渡っており、公安部は朝鮮総連傘下団体

の便宜供与を受けた疑いがあるとみている。（『産経』2012.3.7） 

キ．朝鮮籍の輸出会社社長らがタイルを不正輸出（2012.4） 

 2012.4.4、京都府警と警視庁などは、北朝鮮に不正にタイルなどを輸出したとして、名

古屋市の輸出会社「ケージェイ」社長・成光渾容疑者（62歳）、同社役員・金今連（56歳）、

同社従業員・成明建（25歳）（３名はいずれも朝鮮籍）と岐阜県多治見市のタイル輸出業「ミ

ズノタイルシステム」社長、水野裕久（53歳）、タイル製造販売業「大勝」会長、小沢勝（68

歳）５名を外為法違反の容疑で逮捕した。 

逮捕容疑は、2009 年 12 月と 2010 年 5 月の２回、経産相の承認を受けずに陶磁製のタイ

ルやコップなど計５万５千点以上（輸出申告価格約 600 万円）を名古屋港から中国の大連

経由で北朝鮮へ不正輸出したとしている。成容凝者ら朝鮮籍の３人は容疑を否認。水野、

小沢両容疑者は「北朝鮮へ送る用意をした」などと容疑を認めている。 

 北朝鮮では４月 15日の「金日成主席生誕 100周年」に向けて、様々な記念行事が予定さ

れ、これに合わせて街並みの化粧直しが数年前から行われていた。警察当局は、国内から

タイルのほかにも大量の資材が北朝鮮に渡っていたとみて調べている。 

貿易会社の社長成光渾容疑者は、2010 年 1 月には北朝鮮から最高級の「金日成勲章」に

次ぐ「国旗勲章 1級」を授与されていたという。（『読売』2012.4.4,５、『産経』4.5） 

ク．ベンツなど高級外車を不正輸出（2012.4） 

2012.4.5、兵庫、鳥取両県警は、北朝鮮にベンツなどの高級外車を不正輸出したとして

自動車販売会社社長（54歳、鳥取県境港市）と会社役員（61歳、広島県福山市）について

外為法違反の容疑で逮捕した。 
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 捜査当局によると、同容疑者らは共謀し、2009 年 5～６月、役員が調達したベンツなど

５台を無許可で神戸港から中国・大連経由で「外国ユーザーリスト」に掲載されている北

朝鮮の貿易会社に不正輸出した。（『読売』2012.4.5） 

ケ．娯楽用品を不正輸出（2012.6） 

2012.6.27、栃木県警は、北朝鮮にスロットマシン 200台など娯楽用品を不正輸出したと

して、会社役員、姜進赫
きょうしんかく

容疑者（宇都宮市・82歳）ら３人を外為法違反の容疑で逮捕した。

いずれも容疑を認めている。（『産経』2012.6.28） 
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第３章 諸外国における兵器技術・情報収集の活動 
 

１．概況 
 
 諸外国における活動でも中国の活動が群を抜いているが、ロシアの活動では、パスポー

トの偽造による伝統的な「なりすまし」のスパイ活動の一端とカナダ海軍将校に対する工

作、米国人経営者ら 11名が 10年間にわたり米国製の小型電子部品約 39億円相当を輸出し

ていたもので単に不正輸出というよりもロシア情報機関の協力者の活動といえるものでロ

シアの根深い工作が垣間見られた。また、軍事技術を取得する方法として武器の大量購入

による技術導入策を進めているが 2009 年のイスラエルからの無人機の大量購入に次いで

2011 年にはフランスから強襲揚陸艦４隻の購入契約を結び、軍近代化とともに技術導入を

図るロシアの動きが活発化している。 

 中国の活動では、大手通信機器企業「華為技術」の活動が相変わらず活発でインドでは

同社の技術者がスパイ容疑で拘束された他、オーストラリア、カナダでは多くの通信事業

を受注しているが 2012 年 3 月にオーストラリア政府が、6 月にはカナダ政府が、それぞれ

安全保障上を理由にして同社を含む中国企業の入札を排除することを決定している。また

米国議会情報特別委は「華為技術」と「中興通訊」の米国に対する活動は商取引であって

も国家安全保障の脅威になるとして米企業の取引自粛、政府、軍関係の調達禁止、米企業

の買収阻止を勧告した。（日本では経団連が 2011 年 2 月に「華為技術」を経団連会員企業

として加入を承認している） 

また中国情報機関や中国企業によるハニー・トラップを用いた情報収集活動が３件、企

業内部の中国人による情報窃取事件が２件、公式訪問団員を装った情報収集活動（未遂）

等の伝統的スパイ活動と欧米諸国の最新宇宙・航空機技術窃取を狙ったサイバー攻撃等が

極めて活発に行われた。 

またフィンランドでは貨物船から上海向けのパトリオットミサイル 69発などが発見・摘

発されたほか、アイスランドでの広大な土地買収動向や米海軍の秘密訓練基地近傍に所在

する米国企業の買収など軍事目的と見られる買収の動きがあったが、いずれも安全保障上

の理由で買収申請が却下された。 

北朝鮮の工作は、対韓国工作を重点にしており４件の工作が韓国当局に摘発された。ま

た韓国の活動では、韓国情報機関による訪韓インドネシア大統領特使の PC窃盗未遂事件と

韓国企業による米国企業の機密情報窃取事件が認められた。 
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２．主要国の兵器技術・情報収集の活動 

 

（１）ロシアの活動 

ア．ロシア外交官がパスポート偽造に関与（2011.2） 

2011.2.1、アイルランド外務省は、ロシアの情報機関員がスパイ活動のためアイルラン

ドのパスポート偽造に関与していたとして、ロシアの外交官 1 人の国外追放を発表した。

警察当局の捜査で、ロシアの情報機関員がアイルランドの一般市民 6 人のデータに基づい

た偽造パスポートを使っていたことが判明した。（『産経』2011.2.3） 

イ．カナダ海軍中尉が機密情報をロシアに漏えい（2012.10） 

2012.10、カナダ捜査当局は、国家機密情報を外国に漏えいしたとして、同国海軍のジェ

フリー・デラエル中尉（40歳）を情報保全法違反容疑で逮捕した。デラエルは 2007年から

2011年までエシュロンに関する情報をロシア GRU工作員に渡していた。 

（『CBC』2012.10.13） 

ウ．露、仏から強襲揚陸艦４艦購入、技術導入が狙い 軍近代化に弾み（2011.6） 

2011.6.17、ロシアとフランスは仏製ミストラル級強襲揚陸艦の売買契約に署名した。 

契約には、他の艦艇や航空機との共同作戦が可能になる戦術情報システム（SENIT9）の提

供も含まれているとされ、ロシア海軍幹部は、同艦を中心に海上での行動が効率化できる

との期待を示した。契約はフランスで建造される 2 隻について締結された。ロシアが希望

すれば年内にもさらに２隻の売買契約を結び、ロシアで建造する予定。価格は 1 隻当たり

約６億ユーロ（約 680億円）とされ、2013年後半に１隻目がロシアに引き渡される見通し。 

 ミストラル級強襲揚陸艦は最大でヘリコプター16 機、兵員 900 人の輸送能力がある。ロ

シアの兵器製造技術の老朽化は 2008年のグルジア紛争以降、たびたび指摘され自前の建造

技術では使用に耐えないとし、フランスからの獲得を目指してきた。 

＊2010.6.10、訪仏したプーチン首相は、強襲揚陸艦の購入について「技術移転が伴う場合のみ

意味がある」と述べ、同艦の購入が技術の導入によって自前の建造につながることに期待をかけ

ていた。（『朝日』2010.6.14） 

ロシア海軍幹部は 2011年１月、太平洋艦隊に配備し軍備増強する意向を表明。軍事面か

ら北方領土の主権固定化を目指す動きとして注目される。ロシアが北大西洋条約機構

（NATO）加盟国から大型兵器を購入するのはソ連崩壊後、初めてで、これを機に遅れが目

立つ軍事技術の近代化に弾みをつけたい狙いがある。一方、売却には米国のほか日本やバ
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ルト諸国などが懸念を示してきた経緯があり、欧州連合（EU）域内の親露派と目されるフ

ランスの姿勢を改めて示すものといえる。（『産経』2011.6.18） 

＊ロシアは、イスラエルと軍事協定署名、イスラエルから無人偵察機購入によって製造と技術移

転を狙う（2010.9） 

ロシアは、2008 年のグルジア紛争でイスラエル製の無人偵察機に苦戦、ロシア軍の後進性が

露呈、兵器の近代化が最重要課題となり、イスラエルからの技術導入が不可欠と判断し、その一

環として、無人偵察機を大量購入する交渉を進め 2009 年 4 月に、ミサイル搭載可能な無人偵察

機 12 機を５千万ドルで購入、引き続き 1 億ドル相当の無人偵察機購入の交渉を継続してきた。

イスラエルは、ロシアがイランに対する地対空ミサイルシステム「Ｓ300」の供与中止を条件と

していたが、2010 年 2 月、ロシアは 2008 年にイランと契約署名した「Ｓ300」５基の供与契約

見合わせを発表し、2010.9.6、ロシアとイスラエルは長期的な軍事協力に関する枠組み協定（詳

細は不明）に署名した。 

ロシアは外国製兵器導入にあたっては、兵器導入による軍の装備の近代化のみならず、むしろ

導入によって自国内での製造と技術移転につなげることを重視しており、同機を分析して国産機

の技術向上にも役立てる狙いをもっている。 

（『朝日』2010.2.22、9.8、『産経』2009.12.16、10.9.11）） 

 

（２）中国の活動 

ア．中国通信機器大手・華為技術の活動 

世界有数の通信機器メーカー、「華為技術」（フアーウェイ・テクノロジーズ、本社・

深圳市）はこれまでも米国通信機器大手の企業買収や通信機器企業への通信機器や部品の

供給など図ってきたが、同社はサイバー攻撃や中国情報機関に特別のネットワークを提供

するなどスパイ活動にも関与している疑念があり、いずれも安全保障上の理由によって阻

止されてきたがその後も欧米諸国などに対して依然として市場参入や情報収集活動を活発

に行っている。 

 一方、日本においては、2005 年に日本法人を設立し、日本国内の国内携帯電話事業者の

イー・モバイル向けに無線基地局や端末を販売しているが、業務拡大に伴ってかねてから

経団連入りを打診していたが、2011 年 2 月、経団連理事会は日本経団連の会員企業として

同社の加盟を承認した。 
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＊200７年９月に米国防総省コンピューター・システムの侵入防止装置や米軍の通信機密保持

作業に関わってきた米ネットワーク機器大手・スリーコムの買収計画、2010 年 7 月には米国の

インターネットソフトウェア会社などの買収計画、2010 年 8 月には米スプリント・ネクステル

および同年末には、米通信大手 AT&Tへの通信機器の供給を計画していた。 

（ア）華為技術の技術者らがインドでスパイ活動容疑（2011.1） 

2011.1.13、中国の通信機器大手、華為技術のプロジェクト主任と技術者ら３名がパスポ

ートや査証を携行せずネパールからインド側に侵入、国境近くにあるインド側の軍事施設

に入り写真を撮影したとして、スパイなどの容疑でインド警察に逮捕された。所持してい

たカメラからはインド国境警察の施設などの写真が見つかっている。 

（『産経』2011.1.21、22） 

＊2010年 3月、インド政府は、華為技術や中興通詞（ZTE）などが製造する電話交換機等の通

信設備・機器には、盗聴機能などが備わったチップが組み込まれており、遠隔操作で機密性が高

いネットワークへの侵入も可能になることから、安全保障上の重大な問題だとして安全検査を厳

格化するなど締め出しを図っている。 

（イ）カナダの通信事業に「華為技術」が参入していることに米が警告（2012.5） 

2012.5.16、米国家情報長官室でスパイ対策などを統括したミシェル・バンクリーブ氏は

カナダ放送協会（CBC）とのインタビューで、カナダが通信事業に中国の通信機器最大手華

為技術の参入を許し、カナダで多くの通信事業を受注していることで、同盟国である米国

などがサイバー攻撃を受ける「現実的な危険」があると警告し、「中国は全体主義的政府で

あり、華為技術が望まなくても、軍事、情報活動目的で同社の事業をコントロールする」

可能性が十分あると指摘した。（『産経』2012.5.18） 

（ウ）オーストラリア、カナダ両政府は華為技術の入札参加禁止（2012.3、6） 

2012年 3月、オーストラリア政府は国家高速通信網への華為技術の入札参加を禁止し、 

2012 年 6 月にはカナダ政府が、国家安全保障上の措置として新ネットワークシステムの

入札から外国企業を排除する方針を決定し、発注先候補となっていた華為技術を事実上入

札から排除した。（『産経』2012.6.28） 

（エ）「華為技術」などが対米スパイ工作に関与 政府や軍関連機関への調達禁止、米企業

の買収阻止を勧告 （米下院情報特別委報告書：2012.10） 

2012.10.8、米下院情報特別委員会は、「華為技術」と「中興通訊「（ZTE）」の活動が米国

の国家安全保障への脅威になるとする調査報告書を発表した。 
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同報告書によると、両社は中国の党、政府、軍と特別な関係にあり、それぞれ社内に共

産党委員会が存在し、企業全体が同党の意思で動いている。 

両社は、サイバー作戦の技術面で枢要な役割を果たしており、これらの製品を米側の軍

や政府、民間の電力、金融などのコンピューター・システムに組み込むと、中国側の操作

により同システムに破壊や混乱を起こすことが可能で、米国の安全保障を阻害する可能性

がある。（＊この種の情報の詳細は報告書の非公開部分に記されているという） 

これらのことから両社の米国に対する活動は商業的であっても米国の国家安全保障への

脅威になるとして、米企業は両社との取引を自粛し、特に政府や軍関連機関への調達禁止、

米企業の買収阻止を勧告している。 

また、華為技術の創業者の任正非総裁は、人民解放軍の出身で軍との間に特殊な絆があ

り、孫亜芳会長は公安部門とつながっている疑いが強く、華為技術は、軍のサイバー攻撃・

スパイ部隊に特別のネットワークサービスを秘密裏に提供し対米スパイ工作にまで関わっ

ており、それを示す書類を、複数の元社員から入手したとしている。 

 下院情報特別委は、両社に知的所有権侵害や汚職、入国管理法違反など法律違反の行為

が多いとして、米捜査当局にも刑事事件捜査の開始を要請した。（『産経』2012.10.9、10） 

＊2012年 11 月には、米国の核研究施設が、安全保障を理由に、中国メーカー製の通信機器を

交換している。 

イ．ハニー・トラップ工作 

（ア）台湾陸軍少将、在外武官時に工作を受け、中国に軍事機密漏えい（2011.2） 

2011.2.8、台湾国防部は、「中国に軍事機密情報を長期間にわたり漏えいした重大な疑い

で１月 25日、陸軍司令部（通信電子資訊処）の羅賢哲処長（少将）を逮捕した」と発表し

た。 

同少将は、2002 年から 2005 年まで駐タイ駐在武官として赴任していたが、2003 年ごろ

中国の諜報機関に獲得され、タイ駐在の中国武官やオーストラリアのパスポートを保有す

る中国系女性スパイとタイや米国で密会を重ねていた。2005 年に台湾に帰国したが、同少

将は海外出張の機会が多く、そのたびに中国の女性スパイと接触し、情報を渡していたと

みられている。同少将は機密文書提供の見返りに毎回 10万～20万㌦を受領、総額は 100万

㌦を超えたとされる。スパイ活動を続けながら、国防部中枢の諜報・通信関係部門を経て

2008年に現職に就き、少将に昇進した。国防部は彼のスパイ活動を「2010年 6月、米連邦

捜査局（FBI）の通報で事実を知った」としており、10年近くも野放しだったことから内部
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管理の甘さが批判されている。 

 中国軍に流れた疑いのある機密情報は①陸海空 3 軍の合同同時作戦を遂行するために 10

年の歳月と約 500億台湾元（約 1400億円）をかけて米国から導入した高度な指揮通信シス

テム（通称「博勝案」）②陸軍が台湾全土に配備した地下光ファイバー網の見取り図③陸軍

の戦術区域通信管理システムなどが含まれる。 

 台湾は現在、米国と連携して衛星などで状況を監視、偵察し、各種情報をコンピュータ

ー処理しながら陸海空部隊を一元化する C4ISR の整備計画「博勝案」を進めており、全体

の 3分の 1が完了した段階。同少将は同案の装備を管理する立場にあったが、国防部は「必

ずしも機密性の高い技術に関する資料を管理していない」と説明している。 

しかし、台湾軍のハイテク戦の中枢が丸裸にされかねない上、「博勝案」は米台合同作戦

も想定したシステムで、台湾経由で米軍の機密情報が中国に流れた可能性も大きく、漏え

いしたとみられる軍事機密の重大性、米台関係への影響など、そのダメージは計り知れな

い。同少将は、10月に無期懲役の判決を受けた。 

 中台の諜報戦では 1990年代まで台湾が優勢だったが、今世紀には完全に逆転した。この

10 年に台湾で発覚した中国スパイ事件は、16 件にのぼっており、2010 年 11 月には、国防

部軍事情報局の大佐が機密漏えい容疑で逮捕されるなどこの数年来、軍高官によるスパイ

事件が続いている。 

＊中国との交流は、馬英九政権の 3 年で交流は飛躍的に拡大し、特に台湾の退役将軍の

訪中団がひきもきらず、中国軍とのゴルフや酒宴を交えた親密な交流ぶりがメディアの話

題になっている。中国は彼らの不動産投資に便宜をはかり、北京や上海などに「将軍村」

と称される地域まで出現している。2011 年６月には元総政治部作戦主任ら台湾国防軍の退

役将官約 20人が訪中、両国軍人交流座談会で、台湾軍の複数の元将官が「国軍（台湾軍）

共軍（中国軍）共に同じ中国軍」「歴史的な使命の（中台）統一に向けて共に頑張ろう」と

発言し、台湾国内に大きな波紋を拡げた。 

国防部は「両岸（中台）関係は改善しているが、諜報戦は継続しており、取り込み工作

は激しくなっており、今回の事件は氷山の一角」と警戒を強めている。米国が台湾へのハ

イテク兵器売却に慎重な一因として、かねてこうした事態への懸念が指摘されていた。 

（『朝日』、『産経』、『毎日』2011.2.10、『産経』2.22） 

 

（イ）在上海韓国総領事館員３人、中国女性と関係、内部情報を流出（2011.3） 
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2011.3.8、在上海韓国総領事館に勤務していた韓国外交官３名が、現地で中国女性と″

不適切な関係″を持ち内部情報を流出させたことが明らかになった。 

韓国政府の首相室当局は 2010年来、上海総領事館でビザの不正発給や女性関係など問題

があった領事３人の調査を進めてきた結果、以前から中国当局との人脈を誇示し韓国総領

事館と関係の深かった中国人女性（朝鮮族出身、33 歳）の存在が判明した。中国女性は韓

国男性と結婚していながら、一方で同時多発的に韓国外交官と“関係”があったことから″

「中国当局の情報員ではなかったか」との疑惑が広がっている。 

 彼女と“不適切な関係”があった３人は総領事館在任中にビザ不正発給のほか、総領事

館の非常連絡網など領事関連情報や人事資料、韓国政財界の有力者約 200 人の携帯電話番

号など各種情報を彼女に提供していた。 

 外交通商省など韓国の関係当局は「機密情報の流出はなかった」とし、スパイ事件では

なく、個人的な不倫事件の扱いにしているが、マスコミ界からは「政府当局は事件を隠蔽

し、問題を意図的に縮小しようとしている」との批判が出ている。 

中国側とのパイプや人脈作りが難しい韓国総領事館の歴代外交官たちは「上海市当局に

顔が利く」という彼女にしばしば“お世話”になってきたといわれ、その存在は上海の韓

国社会ではよく知られた人物という。（『産経』2011.3.9） 

（ウ）中国・華鋭風電、「ハニー・トラップ」と「カネ」で技術窃取（2012.9） 

スマートグリッド（次世代送電網）などの発電所のシステム会社、アメリカン・スーパ

ーコンダクター・コーポレーション（AMSC）の技術研究所の技師が華鋭風電側の「ハニー・

トラップ」と「カネ」で取り込まれ、同社の制御装置のプログラミング・コードを漏えい

し、対価として 180万㌦の報酬を得ていたことが明らかになった。 

2011 年春、大口顧客だった中国の華鋭風電は、2013 年まで続く予定だった AMSC からの

制御装置購入を突如キャンセルした。その２カ月後に、AMSC が風力発電所を運営していた

中国の甘粛省で、風力発電所でタービンの制御装置に不具合があり、点検したところ、同

タービンは華鋭風電製で、AMSC と同じプログラムを使って稼働を制御していたことから、

同社の技術が漏えいした疑いがあるとして社内で調査した結果、華鋭風電の工作事実が判

明した。 

 華鋭風電は AMSCからプログラミング・コードを得た結果、AMSCなしで発電所を独立運営

し得るようになったばかりでなく、ブラジルなど新興国にも進出し、AMSC の経営が窮地に

陥り、現在 AMSCは、12億ドルの損害賠償を求めて華鋭風電と係争中だが、中国内の裁判で
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は勝ち目がないとみられている。（『産経』2012.9.12） 

ウ．部内者から収集  

（ア）サムスンの中国人女性従業員が企業秘密窃取（2011.3） 

 韓国の警察当局はサムスン電子の家電部門に勤務していた中国籍の女性（40 歳）を、企

業秘密窃取の疑いで逮捕した。女性は盗んだ情報を中国の家電企業に横流ししようとして

いた。韓国警察庁によると、2011年 1月から３月までに 17件の産業スパイ事件が摘発され

82 人が逮捕されており、昨年同期に比べて約３培に増加した。その内、機密が海外に渡っ

た事件は７件で、ほとんどが中国関連という。（『国民新聞』2011.6.25） 

（イ）中国系米国人女性技師が企業秘密窃盗、禁錮４年の判決（2012.8） 

 2012.8.29、米シカゴの連邦地裁は、元米通信機器大手モトローラ（当時）から企業秘密

を窃取した同社ソフトウェア技師の中国系米国人女性、ハンジエアン・ジン被告に対し禁

錮４年の判決を言い渡した。 

 被告は 1998～2007年、モトローラに勤務していたが、2007年 2月、シカゴの国際空港で

中国行きの旅客機に搭乗する直前の荷物検査で、1000 件以上の技術情報が記載された文書

や電子データ、現金約 3万ドル（約 240万円）を所持しているのが見つかり、拘束された。

中国行きの旅客機に搭乗する直前で片道航空券を所持していた。（『産経』2012.8.31） 

（ウ）部内者、提携企業社員によるサムスンの最先端技術の窃取、漏えい（2012.7） 

韓国のサムスン、LGは、有機 ELテレビで独走態勢にあるが、中国・台湾が急速な追い上

げを図っている。そのサムスンの最先端技術をめぐって、「金銭等の見返りに情報を漏えい

する開発研究者」と「研究者の引き抜き」等によって技術の入手を図る、ライバル競合企

業等の２つの構図が明らかになった。 

2012.7、薄型テレビで世界トップシェアを争う韓国サムスン電子と LG 電子の有機 EL テ

レビの最先端技術に関する情報が、イスラエル企業を通じて海外に流出し、韓国検察が捜

査に乗りだした。 

流出した技術は、サムスンが４年の期間と 1 兆 1 千億ウォン（約 759 億円）を投じて開

発したもので、次世代の大型薄型テレビやスマートフォン（高機能携帯電話）のコア技術

と目されもので、韓国では法律で「中核産業技術」に指定され、「産業界の国宝級技術」（韓

国司法当局幹部）と形容される重要技術。 

①提携外国企業の韓国人社員らが検査機器の点検を装って技術情報を窃取 

 韓国検察によると、流出事件が起きたのは 2011年 11月から 2012年 1月までの間。サム
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スンと LGのパネル工場に検査機器の点検を装って出入りしていたイスラエルの検査機器供

給会社の韓国支社に勤務する韓国人社員らが、設計回路図を撮影、カード型 USB メモリー

などに保存したデータを財布やベルト、靴などに隠して持ち出したという。 

盗み出された技術情報は、中国や台湾の企業に売却されたものとみられる。 

②技術開発研究員がライバル会社に金銭、役員ポストを見返りに開発技術情報を漏えい 

サムスンとライバル、競合関係にある LG の有機 EL テレビ技術は、サムスンの元開発研

究者を引き抜いて情報を得た疑いが持ち上がり、既に刑事事件にまで発展している。 

2012 年 4 月、サムスンの子会社「サムスンモバイルディスプレー」でサムスンの新型デ

ィスプレー方式の開発を主導していた 40 歳代の元研究員が、ライバル企業の LG に 1 億 9

千万ウォンで技術情報を引き渡したとして産業技術の流出防止及び保護に関する法律違反

などの容疑で逮捕された。 

同研究員は、LG 側が情報提供の見返りとして約束していた役員ポストの提供が拒まれる

と、今度は中国企業に接触して「技術の二重売り」（サムスン関係者）を図り、盗み出され

た技術情報が既に中国の企業に売却された可能性が高いという。（『産経』2012.7.21） 

エ．台湾海軍の元中佐が中国へ情報漏えい 数人の退役将校も関与（2012.3） 

2012.3、台湾国防軍当局は、台湾海峡の気象海洋に関する情報などを中国側に漏えいし

たとして海軍大気海洋局政治作戦処の元中佐を検挙した。同中佐は先に退役した同僚を介

して中国側と関係を持ち、情報を流して利益を得ていたという。台湾の中央通信社などに

よると、他に数人の退役将校も関与しているという。（『ABC』2012.10.30） 

オ．公式訪問団員を装う機密情報入手企図 

公式訪問団通訳を装い露の軍事機密入手を図り、スパイ容疑で中国人拘束（2011.10） 

2011.10.5、ロシア連邦保安局（FSB）は、地対空ミサイルシステム「Ｓ300」の機密情報

を入手しようとしたスパイ容疑で、中国人の男 1人を昨年（2010.10）拘束したことを明ら

かにした。男は、中国の公式代表団の通訳を装い、国家機密であるＳ300の技術や修理に関

する文書を賄賂と引き替えに手に入れようとした。（『産経』2011.10.6） 

カ．パキスタン、中国に米ヘリコプター・ブラックホークの情報提供疑惑（2011.8） 

 2011.8.15、欧米のマスコミは、2011年 5月に国際テロ組織アルカーイダの指導者ウサマ・

ビンラーディン容疑者の襲撃作戦中に不時着したステルス性能を持つ米軍の最新鋭ヘリコ

プター「ブラックホーク」の残骸の調査を、パキスタン軍の情報機関、三軍統合情報部（ISI）

が米軍の意向に反して中国の技術者に写真撮影や調査を許可し、中国の技術者 3 人がヘリ
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コプターの後部部分の残骸を写真撮影し、破片の一部を持ち帰ったと伝えた。中国軍は次

世代ステルス戦闘機「殲 20」の開発などを進めており、米軍のステルス技術の解析や回転

翼の騒音を抑える特殊技術を分析する可能性がある。 

米国側は軍事機密を理由に事実確認を避けているが、AP 通信は複数の米国防総省高官の

話として、米国はパキスタンが中国に調査を許可したことは既に知っていると報じている。

米軍は当初から残骸の返還を強く要求し、米中央情報局（CIA）はヘリコプターを他国に公

開しないよう要請していた。パキスタン軍のアッバス報道官は、米軍ヘリの情報収集を中

国に許可したのではないかとの報道について、「事実ではない」と否定した。 

（『産経』2011.8.16、17） 

 

（３）北朝鮮、韓国の活動 

 ア．北工作員の指示で韓国防衛産業界から軍事情報を収集（2012.5） 

2012.5.30、ソウル地方警察庁は、北朝鮮工作員の指示で軍事情報を集めていたとして、

貿易会社経営の男（74歳）ら２人を逮捕、送検したと発表した。 

男は 2011年 7月、中国・丹東で、北朝鮮の海外工作などを担当する人民武力省・偵察総

局の工作員から指示を受け、韓国の防衛産業界から対空レーダーなどのカタログやマニュ

アルなどを集めていた。（『読売』2012.6.1） 

イ．貿易会社経営者が GPS妨害技術を入手、北朝鮮に漏えい（未遂）（2012.5） 

2012.5.30、韓国警察は、北朝鮮に衛星利用測位システム（GPS）の電波妨害装置などの

技術を流出させようとしていた貿易会社経営者ら２人をスパイ容疑で逮捕した。1人は韓国

人で、もう１人は韓国系ニュージーランド人という。 

 ２人は韓国の防衛産業関係者と接触し、GPS妨害装置や対空監視レーダー等の情報を入手、

北朝鮮に渡そうとした疑いが持たれている。2011 年４月には、中国遼寧省丹東市に事務所

を設置していた。（『産経』2012.5.31） 

ウ．韓国軍の電磁波防御施設計画が建設業者に流出（2012.8） 

2012.8.20、韓国紙、朝鮮日報は軍消息筋の話として、北朝鮮の電磁パルス（EMP）によ

る攻撃に備え韓国軍が全面戦争時に大統領や軍首脳部らが指揮を執るための施設として計

画している防御施設の基本計画と設計図面が閲覧権限のない建設業者に流出したと報じた。

（『産経』2012.8.21） 

エ．韓国軍の機密情報を入手して北朝鮮に漏えい（2012.9） 
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 2012.9、韓国検察は、韓国軍の機密情報を北朝鮮に伝えたとして国家保安法違反容疑で、

50歳代の韓国人男女２人を逮捕した。 

 逮捕された女の兄は、韓国軍部隊に監視カメラを納品する仕事に関わっていたことから、

女と内縁関係にあった男はこれを利用して、監視カメラの性能や設置場所に関する情報を

入手して朝鮮労働党統一戦線部に送っていたという。 

男は、北京で南北経済交流事業の北朝鮮側関係者に、北朝鮮工作員に会わせてほしいと

頼み込み、面会が実現した後、工作員にスパイ活動をしたいと志願、スパイ教育を受けた

後、2007 年頃から中国との間を往来したり、暗号を使用して情報を北朝鮮に送っていた疑

いがある。（『産経』2012.9.5） 

オ．韓国の保全上の懸念が増大、総選挙で親北議員躍進、国家機密へ接近可能（2012.6.） 

４月の総選挙で 13議席に躍進した親・北朝鮮派の統合進歩党の親北議員が“議員特権”

を背景に国家機密への接近が可能になり、安全保障や軍事関連の重要情報が彼らを通じ北

朝鮮に筒抜けになる危険性があると、懸念の声が高まっている。 

統合進歩党は総選挙の比例代表候補選出に不正があったことから内紛が激化し分裂状態

となっているが、その不正事件の中心となった主流派の親北議員６名は議員辞退要求を拒

否し“議席維持”に強い執着を見せている。 

国会議員以上に問題視されているのが議員補佐官たちで、議員 1 人当たり９人の補佐官

の身分が保証されていることから、大量の親北活動家が議員補佐官として国会に進出し、

各種の国家情報に接近できることになった。 

 特に国会の安保・外交・軍事関連委員会はしばしば非公開で軍や情報機関幹部から“秘

密報告”を受けており、今後これらの機密情報が親北議員や補佐官を通じ北朝鮮に流出す

る危険性が取り沙汰されている。（『産経』2012.6.1） 

カ．韓国大手繊維・化学工業コーロン社が米企業の企業秘密窃取、日本の繊維大手・帝 

人にも触手（2012.10） 

2012.10.18、米司法省は、韓国繊維・化学工業コーロン社が、米化学大手デュポン社か

ら企業秘密を窃取したとしてコーロン社と同社幹部を起訴したと発表した。同社は、日本

の繊維大手・帝人も標的にしてスパイ活動を続けていたという。（『産経』2012.10.25） 

 

 

３．サイバー攻撃 
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サイバー攻撃は近年に入り益々急増しており、2011 年 6 月に、サイバー攻撃の実態や情

報セキュリティの強化に向けた提言をまとめた米商務省は、2010 年のインターネットを通

じたサイバー攻撃は約５万５千件に上り、ネットビジネスの成長に伴って、「サイバー攻撃

の懸念も高まっている」と強調した。（『産経』2011.6.21） 

 2011 年 8 月には、米コンピューター安全対策大手マカフイーが、過去５年間のサイバー

攻撃に関する調査の結果「米政府や国連、日本など 72の国・地域や組織、企業が同一犯又

は同一グループによる攻撃を受け、その期間は 1 カ月から最長約２年半で、軍事、外交、

ビジネス関係の情報が狙われ、過去最大規模のサイバー攻撃を受けた」と明らかにしたが

攻撃者については、名指しを避け、背後に国家の存在があると指摘するに留めていた。 

（『産経』2011.8.4） 

その後、2011年 10月の米下院情報特別委員会のサイバー攻撃に関する公聴会では、同委

員会のマイク・ロジャーズ委員長（共和）は、中国政府が米企業などの知的財産を盗み出

すため「容認できないレベル」のサイバー攻撃を仕掛けていると断定し、「中国によるサイ

バー攻撃で企業の貴重な知的財産が失われているが、多くの企業が中国側の報復を恐れて

攻撃の被害公表を控えており、表面化した事件は氷山の一角だ」と強調した。 

 ただ、公表を控える企業も非公開の場では中国を発信源にしたサイバー攻撃の被害に言

及しており、企業の専門家らは高度な技術を駆使した攻撃内容から「中国政府が関与して

いることにほとんど疑いはない」とみていると語った。（『産経』2011.8.4、10.6） 

 

（１）兵器技術・情報等の窃取を狙ったサイバー攻撃 

 ア．「グローバルホーク」の秘密情報を狙い韓国国防省にハッキング（2011.3） 

 2011.3.7、韓国野党民主党の辛鶴用議員事務所は、中国が 2010年 6月、米国製の最新鋭

大型無人偵察機「グローバルホーク」に関する秘密情報を窃取するため、韓国国防省のコ

ンピューターをハッキングしたとの報告を政府関係者から受けたことを明らかにした。 

（『産経』2011.3.8） 

＊これまでにも 2009年には兵器開発も行っているカナダ防衛研究所（1月）、米大統領専用ヘ

リ・マリーンワンの設計図流出（３月）、欧エアバス社の最新鋭旅客機に関する情報流出（４月）、

Ｆ35の設計図、電子システムなどの情報流出（４月）IHIにサイバー攻撃（７月）などが生起し

ている。 
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イ．ロッキード社に対するサイバー攻撃（2011.5） 

2011.5.28、ロイター通信は、米航空大手ロッキード・マーチン社がサイバー攻撃を受け

たと報じた。同社の広報担当者は、即座に対応したため顧客情報やプログラムなどの流出

はなかったと発表した。（『産経』2011.5.30） 

ウ．米、英の化学・軍事企業・核抑止システムなどを標的としたサイバー攻撃（2011.11） 

米国のコンピューターセキュリテイ対策会社「シマンテック」は、少なくても 48の化学、

軍事関連企業が所有する技術的な機密情報が中国発と疑われているサイバー攻撃の標的に

されていたと発表した。 

 英国では、政府のコンピューターが核抑止システムを含め 600 回もサイバー攻撃を受け

たことを、英政府主催の国際サイバー会議で明らかにした。（『産経』2011.11.２） 

エ．NASA標的のサイバー攻撃、1年間で 13回侵入 認証情報流出（2012.2） 

2012.2.29、米下院科学宇宙技術委員会で NASA のポール・マーチン監察官は、ハイテク

技術を抱える米航空宇宙局 NASAが組織的なサイバー攻撃の標的となっている状況と防衛態

勢が極めて不備な現況を証言した。 

 証言によると、NASAは 2011年 9月までの 1年間にサイバー攻撃を受け、宇宙探査技術に

関する機密情報の閲覧やコピー、改ざんなどハツカーが内部のコンピューターを制御でき

る状態だった。また、2011年会計年度（10年 10月～11年 9月）だけでも高度な攻撃を 47

回受け、うち 13回は侵入を許した。職員 150人以上の認証情報が盗まれ外部からコンピュ

ーターシステムに自由に入れる状態になったほか、カルフォルニア州のジェット推進研究

所（JPL）の主要システムが中国を発信源とする攻撃で乗っ取られ、攻撃側が「完全にコン

トロールできる状態」（監察官）に陥った。 

 また、2009～2011 年にかけては 48 台のノートパソコンが紛失または盗難にあい、2011

年 3月には、国際宇宙ステーション（ISS）に命令を送信するプログラムが入ったパソコン

が盗まれたという。 

 米政府全体では 54％のパソコンが暗号化されているが、NASAでは暗号化されているパソ

コンは１％に過ぎないと、その防衛態勢の不備を指摘した。 

（『産経』2012.3.4、『読売』2012.3.3） 

 オ．中国のハッカーが BAE社システム侵入、F35データ盗む（2012.3） 

2012.3.11英紙サンデー・タイムズは、中国のハッカーが最新鋭ステルス戦闘機 F35のデ

ータを盗み出すため、同機の開発に加わっている英防衛産業大手 BAE システムズのコンピ
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ューターに 1年半にわたって侵入していたと報じた。 

中国はステルス戦闘機「殲 20」を開発中で、不十分なステルス性能やレーダー能力を補

うため、F35の最新情報を入手していた疑いが浮上した。 

 F35の開発主体は米航空防衛機器大手ロッキード・マーチンで、開発コストを抑えるため

BAEなども計画に参加している。盗まれた可能性が高いのは F35に搭載する精密誘導ミサイ

ルを含む防空用のシステムや情報を処理する F35 の電気系統のデータなどで、将来 F35 を

配備しても中国が窃取した機密をもとにそれを上回る技術を開発し、中国の殲 20に対して

も制空能力の優位性が損なわれる恐れがあり、西側の防衛力の脆弱化が懸念される。 

中国のハッカーは「スピアフイツシング」と呼ばれる手口を駆使。米国家安全保障局な

どになりすまして BAE関係者の名前やパスワードを聞き出し、1年半にわたって同社のコン

ピューターに侵入していた。 

元米高官は同紙に対し「中国が F35 の機密を入手したのは間違いないが、すべてではな

い」と話している。 

本事件に関して、英国の専門家は、「英政府情報通信本部（GCHQ）が１年半もの間、侵入

を防げなかったことに衝撃を覚える」として、政府、情報機関、企業などが一体となった

対策強化の必要性を訴えるとともに、欧米諸国で急増中の中国人留学生について「英国で

は数千人を受け入れているが、情報機関の人間が紛れ込んでいるのはほぼ確実で、サイバ

ー攻撃は中国本土からだけではなく、留学先の大学からもできる」と警告した。 

（『産経』2012.3.12、20） 

 

（２）パスワード等の入手を狙ったサイバー攻撃 

グーグル「Gメール」利用者に対する中国からのサイバー攻撃（2011.6）  

 2011.6.1、米インターネット検索大手のグーグルは、同社の電子メールサービス「Ｇメ

ール」の利用者数百人が中国からサイバー攻撃を受け、パスワードを盗まれるなどの被害

を受けたと明らかにした。 

攻撃の拠点は中国山東省の済南市で、パスワード取得の標的となったユーザーは、米政

府高官、ホワイトハウス職員、中国人の政治活動家、韓国を中心とするアジア各国の政府

高官、軍関係者、ジャーナリストら。 

ハッカーは、不正プログラムや偽のウェブサイトに誘導して個人情報などを登録させる

「フィッシング」と呼ばれる手口を使い，Ｇメール利用者のパスワードを盗んだ。これを
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使って設定を変え、電子メールを自動転送して内容を監視するのが目的だったとみられる。 

（『産経』2011.6.2、3） 

 

（３）基幹システムの機能障害を狙った攻撃 

イラン核施設へのサイバー攻撃は米、イスラエルが実施  米紙報道（2012.6） 

イスラエルとイラン間のサイバー戦は従来から活発に行われてきたが、2010 年にはイラ

ンのウラン濃縮施設がサイバー攻撃を受け、遠心分離機５千基のうち、千基が一時的に使

用不能に追い込まれ、イランのウラン濃縮計画が 1 年半から２年にわたって遅延する結果

となった。このサイバー攻撃について、2012.6.1、米紙ニューヨーク・タイムズが報じた

ところによれば、このイランの核施設を襲ったコンピューターウイルス「スタックスネッ

ト」は、米国とイスラエルが共同開発したもので、2006 年当時からイスラエルはイランの

核施設への空爆攻撃を検討していたことから、米国はその実行を思いとどまらせるために

もウイルスの共同開発を選択したといわれ、イランの核開発やイスラエルによる核施設へ

の空爆を断念させる有効な手段が他になかったことから、最終的に核濃縮施設に対するサ

イバー攻撃を決定したという｡（『産経』2012.6.3、9） 

 

（４）その他の情報窃取を狙ったサイバー攻撃 

ア．フランスに対するハッカー攻撃（2011.3） 

 2011.3.7、仏財務省に対するハッカー攻撃があり、仏内務省高官は、「仏大統領府や外務

省はもとより欧州レベルの機関など主要国首脳会議（G8）や 20 カ国・地域（G20）首脳会

合を準備中の全機関が標的にされた」と明らかにした。政府筋の情報では、中国のアドレ

スから送られたメールの添付ファイルで拡散する「トロイの木馬」型ウイルスが使われて

おり、中国にあるサイトに情報が流出した恐れがあると指摘、中国が関与したことを示唆

した。（『産経』2011.3.9） 

イ．カナダ政府にサイバー攻撃 企業買収情報狙い中国関与か（2011.11） 

2011.11.30、カナダ放送協会（CBC）は、カナダ政府のコンピューターが 2010 年秋、中

国を発信元とする大規模なサイバー攻撃を受けていたと報じた。 

ハッカーが狙ったのは、英オーストラリア資源大手 BHP ビリトンのカナダ肥料大手、ポ

タシュ社の買収に関わる情報で、カナダ政府はこの買収が適正か否か、審査を続けていた。

ボタシユ社の肥料の大口顧客である中国は、ビリトン社による買収には一貫して反対して



 ５４ 

いた。この買収は結局、カナダ政府が容認せず実現しなかった。 

 サイバー攻撃されたことを受け、カナダ政府は財務省や国防省の下部機関など３組織の 

インターネットを完全に遮断、一部の組織では一時、インターネット使用を制限せざるを

得ない状況に陥った。この事件には 100 人以上のハッカーが関与したと見られ、専門家は

「国家の支援があったと見られる」と述べた上で、「高度に洗練された、特別に狙いを定め

た攻撃だった」と指摘した。（『産経』2011.12.2） 

ウ．韓国国会議員事務所にハッキング（2008～2012.9） 

2012.10.22、韓国メディアは、韓国国会で軍事や外交機密を扱う国防委員会と外交通商

統一委員会に所属する議員計 38人の事務所のパソコンが 2008年から 2012年 9月にかけて

ハッキングされ、政府作成資料のデータや電子メールのパスワードが盗まれ、内４人の事

務所では、パソコンに保存していたデータがまるごと流出したと報じた。データには国防

省の予算や北朝鮮の核問題をめぐる６ヶ国協議に関連する資料も含まれていたという。 

（『産経』2012.10.23） 

 

４．不正輸出 

 

（１）貨物船から上海向けパトリオットミサイル 69発等発見、フィンランド摘発（2011.12） 

2011.12.21、フィンランド南部コトカ港に寄港中の大型貨物船「ソール・リバティー」

号から米製のパトリオットミサイル 69発と約 150㎏の爆薬が入った積み荷が発見された。 

積み荷は「花火」と申告されており、中国・上海まで移送される予定だったが、具体的な

あて先は記されていなかった。フィンランド警察は、中国を含む第三国への武器の不正輸

出の疑いがあるとみて捜査を始めた。 

 ソール号は、デンマークの船会社が所有する英国船籍の貨物船で、12月 13日にドイツ北

部エムデンを出港、15 日にコトカに到着した。停泊中に税関当局が不審な積み荷があるこ

とに気づき、中身を調べたところ、ミサイルと爆薬が積まれていたという。乗組員から事

情を聴いていたフィンランド警察はウクライナ人の貨物船の船長と一等航海士２人を拘束。

船長らは、税関に申告する際に必要な書類を所持していなかった。（『産経』2011.12.23） 

 

 

（２）中国、国連制裁決議に違反して北朝鮮に軍用車両などを輸出（2011.8） 
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2012 年 4 月、平壌で行われた故金日成国家主席生誕 100 年を祝う軍事パレードに新型の

弾道ミサイルを搭載した 16輪の大型特殊車両８両が登場したが、この車両は中国が北朝鮮

に輸出していたことが車両を運んだ貨物船の輸出目録から判明した。 

輸出した貨物は、中国軍系の「中国航天科工集団公司」の子会社が 2011年 5月に開発・

製造した大型特殊車両「WS51200」（全長 21 ㍍）。輸出元は中国の「武漢三江輸出入公司」

で、中国航天科工集団公司の関連会社とみられる。輸入元は北朝鮮の「リムモク総合貿易

会社」。日本政府がリストアップしている北朝鮮の武器輸出入関連企業の極秘ファイルには

掲載されておらず、北朝鮮が制裁を逃れるために作ったペーバーカンパニーの可能性が高

い。 

中国の貿易実態をまとめた中国税関統計には、この車両の輸出に関する記載はない。 

弾道ミサイル運搬車両を運んだ「HARMONY WISH」は、以前から北朝鮮との関係が取りざ

たされるカンボジア船籍で、船員のほとんどは中国人。過去 4年間で 10回近く、北朝鮮の

清津、元山、南浦などに寄港し、中朝貿易に深く関わってきた。中国が運航するカンボジ

ア船籍の船舶は、北朝鮮やミャンマー、ラオスなどへの「闇」の支援に使われているとの

疑惑が絶えなかった。 

 特殊車両の輸出以外にも平壌に本社がある北朝鮮企業「朝鮮嶺峰総合会社」が 2011 年 5

月にミサイル製造に利用できるバナジウム約 2 トンを中国から輸入した。同社は中東への

兵器輸出も指摘されている。 

 さらに、2012 年 4 月には、中国丹東市の保税地域から北朝鮮に向け四輪駆動車約 100 台

が輸出されていた。四駆車は民生用を装っていたが、北朝鮮の国防委員会傘下とされる「朝

鮮黎明貿易」など軍需関連企業が関与していたことから中国当局は軍需物資と認識、書類

処理上も特別扱いだったという。北朝鮮側で後部を改造し部隊に送ったとみられる。 

中国はこれまでにも、北朝鮮にロケット推進燃料としても使えるヒドラジンやケロシン、

原子力関連施設に必要とされる鉛ガラスなどを輸出してきたが、いずれも民生用とも弁明

できるもので、国際社会の批判をかわしてきた。（『朝日』2012.6.13,14、『産経』2012.6.14） 

 

（３）米国人経営者らロシアに小型電子部品約 39億円相当を不正輸出（2012.10.3） 

 2012.10.3、米司法省は、ロシアの軍や情報機関のために米国製の小型電子部品を不正に

調達、輸出した罪で米国人の会社経営者ら 11人と２法人が起訴されたと発表した。ニュー

ヨークの連邦地検によると、経営者は 2002 年以降、5000 万ドル（約 39 億円）相当の電子
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部品などをロシア向けに出荷したとされる。ABCテレビなどは、経営者を「ロシア情報機関

の協力者」と報道している。（『産経』2012.10.5） 

 

４．その他の活動 

 

（１）窃盗、盗聴・盗撮活動 

ア．韓国情報機関員が訪韓インドネシア代表団の PC“窃盗”未遂（2011.2） 

2011.1.16、韓国の情報機関、国家情報院の職員ら３名が、訪韓したインドネシア大統領

特使の宿泊先ホテルの部屋に侵入してノートパソコン 1 台を持ち出そうとしたが、部屋に

戻ったインドネシアの職員らと遭遇し、パソコンを残して逃走、その後の警察の捜査で犯

人は国家情報院の職員であることが判明した。 

 韓国は今後の輸出戦略の中心として武器輸出を打ち出し米ロッキード社と共同開発した

T50高等訓練機のインドネシアヘの売り込みを進めてきた。 

インドネシア代表団は、韓国製超音速訓練機などの兵器購入や２国間自由貿易協定（FTA）

に関する交渉のため、経済担当調整相ら閣僚が大統領特使として訪韓していたが、特使ら

は、「韓国に良い感情をもてない」と述べて翌日に帰国。一部の交渉は事件をきっかけに白

紙に戻った。 

 今回の事件は、韓国の情報機関員がインドネシア側の意向を探るため、代表団が宿泊す

るホテルの部屋にひそかに侵入し、パソコンから関連情報を盗み出そうとしたもの。 

（『産経』2012.2.22,23） 

イ．在露日本公使や在露米国大使らに対する盗撮、盗聴 露情報機関関与？（2012.2） 

ロシアで反政権派の政治家や人権活動家が盗撮・盗聴され、面会や電話の内容がインタ

ーネットや政府系メディアで暴露される事態が相次いでおり、在露日本大使館の公使や在

露米国大使も被害にあった。これらの盗撮・盗聴はロシア情報機関が関与した可能性が指

摘されている。 

日本大使館の公使は 2 月 3 日、モスクワ市内のレストランで著名な人権活動家、ポノマ

リョフ氏と面会しているところを盗撮された。政府系テレビ局 NTV の番組などで放映され

た。この番組では諸外国が資金援助を通じて反政権派や人権活動家の糸を引いていると主

張。ポノマリョフ氏が北方領土の色丹、歯舞の「２島を（日本に）引き渡すべきだ」とす

る持論を展開している映像が使われ、氏が日本の政治的利益と引き換えに「助成金」を求
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めているとのナレーションが加えられていた。 

在露米国大使は、2012.5.29、簡易ブログ「ツイッター」で、ロシアの政府系テレビ NTV

の記者が大使の非公開の訪問先で必ず待ち構えている実態を暴露した。大使は「ロシアの

人権活動家と電話で面会を約束した際には、NTV記者が面会場所で待ち構えていた。記者が

私のスケジュール表を誰から受け取っているかに関心がある」と述べ、NTVが電話を盗聴し

た情報機関から情報を提供されている可能性を示唆した。 

こうした盗撮は 2011 年 12 月、モスクワで下院選の不正疑惑に抗議する大規模な反政権

デモが行われるようになったのと軌を一にして相次いだ。 

2011 年末には、反政権派のネムツォフ元第 1 副首相の電話の会話が盗聴され、政権派の

ネットメデァが録音を暴露した。 

ボノマリョフ氏は「盗撮が連邦保安局（FSB）などの治安・特務系機関によって行われた

のは疑いない」と語り、連邦捜査委員会（SK）に調査を求める書簡を送ったことを明らか

にした。（『毎日』2012.3.31、『産経』2012.3.27） 

 

（２）情報機関内部に潜伏したスパイの摘発 

 中国国家安全部次官秘書が CIAのスパイ容疑で拘束（2012.3） 

2012.5.25、香港誌「維新」およびロイター通信（6 月 1 日）は、中国の情報機関、国家

安全部が 2012 年初めに米中央情報局（CIA）に機密情報を提供していた国家安全部の職員

をスパイ容疑で拘束したと報じた。 

職員は同省次官の秘書で、2012年 1～3月に拘束された。CIAから数十万ドルの金銭を受

け取る見返りに、数年間にわたって共産党や国家の指導者レベルしか見ることのできない

政治、経済、軍事などに関する情報を米国側に渡していたという。 

職員は米国留学中に CIA に見いだされ、スパイとして訓練を受け、帰国後に国家安全部

に入部した。上司の次官は既に停職になり当局の調べを受けているほか、約 350 人が調査

対象になっているという。（『朝日』2012.6.2、『産経』2012.5.26） 

 

（３）買収阻止事例 

ア．中国による米海軍の機密基地近傍に所在する米企業買収に中止命令（2012.10） 

 2012.9.28、オバマ大統領は、オレゴン州で風力発電所の建設を手がける米企業を買収し

た中国系電力開発企業ラルズ・コーポレーションに対し、発電所の近くに米海軍の無人機
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の操縦や爆撃機に同行支援する電波妨害を含む電子戦機の試験訓練テストなどを行なう機

密の基地が所在することから、安全保障上の理由として外資の買収を認めず事業の中止を

命じた。（『産経』2012.10.4、『ニューヨーク・タイムズ』9.28） 

イ．アイスランド政府が中国企業の広大な土地買収申請を却下（20011.9） 

 2011 年、マンション建設やリゾート開発を手掛ける北京の不動産企業「中坤集団」は、

一大リゾートを建設するとしてアイスランド国土の 0．3％に当たる 300 平方キロメートル

の土地を 10 億クローナ（約６億 7000 万円）で購入する計画を進めていたが、同社の黄怒

波会長は元建設省の役人であったことから、背後に中国政府が存在し、空母建造を進める

中国が「大西洋での戦略的な足掛かりを得る軍事的な狙いがある」と警戒する声も出てい

た。 

 アイスランド政府は、この購入案件に対し、中国当局が民間の投資を装いながら、国策

を反映した疑いのある土地買収であるとして、買収申請を却下した。（『産経』2011.9.3） 
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第４章 我が国の防衛に影響が及ぶと予想される外国勢力

による諸活動 
 

１．戦略、法制上からの注目点と懸念事項 
 
我が国の防衛に影響を及ぼすと予想される最大の懸念事項は中国の新戦略「超限戦」と

2010 年に施行された「国防動員法」で、これらは従来、他の国では見られなかった中国独

特の思考で次のような事項が大きな危惧点となっている。 

「超限戦」の戦略思想は、これからの戦争は戦争の主体も戦場も手段もあらゆる限界・

限定を超えた戦争であり、従来の国際法も、戦時国際法も無視し、勝ってし放題の戦争で

あるとしていること。 

「国防動員法」では中国に進出している外国企業や従業員も対象となっており、中国に

所在する外資や合弁企業、民間企業、外国人社員、家族も人民解放軍に協力する義務が生

ずる可能性が大きいほか、海外にいる国連職員を除く中国人全てに適用され、18～60 歳の

男子、18～55 歳までの女性は「国防動員任務」に従事し、軍の作戦支援等を行うことを義

務づけている点である。 

 

（１）中国の戦略「超限戦」について 

「超限戦」は、米国を仮想敵とした人民解放軍の新戦略で、1999 年 3 月、中国人民解放

軍空軍大佐２名によって書かれた部内向けの研究会記録で、米国が湾岸戦争やコソボ介入

で行った空爆主体のハイテク戦争に対して、既成の概念を破る新戦術の効用を強調し、こ

れまでの概念による戦略、戦術の枠内での「限定戦争」という考え方をまず打ち破ること

が不可欠だとしている。 

＊タイトルの「超限戦」は、限定戦争を超えての、あらゆる戦術を駆使する戦争という意味で、

副題は「グローバル化時代の戦争と戦法の想定」となっている。 

その「超限戦」では、あらゆるものが戦争の手段となり、あらゆるところに情報が伝わ

り、あらゆる場所が戦場となる。そしてあらゆる兵器と技術が組み合わされ、戦争と非戦

争、軍事と非軍事の２つの世界の境界がなくなるとしている。 

具体的な戦法についてはコンピューターのハッカーで相手の軍事情報網を混乱させる

「情報戦」や相手の金融システムを乱す「金融戦」（ファンド方式の金融戦、資金援助、投

資、貨幣切り下げ等）、「新テロ戦」（ハイテク、テロ組織で銀行、メディアの CP網に侵入、
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窃取、改ざん、偽情報流布）、「生態戦」（気象等を改変、地球の物理的環境破壊、地震発生、

生態系の破壊等）、「心理戦」（デマや恫喝で相手の意志を挫く）「密輸戦」（市場を混乱させ

経済秩序に打撃を与える）、「メディア戦」（視聴者を操り世論を誘導）、「麻薬戦」（他国民

に禍を与える）、「資源戦」（備蓄を奪い財産をかすめ取る）、「文化戦」（異分子を同化させ

る）、「経済援助戦」（恩恵を与え相手をコントロール）、「法律戦」（先手をとってルールを

作る）、「化学戦」（化学兵器や細菌兵器を動員）などをあげている。そしてこれらの戦法を

幾重にも組み合わせ、これまでの戦争では自粛あるいは禁止されている戦法でも大胆に実

行していくべきであると強調している。 

また一例として、犯罪者を相手国に密入国させて犯罪を起こさせて，治安を悪化させて

政府不信、国内混乱状態を惹起させることや中国人を大量に相手国に帰化させたり、移住

させて相手国人と結婚して中国化することも戦いのための有効な手段としている。 

台湾侵攻のシナリオとしては、「秘密裏に大量の資金を用意し、相手の金融市場に奇襲を

かけ、金融危機を起した後、事前に相手のコンピューターに入れたウイルスとハッカー小

隊が同時にインターネット上へ攻撃を開始し、相手の電力網、交通指揮網、金融交易網、

通信電話網及びマスコミのネットワークを全面的に麻痺させ、社会的恐慌、街頭擾乱、政

府の危機に陥らせる。最後に大軍が国境に迫って、次々と軍事行動をレベルアップさせ、「城

下の盟」を結ばせる」としているが、これもひとつの思考過程にすぎず、この思考過程に

従って各種の戦法を加えれば、変幻自在の戦法を組み合わせることができるとしている。 

 

（２）中国の「国防動員法」（2010.7.1）について 

 同法は有事の際に「全国民が祖国を防衛し侵略に抵抗する」ため、公共機関、民間施設・

資本を管制下に置きこれらの物的・人的資源を徴用するなど軍務を優先し、国と軍が民間

のヒトとモノを統制するもので、あらゆる民間の経済力を後方支援と位置づけ、「軍民（軍

と民間）結合」「全国民参加」「長期準備」（平時から国防動員準備業務を完遂）によって、

地方政府や個人・企業レベルでその責任を共通化し、目的とする人員と物資をスムーズに

徴用するため、国民に対し動員令を発する内容や国民の権利・義務を規定している。この

ため、中国の軍事力を評価する場合は、民間資産も加味して判断する必要性がある。 

 また、同法の前提である「有事」についての規定が極めて曖昧で「国家の主権、統一、

領土が脅威に直面するとき」と書かれているだけで、チベット、ウイグルなどの少数民族

地域での騒乱や民主化運動が発生した場合、尖閣問題で「中国の主権が侵害された」と中
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国政府が判断したときなどにも適用される可能性がある。 

 一方、同法が発令されたとき、日本を含め外資や合弁企業はどうなるのかとの懸念に対

して、国防動員委員会総合弁公室の主任、白自興少将は記者会見で「民間企業は、戦略物

資の準備と徴用に対する義務と責任がある」と指摘した上で、「外資、合弁企業も国防動員

の生産を担うことができる」と述べたが、同法の 55条では「如何なる組織、個人も、法に

よる民生用の資源の徴用を受忍する義務を有する」と規定、同法の解説書では「徴用の対

象となる組織及び個人とは、党政府機関、大衆団体、企業・事業体等中国国内にある全て

の組織及び中国公民、中国の居留権外国人も含む全ての個人をいう」としており、外資や

合弁企業、民間企業、日本人社員、家族も人民解放軍に協力する義務を生ずる懸念が大き

い。 

また、海外に居住する中国人にも適用され 18～60歳の男子、18～55歳までの女性は「平

時には法により国防動員準備業務を完遂しなければならない」、「国が国防動員の実施を決

定した後には、所定の国防動員任務を完遂しなければならない」（５条）としており、日本

にいる約 68万人の中国人は、平時から同法の課す義務を負っていることに重大な注意を払

う必要がある。 

 

２．外国による企業、土地買収等 

 

（１）企業の偽装買収、資金援助等による日本企業の支配、ダミー会社化 

 経営難から防衛産業の中小メーカー等の倒産や防衛産業からの撤退が相次いでいるが、

これら経営難の中小メーカー等の偽装買収や資金援助等によって企業の実権を握り、当該

メーカーの技術の取得のみならず防衛産業グループ内に留まらせて関係グループ内の技術

情報の取得や協力者を獲得（徴募）して、より広範な情報収集ネットを構築する危険性が

十分に予想される。 

また、防衛省納入業者として参入し、自衛隊関連情報の収集や納入業務で接触する隊員

等の獲得（徴募）、施設・装備品等に対する破壊工作などの基盤を確立する活動が予想され

る。特に競争入札制度によって低価格で入札すれば落札が可能であり参入が容易になって

いることから、危険性はより大きくなっている。 

偽装買収については下記の企業買収事例や土地買収においても資金援助・投入によって

経営権を握り日本企業として買収を行い、その実態を秘匿している事例が散見されている。 



 ６２ 

ア.日本企業が中国企業買収の虚偽発表、実態は中国企業が買収 

2012.3.26、東京地検特捜部は、ジャスダック上場の IT ソフトウェア関連会社「セラー

テムテクノロジー」（東京都中央区）が、非上場の中国のソフトウェア開発会社「北京誠信

能環科技有限公司」の傘下に入ったにもかかわらず、逆に同社を買収したと偽っていた疑

いがあるなどとして、金融商品取引法違反（偽計）容疑で証券取引等監視委員会の告発を

受け、法人としてのセラーテム社と、元取締役の宮永浩明（46歳）、社長の池田修（38歳）

両容疑者を金融商品取引法違反（偽計）で東京地裁に起訴した。 

 調べによると、セラーテム社は 2009 年 9 月、中国系ファンドに約２万 2500 株を発行。

同 12月には中国企業買収のため同ファンドから 15億円の出資を受け、約 11万株を発行し

たと発表した。しかし、15 億円はセラーテム社の見せ金で、この資金で中国企業を買収し

たなどとする虚偽の発表をした。 

一方、ファンドはタダで同社株を得て筆頭株主になり、虚偽発表の１年後、セラーテム

社株 8000株を取得時より 20倍もの価格で売却、約８億円の利益を得ていた。 

公表された事実とは逆にセラーテム社が買収した中国企業の株主がファンドを支配して

おり、中国企業がファンドを介して役員３人をセラーテム社に送り込むなどして同社の経

営権を掌握して事実上の上場を果たす「裏口上場」の状態にあったとみられる。 

（『産経』2012.3.7、『読売』2012. 2.27、3.26） 

イ.資金援助を通じ経営権を握り日本法人として買収実態を秘匿 

外国資本特に中国資本の土地買収が全国規模で活発化しているが、鹿児島県では大連、

上海、台北などと関係が深い海運会社グループが奄美大島一帯の山林買収を進めている。

このグループは日本人の同族経営だったが、中国人役員が経営に参画し、その後、事業拡

大が図られた。経営陣に外国人が入って経営権を握っても企業の体裁が変らない限り、日

本企業として扱われる。同グループは現在も地元の反対に遭ったにも拘らず奄美大島の森

林買収を進めている。（『産経』2011.2.10） 

 外資による土地買収を警戒されないように日本人名義での買収や帰化中国人名義で購入

する動きが出ているほか、昭和 40年代に北海道や東北地方の山麓等を対象にして格安な値

段で土地を売却する“原野商法”が活発に行われたが、この折に購入した土地所有者を、

日本人不動産業者を通じて探し出し、買収を持ちかけるケースも多くなっている。 

 ＊土地買収において次のようなケースの場合には外資の買収が判明しない 

 ①１ヘクタール未満の土地を次々に買い足す場合（土地買収の届出が不要）②日本で登記した
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ダミー会社による買収③ファンド会社を通じて帰化人が買収した場合④土地を所有する日本企

業を買収した場合（土地取得時しか届け出る必要がないため） 

 

（２）土地買収動向 

中国政府による大使館、領事館の土地買収をはじめ中国人や中国資本による水源地など

の森林、自衛隊・米軍施設周辺、離島などの土地買収が全国規模で活発に行われているが、

大使館等の東京、新潟、名古屋の土地買収、中華街設置構想及び各自衛隊基地周辺の土地

買収は情報収集活動のみならず我が国の安全保障上大きな懸念要素を含んでおり引き続き

注意が必要である。特に、新潟は日本海側の最大の都市、交通上の要衝で日本海側から直

路東京、名古屋、大阪地区に接近しうる防衛戦略上の要衝であり、一方、名古屋は日本の

ハイテクセンターとしての重要地域であり、土地買収の背景には軍事的意図と情報活動強

化の狙いがあると懸念される。 

「2009年独憲法擁護局報告」では、「ベルリンの中国大使館、ハンブルグ、フランクフル

ト及びミュンヘンの中国領事館などが中国スパイの拠点であり、身を隠す場所になってい

る」と指摘している。 

英国情報機関は「英国の軍事産業やハイテク関連企業に就職している中国人が収集した

情報をロンドンその他のチャイナタウンにある中国国家安全部のアジトに持ち込む訓練が

行われた」と中華街がスパイ活動の拠点となっていることを指摘している。 

フランス情報機関は「中国は国家と企業が一体となって情報収集活動を進めている」と

指摘している。中国は国防や先端技術関連企業等に就職している中国人技術者等による情

報収集活動を組織的、効果的に行うためにハイテクセンター地域に領事館を開設すること

を重視している。 

ア．大使館（東京）、総領事館（新潟、名古屋）の土地買収動向 

2010年、機を一にして国は東京の国家公務員共済組合連合会所有地（約 1800坪：中国大

使館が応札）と名古屋の国有地約（約１万坪：内７千坪が愛知学院、３千坪を名古屋総領

事館それぞれが応札）の売却の入札を行い、新潟では総領事館が旧市立万代小学校跡地（約

５千坪）の買収を市に打診し、東京、新潟では既に売却が決定した。名古屋では市側が強

硬に反対しており、東海財務局は「審査中」を理由に売却を明らかにしていない。 

 

 イ．新潟総領事館の土地買収動向 



 ６４ 

（ア）土地買収の背景には侵攻基盤確立の懸念 北朝鮮羅清港埠頭 50年間租借 

新潟領事館の土地買収は、北朝鮮の羅津港埠頭の 50年間租借と密接に関連している。中

国は、2005年に中国吉林省の産業拠点・琿春から北朝鮮の羅津港道路（約 50km）建設を条

件に北朝鮮から羅清港埠頭の 50年間の使用権を獲得して同港に大型艦船が停泊可能な水深

約 30m の大型埠頭３つの建設を進めている。これによって中国は日本海への進出拠点を確

保し、対岸の新潟に直路迫りうる絶好の侵攻基盤を確立した。 

（イ）新潟領事館の開設と土地買収、中華街設置構想 

このような状況下で、新潟総領事館の開設を強力に推し進めると同時に県知事や新潟市

長には広大な土地買収を持ちかけ、商店街等に対しては凋落化脱却の方策として大規模な

中華街構想を幅広く働きかけその実現化を図ってきた。 

2010 年 6 月、新潟総領事館は国内６カ所目の総領事館として、ロシア、韓国領事館も入

っている万代島ビルに開設されたが、８月には職員の居住スペース確保などを理由に市中

心部の万代小学校跡地約５千坪の買収を市に打診し、市長は受け入れる意向を示した。し

かし、買収案件が明らかになったことと尖閣諸島での中国漁船衝突事件をきっかけに地元

住民から売却反対の声が高まり売却反対の請願が市議会に提出され、2011 年 3 月、請願が

採択され市長は売却断念を表明していた。 

しかしながら 2012年 1月、日本政府は北京の日本大使館新築に際し、中国側に国内の中

国総領事館の移転に協力するとした「口上書」を提出し、一旦頓挫した中国への土地売却

が復活し、土地名義を「新潟マイホームセンター」として中国政府と売買契約がされた。 

敷地には業務棟、領事公邸、100人が宿泊可能な宿舎を建てる予定という。 

 また中華街構想は総領事館開設前から中国側が県、市、議会、商店街等に働きかけて「ミ

ニ中華街」のイベントを催すなど、中華街設置気運の盛り上げを図ってきたが、知事も「世

界に誇れる中華街ができれば、新潟にとって宝物が増える」と積極的姿勢を示している。 

（ウ）（参考事例）中印戦争に向けた人民解放軍の準備行動等 

 1962 年の中印国境紛争における人民解放軍の侵攻作戦成功の要因は偵察部隊や徴募エー

ジェントを広く用いた入念な情報収集活動にあった。 

インド側の分析によれば、北東辺境庁における人民解放軍の情報収集活動は軍事侵攻の

２年前から行われ、道路建設労働者、運搬人、ラバ追いの中にエージェントを紛れ込ませ

ていた他、国境付近の商業施設にも潜入させてインド軍の状況、地形等の情報収集を行い、

侵攻作戦に際しては、これらのエージェントが当該地域を通過する人民解放軍部隊の道案
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内をした。 

このほか下級将校がチベット人を装って作戦地域の偵察を行い、侵攻直前にはインド軍

将兵を拉致・訊問してインド軍の部隊、武器、戦術について他や国境付近の情報を入手し

ていた。 

その後の中越戦争（1979 年）においても人民解放軍は同種の情報活動を活発に行ってい

る。 

（エ）安全保障上重大な影響を及ぼす行動 

新潟総領事館の広大な土地買収や中華街設置構想は、欧米諸国の中国公館や中華街に関

わる警告とともに中国の戦略「超限戦」及び「国防動員法」に加え、上述の中国人民解放

軍が行ってきた中印紛争（1962 年）等における侵攻作戦の事例を併せ考慮した場合、平素

から情報収集活動はじめ各種工作の拠点として、事態緊迫時期から侵攻開始時期前後には

特殊部隊等の侵入や降下による作戦支援基盤拡大の拠点となるおそれがある。また約 68万

人の在日中国人の存在は、反戦気運の醸成や部隊、装備品等の輸送妨害・阻止行動、防衛

関連施設や重要インフラに対する破壊活動等、侵攻作戦を支援する行動が予想され、我が

国の防衛に大きな影響を及ぼすことが懸念される。 

＊2008 年に長野市で生起した中国人留学生の聖火リレー示威行為に見られるように、事態緊

迫時に在留中国人等を動員して自衛隊の行動に対する反対、妨害・阻止行動の拠点となる可能性

が大きい。また、それらの行動に対する対処によっては「自国民保護」の名目で開戦の口実とし、

あるいは、開戦や限定侵攻の口実を作為するためにこの種行動を起こさせることも予想される。

2008 年のグルジア紛争でロシアはグルジア国内で「ロシア人」がグルジア政府から弾圧を受け

ているとして「自国民の保護」を名目にしてグルジアに侵攻した。 

＊航空自衛隊のレーダーサイト基地が所在する佐渡では、両津港の近くの「旧能楽の里」（公

費で建設）の建物が大連出身の帰化人が運営する学校法人の所有になったのをはじめ、現在、同

島の旅館も中国の買収が進んでいるといわれている。 

＊岩国基地と沖縄基地を結ぶ空路の真下にある山口県柳井市の瀬戸内海沿いのリゾート施設

（430 ヘクタール、総工費約 50 億円）が競売に出され 2011 年 11 月に東京と上海に拠点を持つ

中国系企業（帰化人が法人代表）が推定 7 千万円前後という超破格な値段で買収された。 

イ．山林等の買収に紛れ自衛隊施設、米軍施設等の隣接、近隣地等を買収 

国土交通省と林野庁によると、「中国など外資による森林買収は 2010年までの５年間で、

北海道や長野県など５道県（北海道、山形、神奈川、長野、兵庫）で計 40件、約 620ヘク
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タールの取引が確認されている」としているが、北海道独自の調査では「北海道だけで 2010

年までの５年間で外資や外国人による森林買収は 39件計 909ヘクタールに上っている」と

いい、国交省と林野庁の確認件数とは大きくかけ離れているが、これは買収実態が把握さ

れていないということを如実に示している。 

自衛隊施設や米軍基地付近の土地買収、買収打診動向は、これまで北海道（千歳、倶知

安、滝川）、佐渡、横須賀、岩国、姫島（長崎県）対馬、沖縄などで広く認められているが、

全国で活発に行われている山林などの買収に紛れて、並行して行われており、これらは、

多くの場合、イギリス資本（香港企業のペーパーカンパニー）や日本人名義、帰化中国人、

日本企業（中国人役員を送り込んで経営に介入）などを表に出して買収を行っており、軍

事的意図を秘匿している動きが垣間見られ、自衛隊施設、米軍基地や国の重要インフラの

隣接、近傍の土地買収動向は、今後活発化するものと予想されることから引き続き注意が

必要である。 

＊国防動員法では、平時には「動員準備業務」が指示されていることから、これらの「土地買収」

動向も、「準備業務」の一環とも予想される。 

 

３．外国企業による日本の人材・技術の海外流出 

 

（１）リストラされた日本人技術者の再雇用、引き抜き等による人材・技術流

出の懸念 

技術流出は人材流出に伴って起きるのが一般的で日本企業の退職者を積極的に雇用する

外資が多く、韓国、中国、台湾企業などは、バブル崩壊時期にリストラされた日本企業の

技術者を雇い技術力を向上させてきた。特に、この 10年間多くの技術者がサムスン電子な

どの韓国企業に流出し、結果的に韓国エレクトロニクス産業は世界の頂点に立ち、次の覇

権を狙う中国も「日本の技術者に狙いを定めている」（業界関係者談）といわれている。 

中国企業等に再雇用された技術者は、成果が出せなければ解雇されるので、知っている

技術はすべて教えてしまう懸念が大きい。（人材リクルート関係者談） 

現在、業績不振の電機メーカー等が大規模リストラを加速させており、技術流出に拍車

がかかり海外企業に市場を奪われさらに業績が悪化するという「負の連鎖」に再び陥る危

険性がある。 

技術の流出は、秘密文書等よりも人材流出に伴って生起する。最新技術や開発技術を入
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手する方法として最も効果的方法は、関係技術者の「引き抜き」で、エージェントなどを

通じて企業等の将来に不安を抱く者や企業に不満を抱いている者などを選び出し、狙いを

定めて慎重に接触し、高額報酬や役員ポストを“餌”にして引き抜き、技術を取得する動

きが活発化している。（韓国 LGの事例：第３章） 

また、近年は OBを含む部内者による漏えいが目立っており、技術者自身が勤務先の企業

から製造ノウハウなど技術の根幹部分を持ち出し、退職後に売り渡す事例も出ている。（大

手プレスメーカーの元課長の事例：第２章） 

 

（２）外国企業の設備、研究開発投資攻勢で人材流出の懸念増大 

韓国・サムスン電子や米アップルなど海外の電機・IT 各社が、業績好調を背景に設備投

資や研究開発投資を拡大しており、サムスンの 2012年の両投資総額は２兆５千億円前後と

みられ、日本の大手メーカーＰ社やＳ社の３倍以上に達する見通しのほか、自前の工場を

持たない米アップルも、今年の設備投資額は 71 億ドル（約 5580 億円）と前年比で倍増、

研究開発投資も前年の 24億ドル（約 1880億円）を上回る可能性が高い。 

 これまでも多額の報酬を目当てに海外に渡る技術者は多かったが、投資額の格差が拡大

してきていることから充実した研究環境を求めて、今後さらに日本を脱出する技術者も増

えるとみられ、リストラによる技術者の流出とともに、日本からの人材流出が懸念される。 

 

（３）脱原発風潮に伴う原発技術の途絶、欠落と流出の懸念 

 これまで原子力施設の検査や安全性の解析など原発の現場を担ってきた原子力安全基盤

機構（JNES）の技術は、原発最盛期を経験してきた職員が支えてきた。その職員の多くが

60 歳以上であり、同機構が新たな原子力規制庁に統合され公務員の身分に変るためこれら

高度技術者の雇用が危ぶまれ、専門知識や技術の喪失によって、原発の廃炉や審査に支障

が出ることが懸念されている。さらに大きな問題は、中国や韓国が原発増設のために技術

者を必要としており、リストラされたこれらの高度の専門技術者が引き抜かれ、我が国の

原子力技術の流出のおそれが大きくなっていることである。 

 ＊福島原発事故によって「脱原発」運動が高まってきているが、その背景には日本を「脱原発」

にして、行く先がなくなった日本の原発技術者を獲得するために「脱原発」運動をバックアップ

しているとの指摘も出ている。 

これに加えて「脱原発」、「卒原発」の風潮が若者の原発離れに拍車をかけており、原子
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力の人材の確保・育成が益々困難になり、世界が原発化を促進している中にあって我が国

は原子力関連科学技術の喪失、欠落という異常な状態に陥る危険性が大きい。 

 

（４）防衛産業界においても人材、技術流出の危険性が増大 

「技術者の引き抜き」は、防衛産業界も例外ではないことがマスコミ関係者間で従来か

ら“噂”されてきたが、長期間にわたる日本経済の低迷に加え 2002年以降防衛装備調達予

算は年々減少し、防衛産業中小メーカーの倒産や防衛産業から撤退するメーカーが増加し

ているが、外国情報機関はこれらのメーカー等に狙いを定めて、それぞれの装備品の開発、

製造の技術者を特定し、年俸の３～５倍の“高額報酬”を提示して「カネ」で籠絡するケ

ースが多い。 

防衛産業の個々の技術を支えているのは専門技術の中小メーカーであり、外国情報機関

は、防衛産業から撤退したメーカーの技術者の「引き抜き」と倒産したメーカーの技術者

の「再雇用」によってトータル技術の取得が可能となり、その影響は極めて大きい。 

2011 年 12 月に中国・上海に向けたパトリオットミサイル 69 発等の不正輸出が摘発され

たが、兵器そのものと当該兵器の製造、整備にかかわる技術者を確保すれば、さらに詳細

な技術・情報が得られることから、関係技術者に対するアプローチを活発化させているが、

これらの活動は今後さらに、広範に行われることが予想される。 

このため、各企業等においては従業員の身上把握に意を用いるとともに、「引き抜き等」

に応ずる利点よりも不利点が大きいことも周知しておくことが必要である。これらの「引

き抜き」や「再雇用」にも雇用期間があり、当該技術を入手した後は「契約解除」となり、 

あるいは元の会社の秘密事項等の入手などのスパイ活動を要求されたり、後任の技術者を

確保するための個人情報等の入手や適任者の紹介などが要求される危険性が大きい。 

 また、防衛産業は、単に企業の存続、発展のみならず国家の安全保障、自らを含め国民

全体の安全を担う重要かつ崇高な使命を担っていることを認識させるとともに、企業との

一体感を強める施策が必要である。 
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第５章 対策と提言 
 

１．法制の整備 
 

（１）「国家秘密保護法」等の保全関連法規の整備 

近年相次いで技術情報の漏洩事件が続発し、特に 2007年に生起した「デンソー」の中国

人技術者による大量の機密データ持ち出し事件に鑑み、その直後から経済産業省は現行法

制の不備を是正すべく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、2008 年初

めに「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」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制化を進め、国会審議を経るのみであ

ったが政権交代でこれまで据え置かれたままである。 

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」とも称され、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

なっており、経済産業省が既に検討を重ねて「国家秘密保護法（仮称）」をはじめ関係諸法

規の法制化準備が整っている状況であり早急にこれらを法制化する必要がある。 

世界のトップレベルにある我が国の科学技術は各方面で重用されているが、特に近年の

科学技術の発達によって軍事、民事の境界が不明確な汎用技術がますます増加しており、

我が国の科学技術が、今や軍事的にも重要な部分を占めている。 

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科学技術の収

集や汎用機器等の取得に血道を上げており、羨望する科学技術が大量にあり、しかも秘密

保護法もなく保全に大きな弱点を有している我が国はこの両面から格好の目標となってお

り、スパイ活動や不正輸出事件が後を絶たない。 

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、特に先端科学技術や汎用技術の保全は、安全保障上と経済立国の両

面から「国家としての保全体制」の整備が不可欠である。 

 

（２）企業、土地買収等に対する監視組織と取引停止規定等の制定 

 ロシア、中国とも外国の科学技術を取得する方法として科学技術を保有する外国企業の

買収を活発に進めており、その矛先は安全保障上重要なエネルギー・通信などの重要イン
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フラにまで及んできている。 

 さらに中国は企業買収のみならず我が国をはじめ世界規模で土地の買収も進めている。

同盟国や友好国に対しては経済援助等によって土地、港湾施設等の長期間の使用権を獲得

し、欧米諸国に対しては戦略上重要な地域や軍事施設に隣接した企業の買収等を進めてお

りその背景には軍事的意図があると見られる。 

これらの買収に対して米国では、包括通商法の中の「エクソン・フロリオ条項」を設け、

航空や通信、海運、発電、銀行、保険、地下資源、国防不動産分野で、対米外国投資委員

会（CFIUS）が米国の安全保障を脅かすと判断した場合、大統領にその取引を阻止する権限

があると定めており、各国には投資ファンドなど買収行為者の実態や意図を調査する組織

と安全保障に脅威を及ぼすおそれのある買収に対しては、それを阻止する法体制を整備し

ている。土地の買収についても外国人による土地取得を許可制とし、利用の制限、国によ

る優先領有権を設けており日本でも同様の仕組み、法制化が必要である。 

＊世界中で土地買収を行っている中国は、外資のみならず自国民に対しても土地の所有を認め

ていない。 

＊米国では 2008年 3 月、人民解放軍と関わりの深い通信大手の華為による通信会社の買収や

中国海洋石油の石油大手の買収を米国投資審査委員会が無効にしており、2011 年にはアイスラ

ンドでも広大な土地買収を無効にしている。 

＊韓国では、外国資本の不動産売買について「外国人土地法」があり、文化財保護区域や生態系

保護区域、軍事施設保護区域や軍事上必要な島の中にある土地を外国人が取得する場合には、事

前の許可が必要と定めている。 

＊中国人や中国資本による土地買収が活発な北海道では土地買収の事前届出を条令化し、埼玉

でもこれに倣い、山形、群馬、福井、長野では検討中の動きがあるがいずれも取引を中止させる

ことは出来ない。 

 

（３）適格性確認制度の確立と競争入札制度の再検討 

保全上の脅威たる外国情報機関が目的を達成するため最大限の努力を傾注するのが相手

組織内に情報機関員やエージェントを「潜入」させることである。それ故、国家が先ずな

すべきことは国家、国民の安全に関わる重要な業務や秘密の事項を扱う組織、企業（以下

組織等）及びそれに携わる者に対しては国家機関、民間企業にかかわらず「適格性の確認」

を厳格に行い、外国情報機関員等やテロ組織の構成員等が重要機関、組織等の内部に「潜
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入」しようとする「不適格者」を事前に排除することが未然防止の最も効果的な保全施策

の第一歩であり、基本であるとともに、「不適格者の潜入を未然に排除」し、国家の重要組

織等の安全性を確保することは国家がなすべき事項であり、それは国民に対する義務でも

ある。 

特に競争入札制度を取っている場合には「最も安価に入札すれば落札出来る」ことから

外国情報機関がダミー会社を使って落札するケースが散見されるので組織及び個人の適格

性の確認が絶対的に不可欠の要件である。 

中国の企業買収、資金援助が活発化し、特に機微な企業の買収等に当っては中国の影を

秘匿することに努め、土地買収でみられるように日本人あるいは帰化中国人や在日韓国人

名義を用いることは当然予想され、防衛産業特に中小メーカーに対する動向が懸念されて

いる状況にある。 

 2007 年８月に自民党政権下で、「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を早急に決定する必要がある。 

危険性を露呈した適格性確認制度欠落状態 

各国で核テロの危険性が危惧されるなか、多くの原発を保有する我が国の適格性確認制

度の欠落や警備態勢の不備状態は核テロに対する脆弱性、危険性を増大していると欧米諸

国から指摘され、度々の是正勧告を受けてきたにもかかわらず放置してきた結果、実際に

「身分を秘匿」したり、「架空名義で原発施設に立ち入り作業に従事」していた実態が明ら

かになり、核テロに対する脆弱性、危険性が現実に存在することが明らかとなった。 

＊東日本大震災に伴う福島原発事故で作業している作業員の被曝線量問題で、2011 年４月か

ら新規に同原発で作業を始めた作業員 4325 人のうち、連絡が取れなかった者、所属先の事業所

に該当者がいなかった者や所在が確認できない者が 1464 人もいたことが判明し、東電のずさん

な労務管理が批判されたが、その根源には我が国において適格性確認制度を欠落状態にしてきた

国の責任が問われるべきである。（『産経』2011.7. 14,17） 

＊米国は、2007 年 2 月の日米協議で日本の原子力発電所の警備について「核施設への武装警

備員の配置や、重要地域に立ち入る作業員の身元調査を要請」したが日本側は対策強化に消極的

であったことから、日本の原子力発電所に対するテロ対策などに懸念を示した。東日本大震災の

後、韓国で開催された核セキュリティーサミットにおいても、日本では原発作業員の身元確認が

実施されていないことが問題視された。 

競争入札制度の再検討 
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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。特に

機微な企業の買収や経営支配を行う場合には、それを秘匿するために日本企業を仲介役と

した偽装買収や日本人、帰化中国人名義での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り、最も安価な入札を行うことによって受注、

介入を図ることが懸念される。特に防衛装備品については、「何を基準にして安価なのか？」

「安価が全てか？」という極めて単純な疑問が常に付きまとう。 

いずれにしても防衛装備品の納入業者の選定、契約においては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。 

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

ては前述の組織、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。 

 

２．国の長期的観点からの施策と統制 

 

（１）企業の国内回帰策の推進 

 エネルギーの安定確保の懸念、高率の法人税、円高による企業の海外移転（大企業の移

転に伴い中小メーカーの移転により拡大）が相次ぎ、国内雇用の喪失、技術の流失、技術

継承の断絶等々産業の空洞化、国民生活の格差増大化による少子化が一層加速されるなど

負のスパイラル化にある。一方、企業の海外移転には政治問題を経済にリンクさせた海外

企業等に対する襲撃、破壊活動や資源部品等の輸出・入制限、通関手続きの厳格化による

納期遅れの生起等の海外リスク、人件費の高騰化、輸送コスト等のマイナス点も多くなっ

てきている現状から、エネルギーの安定確保、法人税の大幅引き下げ、円高是正等の施策

による企業の国内回帰を図り、国民の雇用の安定を図ることが必要である。 

 米国では、オバマ大統領が「製造業の復興」を掲げて米国に拠点を戻す企業への税制優

遇などを打ち出しており、米フォード社は、国内回帰によって海外リスクを回避するとと

もに国内雇用の促進によって国内経済の回復を図れば利益は十分に期待出来るとして国内
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回帰の方針を進めている。また、米電子機器大手アップルもこれまでも「（製造工程の）で

きるだけ多くを米国に移したい」として米国内のデータセンターの拡大など雇用創出に努

めてきていたが、2012.12.6、クック最高経営責任者（CEO）は、米国での雇用創出に貢献

するとともに頻発する工場での暴動など中国での生産リスクを回避するためパソコン「マ

ック」など一部製品の製造を 2013年から米国内で再開する方針を明らかにし、米国での雇

用創出に貢献する姿勢を示している。 

日本の強みは国民の勤勉さと団結力、繊細な感覚、技術力による物作りにあり、それを

可能ならしめるのは、国内雇用の確保であり、長期的観点に立って企業の国内回帰策を促

進するための各種施策を推進することが必要である。 

 

（２）先端科学技術・情報の保護と研究交流事業に関する国の統制 

 経済のグローバル化に伴いその基本となる科学技術の分野でも国際交流が進んでいるが、

諸外国では先端科学技術の海外流出を極度に警戒し、種々の規定を設けている。米国では

国家機関のみならず安全保障に関わる民間企業においても外国に旅行、あるいは外国人技

術者と接触する場合には事前に届出て許可を得ることが義務つけられているほか、話して

ならない事項まで指定されている。 

 これに対し、我が国においては国家としてそのような保全上の規定や制限はなく、それ

ぞれの現場の意識に委ねている状況である。そして国際化の大義名分のもと国際交流、研

究交流の活発化によって外国人研究者、留学・研修生等を国の研究機関や大学・企業の研

究所等で無制限に受け入れているがその結果、安全保障や産業の重要な先端技術情報や技

術が流出している。その大きな原因は外国の大学や研究機関との交流事業を積極的に進め

る文部科学省と日本の最先端技術や大量破壊兵器製造の汎用技術・情報等流出を防止する

経済産業省と全く反対の事業、施策が行れており、国家としての一貫した方針、政府のリ

ーダーシップが欠如していることによる。 

＊レーザー技術の 95％は軍事技術といわれるが 2008年にレーザー研究で世界のトップクラス

の大学の研究所が中国人民解放軍と極めて密接な関係があると見られている核融合研究所との

研究交流事業でレーザー技術が流出し、2009 年にはイラン核開発疑惑の研究所員を留学生とし

て受け入れ、大学で核燃料再処理関連技術の研究を指導していたことが判明している。 
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（３）サイバー攻撃に対する国の統制と対処組織の設立 

 2011 年に大規模なサイバー攻撃にさらされ、その脅威が高まってきていることから政府

は国の重要インフラや重要情報を扱う企業の防御力強化の方針を打ち出し、関係省庁はそ

れぞれの所掌関連企業と各種対策会議を立ち上げた。政府は情報共有を目的とし、不審メ

ールを受信した場合は内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）に届け出ることを申し

合わせたが、報告の強制力もなく内容もバラバラで、偽装発信者からの発信は 1 度報告し

たら同一偽装発信者から何度攻撃されても報告はしない等々情報の集中、共有が不徹底で

実効性が極めて乏しく、体裁を整えたに過ぎない体制となっている。 

また関係省庁は関連企業等と各種対策会議を設立、総務省は通信事業者と「スマートフ

ォン・クラウドセキュリティ研究会」（23.10.19）、経済産業省は防衛産業等と「サイバー

情報共有イニシアチブ」(23.10.25)、警察庁は国内企業 4000社と「サイバー攻撃に関する

情報共有ネットワーク（24.8）」をそれぞれ立ち上げたが、経済産業省と警察庁は、それぞ

れが企業から情報を収集するなど各省庁で似通ったサイトを運営し、互いのサイトが相互

にリンクされていないものもあり、情報セキュリティに関する会議が各所で開かれるなど

各省庁任せであり、政府がリーダーシップを発揮して、一貫した方針をもって行うべきで

ある。 

各国はサイバー空間を陸、海、空、宇宙空間に次ぐ第５の戦場と捉え、コンピューター

への不正侵入と破壊工作を明確な戦争行為と規定し、悪質なサイバー攻撃を「戦争行為」

とみなして対処する強い姿勢を示し、サイバー司令部を設置し、実戦部隊を本格稼働させ

ている。しかし、我が国ではサイバー攻撃を国際ハッカー集団のテロ行為、犯罪行為とし

て捉えているフシが強く、各種対策会議に防衛省は含まれていない。 

サイバー攻撃に対しては、いまや国家レベルの対応が常識となっており、サイバー戦に

対する基本姿勢を明らかにして、対処組織を設置するなど政府が一貫した方針をもってリ

ーダーシップを発揮すべきである。 

＊米国は、グーグルに対するサイバー攻撃（2011 年 1 月）が発覚した以降、クリントン国務

長官は、事あるごとに中国に強硬な抗議を続けてきた。一方、我が国では各国家機関や防衛産業、

衆・参両院等に対するサイバー攻撃の発信元の９割が中国からの発信であるのに拘わらず、中国

へ何らの抗議も行っておらず、国家意識、危機意識の欠如が如実となっている。 
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３．国家としての防衛産業の位置づけ 

 

 我が国の防衛装備品はライセンス生産を含めすべて民間企業たる防衛産業に依存してい

るが、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 2004年度以降減少化の一途

を辿り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年々増加している。 

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、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、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。安定

した防衛生産・技術基盤の早急な確立が必要である。 

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。 

 

（１）国家としての総合政策、国防会議の強化、拡充 

国防は国家存続、安全保障の根幹であり、単に国防の主務官庁たる防衛省、装備品製造

の防衛産業、経済・産業の経済産業省だけの問題ではなく、国家（政府）の強力なリーダ

ーシップの下、各関係省庁、経済界、学会が一体となり叡智を傾けなければならない課題

であるが、その態勢の実現には相当の期間を要することは避けられない。しかしながら防

衛産業を取り巻く環境、状況は上述の通り、一刻の猶予もない喫緊の状況で、早急な打開

策が求められている。 

そのためには、国防会議を強化、拡充し、国家の防衛戦略の基本構想、それを可能なら

しめる装備体系と生産所要と常続的生産ライン維持の可能性、技術者の育成確保、研究開

発等々を先ず、政府、財務省と主務官庁たる防衛省、経済産業省とともに防衛産業を含め

て今後の防衛産業の在り方を検討し、現行の体制の問題点を洗い出し、改善策を早急に打

ち出すべきである。 
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（２）防衛省、経済産業省、防衛産業三者の密接な連携 

国家としての方針、総合政策策定のためには、主要当事者たる防衛省、経済産業省、防

衛産業の三者が平素から密接に連携して、防衛戦略上の観点からの防衛省、経済産業政策

上からの経済産業省、製造者としての防衛産業とそれぞれの立場からの意見を踏まえて、

国家の防衛戦略の下で防衛産業の位置づけ、そのあるべき姿、現行の問題点、その改善策

について検討する必要がある。そのためには、先ずこの三者間の連携会議等の組織を設け

平素から軽易に接触し、意見交換等ができるようにすることが必要である。これによって

それぞれの立場や問題点も理解出来、思考範囲も拡大し、能力も高まってくる。三者間の

調整、検討事項は大きく装備体系とそれに必要な生産基盤、研究開発、防衛産業組織の再

編成特に専門技術を有し防需依存度の高い中小メーカーをどのように育成、維持、拡大し

てゆくか等々あるが、先ずは、これら問題を限定することなく幅広く話し合える場を設け

ることが先決であり、必要である。 

 

（３）防衛産業の再編 

 各国の軍需産業は兵器市場の変化の中で激しい生存競争を競う中で生き残りをかけて再

編、集約化を図り企業体質を強化しているが、我が国の防衛産業の顧客は防衛省のみでそ

の調達予算も減少化している中で一つの装備品に対し競合メーカーが多数存在しているこ

とがさらに企業自身の存続が厳しくなっている。防需依存度が低い大企業は防衛産業から

の撤退で倒産は回避出来るが、防需依存度の高い中小メーカーは倒産を余儀なくされ、そ

の貴重な技術が失われ、その回復は困難である。このため中小メーカーを取り込んだ競合

メーカーの合併、業種の異なる中小メーカー同志が合併によって総合力を高める方法や、

一部国有化を図る方法等の施策を早急に進めるなど企業体質を強化することが急務である。 

また装備品によっては、競合メーカーの双方の特徴、利点を生かすためのジョイント・ベ

ンチャー企業の設立も柔軟に活用すべきである。 

 

（４）防衛予算の GDP１％枠の撤廃 

 アジア諸国においては中国の驚異的な軍事力の強化に各国とも国防予算を増大している

中、我が国は 2004年度をピークに減少化の一途を辿っている。その反面、自衛隊は国際貢

献活動の任務化、東日本大震災を初め災害派遣活動の増加によってそれらの活動のための

予算、装備品の調達をも余儀なくされ、正面装備品の調達費初め維持・管理費も減少し、
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本来任務遂行に支障を与えるばかりでなく、日本の安全保障を支える防衛産業の存続を危

うくしている。如何に精強な部隊でも装備品が相手に劣れば敗戦の道を辿ることは第２次

大戦で証明済であり、特に近年の科学技術の発達は「兵器の性能が勝敗を左右する」まで

に装備品の重要性を増している。 

防衛費は周辺の軍事情勢に応じて増減すべきものであり、周辺の軍事情勢を無視した防

衛費 GDP１％枠は日本の安全保障を危うくする大きな要因であり速やかに撤廃する必要が

ある。 

 

（５）防衛戦略に基づく研究開発と研究開発費の充実 

我が国の装備技術開発の中核は防衛省技術研究本部とされているが、研究開発にあたっ

ては陸海空の防衛戦略に基づき、陸海空の調達担当部署や研究本部、開発実験団等と密接

に連携して行う必要がある。現実に技術研究本部が独自に装備の研究や製品化を前提とし

た研究開発もあると聞かれるが、防衛戦略、運用構想を踏まえた研究開発を行うべきであ

る。また、防衛省の研究開発費は英国の約１/3、米国の約 1/20といわれ極めて少額である。

日本人の科学技術開発能力は各種民間技術、汎用技術において世界をリードしているが、

その背景には能力とともに膨大な研究開発費を投入していることによる。 

日本の科学技術力を最大限活用することが、日本の安全保障をより効率的かつ確実性を

増大するものであり、研究開発費の充実が求められる。 

 

４．個人の保全意識の高揚 

 

保全の基本は個人の保全意識を高めることにある。情報収集活動は、究極的に目標とす

る組織の個人に指向される。このため保全の成否は組織の構成員たる一人一人の保全意識

とその実行にかかっている。それは秘密事項を扱っている、いないに拘わらず組織を構成

する全ての人に保全の責務があることを認識する必要がある。ともすれば、保全は秘密事

項に関わる人が注意すべきことと誤解されやすいが秘密に携わっていない人にも、立場に

応じた保全の責務があり、秘密に携わっていない人からの保全上の報告、通報が大きな力

となることがしばしばである。それは、次ぎのような“情報活動の特徴”から派生してき

ている。 
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（１）保全の宿命 保全は抑止効果が効かない 情報活動は必ず行われる 

 国の安全保障において追求すべきは、侵略の未然防止“抑止戦略”であり、それは、予

想される侵略を破砕しうる防衛力、精強な部隊、国民の防衛意識、強固な同盟関係、外交

政策等によって、相手に侵略を躊躇させ、侵略意図を放棄させることが可能である。しか

し情報（収集）活動（以下情報活動と称する）は、如何に厳格な法規制、強力な保全機関・

組織、国民の保全意識をもってしても相手の情報活動を放棄させることは出来ない。 

如何なる状況になろうとも相手の情報活動は必ず行われる。これが保全の宿命である。そ

れ故に、保全上の脅威は常に身近に存在しており、その脅威の実態と情報活動（工作）の

特徴を把握して対処することが必要である。その情報活動には次ぎのような特徴がある 

 

（２）情報活動の特徴 

ア．情報活動は情報収集（諜報：非合法のスパイ活動）のみではない 

 情報活動は、国家目的、国家目標、国益追求を達成するために行われるものであり、情

報収集（諜報）活動は、その一手段であり、その他には謀略（偽情報の流布などによって

相手を誤判断させる、相手国の影響力を有する人物を懐柔し相手国の政策を自国に有利な

ようにしむける積極工作等）妨業・破壊活動（国家の重要施設、社会インフラ等の破壊、

機能喪失、テロ等）がある。これらの活動を行うためには関連情報の収集や、活動基盤確

立のために相手国の協力者（エージェント）を獲得（徴募）することが不可欠であり、こ

れらの活動を行うためには個人を目標とした工作が必ず行われる。 

イ．情報収集は諜報（スパイ）活動のみではない 合法的手段、合法的手段を活用した

非合法活動等あらゆる方法で行われる 

  情報収集活動は、単に諜報（スパイ）活動のみでなく、多くの合法的手段を活用して

行われる。典型的な方法は研究交流、留学、会議等の活用や視察団の派遣による訪問・面

談、工場見学等である。その他、ハイテク技術者等の引き抜き・再雇用、ダミー会社を通

じた取引、学術・研究機関等の誘致、技術提携・合弁企業の設立、企業買収、公開特許、

非売品・部内文書等の収集等々多くの手段を活用して行われている。 

ウ．個人に関わる情報の収集を重視する 

 情報活動において協力者（エージェント）の獲得は最も重要な仕事であり､これ無くし

て情報活動はありえない。このためには先ず望ましい候補者の発掘が前提となることから

「個人情報は、秘密情報と同等、又はそれ以上の価値がある」といわれる所以であり、情
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報機関は個人に関わる情報の収集を重視して、平素からあらゆる機会、手段を講じて、そ

の周囲の人間に関する情報、資料を丹念に収集し、蓄積する。 

これらの個人情報は、当面の徴募要員候補者のみならず「将来の各種情報活動に役立つ

であろう」と予想される範囲まで政治､経済､軍事､外交、科学技術､各研究機関スタッフ等々、

情報機関が収集関心を持つ全ての分野にわたり幅広く、長年にわたり収集、調査を継続し、

個人データとして蓄積される。 

＊2008 年のベラノフ・ロシア大使館員事件（協力者と同室の者の氏名や内線電話番号等を要

求）、2009年の台湾総統府スパイ事件（総統府の機能組織図、内線電話番号簿などを要求）、2011

年の在上海韓国総領事館員の事件（韓国政財界の著名人 200人の携帯電話番号等を要求）などい

ずれも個人情報が要求されている。 

個人情報の重要性を示した典型的事例は 1976 年に生起した、米空母ミッドウェイの通信・電

子関係秘密の収集を狙った事件で、同空母乗組員の通信・電子関係のベテラン下士官が横浜の港

祭りのパレードを見学していた際に同下士官に声をかけてこれを機会に交際を始めた事件であ

る。在日米艦隊司令部、第 7 艦隊所属艦船、同空母乗組員（約 4,200 人）、米軍基地内居住等の

中から当該下士官を割り出し、横浜に外出した際に接触を図るためには個人情報収集に相当の力

を入れたことは想像に難くない。 

＊スマホの保全的弱点 

個人情報漏洩の危険性は近年益々増大しており、特にスマートフォン（高機能携帯電話、

以下スマホ）が非常に便利になり世界中で驚異的に増加、普及しているが、便利な反面、

保全的弱点も多いことに注意する必要がある。 

2011.11.3、米国家防諜局の議会報告書では、今後３～５年でスマホやノートパソコンの

普及が 2010年の２倍、約 250億台にまで膨らむと見込まれ、端末機器を狙ったサイバー諜

報の「新たな幕開け」になると予測している。 

現在、インターネット上に様々な無料のアプリが掲載されているがこれらの中にはスマ

ホにインストールすると、スマホに登録された電話番号や住所、メールアドレス、GPSの情

報などが抜き取られ、利用者間で閲覧できる仕組みのものがあり、2012年 10月には「全国

電話帳」というアプリから 1ヶ月間に約 76万人分の個人情報が流出したことが確認されて

いる。 

このほか「フェイスブック」や「カカオトーク」など多くのアプリが出回っているが不

用意にこのような無料のアプリをインストールすると「知らぬ間に個人情報が公開されて
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しまう」ことになるので、注意書きをよく読むとともに、これらの保全的弱点を十分に承

知しておくことが必要である。 

エ．普通文書、公開文書の収集を重視する 

 情報機関では「情報の 95％は普通文書、公開文書等から得られる」として、普通文書、

公開文書を丹念に収集し、これらを総合し、秘密の概要を類推し、あるいはその収集活動

を容易、効果的にする基盤をつくるなど、これらの文書等の価値は極めて高いことから普

通文書、公開文書等の収集を重視している。情報収集する側が「情報の 95％は普通文書、

公開文書等から得られる」と重視していることは、保全する側にとっては秘密文書の保管

管理のみでは片手落ちであり「普通文書等の取り扱い」についても十分に注意することが

不可欠である。秘密でない社内の一般文書、社内報、社内電話番号や異動発令後の人事発

令文書や社内行事に付随した役職、部署、個人名等が記された文書等、社内文書は不要に

なったら速やかにシュレッダー等で裁断、破棄し、不用意に外に持ち出したり、部外者に

渡さないことである。 

オ．知識の収集を重視する 

 秘密の根源は「知識」であり、これを形にしたものが秘密の「文書、図画、物件」（以下

文書等）である。文書等は保管施設の保管庫で厳重に保管し、保管施設への出入を監視、

規制することによって二重に管理できるが、その「知識」は、人の頭の中にあることから

何処にでも動き、しかもその「知識」の保全は個人の意識次第であり、頭脳に「鍵」を掛

けることは出来ない。情報機関が狙うのは、正にこの点である。情報機関は「ミスを犯さ

ない人間はいない」として、人の「不注意、ウッカリ、不用意な発言」や飲酒や討論の中

で「相手に情報を吐かせる」手法をとる。これまでの多くの事例は「知識」によって「秘

密」が漏洩、又は「秘密の一端」が漏洩し「秘密」の収集を容易にしている。重要な情報

こそ「知識」の形で漏洩しているのが実態である。 

カ．情報活動の基本は人脈の構成、維持、拡大である 

これまでの（２）から（６）までの情報活動の特徴を実行に移す基盤となるのは人脈で

ある。情報機関が情報活動を遂行するために不可欠な事項は、「人脈を如何に構成し、維持

し、さらにこれを拡大する」ことである。 

そのため、情報員はあらゆる機会を利用して接触の機会をつくり、交友を重ねて親密な

「個人的関係」まで深めることに努める。この人脈が広ければ広いほど活動正面が拡大す

るばかりでなく、収集事項の精度も高くなる。また、保全機関に注目、監視された場合に
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も接触範囲が広ければ広いほど保全機関の調査、確認行動対象が多くなり、勢力を分散さ

せ、活動を誤認、秘匿することが容易になる利点を有するため幅広く人脈を構成する。そ

して、必要なときに接触し、談笑し得る親密な関係の人脈を構成し、維持する。 

親しくなればなるほど収集事項に関連した「質問」に対し肯定か否定かの反応が出やす

くなる。熟練した情報員は、知りたい内容を全て吐かせるよりも相手に「肯定」か「否定」

で答えられるように話題、話の進め方に工夫をする。相手がそのような回答をしないまで

も親しくなれば「表情の変化」、「ニュアンス」で判断することが出来る。 

一方、質問された者も、「文書等」ではなく形のない、しかも秘密の全てではない「知識」

であるため漏洩の証拠としては残らないことから必然的に保全のガードは低くなる。 

例え、漏洩する意志がなくとも「無意識的漏洩」や「不注意、ウッカリ漏洩」をしがち

である。収集員が収集事項に関する専門家であれば、一寸したヒント、一言で秘密事項の

全てを把握することも可能である。特に、中国情報機関は収集員には収集事項に関する高

度な専門家を充てていることからのその可能性は極めて高い。 

＊次世代蓄電池を開発している研究室の教授は、「製造ラインの音を聞かれただけで製造方法

が漏洩してしまう」と保全に万全の態勢をとっている。 

 

（３）保全を高めるために個人が実施すべき事項 

保全の本質は「未然防止」にある。漏洩者が判明し、逮捕出来たとしても漏洩した情報

も、漏洩による損害も回収は出来ず、失われた信頼の回復は困難である。それ故に、各個

人は、漏洩事故を絶対に起こさない、起こさせないという強い意志を持ち、下記事項につ

いて徹底することが必要である。 

ア．保全の基本は不審事項の早期報告、通報 

情報収集活動は、自ら潜入して窃取を図るか、これらを含めて協力者（エージェント）

を獲得（徴募）して、潜入・窃取を容易にするための関連情報や必要な情報の収集を図る。

これらの調査、監視行動は、数度にわたり、あるいは複数の人に対して幾度となく接触が

行われるなどの“兆候”として現われ、個人の目に触れる。その“兆候”や“兆候と疑わ

れる些細な事項”でも目にした場合は上司に報告するとともに保全担当部署に通報するこ

とが、保全上最も大きな力を発揮する。 

これらの“兆候等”の報告・通報が複数寄せられれば、保全部署等が組織全員に対して 

“注意情報”あるいは“参考情報”として注意を喚起することができ、組織全体の警戒態
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勢が出来、さらに“兆候等”に関する報告・通報も活発化することによって情報の精度を

高め、未然防止態勢を確立することが出来る。 

 イ．協力者（エージェント）として獲得（徴募）されないための対処 

①協力者（エージェント）として獲得されないための最も確実な方法は「会わないこと」

に尽きる。会わなければ、何事も生起しない。相手は、一度の面識を利用して色々と口実

をつけて接触を続けようとするので、それに乗らないことである。中国大使館員の外登法

違反事件で某国会議員にも度々接触やレセプションへの招待があったが接触を断っていた

ため同議員には何事も起こっていない。 

②接触をする場合には事前に上司に報告、承認を得る。面談結果も報告する。 

会議や見学等で接待した人物が面談を申し込んできた場合には、相手の人物、面談目的

要件等を事前に報告し、承認を得てから接触する。この場合、職場で会い、必ず同席者を

つけることが大事である。獲得する場合、相手は職場で会うことを回避し、単独で会うこ

とを要求するので、職場以外で単独で会わないこと。これまで獲得された事例は例外なく

職場以外で単独で接触を続けたことによって獲得されている。やむを得ず職場以外で会わ

ざるを得ない場には、必ず同席者を同行することが鉄則である。 

面談後は、面談内容等について上司に結果報告を行う。 

面談時に文書等の提供依頼があった場合には必ず上司に報告、許可を得る。また、社内

のプロジェクトチームや開発状況、上司や同僚等の特定の人の個人情報に関わる質問があ

った場合には必ず結果報告に含める。 

＊相手は、獲得を意図する場合には普通の何でもない文書や資料を度々依頼する。また、多忙

を理由に、専門書等の購入を依頼する手法も用いるので、購入依頼等があった場合も必ず報告す

る。 

＊特定人物を獲得する場合には、正確性を期するために多くの人からその人物の学歴等、性格、

趣味・嗜好、評判などの個人情報を集めるのが定石である。 

接触間に不審事項があった場合には、速やかに上司に報告、保全担当部署に通報すると

ともに接触を断ち、要すれば関係機関に相談する。 

＊マチューヒン事件など、スパイ工作を未然に防止した事例は、接触を続け交遊関係にまで進

展していても、スパイ活動を持ちかけられた時点で直ちに保全部署に報告したことによって未然

に防止している。 
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ウ．サイバー攻撃対処にも人の保全意識が不可欠である 

IT技術を駆使したサイバー攻撃には技術をもってこれに対処することが第1義であるが、

これらの機器を駆使するのが人間であり、ウイルス対策ソフトも万全でないことから、人

の保全意識の向上もまた不可欠である。 

政府の内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）は 2011年 10月から 12月にかけて首

相官邸や各府省庁など計 12機関の政府職員約 6万人を対象として初めてのサイバー攻撃訓

練を行ったが、事前に不審なメールに注意するよう喚起した上で、時期を知らせないまま

「標的型」の模擬メールを送り付けた結果、10.1％の職員が誤って開封し、自動返信機能

などで不審メールに返信し、有効なメールアドレスを攻撃側に通知してしまうケースも目

立ったといい、警戒心の乏しさが浮き彫りとなった。 

保全の第 1 歩は先ず、社内のセキュリティ規則等を厳守することであり、外部からの遮

断（オフライン、USB 等を接続しない）、ウイルス対策ソフトの使用（LAN 接続前、ダウン

ロードしたファイルの開封前チェック）等々規則等に示されたことの確実な実行にある。 

標的型メール攻撃は「なりすまし」が効果的であることから、個人のメールアドレスや、

人間関係等の個人情報の収集を行う。このため端末 PCやスマートフォンでネット上の無料

ソフトやアプリを利用しない。 

攻撃者は、先ず、セキュリティ対策の甘いところを狙って、不正プログラムで取引先や

官庁の担当者名、アドレスなどを収集したり、ヒューミント活動を通じてアドレスや人間

関係等の個人情報を収集して、その情報を基に“安全メール”を装って、関係先へ新たな

攻撃を仕掛けてくる。この個人情報収集のための攻撃は、秘密事項を扱っていない人事、

広報、営業など現場社員に事前照会や添付メール付メールを送るなどの手法を多用してい

るので、特にこれらの部署での対処が重要で、必ずウイルスチェックを行うことが必要で、

「大丈夫だろう」が最も危険である。 

「なりすまし」メールでは、上司の業務連絡を装い、あるいは、恒常的に連絡関係にあ

る者を装った添付メール付メールを送りつけることが多い。このため、送られてきたメー

ルが “安全か否か”を見分けることが不可欠であり、これは個人の保全意識に左右される。

「知己からのメール」であっても不自然な日本語や用語の誤り等に注意し、あるいは開封

前に電話で確認することや添付付メールの使用を極力避けることが必要である。恒常的連

絡者間においては相互の確認手段を本文中メールに含ませるなどの工夫も有効な手段であ

る。携帯電話の普及によって従来の固定電話より格段に連絡が容易となっており、また識
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別手段など一寸の手間をかけることや工夫をすることによって甚大な被害を回避するが可

能となる。 

 これまでの感染事例では、「新型ウイルスの注意が出ているにもかかわらず対策ソフトが

更新されていなかった」り、「対策ソフトを入れていてもそれ以上の対策がとられず記録も

残る仕組みになっていなかった」、攻撃の前提となるメールアドレスや交信者等の人間関係

などの重要性の認識が欠落し、「扱っている情報は公表されるものが多いことから強固なセ

キュリティは不要だと思っていた」等々いずれもが「人」の保全意識の欠如に起因してい

ることが多く、システム等による対策とともに「人」の保全意識も不可欠である。 

エ．無意識的、不注意による漏洩の防止 

 内部からの漏洩の８割は無意識的・不注意による漏洩といわれるが漏洩の大部分は無意

識的・不注意によるものである。意識的漏洩であってもその協力者として獲得されるのは

不注意、不用意に工作員と交友を続けた結果であり、その比率はさらに高くなる。 

 不注意・不用意による漏洩の原因は次のような人間の本性に大きく起因している。 

①「見たい、知りたい、話したい」「知ることは楽しい、それを話すことはもっと楽しい」

という人間の好奇心と、他人が知らないことを知っているという優越感に起因する。その

中でも「話したい」という本性は、自分に直接関係がなく、利害にも関わりがない場合に

現われる。しかし、自分に直接関係や利害がある場合には「知られたくない、隠したい」

という正反対の人間の本性が現われる。保全は正にこの「知られたくない、隠したい」の

本性に依存することによって保全の確実性を期することができる。そのためには、組織等

の保有する秘密等、それに関わる施設・装備等、組織を構成する個人、その組織・機能、・

活動等を保全することは国家の安全保障、組織等の安全や発展ばかりでなく自分自身やそ

の家族等の幸福等に大きく関わっているということを認識、自覚することである。 

②もう一つに本性は「自分は大丈夫」という誤った自信感である。典型的な例は交通事

故である。毎日交通事故が生起しているが、極一部の犯罪者を除き誰も事故を起こそうと

思って事故を起こす者はいない。交通事故写真や現場を見ても「自分は大丈夫」という潜

在意識が働き、いつの間にかそれが不注意となって重大な事故に至るというのが実際であ

る。保全においても同様に「自分は大丈夫」として組織の規定に反して文書等を部外に持

ち出し、あるいは携行する場合に、不注意で置き引きに遭い、電車の網棚や洗面所等に置

き忘れ等々部外持ち出し時の USB 等の紛失事故が後を絶たない。あるいは居酒屋等で不用

意に組織の重要な事項を話してしまうことが多い。 
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また、「自分はスパイとして獲得されることはない」として不用意に外国人や見知らぬ人

と接触・交友を重ねたり、「自分は秘密を漏らしていない」として、情報機関にとっては重

要な価値を持つ組織の普通文書等を提供したり、個人情報に関わる事項を不用意に他人に

話したりすることが多い。 

このためには、組織の規則や規定を遵守し、「人間は不注意を犯しやすい」ということを

認識して、常に注意を怠らないことが必要である。 

③日本人の特性から生ずるもので、元上司や、先輩が秘密事項や開発事項に携わっている

後輩などに、気軽に「今何をしているの？」「何の開発をしているの？」などと話しかける

ことが多い。欧米人の場合には、ストレートに「Not my job」「I do not know」で済

ましてしまうが、日本人の場合には、聞かれた後輩は、人間関係を壊したくないので多く

の場合「実は・・・」などと話してしまう。聞いた方は自分に直接重大な影響がないため

多くの場合は①の特性のように他人に話してしまうことが多い。秘密はこのようにして拡

散してしまうのが現実で、重大な秘密ほどこのような「知識」の形で漏れてゆく。このた

め、保全で重要なことは「秘密等に携わっている者に対して当該業務に関わる事項につい

て聞かない、質問しない」という配慮が必要である。 

 以上のように保全とは身近な、簡単な事項を愚直なまでに実行することが保全確実にし、

強化するものである。 
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