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 戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支えた

のは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石油危機な

どの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は多大なもので

ありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一

方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを失ってきつ

つあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

 これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今後解

決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて従来にも

ましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫られ

ております。わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力すること

から始まり、やがて独自の技術･製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあ

げるまでになってきております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力をさらに

発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙げ、世界

をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の各企業におけ

る研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発

により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの一つ

として財団法人安全保障貿易情報センターに「機械産業の対外経済活動に与える安全保障関連

動向調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に

寄与すれば幸甚であります。 

 

平成 16 年 3 月 

                                          社 団法人  日本機械 工業連合会 

                                        会 長  相 川 賢 太 郎 
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 今日のわが国の経済力・技術力に鑑みると、今後ともわが国産業界の対外経済活動が活発化

し、国際社会への進出は増大していくことが見込まれています。このような企業活動と安全保

障をめぐる国際間題との関係はますます深遠かつ広範になっていくものと考えられます。 

 国際情勢を振り返れば、平成 13 年９月の米国同時多発テロ事件が象徴するように国際テロ組

織による無差別テロ事件が世界各地で勃発し、他方、中東、インド、パキスタンにおける民族・

宗教問題を背景にした地域紛争も未だおさまる兆しはありません。 近では、イラン問題、北

朝鮮の核開発再開問題などが世界平和を一層不安定なものにしています。 

 このような国際情勢下、海外において広く活動を展開する我が国企業において、研究開発・

生産された貨物・先端技術がこうした懸念国における通常兵器及び大量破壊兵器等の開発・製

造に利用されることを防止するために、不拡散型輸出管理の重要性の認識はますます高まって

います。我が国におきましても平成 14 年４月に大量破壊兵器不拡散のためのキャッチオール規

制も導入されるなど、企業による的確な自主輸出管理の実施が一層重要になっています。 

この不拡散型輸出管理を的確に実施するためには、懸念企業情報や紛争地域における適切な安

全保障に関する情報収集等が不可欠となり、また、こうした情報を収集提供していくことは、

ひいては、健全な国際貿易を通じた我が国機械工業の振興に寄与することになります。 

 このような観点から、「機械産業の対外経済活動に与える安全保障関連動向調査」事業におい

て、主として紛争地域等の安全保障に関する情報の収集分析を行ったものです。 

 本報告書が、わが国企業による的確な自主輸出管理の一助になるとともに企業の国際化の資

として活用願えれば幸甚であります。 

 後に、当財団法人安全保障貿易情報センターに対して、本調査、研究の機会を提供して頂

きました社団法人日本機械工業連合会と関係者の皆様に対して厚く御礼申し上げる次第であり

ます。 

 

平成 1６年 3 月 

財団法人 安全保障貿易情報センター 
理  事  長    黒  田  眞 
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総 論 

 

１．調査目的 

 インド、パキスタン、イラン、北朝鮮に関する安全保障関連情報を収集・分析し、これら諸

国の大量破壊兵器等の開発・製造に関するプロジェクト情報、開発・製造場所等を含む懸念情

報を収集分析することによって、エンドユース、エンドユーザーのチェックに資することとす

る。 

 

２．調査内容 

 １）インド、パキスタン、イラン、北朝鮮の４ヶ国における大量破壊兵器等の開発・製造に

関するプロジェクト情報、開発・製造場所、保有状況の情報を収集の上、開発動向等について

整理する。 

 

 ２）上記情報を整理し、プロジェクトの概要をまとめた一覧表を作成する。 

 

３．調査結果と得られた結論 

 各調査対象国の大量破壊兵器の保有状況、開発の動向、プロジェクトの内容を整理した上、

大量破壊兵器の種別毎に保有状況、プロジェクトをまとめた一覧表を作成した。輸出管理の観

点から注意を要する機関、プロジェクト等を特定することができた。以下、国別に報告する。 
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１．インド 

(1) 核兵器 

① 総 括 

インドは、1962年の中印紛争、中国の1964年の第１回核実験、1966年の核ミサイル実験、19

67年の水爆実験等に触発されて、1967年、当時の国民会議派のインディラ・ガンジー政権が、核

開発の方針を決定した。以後の歴代内閣も「核オプション政策」を継続してきた。そのため、核

不拡散条約(NPT)及び包括的核実験禁止条約(CTBT)とも、既保有国と未保有国とを差別する条

約であるとして、署名を拒否し続けている。 

インドは1974年に第１回の核爆発実験を「平和的核爆発（PNE)」と称して実施以来、原子力

の平和利用と共に、密かに核兵器の開発をも進めてきた。 

インド人民党（BJP)は、1998 年２～３月の総選挙の選挙公約で核武装政策を掲げ、選挙後の

３月18日政権運営の基本となる新政策綱領（The National Agenda for Governance)を発表した。

その中で、インドの安全保障のためには「核政策を再評価し、核兵器を導入するオプションを行

使する」と公約した。 

バジパイ首相は1998年５月11日、首相公邸で記者会見し、ラジャスタン州ポカランで地下核

実験を行ったと発表した。首相声明によると、実験は同日午後３時45分頃（日本時間７時15分）

３回に分けて、核分裂装置、低出力装置、熱核反応装置の３種を行った。ついで、13日午後０時

21分（日本時間３時51分）、ラジャスタン州ポカランで２回の地下核実験を行った。 

Ｒ．チダムバラム・インド原子力委員長とアブドル・カラム（国防研究開発センター）の両氏

が５月 17 日、ニューデリーで記者会見し、核実験の詳細について説明した。それによると、11

日の核実験では、12KT の核分裂装置（1974 年の実験ほぼ同様な実験であるがより小型）、43KT

の熱核反応装置(水爆相当)､0.2KT 以下の小形核だった。13 日の実験は、0.5KT と 0.3KT で同

時に爆発させたという。 

2001年12月13日のイスラム過激派によるインド連邦議事堂襲撃で、両国の緊張が一気に高ま

った。2002年から2003年初頭にかけて両国首脳は、核戦争の可能性もあったことを示唆する論

争を応酬した。この事態をきっかけとして、インドでは核兵器の開発及び装備の必要性が見直さ

れたことから、パキスタンとの間で激しい開発・配備競争が続くものと思われる。 

2003年５月に「インドが非核化するならパキスタンも非核化する」とパキスタンが申し出たの

に対し、バジパイ首相は「パキスタンの核排除の提案に報いるつもりはないが、お互いが核を使

用しないよう希望する」と応じた。そして９月には「2003 年末までに設置される文民組織が核

兵器の管制を行う」との報道がなされ、軍による核使用の暴走を防ぐ姿勢が示されている。 
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② 保有状況 

諸説あり、NBC 放送によれば25～100発、IISS では65～90発としている。なお、インドは短

期間に約 65～90 発の核兵器を保有しうる能力が有ると推定されている。1998 年５月の実験後、

インドは終始一貫して「 小限の核抑止力保持」の核武装政策を唱えている。2001年３月～2002

年３月中旬の報道には、米科学者連盟の約 60 個（Reut.2002.1.3)と全世界科学・軍備監視グル

ープ（Scientificand arms monitoring groups around the world）の55～110個(REUT.2002.1.5)

がある。 

2002年５月23日 Jane's Strategic Weapon Systems はインドの核戦力について、核兵器10

0～150発、内20発は航空機搭載型爆弾で残りはミサイルへ搭載可能、同運搬手段は Jagear 型及

び Mirage2000 型戦闘爆撃機並びに Agni-Ⅰ及びⅡ型中距離弾道ミサイルと Prithvi シリーズ短

距離弾道ミサイルと推定している。 

2004 年２月 14 日の Reuters News が、Jane's Strategic Weapon Systems の推定保有量とし

て「インドの核弾頭は 50 発、パキスタンの核弾頭は 25 発」と報じた。 

③ 開発の動向 

1998年５月以降、核実験は自粛しているが、弾頭の小型化を重点に研究開発を継続しているも

のと思われる。同時に、「 小限の核抑止力保持」の戦略構想の下、核兵運搬手段の開発改善を含

む核戦力体系整備の総合的な研究開発を推進している。 

④ プロジェクトの内容等 

国防省の指揮を受け、原子力省が主体となって推進する。 

1)  全 般 

ウラン：３つの原子炉により年間251トン生産 

トリウム：少なくとも36万トン貯蔵 

転換：３工場がウランを生産、年間400トン 

燃料成型加工：５工場、自給可能 

加圧水型原子炉（PHWR）：８基運転、４基建設中、10基計画 

沸騰水型原子炉（BWR）：２基 

軽水炉：２基計画（ロシアから購入） 

高速増殖炉（PFBR）：計画中 

濃縮： ２つのガス遠心分離濃縮工場がある。レ－ザ－・アイソト－プ分離法の研究を行っ

ている。 

再処理：３つの工場と１つの試験施設、動力炉は核兵器用プルトニウムを供給 
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重水： ８つの重水生産工場がある。自給可能、これまで500トン以上の重水が旧ソ連から

輸入されているが、これらは保障措置下にある。 

兵器用プルトニウム生産原子炉：Cirus:40MW 及びDhruva:100MW 

トリチウム：生産能力保有 

2) 主要機関、主要施設等 

Advani-Oerikon（在：ムンバイ）  

：核兵器用溶接技術保有武器製造会社 

Atomic Minerals Division(AMD)（在：ハイデラバード） 

：核計画に必要な鉱物資源探査             

Baroda（在：グジャラート州バローダ） 

：重水生産 

Bhaba Atomic Reserch Center(BARC)（在：ムンバイ） 

：インド原子力省に一部門で核兵器製造の主要工場 

Centre for Advance Technology（在：ムンバイ） 

：インド原子力省の一部門でウランのレーザー濃縮の研究実施 

Cirus（在：トロンベイ） 

：カナダの協力で建造された研究用原子炉を保有 

Dhruva（在：トロンベイ） 

：発電用原子炉を有す。IAEA未査察施設 

Indira Gandhi Center for Atomic Reserch(IGCAR)（在：カールパカム） 

：研究用原子炉、IAEA未査察高速増殖試験炉を有す。 

Nuclear Power Corporation of India Ltd(在：ムンバイ) 

：原子炉の設計、建造、運営を行っている。 

Saha Institute of Nuclear Physics(SINP)（在：カルカッタ） 

：原子力省監督下で核物理学の研究を実施 

Tarapur （在：タラプール） 

：原子力発電所であるが、核兵器計画関与が疑われている。ウラン・プルトニウム酸化物

製造、保有原子炉一部はIAEA未査察 

Trombay（在：ムンバイ） 

：プルトニューム､６フッ化ウランの生産及びウラン燃料製造､ IAEA 未査） 

⑤ 近の主な動向 
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＊ 1989年  CIA､インドは熱核兵器を計画と言明 

＊  1995年  中国､ 軽水炉に燃料供給を同意 

NPT 再延長署名を拒否 

＊  1996年  CTBT 署名を拒否 

＊  1997年  "Asian Strategic Review 1996-97"によれば、インドは2000年までに核兵器5

0発分、450kg のプルトニウムを保有可能。 

＊  1998年  地下核実験を実施（５月11日と18日に合計５回）。インド政府の発表によれば、

核分裂装置、低出力装置、熱核反応装置の３種の試験であった。 

核実験強行に対するペナルティとして、米国商務省は制裁リストを発表、経済制

裁を発動した（11月13日）。この制裁はインド経済に相当な悪影響を及ぼすことに

なったが、バジパイ首相は「 小限の核抑止力」を配備するため、長距離ミサイル

及び核分裂物資の生産を含む核開発はあくまで継続する」と議会で演説した(12 月

15日)。 

＊ 1999 年 原子力省の機関"核燃料コンプレックス(NFC)"は核開発の重要物質であるジル

コロイ-４の開発に成功し（3.23）、またインド国家エネルギー委員会（AEC）のチ

ンダラム議長によれば、「インドは中性子爆弾の製造能力を持っている｣(8.16）。量

の面では「ここ２～３年の内に、実質的な軍事的意義を持つ数に達するよう製造速

度を上げた(10.6）。そして軍備管理に関する米国との長時間に及ぶ対話で、インド

は「 小限の核抑止力は、これを確保しなければならない」という確固たる信念に

立脚して対応した(12.21)。CTBT 署名に関しては拒否し続けた。 

＊  2000年  本年度は、1998年の核実験実施に伴う経済制裁措置の解除を求めて活発な外交戦

を重ねた。制裁解除と引き換えに包括的核実験禁止条約(CTBT)調印を迫る国際社

会の要求には応ぜず、「 小限の核抑止力保持」方針も堅持を主張して譲らなかっ

た。但し、核実験の自主的凍結は約束した。その他、特記事項には次のようなもの

がある。印外相は「わが国は核保有国である」とし、「核保有国として認知しない

限り、NPT 条約には調印しない」との姿勢を示した（5.9)。NPT 再検討会議開催

中の国連本部で記者会見した米国科学者連盟(FAS)は、衛星写真などを分析した結

果、インド、パキスタン、イスラエルで核兵器開発体制が進んでいると指摘した

(5.16)。元インド原子力委員会委員長"P K Lyengal"氏は核エネルギー局(DAE)

の主張に反し、CTBT 署名以前に水爆と中性子爆弾の実験を必要とする、と述べた

(7.30)。インドは、｢タラプール動力原子炉核燃料は国際的保証措置下にある｣とし
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て米国の非難を拒絶した(2001.2.20)。 

＊ 2001年 

５月10日： インドは公式に「国家安全保障政策の示すところに従って 小限の核兵器の研

究、開発及び製造を押し進めつつある」と発表した。しかし核エネルギー局(De

partment of Atomic Energy：DAE）の年次報告書(2000-2001)は 小限の「数」

には言及していない。 

５月 16 日： インドのバジパイ首相は、インドと ASEAN 諸国の安全保障が互いに密接に

関連していると強調しつつ、「インド政府は、非核兵器圏としての東南アジアの

立場を尊敬しており、この認識の協約化を歓迎する」と述べた。しかし一方では

自国の核兵器政策について正当化した。 

７月５日： パキスタン大統領のムシャラフ将軍はZee TV とのインタビューで、「インドは

核兵器の先制不使用を提言しているが、自分はこれを１歩進めて"不戦条約"とす

る用意がある」と述べた。彼はまた、"ハリヤット"（インドのジャム・カシミー

ル分離主義穏健者グループ多数からなる団体）を対話に参加させない限り片手落

ちで、早い時期に参加させるのがよい、とも語った。   

７月20日： パキスタンのムシャラフ大統領は、核兵器の偶発的で無許可使用の危険性を減

ずるため、インドとの対話を提案した。記者会見で彼が明らかにしたもの。 

７月 21 日： インドの前核エネルギー委員長"Chidambaram"博士によれば、1998 年５月

のポカランでの核実験は実験目的に合致する"完全なる成功"であった。これは今

年度の中期インド科学学会で述べられたもの。 

８月 14 日： 限定的な核攻撃能力の保有に伴い、インドは核兵器の指揮・管理組織に関す

る再調査で幾多の困難に直面している。すなわち陸・海・空軍に何れの核兵器を

所掌させるか、あるいは別途核部隊を新設するか、核の引き金に至る指揮系統を

どうするか、更には核の 終的引き金を首相に委任するとしても、彼が任務を果

たし得ない状態に陥った場合にはどうするかなど、多くの課題が生じた。  

８月30日： インド核エネルギー委員会（委員長：アニル・カコダカル博士）は、「核エネ

ルギー局(DAE)に内密の購入があるとは全く信じない。購入は全て公明正大であ

る」と述べた。 これは、「米連邦大陪審が核兵器製造に使用される可能性のある

装置をインドへ輸出したとして、Marin  Country Electronics 社の重役３人が

告訴された」と言うサンフランシスコからのニュースへの対応である。 

９月25日： 本日付インド紙によれば、印・パへの制裁を解除するという米国の決断は両国
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を核クラブの一員として事実上認識したことを示す。ブッシュ米国大統領は、「1

998 年に核実験の応酬を行った後に両国に科してきた制裁措置は、米国に対する

同時多発テロの結果として米国の国家安全保障にもはや益するものではない」と

述べた。 

10月12日： インドのOmar Abdullah 外務担当閣外大臣は、「我が国は、パキスタンが核

の "先制不使用"を一度も保証したことがないので、通常戦が激化した場合には

核兵器を使用するかも知れない、と懸念している」と述べた。 

10 月 17 日： 国連総会の軍備撤廃と安全保障に関する委員会に出席したインドのスード代

表は、テロリストの手に落ちる可能性もあり、全核兵器の全廃に向けて速やかに

歩を進めるよう求めた(核兵器全廃はインドの積年の主張）。同代表は又、インド

は核兵器国の一国ではあるが、全世界の核兵器廃絶を目指す委員会には今後も留

まる、と述べた。その他、同代表はテロリズムに対し団結して戦う必要性を強調

した。 

11月１日： インドは大量破壊兵器がテロリストの手に入ることを非常に心配している旨表

明したが、アフガニスタン戦争拡大の余波を受けてインド亜大陸に核軍備競争が

起こる可能性については、論外として否定した。ギリシャ外相(訪印中)と会談し

た後の記者会見でインドのシン外相が述べたもの。 

11月５日： バジパイ印首相とプーチン露国大統領は、核協力関係強化の可能性を切り開い

て両国関係を更に発展させた。印首相の訪問は、脚光を浴びなかったが各種レベ

ルにおける核協力の道を切り開くことにあった。タミール・ナドの原子力発電所

建設（2008年竣工､約20億＄）は核協力関係拡大の第１歩である。武器取引関係

では空母「アドミラルゴルシコフ」関係、T-90型戦車300両以上など既に70億

＄に及び、ロシアの軍事産業は事実上インドと中国に依存しているという。 

11 月 12 日： インド政府の主任科学顧問であった"アブダル・カラム"氏は引退に際し、核

分裂型核爆弾と核融合型核爆弾の双方を保有していると述べると同時に「我が国

核兵器の安全は完璧である」であると語った。同氏はまた、ミサイル、軽量戦闘

機や電子戦など、核兵器以外の重要兵器の開発計画も予定通り順調に進んでいる

と述べた。なお同氏の後任は核エネルギー委員会委員長のチンダムバラン氏。 

11月15日： インド政府の新科学顧問主任"Chindambaram"氏は「インド政府は今や"信頼

できる 小限の核抑止力"を確立済みである」と主張し、核実験一時停止方針を

見直すことは全くない、と述べた。 
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12 月 31 日： ワシントン・タイムズ紙が米国情報筋の言として報じたところによれば、イ

ンドとの国境線沿へのパキスタンの軍事展開は、核兵器を貯蔵基地から輸送する

準備を含むものであった。情報機関筋は、「インド側もまた、パキスタンの首都

イスラマバードを射程内に収める位置にPRITHVI型短距離弾道ミサイルを用意

しつつあるようだ」と述べた。 

＊ 2002年 

１月３日: インドとパキスタン（両国とも核兵器保有）間の緊張が戦争の恐怖をかき立て、

米中両国が双方に抑制を求めているので、インド政府は「軍事力の全面的行使は

自衛の場合に限る」と誓った。しかし南アジアの両雄（印・パ）の正確な核能力

は依然として不明瞭である。全世界の科学者及び軍備監視グループは核兵器保有

数についてインドは55－110、パキスタンは15－40と推定しいるが、専門家の多

くは上記数字範囲の下寄りと信じている。また核の危機管理についてはパキスタ

ンは2000年２月に核司令本部(Nuclear Command Authority)を設立しているが、

インドには未だない。 

１月５日: 印・パ両国は爆発寸前の国境線沿いに兵力と武器を集中しつつあり、世界で 後

発の核兵器保有国間の戦争の恐怖が掻き立てられている。世界には５ヶ国の"公

認核保有国"があり、全世界の核兵器数は 24,700－33,300 発と推定されている。

公認５ヶ国は保有数を公表しているが、その他は発表していない。インドは科学

者と武器監視グループによれば55－110発（専門筋はこの数字の下方寄りと推定）、

パキスタンは48発、北朝鮮は10発程度、イスラエルは200発と推定している。 

２月14日: インドはEU の外交政策指導陣に対し、インドが核実験の自主的停止を守る旨、

再度確約した。シン印外相が、EU のソラナ外交政策主任、パッテン外交委員、

ピック・スペイン外相その他に対してマドリッド市で述べたもの。 

４月９日: パキスタン軍事政権のムシャラフ将軍は、先週末発刊されたドイツのシュピーゲ

ル紙で、「核兵器使用も辞さず」として緊張を煽り、また「インドは"Super pow

er"の野心を持っている」と非難した。インド側はこれを「無責任放言」として一

蹴し、核兵器の「先制不使用、第２撃使用」方針には変更はないとした。通常戦

力に劣るパキスタン側は「先制不使用」宣言を保留している。 

４月23日: Jane's Strategic Weapon Systems は、印・パの核戦力を次のように推定。 

印：核兵器100～150発、内20発は航空機搭載型爆弾で残りはミサイルへ搭載

可能。運搬手段は、Jaguar 型及び Mirage2000 型戦闘爆撃機並びに Agni
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-Ⅰ及びⅡ型中距離弾道ミサイルとPrithvi シリーズ短距離弾道ミサイル。 

パ：核兵器 25～50 発、内 20 発は航空機搭載型爆弾。運搬手段は F-16 型戦闘

機並びに中距離弾道ミサイルShaheen-Ⅰ/Ⅱ及びGhauri-１/Ⅱ。 

４月 26 日: 特別に設立されたインド陸軍ミサイル小隊への Agni-Ⅱ型中距離弾道ミサイル

の導入は、核兵器実戦化の道程に大きな前進を記すものであり、その核兵器状態

を更に信頼できるものに導くものであった。"信頼できる 小限の核抑止力"はイ

ンド核政策の基盤であり、射程2,500kmの"Agni-Ⅱ"の導入は、核兵器化された戦

略環境下における抑止力を誇示する上で重要な第１歩を記したことになる。 

６月３日: シンガポールで開催された３日間の地域安全保障協議会の閉会時には、南アジア

で高まりつつある緊張が議論を支配した。フェルナンデス印国防相は「我が国は

テロリズムとの戦いに焦点を置いており、パキスタンの領土保全を脅かす意志は

ない」と述べ、また「我が国の核兵器は自衛のためのみであり、抑止力として以

外に使用する意志は全くない」と強調した。 

６月17日: バジパイ印首相は本日付ヒンズー語紙、ダイニック・ジャグランのインタビュ

ーで、パキスタンとのあいだで戦争が勃発する危機に直面しているとの認識を示

し、数週間前には核戦争への用意も進めていた、と述べた。 

７月22日: インドの大統領に選出されたアブダル・カラム氏は、｢我が国の核兵器庫は安全

であり、またわが政府は、引き続き"核兵器の先制不使用政策"を誓っている」と

述べた。また Wall Street Journal 紙の行った質問に文書で回答し、｢自分は､"

南アジアは核戦争の危機に瀕している"という西側諸国の恐怖を削減すべく努力

するつもりである｣と述べた。 

８月９日: ４年前に隣国パキスタンと核実験の応酬を行ったインドは、核兵器関連指揮・管

理システムの立ち上げ作業を未だ続けている。なお、パキスタンは既に、軍部、

政治家、科学者からなる指揮管理機構を設立済みで、 終権限を大統領に付与し

ている。 

11 月 15 日: インドの「 初に使用しない」政策にもかかわらず、平和が脅威にさらされ、

他国が核を使用する場合にはインドは自衛のために核兵器を使用する、とAbdul

 Kalam 大統領は15日表明。隣国２ヶ国が核装備している以上、平和を守るため

に、それを使用するのは自然なこと、と語った。 

12月19日: Singh インド副外相は、専門家がさらなる核爆発テストの必要性について上院

で質問したのに対し、「政府はテストの一方的な停止期間を守り続ける」と答え
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た。さらに、「インドは他のいかなる国との兵器競争にも加わらない」と述べた。 

＊ 2003年 

１月５日: インドは核ミサイルの透明性と地域の安定性を高めるため、週末にこれを正式の

指揮管制組織下に置いた。その発表は、前例のないパキスタンとの核戦争の瀬戸

際に立ってから１年後にもたらされ、核パワーを保持してから４年半後に核統制

権者が核兵器の貯蔵に責任を有することとなった。 

１月14日: フェルナンデス・インド国防相は13日、”核の先制使用をしない政策”を持続

すると語った。国防相は、長期的にはこの見解を見直すよう国家安全保障顧問委

員会(NSAB)で政府に強く勧告した、と述べた。 

１月23日: インドはロシアとの間で先週末、４機の長距離核爆撃機と２隻の核能力を有す

る潜水艦を借用する契約にサインした。 

２月14日: バジパイ印首相は14日、「核実験を実施したのはインドの意図ではなかった。

パキスタンが引き起こした安全保障上の問題を容認できなかったからである」と

述べた。インドは 1998 年に一連の核実験を開始し、パキスタンはその１週間内

に核実験を開始しているが、インドは戦争において先に核兵器を使用するつもり

はない、としている。  

２月20日: Singh インド外務次官は20日上院での質問に、「インドは、インドの領域また

は軍隊が核による攻撃を受けた場合にのみ、核兵器を使用するつもりである」、

と答えた。また、「インドは大量破壊兵器の”二次的拡散国”という米 CIA の見

解は、アメリカとの公式な対話において”根拠のないこと”と拒絶済みである」、

と答えた。 

５月６日： 「インドが非核化するならパキスタンも非核化する」というパキスタンの申し

出は、核兵器に関する米国の懸念を和らげ、カシミール問題を継続させておこう

と意図されているとするインド人アナリストが論説した。 

５月８日： バジパイ・インド首相は８日の国会討論において、「パキスタンの核排除の提案

に報いるつもりはないが、お互いが核を使用しないよう希望する」、「パキスタン

の核計画はインドを特定の目標としているが、インドは他の国家も考慮している」、

などと述べた。 

５月 11 日： バジパイ・インド首相は 11 日、ミサイル及び核の拡散に関し、罰を受けるべ

き隣接国が制裁を受けていないのを遺憾であるとした上で、インドは主要な防衛

及び軍民両用品の技術を国内開発に依存してきた、と主張した。「罰を受けるべき
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国々は、豊富な経済支援さえ受け続けた」、と明らかにパキスタンと中国に言及し

た。 

７月 22 日： インドで歴史上 悪の放射能被爆に関する記事。本年１月 21 日に、インド南

東部にある Kalpakkam 原子力発電所でバルブの不具合から放射能が漏洩し、原

子力エネルギー局の職員６人が被爆した事故を詳説した。 

９月２日： ヒンドゥー紙が２日報ずるところによると、インドの核兵器管理統制システム

は本年末に設置されることになった。政府は核兵器の管制を、新たに設置する文

民組織に８月末までに移管する計画であったが、遅れることになった。 

９月 22 日： Hindusutan Times 紙の 22 日の報道によると、インドの核兵器使用を 終的

に決定する核統制機関（NCA）が、内閣府を核攻撃から防御するため２つのシェ

ルター構築を決定した。１つは首相官邸を、もう１つは国防省及び外務省を防御

するよう構築される。 

11 月 13 日： 印パは核兵器に関する協議を持つべきである、との記事。核のライバルであ

るインドとパキスタンは、冷戦時代の米ソが対話と条約で相互の核能力を抑制し

たように、核兵器の管理について論議し緊張緩和を図らなくてはならない、等と

述べている。。 

(2) 化学兵器 

米国防省の評価によれば、インドは広い分野の化学産業を持っており、膨大な量の化学物質を

国内消費用に生産している。中東諸国にも化学製品を輸出している。インドは化学兵器禁止条約

(CWC)を1996年９月に批准し、1997年６月、ハーグの同条約理事会に化学兵器申告書を提出し

た。インド国防省は、すべての施設を査察に公開する旨の宣言をした。 

2000 年８月 31 日、化学兵器禁止条約調印国としての義務を完全に果たすための国内法「化学

兵器禁止条約法案2000」を制定した。 

2001年10月、米国での炭疽菌によるテロ事件を受け、インド連邦政府は、「高度な警戒態勢に

あり、攻撃された場合に即応するため専門家からなる緊急チームを用意している」と報じたが、

内容の細部は不明。 

2002年６月、インド政府はあらゆる化学兵器による攻撃に対して備えつつあり、インド保健相

A.K.Walia 博士は、設置される予定の災害管理計画の概要説明のため、専門家と会議を持ち行動

計画を討議した。その他、各種研究機関を含む各組織機関を動員して対応策を準備しつつある。 

2003 年４月、化学兵器禁止機関(OPCW)の技術局長は、ロシア、インド及び米国は国際会議

で決められた化学兵器の武装解除スケジュールを守っている、と語った。OPCW は 151 カ国で
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構成され、化学兵器の武装解除を 2007 年までに約定するため、化学兵器禁止協定を完成させな

ければならない。 

また、同４月、インド陸軍当局者は「 近の陸軍による情報分析報告では、ジャム・カシミー

ル地方で活動しているテロリストが化学兵器を持っている」と述べ、懸念されている化学兵器ほ

かの大量破壊兵器がテロリスト・グループの手に落ちている徴候を示す、重大なレポートと位置

付けた。 

(3) 生物兵器 

米国防省の評価によれば、インドは極めて優秀な科学者及び工業生産施設を含め、生物戦計画

を支援するのに必要な施設を持っているが、その内のいくつかは、対生物戦防護の研究開発を支

援するため使用されている。 

2001 年 10 月、米国での炭疽菌によるテロ事件を受け、インド連邦政府は「高度な警戒態勢に

あり、攻撃された場合に即応するため専門家からなる緊急チームを用意している」と報じたが、

内容の細部は不明である。 

2002年６月、インド政府はあらゆる生物兵器による攻撃に対して備えつつあり、インド保健相

A.K.Walia 博士は、設置される予定の災害管理計画の概要説明のため、専門家と会議を持ち行動

計画を討議した。その他、各種研究機関を含む各組織機関を動員して対応策を準備しつつある。 

200 年４月インド外務省の報道官は、パキスタン情報相が「インドは核兵器のほかに化学及び

生物兵器を開発しどこかに保有している」と非難したのに対し、「全くもってナンセンス」と退け

ている。 

(4) ミサイル 

① 保有状況 

インドは、核弾頭搭載可能弾道ミサイルとして、短距離用"Prithvi"系列と中距離用"Agni"系列

の開発を推進し、しばしば発射試験の成功が報じられ、量産移行も伝えられている。しかし情報

には混乱と矛盾が少なくない。 

 "Prithv"系列に関して2000年９月の｢Defence News」は、政府筋と工場筋の情報として次の製

造予定を報じた。 

Prithvi-1：150基 

Prithvi-2：150基（空軍用50基､2001年６月量産開始､海軍用"Dhanush"100基､2001年４月

量産開始） 

なお、Prithvi-1 は 1997 年以来部隊配備用に製造され、既に 40 基が実戦配備されていると同

誌は報じている。 
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"Agni"系列に関して2001年３月15日、フェルナンデス印国防相は「中距離弾道ミサイル"Agn

i-2"の開発は完了し、限定的量産に入った。今年中には軍へ引き渡されよう」と述べ、５月31日

には政府もこれを公表した。８月22日には「インド陸軍は２番目のミサイル連隊たる"戦略ロケ

ット連隊"を編制」と報じられた。 

2002 年４月に“Prithvi-1”を就役させるとともに、ロシアと共同で開発している対艦用の

“BrahMos”超音速弾道ミサイルのテストなどを実施した。 

2003 年にはパキスタンと競争するように“Agni”“Prithvi”“BrahMos”などの試験発射を頻

繁に繰り返した。 

② 開発の動向 

インドは、核弾頭搭載可能な戦略ミサイルとしては、これまで２種類、すなわち、短距離の P

rithvi と中距離のAgni を開発してきた。Prithvi は主に対パキスタン用に、Agni は主に対中国

用に開発されてきたと考えられている。 

1998年８月11日、インドのフェルナンデス国防相は、内閣国防委員会（DCC）で、同国が核

兵器搭載可能な国産の中距離弾道ミサイル「Agni」(射程 1500km）の射程を伸張させた Agni-

Ⅱ（改良型アグニ）の開発を承認したと発表した。改良型アグニは射程2500km以上、投射重量１

トン程度の性能となる見通し。   1999 年８月、バジパイ首相は発射試験成功後、｢Agni-Ⅱ｣

を実戦配備すると発表した。 

2001年1月、｢Agni-Ⅱ｣の部隊配備型発射試験成功。同年２月、国防相が「量産移行、2002年

中に軍へ引き渡し予定」と公表した。 

なお、2001年１月24日付のヒンダスタン紙は、Agni-Ⅱ以前に発射試験されてきた初期のAg

ni-Ⅰ、Prithvi は、主として技術力誇示並びにミサイルの設計・開発、製造に係る基盤構築にあ

ったと報じた。 

2001 年５月、兵器研究開発機関(DRDO)の科学者の言として、｢Defence News」誌が「インドは

Surya又は"Agni-Ⅳ"と呼ばれる初の大陸間弾道弾の発射試験を準備中で、2002年１月予定の発射

試験は射程5,000km、その発展型は射程12,000km で、翌３年に発射試験」と報じたが、シン印

国防相兼外相はこの報道を否定した。 

2001 年９月 21 日、インド国防省は"Prithvi"の海軍型"Dhanush"の発射試験を行い試験目的を

達成した。近く海軍へ配備される予定であると発表した。 

2001年12月13日、インド国防省は空軍の手による同軍用"Prithvi"(射程250km)の発射試験に

完璧な成功を収めたと発表した。 

2002年１月25日、部隊配備用"Agni-Ⅱ"の発射試験を実施し成功、同国外務省報道官によれば、
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試験実施目的は「 小限の核抑止力」を保証する能力の確認であった。 

上記核弾道ミサイルの外、海軍に導入されたロシア製艦船搭載用巡航ミサイル"Club-N"と、

印・露共同開発で開発後期段階の巡航ミサイル PJ-10｢BrahMos｣がある。何れも射程 300km、

超音速、核弾頭を装備可能かどうかは不明である。 

2002 年４月 28 日インド東部の発射試験場で、インドとロシアが共同開発中の"BrahMos"ミサ

イルの発射試験に成功した。このミサイルは陸上、艦船及び航空機の何れからも発射可能なラム・

ジェット機関推進で、弾頭重量300Kg、射程300Km、速力はマッハ３と推定されている。 

2003年２月12日Brahmos 超音速巡航ミサイルのテストを実施した。パキスタンの主要な都市

を攻撃できるその Brahmos 超音速巡航ミサイルは、インド海軍の駆逐艦から発射され正確に目

標にヒットした。 

2003 年３月フェルナンデス国防相が、核搭載可能なAgni ミサイルが生産過程にあり、国防軍

に導入されると語った。Agni ミサイルは射程が 700km と 2000ｋｍの２種類で、試験発射は成

功裏に実施されている。さらに、地対地ミサイルPrithvi-Ⅰは既に軍に導入されており、Prithv

i-Ⅱ 及び艦対地ミサイルDhanush も導入の段階であると述べた。そして、９月にインドの内閣

安全保障委員会は、第 334 ミサイル・グループが射程 700km の AgniⅠミサイルを、第 335 ミ

サイル・グループが射程 1,500km のAgniⅡミサイルを装備するミサイル部隊として発足させる

と表明している。また、同年12月にはBrahMosエアロスペース社の社長が「BrahMos巡航ミサイ

ルは６回の飛行試験を終え、2004年１月から製造段階へ移行する」と発表した。 

2004 年に入ると更に、射程が 4,000km と中国を目標にできる“Agni-Ⅲ”長距離弾道ミ

サイルのテストを実施すると報じられている。 

③ プロジェクトの内容等 

1) 開発中のミサイルの概要 

＊ Prithvi(SS-150/-250/-350)（JSWS－ISSUE 36，2002.1 等より） 

（ 近はPrithvi-Ⅰ/-Ⅱ/-Ⅲとも呼称） 

種 類：短距離、地上発射、液体燃料、単弾頭の弾道ミサイル（SRBM）。 

開 発： 在Hyderabad のインド国防研究開発試験所（DRDL）が1983年に開始SS-15

0 の発射試験は1988年２月から19995年まで合計13回実施された｡SS-250 の発

射試験は1996年１月から1997年の間に３回行われた。また2001年12月12日の

試験では完璧な成功を収めた。 

なお、海軍型は2001年９月21日の試験発射に成功し、国防省によれば近く海

軍へ配備される予定。また、潜水艦用水中発射型(SLBN)も開発されていると伝
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えられる。 

SS-350は1994年には開発中と伝えられたが、以後不詳。 

使用軍：SS-150(Prithvi-Ⅰとも呼称)は射程150km、陸軍用 

SS-250(Prithvi-Ⅱとも呼称)は射程 250km、空軍用(対飛行場攻撃)と陸軍用（野

戦） 

SS-250(Dhanush とも呼称)の海軍用は駆逐艦とフリゲート艦に装備されるもの

と推定。 

＊ SS-350(Prithvi-Ⅲとも呼称)は射程350km、詳細不明 

契約者：Bharat Dynamics Ltd. 及び Hindustan Aeronautics Ltd. 
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性能諸元(誘導装置は精度GPAを組み込んだ方式に改良との報告もある) 

 
     S-150 

  (Prithvi-Ⅰ) 

   SS-250 

  (Prithvi-Ⅱ) 

    SS-350 

 (Prithvi-Ⅲ) 

    長 さ 

    直  径 

      発射重量 

    ペイロード 

     弾 頭 

 

       誘 導 

       燃 料 

     射程距離 

半数命中界(CEP) 

     8.35m 

     0.9m 

     4,400kg 

   単弾頭 800kg 

   核、HE、化学 

又はSubmunition 

       慣性 

       液体 

       150km 

     50m 

    7.6m 

    0.9m 

   4,400kg 

  単弾頭500kg 

  核、HE 又は 

  Submunition 

      慣性 

      液体 

      250km 

      75m 

 

 

 

     750kg 

 

 

  慣性＋GPS 

  新型液体 

    350km 

      25m 

 

       配備等       約130      70程度      不明 

 

 

＊ Agni-Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ（JSWS－ISSUE 36，2002.1 等より） 

種 類：中距離､地上発射､固体･液体燃料､単弾頭の弾道ミサイル（IRBM） 

開 発：1979年在Hyderabad のインド国防研究開発試験所(DRDL)が開始 

1989年５月：第１回試射に成功、1,000km 飛行 

1992年５月：第２回試射に失敗、第２段に不具合 

1994年２月：第３回試射は1,450km 飛行と報告 

1996年  ：開発完了と発表 

1997年  ：中国の新型固体燃料弾道ミサイル開発で、開発が復活 

1998年７月：インド政府はAgni-Ⅱの試験計画を発表 

1999年４月：Agni-Ⅱの 初の発射試験実施し成功、距離2,100km 以上 

2001年１月：同上２回目の発射試験実施し成功、距離2,400km 以上 

2002年１月：同上３回目（部隊配備型）の発射試験に成功 

契約者：Defense Research and Develpment Laboratry(DRDL) 
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性能諸元 

 

 
       Agni-Ⅰ          Agni-Ⅱ 

  長さ･重さ 

   直  径 

   第１段 

 

 

  第２段 

 

 

 

  ﾍﾟｲﾛ-ﾄﾞ 

   弾頭 

 

 

  誘導 

  燃料 

 

  射程距離 

   CEP 

     21.0m・19,000kg 

1.3m（1段)、O.9m（2段) 

SLV-3用転用（固体燃料) 

       長さ：13.0m 

     重量：14,500kg 

  プリトビの短縮型流用 

        液体燃料 

       長さ：6.0m 

      重量：3,500kg 

    単弾頭、 1,000kg 

    核、化学、 HE又は 

    Submunition 

 姿勢制御システムを持つ 

     慣性＋終末誘導 

固体燃料(第1段ロケット) 

 液体燃料(第2段ロケット) 

         2,500km 

           150m 

    20.0m・16,000kg 

1.Om(1及び2段)、0.8m(弾頭) 

   SLV-3用転用（固体燃料） 

    長さ:10.5m、直径1.0m 

     重量:10.800kg 

 

      固体燃料 

  長さ：4.8m、直 径:1.0m 

     重量：4.200kg 

    単弾頭 1.000kg 

   核（45KT）、化学、HE、 

   気体爆弾、Submunition、    

  誘導装置を持つ 

    慣性＋GPS 

  固体燃料（燃焼時間50秒） 

  固体燃料（燃焼時間30秒） 

      3,000km 

        45m 

 

  在庫数         5～10基  15～20基／年。2000年末５基 

 

 

注：Agni-Ⅱは弾頭750kgでは、射程が3,500km と言われる。 

＊ BrahMos(PJ-10、インドとロシアが共同開発中の超音速対艦巡航ミサイル) 

陸上、艦船及び航空機の何れからも発射可能なラム・ジェット機関推進で弾頭重量300Kg、

射程300Km、速力はマッハ３と推定。 

2002 年４月 28 日インド東部の発射試験場で"BrahMos"ミサイルの発射試験に成功した。

射程約 300km の超音速巡航ミサイルは全長８ｍの"射っ放し"方式で、水上艦船及び潜水艦

に搭載可能（ある程度の改造で航空機にも搭載可能）な容器から垂直に発射された。このミ
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サイルは高度 14,000m まで上昇して音速の２倍以上の速度で飛行でき、弾頭重量 200kg と

いう。 

2002 年６月 12 インドは、同国東部オリッサ州のチャンデプール中射程海上発射試験場か

らPJ-10型中距離地対地ミサイルの発射試験に成功した。このミサイルは、全長6.9ｍ、各

種弾頭の搭載が可能、280km 離れた目標へ300秒以内に到達可能という。ロシアと共同開発

した超音速巡航ミサイルの発射試験成功はインドの武器開発努力を飛躍的に前進さたものと

して歓呼で迎えられた。このミサイルは、端的に言えば驚くべき精度を以て超音速飛行する

小型無人機であるが、戦域目標に対する攻撃距離を増大させる攻撃兵器である。 

2003年２月12日Brahmos 超音速巡航ミサイルのテストを実施した。パキスタンの主要な

都市を攻撃できるその Brahmos 超音速巡航ミサイルは、インド海軍の駆逐艦から発射され

正確に目標にヒットした。 

2003年には更に10月と11月に試験発射を行い、12月26日にBrahMosエアロスペース社

の社長が「BrahMos巡航ミサイルは６回の飛行試験を終え、2004年１月から製造段階へ移行

する」と発表した。 

2) 関係主要研究開発、製造施設等 

ミサイル産業は極めて裾野の広い産業であるが、その主要なものを列挙する。 

＊  研究開発組織（政府） 

政府研究開発組織は航空学関係や、軍備関連でも多数の下部組織を有する。 

また、大学の研究開発組織、機関もミサイル開発に動員されている。 

・ Council of Scientific and Industrial Research（在:ニューデリー） 

：政府の研究組織で国内研究団体の元締め。 

・ Defense Research & Development Organization(在:ニューデリ-) 

：国防省直轄機関で兵器と装備開発のため25,000人を擁す。配下に多数の施設、機関

を持ち、ミサイルの直接関連には次がある。 

"Agni"ミサイルの研究開発の担当機関 

Defense Research and Development Laboratry(DRDL) 

（在:ハイデラバード） 

Defense Research & Development Organization Institute of System 

Studies and Analysis（在:デリー） 

（レーザー工学、低温システム、超音速ノズル熱伝導等に経験豊富） 

Defence Research and Development Organization Defense     
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Laboratory（在:ハイデラバード） 

（ミサイル開発の中心で戦術ミサイル、戦略ミサイル双方の設計を担当す

る） 

＊ 材料関係 

Defense Research & Development Organization Defense Laboratory（在:ア

ッサム） 

＊ 電子工学関連 

Defense Research & Development Organization Electronics  and 

Radar  Deve lopment  Establ i shment（在:バンガロール） 

Defense Electronics Research Laboratory         (在:ハイ

デラバード) 

＊ Indian Space Research Organization(ISRO)(在：バンガロール) 

ISROは宇宙開発用ロケットシステムの研究開発機関で、活発に活動している。平和目的と

は言え、軍用ミサイル開発と密接に連携しており、推進ロケット機関では流用が多い。多数

の組織、機関及び施設を有する。 

3) 製造関係国営企業（製品・材料・原料関係商社を含む 

International Advanced Research Centre for Power Metallurgy and 

New Materials (ARC International)（在:ハイデラバード） 

：ロシアからの技術輸入を目的に設立、素材開発力が高い。 

Bharat Aluminium Company Ltd.（在:ニューデリー） 

：航空・宇宙・防衛等分野へのアルミ供給、ロシアの援助で設立。 

Bharat Dynamics Ltd.（在:ハイデラバード） 

：国内のミサイル設計及び製造元、従業員2,000人。Prithvi、Agni ミ 

サイル製造の請負先 

Bharat Earth Mover Ltd.(在:バンガロール) 

：Prithvi 向け部品製造 

Bharat Electronics Ltd.(在:バンガロール)   

：防衛産業の中心的企業で電子機器システム・サブシステムの設計、 

開発、製造、ライセンス生産、メインテナンス実施。１個研究所、 

12個工場保有 

Bharat Heavy Electronics(BHEL)（在:ニューデリー） 
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：世界12位と言われる重電関係会社で防衛計画上大きな役割を演じている。 

Hindustan Aeronautics Ltd(HAL)（在:バンガロール） 

： インド 大の航空機と同関連機器の製造会社で、ロケット分野でも活躍。空軍の需

要を全面的に満たしている各種研究設計センターグループ、航空機グループ、エンジ

ングループ、航空電子事業部がある。 

Indian Ordenance Factories(IOF)（在:カルカッタ） 

：軍、準軍及び治安機関等への銃砲弾火薬供給のほか、ロケット推進 

薬の開発製造を行っている。配下に39個工場を持つ。 

Mishra Dhatu Nijam Ltd.(MIDHANI)（在:ハイデラバード） 

：航空宇宙・防衛用と向け特殊合金の主要供給元である。 

4) 製造関係民間企業 

インドの兵器産業は、ほとんどが国営機関と企業で賄われてきたが、政府は2000年度から兵

器産業分野への民間企業の参入を奨励し始め、2001年度も奨励しているので、今後は民間企業

の参入が増大するものと思われる。なかでも、Godrej(ロケットエンジン関係)､ Indian 

Avitronics（在:ニュー デリー：精  密部品等）、Keltech（ロケットエンジン関係）、Larsen & 

Turbo Ltd.(在ボン  ベイ：プラント設計)、Machine Tool Aids and Reconditioning（在:ハイ

デラ  バード、工作機械製造、電気化学ミリング専門技術）、Mukand Ltd.(在:ボン  ベイ､ス

テンレス鋼 大手)､VXI India Ltd.（在:ニュー デリー、幅広い素材  製造技術を持ち、兵器

用電子部品製造）等は本格参入の可能性が大である。 

④ 近の主な動向 

＊ 2001年 

３月 31 日： インドの精巧な中距離地対地ミサイル"Prithvi"は、チャンディプール沖の海

上試験場（インド東部オリッサ州所在のインテリム試験場：ITR）で移動式発

射装置から試験発射され、成功を収めた。試験の主目的は推進装置のパラメー

ター計測。同ミサイルは弾頭重量１㌧の状態で40～150km の目標攻撃可能で、

500kg に減らせば250kmの目標まで攻撃可能と言う。 

３月31日： インドは、パキスタン或いは中国へ核弾頭を打ち込むことができる誘導弾の発

射試験を実施した。（訳註：Pritvi の試験を指ようであるが、Pritvi は射程150

kmであるので少し大げさと思われる。） 

５月４日： インドは Surya または Agni-Ⅳ と呼ばれる初めての大陸間弾道弾(ICBM)の発

射試験を準備しつつある。武器研究開発機関(DRDO)の研究科学者の言として De
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fence News 紙によれば、来年１月に予定される 初の試験は 5,000km をカバー

するであろう。これに続く発展型Surya-Ⅱは12.000kmの射程を持ち、2003年に

試験されよう。 

５月６日： インドのシン外相兼国防相はニューデリーでジャーナリストに対し、「そのよう

なプロジェクトは予定されていない」として、「来年に、初の大陸間弾道弾の発

射試験を行うべく準備中」と言う先日のDefence  News 紙の報道を否定した。 

５月26日： ロシアがインドへ供与する新鋭ミサイル・フリゲート艦３隻へ、ロシア海軍に

も配備されていない 新鋭多目的巡航ミサイル「Club-N」（射程300km）が搭載

されていることが判明した。モスクワ軍事筋による。 

５月 31 日： インド政府は、長距離弾道ミサイル開発計画「アグニ（Agni）計画」を承認

すると共に、射程 2,000km の Agni-Ⅱ型弾道ミサイルの開発が完了し、2001－2

002年に導入が計画されている旨、公表した。 

６月 12 日： インドは、同国東部オリッサ州のチャンデプール中射程海上発射試験場から

PJ-10 型中距離地対地ミサイルの発射試験に成功した。このミサイルは全長 6.9

ｍ、各種弾頭の搭載が可能、280km 離れた目標へ300秒以内に到達可能という。 

６月12日： ロシアと共同開発した超音速巡航ミサイルの発射試験成功はインドの武器開発

努力を飛躍的に前進されたものとして歓呼で迎えられた。このミサイルは、端的

に言えば驚くべき精度を以て超音速飛行する小型無人機であるが、戦域目標に対

する攻撃距離を増大させる攻撃兵器である。 

６月14日： ロシアのクレバノフ副首相はインターファックス通信に対して、「ロシアとイ

ンドは、インドで発射試験に成功(6.12)した射程 280km の超音速地対地ミサイ

ル"BraMos"の第３国への輸出を意図している」と述べた。インドはこのミサイ

ルを採用するらしいが、ロシアには採用の意図は当面ないとのこと。 

６月 26 日： 印・露共同開発による全く新しい PJ-10 型超音速巡航ミサイル（世界で初め

ての種類）の 近の試射成功は世界の軍事技術界における大きな事件である。同

ミサイルは２年後には、インド軍及びロシア軍の双方で運用状態に入ろう。 

７月25日： インドのシン外相兼国防相は議会で、「我が国は中距離弾道ミサイル"Agni"の

量産を開始した。核弾頭の装着が可能なこのミサイルは、2001／2002年中に我が

国防軍の装備の一部になる予定である」と述べた。射程2,000km の"Agni-Ⅱ"は、

核武装している中・パに対するインドの"信頼できる 小限の核抑止力"の主要要

素とされている。 
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８月１日： インドはロシア国営の武器輸出企業 Rosoboronexport と、機動式対空ミサイ

ル・システム Antey-2500 の 新型の購入について契約した。同ミサイルシステ

ムは、低高度から高々度までカバーし、戦術弾道ミサイル邀撃能力も持つと言わ

れている。この契約は同ミサイルシステム輸出契約の第１号と言う。  

８月２日： 短距離弾道ミサイル"Pritvi"の海軍型である"Dhanush"はモンスーン明け後に再

試験されることになろう。同ミサイルはインドの兵器研究開発機関(Defence 

Reseach and Development Organisation：DRDO）が海上から陸上目標の攻撃

を可能にするために開発中のもの。昨年の試験は失敗に帰している。 

８月２日： インドのクリシュナム・ラジュ副国防相はインド議会上院(Rajya   Sabha)に

対し、「我が国は、戦略兵器"Agni"型中距離弾道ミサイルの如何なる派生型も、

輸出する意図なし」と伝えた。 

８月22日： インド陸軍は２番目のミサイル連隊である"戦略ロケット連隊"を編成すること

になった。同連隊は、今年６月に量産に移行し、来年までに就役する予定の国産

核弾頭中距離弾道ミサイル"Agni-Ⅱ"を装備する予定。 

９月６日： インドは、イスラエルの協力を得て、弾道ミサイル攻撃に対抗するための新型

多段層ミサイル防衛システムを開発中である。政府の高官消息筋によれば、イン

ドは航空機及び弾道ミサイル攻撃に対する包括的防衛網を建設するため、国産の

地対空ミサイル"Akash"とイスラエルの弾道弾邀撃ミサイル"Arrow-2"を統合す

べく作業中である。 

９月８日： 米国中央情報機関（CIA）は、「インドはミサイル技術の重要部分に関し、依然

として外国の支援に依存している」と述べている。提供国はロシアで、同国はイ

ンドのほかにもイラン、中国、リビアへも提供している、とのこと。 

９月21日： インド国防省は、核弾頭搭載可能な短距離地対地弾道ミサイル"プリトビ"の海

軍型"ダヌシュ"の発射実験を行ったと発表した。実験目的は達成されたという。

同省の声明では、近く海軍へ配備される予定。 

11月７日： インドとロシアは 近、両国が共同開発中のPJ-10"Bramos"型超音速対艦巡航

ミサイルの技術的内容の細部を公表した。同ミサイルは陸上、艦船及び航空機の

何れからも発射可能で、ラム・ジェット機関推進である。ロシアの P700"Granit

"(SS-N-19"Shipwreck")型長射程対艦ミサイルの経験を活かすという。 

11 月 14 日： インド国防省高官によれば、印・露二国間軍事協力関係の進展に伴い、ロシ

ア政府はインド政府へ限定的で完璧でない"ミサイル・シールド"（ミサイル防衛
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システム）を提供する可能性がある。これは現在交渉されつつある S-300V 型低

空・高々度両用地対空ミサイルシステムとは全く別の物のようであるが、未だ内

容は不明。  

12 月 12 日： インドは、空軍向けに開発された短射程地対地ミサイル"Prithvi"の発射試験

に成功を収めた。この試験は、同国東部オリッサ州のチャンディプール発射試験

場で空軍の手によって実施（実戦配備を意味する）。同ミサイルは国産で重量 4.

6トン、液体燃料、射程250Km、弾頭重量１㌧、移動式発射装置から発射される

という。 

12月13日： インド国防省は、「我が国は、核搭載能力のある地対地ミサイル"Prithvi"の改

良型を東海岸沖の試験センターから発射して試験した」と発表した。国防省報道官

によれば、試験結果は完璧で、ミサイルは目標に正確に命中した。   

＊ 2002年 

１月７日： インド軍はパキスタンのシンド県国境沿いに大規模な軍事作戦を展開する準備

に忙殺されている。インドは、印・パ間の緊張に直面してシンド付近国境のナン

ガル・パーカー地区などへ地対地弾道ミサイル"アグニ"の配備を開始した。目的

は、戦争勃発の際にシンド県内主要都市を攻撃するため、と発表されている。こ

れに対抗してパキスタンは、ニューデリー市を目標として地対地弾道ミサイル"

ガウリ"を国境付近に展開させた。パキスタン政府は核司令部機構を分散させ、

軍団司令官へミサイル発射権を付与したと言われている。 

１月 25 日： インドは同国東部の海岸沖で、核弾頭搭載可能な中距離弾道ミサイル"Agni"

の発射実験を実施した。パキスタンとの間で軍事的緊張が高まっているが、軍事

専門家によるとAgni は中国に対する抑止力としての性格が強いと見られる。  

１月25日： インド外務省のラオ報道官がスター・ニュースの取材で語ったところによれば、

今回発射実験を行った"Agni"を「核兵器による国防戦略の主力」と位置づけてい

る。同報道官は実験を行った目的について「 低限の抑止力」保証する能力を確

認するため、と説明した。なおAgni はヒンディー語で「火」を意味する。 

１月28日： インドのバジパイ首相は、「短距離弾道ミサイル"Agni"の発射は国防力の向上

を意味するものであって他国への攻撃を意味するものではない」と述べた。イン

ド中部の Mana 空港で記者団に語ったもの。同首相はまた、「わが隣国の一つは

テロリストを輸出しつつあるが、我々はこれらを根本から断つ決意である」とも

述べた。 
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２月５日： インドは、印・露共同で開発中の超音速巡航ミサイル"Bramos"の試験を今年５

月から開始するであろう。国防省の科学顧問である"V.K.Aatre"博士が記者に対し

て本日語ったもので、彼によれば、昨年実施した同ミサイルの試験（初飛行でも

あった）も成功した。なお、このミサイルは弾頭重量 300Kg、射程 300Km、速

力はマッハ３と言われる。 

２月26日： インドは統合誘導ミサイル開発計画(Intrgrated Guided Misslie Development 

program）通じてミサイル・システムの開発に成功を収めてきた。（誘導装置に

は問題があったが）防空ミサイル"Trishul"と同"Akash"の飛行試験も成功であっ

た。両ミサイルは 1990 年代初めに実戦配備に入ることになっていたが、未だ実

用化されていない。陸海軍ともに外国製ミサイル導入を続けているが、これは国

産ミサイルの開発とは無関係で、国産対空ミサイルの開発は依然続けられる予定。 

３月５日: インドは、同国で も精巧な地対空ミサイル"Akash"(射程25km)の発射試験を、

バンガロール市から約 15km のチャンディプール臨時発射試験場(Interm Test

 Range：ITR)で行い、成功を収めた。同ミサイルはインド国産で、同時多目標

対処能力を有し、今回は移動式発射装置から発射されたという。 

４月８日: 印・露共同で開発した超音速巡航ミサイル"BrahMos"は、来年には両国で量産

に入るであろう。インドで昨年末初めて発射実験を実施したこの新型対艦ミサイ

ルは、今年中に印・露両国で更に数回の発射実験を経た後、来年末迄に量産に移

行する予定である。これは合弁企業の担当理事長が述べたもの。 

４月28日: 印・露武器科学者は、インド東部の発射試験場で射程約300kmの超音速巡航ミ

サイルの発射試験に成功した。全長８ｍで"射っ放し"方式の巡航ミサイル"Brah

Mos"は、水上艦船及び潜水艦に搭載可能（ある程度の改造で航空機にも搭載可能）

な容器から垂直に発射された。このミサイルは高度14,000m まで上昇して音速の

２倍の速度で飛行出来る。弾頭重量200kgという。 

５月15日:  フェルナンデス印国防相はRajya Sabha(インドの上院)に対して、第２ミサイ

ル連隊にAgni ミサイル群を創設して陸軍へ短距離弾道ミサイル"Agni-Ⅱ"（射程

700km）を装備させていることを明らかにした。陸軍は既に、射程150－250kmの

短距離弾道ミサイル"Prithvi"を取り扱う１個ミサイル群を保有している。なお空

軍戦略核司令部で間もなく承認される予定の中距離弾道ミサイル"Agni-Ⅰ"を配

備するとの選択はそのままである。この他、地対空ミサイル"Akash"と同"Trishul"

用誘導装置の 終試験は2003年12月の予定とのこと。 
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７月24日: フェルナンデス印国防相はインド連邦議会上院議会で、｢我が国は、射程700km

の短距離型"Agni"ミサイルの量産移行と国軍への導入に先立ち、同ミサイルの発

射試験をもう１回実施する予定である」と述べた。短距離型"Agni"の発射は今年

１月に既に成功している。政府発表によれば2,500kmの中距離型"Agni"は量産に

移行し、陸軍の２個ミサイル部隊が既にこれを装備している。地対空ミサイル

"Trishul"と"Akash"の開発は 2003 年 12 月までに、第４世代の対戦車ミサイル

"Nag"は2004年12月までに完了の見込み。また空軍型軽量戦闘機(LCA)の海軍型

の開発計画も、企画段階を終えて推進の可否について政府で検討中。 

８月15日: バジパイ印首相は第55回独立記念日(8.15)、陸軍への"Agni"級弾道ミサイルの

導入と国防軍への超音速巡航ミサイル"Brahmos"の導入を公表して新規国防力強

化開始のベールを脱がせた。ロシアからの輸入キット組み立てによる高性能戦車

T-90 の完成披露、国産 新鋭ヘリコプター11 機の国軍への引渡もまた、新規防

衛力強化の一部である。その他、フリゲート艦向け LM-2500 型ガスタービンの

導入も公表された。また内務省は治安向上策の一部として新型身分証明書を準備

中であると発表した。 

９月24日: PTI 通信によれば、インドは同国東海岸のオリッサ州で短距離地対空ミサイル

"Thrishul"の発射試験に成功した。機動式発射装置から発射された同ミサイルは、

標的の小型無人機に命中したという。 

９月30日: インドの科学技術陣は、"Prithvi"型及び"Agni"型各地対地ミサイルの開発に成

功した後、同国初の艦対地ミサイル"Danush"の試験を成功裏に完了して更なる

飛躍を達成した。同ミサイルの開発成功は、海軍への対地攻撃ミサイル導入に道

を切り拓くものである。このミサイルは"Prithvi"型の艦上型で、射程は 250～30

0 浬。開発の問題点は発射システムの安定性確保であったという。なお同ミサイ

ルの他、第４世代に対戦車ミサイル"Nag"の量産移行も間近という。 

10 月４日: パキスタンは４日、弾道ミサイル・シャヒーン改良型の発射試験を実施、これ

に対しインドは地対空ミサイルの発射試験で応じた。インド PTI 通信によれば、

インドはパキスタンのミサイル発射数時間後に Orissa臨時発射場からAkashミ

サイルを打ち上げた。パキスタンは、カラチのSomiani 試験場において機動発射

台から午後４時頃にシャヒーンを発射。 

10月４日： インド政府は、短距離地対空ミサイルの発射実験を行ったことを明らかにした。

国防省スポークスマンはロイター通信に対し、このミサイル「アカシュ」の発射
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実験は、｢ほぼ毎週実施している通常のもの」と述べた。これより先パキスタン

軍は中距離地対地弾道ミサイルの発射実験に成功したと発表しているが、これと

の関連性はないと述べた。 

10 月 22 日: 射程 250km の"Prithvi-Ⅱ"型地対地弾道ミサイルがインド空軍へ導入された。

このことは、インド空軍をして地対地弾道ミサイルを配下に置く世界唯一の空軍

としたが、空軍の反応は冷ややかである。ミサイルの縄張り争いで陸軍に敗れた

と考えられている空軍にとっては、射程 250km という中途半端な弾道ミサイル

は何の慰みにもならないからである。なお、陸軍には射程 2,500km の"Agni"ミ

サイルが与えられている。（訳註；空軍は当初、核弾頭搭載型長距離戦略ミサイ

ルは空軍の配下に置くことを狙っていた） 

11 月 16日: インド外務省報道官が16日表明したところによると、同国は今月25-26 日オ

ランダのハーグで加盟国の署名が行われる、弾道ミサイル拡散防止国際行動規約

（ICOC）には加盟しないであろう。しかしながら、同国の弾道ミサイル技術の

拡散防止及び効果的な輸出管理の維持の立場には何ら影響を及ぼすものでない、

としている。 

11月27日: インドBrahmos社のCEO Pillai氏は、「昨年６月にテストを終えている超音

速巡航ミサイル”Brahmos”が、２年以内に量産体制を整えるであろう。また、イ

ンド政府及びロシアの他にも多くの国がこのミサイル購入に強い興味を示して

いる」と語った。 

＊ 2003年 

１月９日: Press Trust of India の報道によると、インドは９日Agni-1型地対地戦略ミサ

イルの２回目の発射テストを行った。そのミサイルは Agni シリーズの短距離型

であり、 初の射程700km のテストは昨年１月に行われている。 

１月17日: インドとアメリカのミサイル防衛に関する二国間協議が、いくつかの有益な効

果をあげて終了した。情報筋の話によると２日間の会談は、理論上”不確定な”

ミサイルの防衛とその様相についての”概念的な”段階のものであった。 

１月22日: フェルナンデス・インド国防相は22日、 近の”Agni-Ⅰ”及び”Akash”の

テストは、それらのミサイルの効果を試すとともに国防準備にテコ入れするため

であり、パキスタンに対していかなる”シグナル”をも送るつもりはなかった、

と語った。また、インドはイラクに対する一方的な軍事行動には反対する、と述

べた。 
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２月７日: Koptev ロシア宇宙局長官は７日、ロシア－インド間の武器供与は、インドが購

入する段階からインドがライセンス生産する段階へ、そして今や両国が共同で開

発する段階であると述べた。さらに、共同開発中の BhraMos 超音速巡航ミサイ

ルは、他の多くの国でも使用されるようになろう、と強調した。 

２月７日: ロシアとインドが合弁事業で開発した、Agni-Ⅲミサイルの３回目の発射試験準

備が終了間近である、と執行役員のPathak 氏が７日に語った。第１回目の試験

は2001年６月、第２回目の試験は2002年４月、いずれも成功裏に終了している。 

２月10日:  インドの防衛研究開発機関(DRDO)当局者によると、インドは”敵対者からの

脅威”に対抗するため弾道ミサイルの防衛技術を開発中である。その防衛システ

ムとは、極超音速ミサイル及び長距離の探知・追尾用レーダーなどである。 

２月10日: 10の日 ITAR-TASS 通信によるとフェルナンデス・インド国防相が、ロシア－

インド共同開発の BrahMos 超音速対艦ミサイルは、インド海軍に配備されるだ

ろうと語った。企業側の話によると、このミサイルの３回目のテストは艦艇から

の発射で来月実施されるだろう、とのことである。 

２月12日: インドは12日、今年４回目のミサイル・テストを実施した。パキスタンの主要

な都市を攻撃できるその Brahmos 超音速巡航ミサイルは、インド海軍の駆逐艦

から発射され正確に目標にヒットした。パキスタンは、そのテストはインドの”

大規模な軍事化”の徴候である、と非難した。 

２月17日: Sunday Express の報道によると、インド政府はイスラエルから、 終的には

購入することになる１億ドルのArrow－Ⅱ対弾道ミサイル・プロジェクトに投資

する招待を受けた。しかし、インドの他に北朝鮮やトルコも興味を示している、

この唯一の運用可能なArrow 対弾道ミサイル・システムは、第三国に輸出する場

合アメリカの承認が必要であるがイスラエルは未だ承認を得ていない。 

２月28日: インド国防当局者によると、イスラエルはインドが１億ドルに及ぶ投資の可能

性がある、Arrow 対弾道ミサイル用部品の製造に関するノウハウ提供を申し出た。

インドが部品製造のノウハウを入手すれば将来自前の Arrow を製造できること

になるが、イスラエルはArrow を他国へ転売する際に必要な米国の承認を得ては

いない。 

３月５日： ３月５日フェルナンデス･インド国防相は、核搭載可能なAgni ミサイルが生産

過程にあり、国防軍に導入されると語った。Agni ミサイルは射程が 700km と

2000ｋｍの２種類で、試験発射は成功裏に実施されている。さらに、地対地ミサ
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イル Prithvi-Ⅰは既に軍に導入されており、Prithvi-Ⅱ 及び艦対地ミサイル

Dhanush も導入の段階であると述べた。 

３月 26 日： インドで も精巧に作られた中射程の地対地ミサイル”Prithvi”の試験発射

が、26 日洋上で成功裏に行われた。情報筋によると、その発射は国防研究開発機

関(ORDO)による統合誘導ミサイル開発計画に基づいた通常の試験で、目的は完

全に達成されたとのことである。 

４月６日： フェルナンデス・インド国防省は６日、「期限の切れた AgniⅢミサイルの試験

発射と、インドの抑止政策の一部である長射程ミサイル開発の必要性を感じてい

る」、と述べた。米国を始め西欧諸国は、パキスタンとの核兵器レースがエスカレ

ートするのを懸念し、AgniⅢミサイルの開発をやめるよう説得してきている。 

４月29日： インドは 29 日、中射程の Prithvi ミサイル・テストを成功裏に行った、と国

防省報道官が発表した。そのミサイルは核搭載可能であり、すでに陸軍に導入さ

れており、過去１ヶ月で２度目の今回のテストは、陸軍が行った試験である。 

５月２日： インド紙のインターネット･サイトが軍事筋の情報として２日報じたところに

よると、インドはロシアと共同で開発し現在は飛行試験段階の BrahMos 対艦巡

航ミサイルを”友好国”に売却しようとしている。BrahMos は 290km の射程で、

ミサイル技術の拡散を禁止する協定が定めた 300km 以下であり、違反にはなら

ないとしている。 

５月４日： バジパイ・インド首相は４日､ロシアとの合弁事業で開発しているBrahMos 巡

航対艦ミサイルは、両国協力の典型的な例であると述べた。BrahMos は小型、

軽量で超音速などの利点を有しており、印露は共同して世界中にそのミサイルの

売却を促進することで合意している。 

５月４日： インド紙のウエブ・サイトが４日、相当数のミサイル生産工場が、軍による中

射程地対空ミサイル Akash 及び対戦車ミサイル Nag の運用試験が終わらないこ

とから、生産を停止し小銃や拳銃の生産を開始したと報じた。 

５月６日： インド政府は、公共企業体がミサイル及びその構成品の海外購入者を獲得する

ことを奨励する計画である。当初のミサイル技術を提供したロシアとフランスの

同意を得て、その輸出計画がスムーズに行くよう筋道が立てられている。 

５月７日： フェルナンデス・インド国防相は７日、「アグニⅠ及びアグニⅡミサイルはす

でに生産を開始しており、アグニⅢミサイルは開発の段階で近くテストが行われ

る」、と議会で述べた。ロシアと購入契約をした 50 機のSu-30MKI 戦闘機と、技

術交流により国内で生産される 140 機の同戦闘機の状況についても、明らかにし
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た。 

５月８日： フェルナンデス・インド国防相は８日、敵の前線から離れた距離を保って運用

できる２種類の国産ミサイルを、本年中に配備すると語った。アグニⅠの射程は

700km、アグニⅡの射程は 2,000km 以上といわれている。安全保障上さらに長

射程が要求され、3,000km のアグニⅢを開発中で、近くテストが予定されている。 

７月１日： ピーターズ米大使がバングラデシュにおいて”南アジアの安全保障：米国の視

点”と題する基調演説で「南アジアでの武器競争は、速やかに終了させるべきで

ある」と述べ、核ライバルのインドとパキスタンが、ミサイル等の大量破壊兵器

の生産を停止するよう強調した。 

７月 22 日： インド系及びイスラエル系のロビイスト達が、Arrow-2 ミサイル防御システ

ムをイスラエルからインドへ売却するため、米国の許可を求めて活動中である。

両ロビイストは 近協力して、ファルコン空域警戒管制システムの売却許可を、

ワシントンから勝ち取っている。 

７月23日： フェルナンデス・インド国防相は 23 日の上院で「Trishul 地対空ミサイルの

量産計画は、技術的な問題で遅れているが、６月 22 日から 25 日の４回の飛行試

験は成功であった」と述べ、ミサイルの国産計画が復活していることを表明した。 

７月 30 日： フェルナンデス・インド国防相が 30 日議会の質問に「2003 年前半で７種類

のミサイルを 20 回に亘ってテストし、その費用は 1,600 万ドル以上であった」

と文書で回答した。国防相は更に、核搭載可能な射程 700km の AgniⅠ及び射程

2,000km の Agni Ⅱは配備段階、射程 200km の Prithvi は陸軍に配備を完了し

空軍に配備を開始したと述べた。 

８月17日： 17 日の Hindustan Times の報道によると、インドはコストの上昇と技術的

な問題で２番目の対空ミサイルの開発を棚上げにした。その Akash ミサイルは

射程が 25km で、陸軍及び空軍用として敵航空機やミサイルからの防御能力を期

待されていた。 

９月９日： イスラエルの高官が９日「米国がパキスタンとの新たな関係に配慮しており、

アロー対弾道ミサイル・システムをイスラエルがインドへ売却するに必要な承認

は、何年か遠のいた」と語った。一方、10 億ドルのファルコン・レーダー・シス

テムの取引は進展し、結論に達していると別の当局者が述べた。 

９月10日： イスラエルのラピド副首相が 10 日訪問先のインドで「イスラエルは３セット

のファルコン早期空中警戒システムをインドへ売却する」と発表した。アロー対

弾道ミサイルについては、まだ米国から売却の承認を得ていないと述べた。 
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９月21日： Press Trust of India（PTI）の 21 日の報道によると、インドの国防専門家が

ミサイル及びハイテク軍事技術への協力を得るため、来月イスラエルを訪問する。

ミサイル計画の責任者を代表とする一行は、対空ミサイルの開発、無人航空機及

びインド製軽戦闘機の操縦管制システムの共同開発などについて話し合う予定。 

９月23日： Indian Express紙の23日の報道によると、インドの内閣安全保障委員会（CCS）

が、２つのAgni ミサイル部隊を発足させることを明らかにした。第 334 ミサイ

ル・グループは射程が 700km の AgniⅠミサイルを、第 335 ミサイル・グルー

プは射程が 1,500km のAgniⅡミサイルを装備する。 

10月29日： インド国防省は 29 日、海軍用としてロシアと共同開発中の超音速対艦巡航ミ

サイル”ブラモス”の試験発射に成功した、と発表した。射程 290km のブラモ

スは、対中国及び対パキスタンへの抑止力として開発されており、陸上、海上及

び空中からの発射が可能である。 

10月29日： インドの当局者が 29 日、核搭載可能な長射程地対地ミサイルのテストを、来

年まで延期すると発表した。1999 年に開発を開始した固形燃料で推進される”

Agni-Ⅲ”ミサイルは、１トンの核弾頭を搭載し射程 2000km 以上が可能とされ

ている。 

11月９日： インド国防省の当局者が「インドは８日、ロシアと共同開発中の超音速巡航ミ

サイル“ブラモス（Brahmos）”の通常テストを行った」と発表した。10 月 29

日に続く第４回目のこの試験発射について、ライバル国パキスタンからの反応は

無かった。 

12月５日： インド宇宙局は５日「高々度へ衛星を打ち上げ、人間を月に送るロケット技術

を獲得した」との声明を発表した。液体窒素と液体酸素を  使用する、極低温

エンジンの燃焼試験に成功したとしており、その技術は核搭載の大陸間弾道ミサ

イルにも応用することができる。 

12月26日： インドの“BraMos エアロスペース社”社長が 26 日「インドとロシアは、合

弁で開発した“BraMos 巡航ミサイル”の試験を終え、2004 年１月から製造段階

へ移行することに決定した」と語った。６回の飛行試験を経たこの超音速ミサイ

ルは、秒速 760～800ｍで飛行し、300km の射程を有しており、インド海軍に配

備されるという。 

＊ 2004年 

１月１日： １日のThe Times of India紙が、インドは 2,3 ヶ月以内に長射程の“アグニ－

Ⅲ”弾道ミサイルのテストを行うと報じた。国防研究開発機構(ORDO)の責任者
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が語ったもので、このミサイルは射程が 4,000km と長く、中国の奥深くを目標

にすることができる。インドは既に射程が 700km の“アグニ－Ⅰ”及び 2,500km

の“アグニ－Ⅱ”の生産を開始している。 

１月20日： インドを訪問中のセルゲイ・イワノフ露国防相が 20 日、印露で共同開発した

“BraMos 対艦巡航ミサイル”が、両国の海軍に配備される、とロシアの報道陣

に語った。このミサイルは、200kg の弾頭を装備して秒速 780～800ｍで飛行、

射程 300km で陸上、艦船、潜水艦及び航空機からの発射が可能である。 

１月23日： Indo-Asian ニューズ・サービスが「インドは 23 日、１トンの核弾頭を搭載可

能な国産の“Prithvi”ミサイルの、23 回目の試験発射を行い成功した」と報じ

た。今回の試験発射に関し、核ライバル国パキスタンへの事前通報があったかど

うかについては触れていない。 
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２．パキスタン・イスラム共和国 

(1) 核兵器 

① 総 括 

パキスタンは、インドの核開発に対抗して 1972 年、ブット首相が MULTAN において同国の

トップクラスの科学者達に、核兵器の開発計画を打ち明けた時に始まるといわれる。1974年５月

18日のインドの平和的核爆発実験は、パキスタンをして核兵器開発の推進を決定付けることにな

った。1972 年から４年間カナダはカラチ原子力工場(KANUPP)の建造を支援したが、1976 年 1

2月23日に支援を打ち切った。 

以後、パキスタンは密かに独自で開発を続けることとなった。1970年代半ば、民生用では必要

ないウラン濃縮装置の購入に努め始める。KAHUTA の濃縮プラントはヨーロッパ諸国より密か

に購入された資機材により建設された。現在、パキスタンは２ヶ所（KAHUTA とSIHALA）に

原発を保有している。パキスタンは、1987年には核兵器の製造能力を獲得していたという。 

パキスタンは、核不拡散条約(NPT)と包括的核実験禁止条約(CTBT)の双方とも、趣旨には賛

成しているが、インドが署名を拒否しているからには署名しないとしてきている。 

1998 年３月、インドの総選挙により成立したインド人民党（BJP）首班のバジパイ内閣は、選

挙公約で核兵器導入政策を掲げ、５月 11 日、ラジャスタン州ポカランで３回の地下核実験を行

い、次いで、13日に更に２回の地下核実験を行った。 

パキスタンは、インドの核実験に直に反応し、予てから準備を進めてきた核爆発実験の実施に

踏み切ることとなった。 

シャリフ首相は 1998 年５月 28 日午後６時過からテレビ演説し、同日午後３時 23 分、バルチ

スタン州チャガイ丘陵の核実験場で「５つの核装置を爆発させた」と発表した。 

軍事筋によると、実験の威力は12～25KT 規模。高濃縮ウランの核爆発装置を用いた。パキス

タン当局者の説明によると、１回目は25KT、２回目は12KT という。ついで、同月30日、シャ

ムシャド・アハマド・カーン外務次官は記者会見で、同国が同日午前、２度目の核実験を実施し、

計画の終了を発表した。実験は30日午前11時55分に１回行われた。威力は18KT だった。 

その後2000年５月中旬、米国政府内に「パキスタンが核実験準備を実施している兆候がある」

との懸念が持ち上がったが、パキスタンはこれを否定し、結果的には核実験は行われなかった。

しかし2000年１月21日にはパキスタン原子力エネルギー委員会の信頼すべき筋の情報として、

「コールド・テスト」に必要な全ての施設を有するので、開発は密かに継続されているものと思

われる。 

2001年12月13日のイスラム過激派によるインド連邦議事堂襲撃で、インドはパキスタンに対

－33－



するに姿勢を硬化させ、国境沿いに大規模な軍隊を展開させたことから、両国の緊張が一気に高

まった。2002年から2003年初頭にかけて両国首脳は、核戦争の可能性もあったことを示唆する

論争を応酬しており、武器競争には加わらないと何度も表明しているが、パキスタンでも核兵器

の開発及び配備を意欲的に進めるものと思われる。 

2003 年５月、ジャマリ・パキスタン首相がバジパイ・インド首相に電話で「インドが核兵器

を放棄することに同意するなら、パキスタンも放棄する用意がある」と呼びかけたのに対し、対

話に前向きな回答の書簡が届いたといわれており、更に、2004 年初頭には４月から８月にかけて、

核抑止力の問題を含めた担当者レベルの“印パ和平会談”を行うことで同意するなど、核開発を

緩和するかの動きがあった。 

しかし、2003 年９月にムシャラフ大統領が「パキスタンはインドと兵器競争をするつもりは

ないが、核兵器計画を凍結したり後退させるつもりはない」と述べており、12 月には“核開発の

父”カーン博士が、ブラックマーケットを利用して核技術を海外に売り渡していたスキャンダル

が表面化したことにより、パキスタン軍すなわち国家の関与が有ったかどうかが問われており、

2004 年はこの問題の対応に追われることになろう。 

② 保有状況 

2001年２月10日、パキスタンのS.M.ザファル前内相は記者団に、「我が国は現在20～25発の

核爆弾を所蔵している。ミサイルと核兵器に関する技術はインドより遙かに進んでいる」と述べ

た。 

国際科学・安全保障研究所（ISIS）の見積もりによれば、335～400kg の高濃縮ウランを保有

し、この量は核実験時の原爆 16～20 発分に相当する。更に年平均５～10 発の核兵器を生産する

能力があると推測される。  

2000 年５月15日の新聞報道によれば、上記 ISIS は、「インドは90発、パキスタンは43発」

の核弾頭を造るに必要な原料を保有していると発表した。プルトニュームについては、2000年６

月11日の新聞によれば、上記 ISIS が年間8～10kgの抽出能力を有すと発表した。この量はプル

トニューム核爆弾１発を製造するのに十分である。 

2001 年３月～2002 年３月の間、著名な研究機関の発表は入手していないが、30～40 個

（BBCMI.2001.10.4）やScientific and arms monitoring groups around the world の推定値"15

～40個"(Reut.2002.1.3)及び専門家筋の見積もりとして48個(Reut.2002.1.5)がある。 

2002年５月23日の Jane's Strategic Weapon Systems は、パキスタンの核戦力を核兵器25

～50発、内20発は航空機搭載型爆弾、運搬手段はF-16型戦闘機並びに中距離弾道ミサイルSha

heen-Ⅰ及びⅡとGhauri-１及びⅡと推定している。 

2004 年２月 14 日の Reuters News が、Jane's Strategic Weapon Systems の推定保有量とし
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て「インドの核弾頭は 50 発、パキスタンの核弾頭は 25 発」と報じている。 

③ 開発の動向 

パキスタンは核実験で示したように、小規模な威力の核爆弾開発を進め、一方、核弾頭搭載可能な

戦略ミサイルの開発をも同時に進め、明らかに核弾頭搭載ミサイル兵器の開発を目指している。直接

の対象は、カシミール紛争で長年対立を続けているインドの核ミサイル兵器であると見られている。 

2003 年９月にムシャラフ大統領が「インドと武器競争を開始するつもりはないが核兵器プログ

ラムを後退させたり凍結することはない」との声明を発表しており、引き続きライバル国インド

をターゲットとした、核弾頭の小型化と長射程化の開発を推進していくものと思われる。 

④ プロジェクト内容等 

1)  全般 

ウラン：３ヶ所で生産 

転 換：２ヶ所の工場で年間200トン以上のウランを処理 

燃料成型加工：１ヶ所の工場で動力炉用燃料を生産。ジルコニウムも生産しているかもしれ

ない。 

動力炉：カナダ供給のPHWR１基、中国支援の下に1999年末に完成した軽水炉１基があり、

更に中国の支援により１基を計画中。 

濃 縮：Kahuta にガス遠心分離濃縮施設を保有し、核兵器用高濃縮ウランを生産している。

小形のプラント２基が報告されている。 

再処理：New Labs と呼ばれる小形の再処理試験所が、年間 10～20kg のプルトニュームを

生産可能という。 

重 水：２プラントの報告がある。 

プルトニウム生産原子炉：1998年４月に稼働した。これによりプルトニウム兵器の生産が可

能となる。 

パキスタンの核開発は、インド以上に外国からの調達に依存している。主な資機材は、以

下の通り。 

天然ウラン、原子炉装置、重水、再処理施設、ガス遠心分離器濃縮装置、レーザー濃縮装

置、重水生産施設、転換施設、核関連汎用施設資材、MTCR 規制リストの装置資材 

2)  関係主要研究開発、製造施設等 

核開発はパキスタン原子力委員会(PAEC)の下で管理・運営されており、関連組織、施設は

総て国営である。 

Atomic Energy Minerals Center(AEMC)（在：ラフォーレ） 

：核鉱物資源開発・精錬工場運営 
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C e n t e r  f o r  N u c l e a r  S t u d i e s：PA E C の訓練施設(在：イスラマバード ) 

Chashma Nuclear Power Plant(CHASNUPP)（在：クンディアン） 

：(PAEC の一部、ウラン燃料の精製所あり)  

Engineering and Research Laboratory（在：イスラマバード） 

：ウラン濃縮の研究開発 

Khan Research Laboratories（在：カフタ） 

：パキスタンの中心的核研究施設 

National Nuclear Command Authority(NNCA)（在：ラワルピンジ） 

：陸軍総司令部と共同で核の備蓄状況管理 

New Labs Rawalpindi（在：カラチ） 

：プルトニウム再処理施設 

Pakistan Atomic Energy Commission(PAEC)(在：イスラマバード) 

：核兵器関連資材・機材等の調達 

Pakistan Institute for Nuclear Science and Technology（在ラワルピン） 

：核兵器関連素材や技術に関連している可能性あり。 

Special Works Organization（在：デラガージカーン） 

：配下にウラン濃縮・遠心分離工場（在シーハラ及びゴーラ）、6フッ化ウラン変換工場（在

デラガージカーン）を保有。 

⑤ 近の主な動向 

＊ 1990年： パキスタンのプラトニュームの生産能力は、KAHUTA と建設途中のGOLRA P

LANT で、年産 50kg と推定。米政府は、パキスタンの核保有疑惑を否定出来ず、

プレスラー法を施行し武器禁輸措置をとった。 

＊  1992年： 外務大臣が、核兵器製造のノウハウ及び施設の保育を表明。 

＊ 1993年： アスラム・ベグ元陸軍参謀長の証言によれば、1987年爆発を伴わない核兵器実験

（コールド・ラボ）に成功したことを初めて公表。 

＊ 1994年： Nawaz Sharif パキスタン前首相は、パキスタンの核兵器保有を肯定。スラム・

ベグ元陸軍参謀長は、パキスタンは核製造能力及び運搬手段（F－16、ミラージュ、

M－11）への搭載能力を獲得していることを明らかにした。 

＊ 1995年： プット首相が訪米し、核兵器保有を否定のうえF－16戦闘機の引渡しを要求。 

＊ 1996年： 江沢民・中国国家主席がパキスタンを訪問し、２基目の原発供与で合意。 

＊  1997年： ９月20日に署名した国際核安全条約を批准、10月５日発効。 

＊ 1998年： シャリフ首相は５月28日午後３時23分、パキスタン州チャガイ丘陵の核実験場

－36－



で「５つの核装置を爆発させた」と発表した。実験の威力は12～25KT 規模。高

濃縮ウランの核爆発装置を用いた。同月 30 日午前 11 時 55 分、２度目の核実験

を実施し、威力は18KT だった。 

６月11日には、「核実験のモラトリアム（一時的停止）を一方的に宣言する」

との声明を発表するとともに６月18日には、「同国はCTBT の署名し、何の前提

条件も付けない」と言明した。 

＊ 1999年： ５月10日、シャリフ首相が国防大学で、「政府は国防と安全保障のため、核抑止

体制を確立した」と述べた。また地元紙は12月７日、パキスタン原子力委員会筋の

情報として「パキスタン核科学技術研究所所在のプルトニューム抽出用核燃料再処

理工場が今月末、稼動に入る予定」と報じた。 

＊ 2000年：  CTBT 署名には同意しないが、自主的核実験停止を宣言し、インドが行わない限

り自粛するとの姿勢を一貫して保持した。その他、パキスタン原子力エネルギー委

員会の信頼すべき筋によれば、同国は"コールド・テスト"に必要な全施設を保有し

ている(１.21)。核兵器の開発、核政策の立案、戦略組織の開発管理など核兵全般に

ついて管理、統制する「国家司令本部」を新設した(2.2)。Institute for Science and 

International Security によれば、パキスタンは43発の核弾頭製造に必要な原料を

保有している(5.15)。McGraw-Hill's Nuclear Fuel Newsletter の記事によれば、

パキスタンは今や年間８ないしは 10Kg の割合でプルトニュームを抽出しており、

この量は年間１発の核爆弾を製造するに十分過ぎるほどの量である(6.11)。天然ウ

ランや濃縮ウランなどの核物質11品目、原子炉や重水生産施設などの核関連技術・

設備17品目輸出管理リストを発表、輸出先での軍事転用を避けるための規制を導入

した(7.24)。 

＊ 2001年 

３月10日： パキスタンの核開発計画の父であるカーン博士は、「パキスタンは更なる核実

験及びミサイル発射試験を実施する能力がある」、と述べた。カラチでの記者会

見で本日述べたものであるが、急いで「更なる試験の実施は政府の決断」である

旨、付け加えた。 

３月11日： 消息筋によれば、パキスタン核科学者のトップカーン博士は、４月１日の引退

後ムシャラフ政権の大臣職を受け入れるかどうか、今なお思案中である。本日の

パキスタン国営テレビの放映によれば、昨年のクーデター後ムシャラフ将軍の申

し出を断ったカーン博士は同将軍の特別顧問に指名するという政府の決定につ

いて何の相談も受けていないとのことである。同博士はGhauri-Ⅰ及びⅡの開発
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でも大きな役割を演じた。  

３月15日： 訪日中のサッタ・ルパキスタン外相は、「我が国は、宿敵たるインドが調印す

る前にCTBT に調印することもあり得る」と述べ、更に「我が国の方から核部隊

の使用に訴えることは決してないだろう」と付け加えた。 

３月15日： パキスタン政府は、「我が国は自主的核実験停止宣言を自分の方から破る積も

りはない」と再度保証した上、1998年の核実験以来、同国に科せられている日本

の制裁措置の解除を強く求めた。 

３月 20 日： パキスタンは３つのポイントからなる"核ドクトリン"を発展させてきた。その

概要は、シン外相が訪日中に日本の首脳陣に述べたもので、核実験の自主的停止、

中級レベルに至るまでの核兵器開発の継続、大量破壊兵器またはその技術の輸出

禁止が３本柱である。 しかし、政府以外の専門家は、厳密には「核ドクトリン」

と言えるかどうか、確信を持っていない。 

３月 22 日： パキスタンは核兵器計画について３つの点を抑えた核ドクトリンを確立し、

世界資金を獲得することに決した。訪日したサッタル外相は、日本がパキスタン

の援助再開要求を考慮すると約束した後に、これを日本側に伝えた。３点とは、

核兵器製造競争を行わない、自分の方からは核実験を再開しない、核兵器及び同

技術を輸出しない、である。 

３月 25 日： 軍事政権の 高執政官ムシャラフ将軍は国家改造と国家再建の計画を公表し

た。今夕のカラチ市での記者会見で彼は、政府が焦点を合わせている４分野につ

いて説明した。経済再生、優良かつ効率的統治、貧困の軽減、政治的構造改革で

ある。国防に関しては厳重な警戒と 小限の抑止力を維持する、とした。 

３月 25 日： パキスタン軍事政権のムシャラフ将軍はカラチ市で記者に対して、差し迫っ

た380億＄の外債返済から生ずる経済危機を克服する観点から、核ミサイル計画

を下方修正することや国防費を削減するようなことは論外で、あり得ないと述べ

た。 

３月 26 日： ロンドンに本拠を置く"ジェーン・インテリジェンス・レビュー"紙によれば、

パキスタンは核兵器競争で少しばかりインドに先行している。インドでは核戦略

と戦力化が政治的指導で、原子力委員会(AEC)の科学者及び兵器研究開発組織

(DRDO)の管理下にあって遅々として進まないが、パキスタンでは陸軍が管理し、

国家戦略組み込まれているからである。 

３月 28 日： パキスタン軍事政権は、"パキスタン核開発の父"と称されているカーン博士を

カーン研究所の所長の座から退陣させることにした。軍事政権は同博士をムシャ

－38－



ラフ将軍の科学技術特別顧問（閣僚待遇）に迎える意向であるが、同博士が受け

るかどうかは未定。またパキスタン原子力エネルギー委員会(PAEC)委員長も更

迭されたが、この一連の動きはCTBT 調印に向けての政治的基盤固めであるとも

言われている。 

４月 21 日： パキスタンの政党"イスラム協会"（イスラム原理主義に立つ保守派政党で影響

力大）のハッサン総裁は、声明書の中で「政府は CTBT に署名するのではなく"

核クラブ"の一員となるよう行動を起こすべきである」と述べた。  

４月 21 日： 統合参謀本部委員会は同国の安全への挑戦や世界戦略情勢の細部見直しを行

った後、 小限の核抑止力の保持を決定した。 

４月 28 日： パキスタン軍事政権の長ムシャラフ将軍は、「国家戦略核兵器計画についは完

璧な合意があり、我が国の核科学者へは研究基盤の拡張を要求している」と述べ

た。核爆発実験３周年記念日に関するメッセージの中で彼は、「核実験成功はパ

キスタンの歴史上記念すべき事柄であり、かつてはインドに攪乱されてきた我が

国の戦略バランスを安定化させることになった」と述べた。 

６月１日： 米国のアーミテージ副国務長官はインタビューで、「米国はパキスタンの核兵器

計画が適切な管理下に置かれていないことを懸念しており、また核兵器開発能力

が他国（特に北朝鮮）へ拡散することもあり得るとして不安視している」と述べ

た。また政府筋によれば、拡散問題その他のため、パキスタンへの制裁措置の全

面解除はなさそうである。 

６月１日： 米国は、長い間疑われていた北朝鮮の不逞政権の弾道ミサイル計画と、パキス

タン核機関との間の関連（ミサイル技術と核兵器技術の交換）について公式に不

安を表明した。これは南アジア関係の政策を担当していると見られるアーミテー

ジ米副国務長官が、ロンドンでFinancial Times 紙に語ったもの。 

６月１日： パキスタン政府は、「我が国の核計画は機微な技術の輸出を防ぐため、適切な管

理の下に置かれている」と述べ、核技術の漏洩を懸念する米国の報告を軽く受け

流した。パキスタン外務省は、本日遅く、「核兵器拡散におけるパキスタンの役

割について、米国政府高官がFinancial Times 紙の記事で表明した懸念は事実無

根である」との声明を出した。 

６月 19 日： パキスタンのサッタル外相は訪問先の米国でパウエル国務長官と会談、会談

後「我々は核問題も話し合い、我が国が核実験の凍結を継続する旨伝えた」と述

べた。国務長官は「制裁についても取り上げ、制裁解除への道筋も協議した」と

語った。 
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６月 25 日： パキスタンのムシャラフ大統領兼 高執政官は、イスラマバードでの核科学

者セミナーで「我が国の核能力は全く防衛のためのもので攻撃的計画は全くない。

現状でも我が国は 小限の抑止力を持っていると信じており、我が国の限られた

資源を大量破壊兵器競争に投入したいとは思わない」と述べた。 

７月５日： パキスタン大統領のムシャラフ将軍は Zee TV とのインタビューで、「インド

は核兵器の先制不使用を提言しているが、自分はこれを１歩進めて"不戦条約"と

する用意がある」と述べた。彼はまた、"ハリヤット"（インドのジャム・カシミ

ール分離主義穏健者グループ多数からなる団体）を対話に参加させない限り片手

落ちで、早い時期に参加させるのがよい、とも語った。 

７月 15 日： 政府高官によれば、ムシャラフ将軍とバジパイ首相は、核兵器の危険を減少

させる方法について協議し、この問題に取り組む小委員会（専門技術委員会）を

設定することで合意した。 

７月 20 日： パキスタンのムシャラフ大統領は、核兵器の偶発的で無許可使用の危険性を

減ずるため、インドとの対話を提案した。記者会見で彼が明らかにしたもの。 

８月 20 日： 米国は、パキスタンが核輸出管理を厳格に遂行することを期待して同システ

ムの概要説明書を手渡した。パキスタンのハク外務次官は、「我が政府はその内、

この説明書について研究するであろう」と述べた。 

８月 20 日： 秘密指定の解除された"パキスタン核開発計画：1983年６月23日"と銘打つ米

国務省説明書が、ジョージワシントン大学国家安全保障関係文書館のウエブ・サ

イトに載せられた。これによると、米国が 1983 年６月には既に「中国は核兵器

を開発するパキスタンの計画を援助しつつある」と、判断していたのは明らかで

ある。 

９月 20 日： パキスタンの核兵器計画とその指揮管理は、史上 悪の大量殺戮テロに対す

る国際社会の反応が急激に高まる中、迅速に関心下に入りつつある。大量殺戮テ

ロに対する直接的な反応とは別に、イスラム原理主義者の手に入る危険性がある

ため、パキスタンの核兵器計画継続を許すべきかどうかが問題となっている。 

９月 24 日： パキスタンは、サルゴダ所在のミサイルと共にカフタ、チャーシマ、チャー

ガイ、クシャブにある核施設の安全確保手段を講じた。報道によれば、これら施

設にある極めて機微な物資は先週、サルゴダ至近の特殊倉庫へ移された。 

９月 25 日： 本日付インド紙によれば、印・パへの制裁を解除するという米国の決断は両

国を核クラブの一員として事実上認識したことを示す。ブッシュ米国大統領は、

「1998年に核実験の応酬を行った後に、両国に科してきた制裁措置は米国に対す
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る同時多発テロの結果として米国の国家安全保障にもはや益するものではない」

と述べた。 

10 月１日： パキスタン軍と情報機関の各高官によれば、米軍部、情報機関の各高官はパキ

スタン政府と核兵器の保管、原子力発電所２箇所の保安対策について討議した。

なお、イスラマバード所在米国使節団とパキスタン政府高官は先週既に事前協議

を終えていたとのこと。  

10 月２日： パキスタンの外務省報道官は、先月のニューヨークとワシントンにおけるテロ

攻撃の余波を受けて「米国政府はパキスタンの核兵器の保安に懸念の意を表明し、

その保護管理と防護の分野で支援を申し出た」と言う 10 月１日付のニューヨー

ク・タイムズ紙の報道を否定した。 

10 月４日： チェコ・ラジオが同国の駐パ大使Petr Pribik と電話インタビューした放送の

抜粋記事。30－40発と推定されるパキスタンの核ミサイルが、テロリストやイス

ラム過激派の手に落ちることはないか、との関心が集まっている。ムシャラフ大

統領は連日、核兵器の安全について質問されているが、毎日その不安を否定して

いる。同大統領は、核の安全に関する外国からの支援に消極的であるが、それに

は対インド関係への配慮がある模様。 

10 月４日： 米国政府高官によれば、対テロ戦線の一部として、ブッシュ米国政権は如何に

すればパキスタンの核兵器計画の安全確保を支援できるかを考慮中である。この

問題は極めて機微にわたるものであり、米国に味方したために国内から圧力を受

けているパキスタン政権の安定確保と共に、既に緊張しているパキスタンとその

ライバルたるインドとの関係の調整を含む。 

10 月 12 日： インドのOmar Abdullah 外務担当閣外大臣は、「我が国は、パキスタンが核

の"先制不使用"を一度も保証したことがないので、通常戦が激戦化した場合には

核兵器を使用するかも知れない、と懸念している」と述べた。  

10 月 16 日： アフガニスタンの不安定さは隣国パキスタンヘ拡がり、同国の核兵器の安全

性を弱めるという不安が高まりつつあり、またその証拠もある。 悪の事態はタ

リバンまたはアル・カイダの手に落ちることである 。また 近の調査では同国

国民の83％は親タリバンである。米国政府は、パキスタン政府が核兵器の管理能

力を失った場合には、間髪を入れず緊急対処計画を発動するであろう。（米国エ

ネルギー省の元不拡散政策顧問Wolfsthal 氏の論説） 

10 月 21 日： 米国の軍事戦略家連は、「もし、パキスタンの核兵器がイスラム過激派の手に

落ちようとしていることが明確になった場合には、インドは機先を制した行動で
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パキスタンの核兵器を破壊しようとするだろう」と信じている。ワシントンポス

ト紙が軍事戦略家の言として報じたもの。 

10 月 22 日： 米国には、ビンラーディンと彼の組織"アル・カイダ"の抹殺及びタリバン政

権の打倒という直接的目標とは別に、同地域における長期の副目標"パキスタンの

核兵器と情報機関"がある。米政権内外の核拡散問題専門家筋の中では、核兵器が

イスラム原理主義者の手に落ちないか、との不安が高まりつつある。今一つは I

SI で、政権にも大きな影響力を持つ同組織にはイスラム原理主義に同調的な者が

多い。 

10 月 23 日： パキスタン 高の核管理当局は同国の核兵器及び核施設の保安に関する国際

的懸念を払拭すべく、特別会議を開いた。核司令部当局（NCA)の会合には軍政

当局と 高級核科学者が出席し、「パキスタンの核兵器は安全であり、かつ確実

に保管されている」ことを確認した。米軍による対アフガニスタン攻撃が続く中、

「パキスタン核計画」を懸念する国際世論が浮かびつつある。 

10 月 25 日： 米国では、｢もし必要なら米軍がパキスタン陸軍の許可無く同国から核兵器を

除去することを容認する｣という緊急計画の立案を要求する世論がある。しかし

インドでは、パキスタンの核兵器が過激組織の手に落ちるのを防ぐため、米国が

単独で一方的に行動する可能性はありそうにもないと考えられている。 

10 月 27 日： パキスタン政府は、「タリバン、特にその指導者であるオマル師との結び付き

について２人の高名な核科学者を尋問中である」と述べた。パキスタン核計画の

開拓メンバーであったDin Mahmood氏とパキスタン核エネルギー委員会で彼と

共に数年間働いていた Abdul  Majid 氏（共に退役）であるが、尋問の結果不

審点はないとのこと。 

10 月 31 日： 在パキスタン米国政府高官は、「パキスタンは同国の指導的核科学者３人の身

柄を拘束し、ほぼ先週一杯尋問した。尋問内容は"パキスタンの核兵器技術がビン

ラーディンとタリバンの手に落ちる可能性あり"という米国の懸念に関連するも

のであった」と述べた。 

11 月１日： パキスタンは、「我が国の核関連全施設は国軍の厳しい管理下、或いは国際査

察機関の査察下にある」と述べて、「パキスタンの核兵器管理には疑問の余地が

ある」との報道を否定した。「パキスタンの核物質がビンラーディンやアルカイ

ダの手に渡る可能性あり」などという報道が内外メディアの間で浮上していたた

め、サッタル外相が声明を発して否定したもの。 

11 月５日： パキスタンの核科学者とビンラーディンのアルカイダ組織が繋がっている可能
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性について論評した中で、インド政府は大量破壊兵器がテロリストの手に落ちる

ことについて甚大な不安を表明した。しかし、アフガニスタン戦進展の影響を受

けてインド亜大陸に核軍備競争が起きる可能性については有り得ないこととし

て否定した。 

11 月７日： ブッシュ米国大統領が「テロリスト組織"アルカイダ"は核兵器を求めている」

と警告してから僅か数分後、ラムズフェルド米国防長官はパキスタン政府に対し

て核兵器の保管を厳しくするよう忠告した。米国はパキスタンに対し、アフガニ

スタとの国境の治安確保を支援するためにヘリコプターと航空機を含む 7,300万

＄相当の緊急援助を提供する予定である。タリバンへ軍事物資を密輸するのを防

ぐ措置。 

11 月 10 日： 国連総会に出席したパキスタンのムシャラフ大統領は「我々はインドと核実

験相互禁止条約を締結する用意がある。我々は核の危険低減方策と共に核兵器及

びミサイルの抑制について建設的、包括的かつ統合的な二国間協議の場でインド

と協議する用意がある」と述べた。 

11 月 11 日： 本日付"The News Daily(米国紙)"の報道によれば、ビンラーディンが核及

び化学兵器を保有していると主張した翌日(11.10)、元政府機関勤務であったパキ

スタン核科学者"Mehmood"は、「アフガニスタン訪問中、自分は２度ほどビンラ

ーディンに会った。しかしそれは米国における同時多発テロ発生以前のことであ

る」と述べた。 

11 月 11 日： イスラマバード所在のパキスタン政府高官によれば、ムシャラフ大統領は同

国の核兵器を少なくとも６箇所の秘密場所へ緊急に移し替えるよう命令し、また

同国がテロリズムに対する米国の戦いに参加後数週間以内に核兵力の軍事的監

視組織を再編成した。核兵器の移動は同時多発テロから２日以内に実施され、ま

た作戦監督のために核計画内部へ戦略計画課(Strategic Planning Division)が創

設されたという。  

11 月 12 日： タリバンとビンラーディンのアルカイダ組織の各手先は、アフガニスタン国

内での核兵器開発計画の立上げを支援するため、少なくとも 10 名のパキスタン

核科学者と接触していた。これは本日付"USA Today"紙が米国政府及びパキスタ

ン政府の各高官の言として報じたもの。"パキスタン政府の了解の下"という条件

で、数名の科学者が同意したとのこと。  

11 月 12 日: アフガニスタン戦争が第５週目に入ったとき、パキスタン核兵器の安全性と防

護に関する不安が浮上してきた。米国政府から漏らされた多くの報告は、パキス
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タンの核兵器及び同関連物資がビンラーディン、その他テロリストの手に流れた

可能性を示唆している。この懸念は、政府の力がパキスタン核司令部当局(PNC

A)をして適切な指揮・管理機能を作動させ得ないかも知れない、との不安から浮

上している。 

11 月 12 日： パキスタンは、イスラム革命の場合に核兵器の安全を図るため、それを移動

した。これは昨日の報道であるが、この日はまた、退職したパキスタン核科学者

２人が今年早々にビンラーディンに会ったことを認めた日でもあった。パキスタ

ン政府高官によれば、米国における同時多発テロ後、同国は核兵器を防護するた

め速やかに移動させたという。同国の核弾頭保有数は30～40発と推定される。  

11 月 27 日： パキスタンは、元政府機関の核科学者２名(Mahmood 氏とMajeed 氏）の身

柄を拘束した。軍部 高報道官クレッシィ中将が報道陣に述べたもの。なお彼ら

は先月、アフガニスタンにおける活動について尋問を受ており、今回の身柄拘束

は更なる疑惑について尋問のため、と言われるが細部不明。 

11 月 29 日： パキスタンは、「元政府機関勤務の核科学者２名とアルカイダ組織（テロ組織）

の間には何の繋がりもなかった」と主張した。「同科学者（Mahmood 氏とMaje

ed 氏）は彼らがカブール市で使っていた事務所から 近、炭疽菌の活用法に関す

る文書が発見されたため、逮捕された」という New York Times 紙の報道に対

して、パキスタンの大統領報道官"クレッシィ"中将が反論したもの。 

12 月 18 日： マーシェッド駐露パキスタン大使は、「ABM 条約からの米国の撤退は、我が

国の自衛政策には影響を及ぼさないし、インドとの軍備競争を誘発することもな

いであろう」と述べた。同大使は記者団に対して更に「我々は"大量の核弾頭ミサ

イル製造"という野心は持っておらず、抑止の原則を固持するだけである」と述べ

た。 

12 月 31 日： ワシントン・タイムズ紙が米国情報筋の言として報じたところによれば、イ

ンドとの国境線沿へのパキスタンの軍事展開は、核兵器を貯蔵基地から輸送する

準備を含むものであった。情報機関筋は、「インド側もまた、パキスタンの首都

イスラマバードを射程内に収める位置にPRITHVI型短距離弾道ミサイルを用意

しつつあるようだ」と述べた。一方、インドは国会議事堂襲撃事件に関与したと

して非難されている民兵をパキスタン政府が逮捕したことを歓迎し、事態打開の

可能性も示唆した。  

＊ 2002年 

１月１日： インドとパキスタンは、双方の国境線沿いに兵力を展開させ、外交的接触を制
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限し、輸送機関の連接も厳しく制約している 中にあっても、恒例の年度協調政

策を継続し、本日、核施設に関する情報を相互に交換した。核施設の正確な位置

を含むリストの交換は両核保有国間の緊張を緩和する兆しの中で も新しいも

のである。両国は、戦時においてもお互いの核施設攻撃を自粛するとの協定の下

に、1992年以来リスト交換を続けている。    

１月３日： インドとパキスタン（両国とも核兵器保有）間の緊張が戦争の恐怖をかき立て、

米中両国が双方に抑制を求めているので、インド政府は「軍事力の全面的行使は

自衛の場合に限る」と誓った。しかし南アジアの両雄（印・パ）の正確な核能力

は依然として不明瞭である。全世界の科学者と軍備監視グループは核兵器保有数

についてインドは55－110、パキスタンは15－40と推定しいるが、専門家の多く

は上記数字範囲の下寄りと信じている。核の危機管理についてはパキスタンは 2

000 年２月に核司令本部(Nuclear Command Authority)を設立しているが、イ

ンドには未だそのような組織はない。 

１月５日： 印・パ両国は爆発寸前の国境線沿いに兵力と武器を集中しつつあり、世界で

後発の核兵器保有国間の戦争の恐怖が掻き立てられている。世界には５ヶ国の"

公認核保有国"があり、全世界の核兵器数は24,700－33,300発と推定されている。

公認５ヶ国は保有数を公表しているが、その他は発表していない。インドは、科

学者と武器監視グループによれば55－110発（専門筋はこの数字の下方寄りと推

定）、パキスタンは 48 発、北朝鮮は 10 発程度、イスラエルは 200 発と推定して

いる。 

１月 21日： ムシャラフ大統領の特使としてモスクワ訪問中のパキスタンの元外交家"シェ

イク"氏は、「我が国の核施設は十分な防護下にあり、核兵器がテロリストとの手

に渡る可能性はない」と述べた。 

１月 30 日： クウェート各紙は、パキスタンのアシュラフ通信相が、「我が国は核兵器に頼

る考えはない」とした上で「インドから攻撃を受けた場合、我が国は核兵器の使

用も排除しないと述べた」と報じた。同相が記者会見で述べたもの。 

３月 30 日： マレーハ・ローディ駐米パキスタン大使は、「我が国の核兵器は安全であり、

これらが許可されていない者の手中に落ちた可能性を示唆するような証拠はな

い」と述べた。これは、CIA 長官がブッシュ大統領へ「パキスタンの核計画は同

国政府が発表しているよりも危険な状態にある」と報告したという、ワシント

ン・ポスト紙の報道に伴って生じた新たな不安を打ち消すための発言。 

４月６日：  パキスタン軍事政権のムシャラフ将軍は、先週末発刊されたドイツのシュピー
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ゲル紙で、「核兵器使用も辞さず」として緊張を煽り、また「インドは 

"Superpower"の野心を持っている」と非難した。インド側はこれを「無責任放言」

として一蹴し、核兵器の「先制不使用、第２撃使用」方針には変更はないとした。

通常戦力に劣るパキスタン側は「先制不使用」宣言を保留している。アメリカ科

学者連合など西側専門家筋は核保有数について、パキスタンは60～70発(2005年)、

インドは100～120発（現時点）と見ている。 

５月 20 日： インド国防軍内で支配的な雰囲気は、「"核の恐喝"と言うパキスタンのハッタ

リを呼ぶだろう」と言うことである。パキスタンは２つの点で独特な核兵器保有

国である。その一つは軍部が核兵器のボタンに指を置いていること、二つ目は核

兵器こそ「国境線の引き直しを可能とする力」と見ていることである。他の核兵

器保有国は、それを抑止力と見なしているが、パキスタンはカシミール問題を解

決する「力の中核」と見ている。 

５月 23 日： Jane's Strategic Weapon Systems はパキスタンの核戦力を、核兵器25～5

0発、内20発は航空機搭載型爆弾、運搬手段は F-16 型戦闘機並びに中距離弾道

ミサイルShaheen-Ⅰ及びⅡとGhauri-１及びⅡと推定している。 

６月２日： パキスタンのムシャラフ大統領は昨日、インドとの軍事的緊張が核戦争につな

がるとの懸念が広がる中、核戦争という選択肢はあり得ない、と言明した。「ど

のような圧力がかかっても、正気の人間ならそのような異例の戦争（核戦争）を

始めることなど考えられないはず。議題にさえすべきでないと言いたい」と述べ

た。 

７月 26 日： パキスタンのムシャラフ大統領は、「インドは可能性ある全ての方法を以て我

が国に危害を加えようと試みてきたが、我が国は即応体制によって抑止してき

た」と語った。10日間の図上演習終結に際しての演説で述べたもの。なおこの図

上演習では、核兵器とミサイルを装備する戦略部隊が初めて参加したという。 

11 月 29 日： パキスタンの Kasuri 外相は、「パキスタンの核兵器が、無責任な取扱に陥る

心配は全くない」と述べるとともに「パキスタンがアメリカのパウエル国防長官

から警告を受けている、とするレポートは真実ではない」と語った。 

12 月４日： ジャマリ・パキスタン新首相は４日、ロシアがパキスタンの核兵器の安全を憂

慮していることについて、「パキスタンの核製品は安全な管理下にある。我が国

は核を重要と位置づけて考えており、その核プログラムを心配する必要は全くな

い」と語った。 

12 月６日： Press Trust of India はワシントン当局からの情報として、パキスタンはこの
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夏 47 トンのウラン増殖用アルミニュームを北朝鮮に輸送しており、このアルミ

ニュームはパキスタン内の Kahuta に本部を置く研究所(AQKRL)が、イギリス

のBlackburn にある会社から取得したものである、と６日に報じた。 

12 月９日： パキスタンの地方紙は、「ロシアとパキスタンの関係は良い、ロシアとインド

の協力はパキスタンヘの憂慮が理由ではない、パキスタンは核あるいはミサイル

技術を北朝鮮へ提供してはいない」などと述べた Kasuri パキスタン外相の発言

を報じた。 

12 月 31 日： ムシャラフ・パキスタン大統領は30日カラチでの退役軍人に対する演説にお

いて、「私はパキスタンを訪問する国際的リーダーを通じてバジパイ・インド首

相に、インド軍が一歩でも国際国境線または管理線を越えたなら、パキスタンは

通常戦に留まると期待すべきではない、とのメッセージを伝達してきた」と述べ

た。 

＊ 2003 年 

１月６日： ６日のパキスタンのテレビ報道によると、ジャマリ首相はパキスタンの核能力

に関する指揮管制機構の有効性は完全に満足のいくものである、と述べた。この

見解は、大統領によって召集された国家統制当局者(首相、外相、統合参謀委員

会の長、各軍の長)の定例会議後のブリーフィングにおいて示された。 

１月９日： パキスタンはアメリカのメディアが、パキスタンの 高位の科学者が北朝鮮、

イラン、イラクなどに核技術が拡散するのを援助している、と報じているのを”

全くの虚偽で、根拠がなく刺激的なもの”と退けた。  

３月４日： パキスタン外務省によると、Mahmud パキスタン外相等が日本の田中外務次

官と会談し、イラクやアフガニスタンについて意見を交換した。さらに、核の非

拡散についてパキスタンは、核及び戦略物資を信頼できる指揮管制下に置いてお

り、安全であることを繰り返し強調した。 

５月４日： パキスタンの外務省報道官は５日、「インドが核兵器を放棄することに同意す

るなら、パキスタンも放棄する用意がある」、と語った。ジャマリ・パキスタン首

相がバジパイ・インド首相に電話で対話を呼びかけたのに対し、前向きな回答の

書簡が届いたことを認め、｢パキスタンは諸問題について討議を希望する｣、と述

べた。 

５月８日： パキスタンの当局者は８日、前日に軍の 高指揮官(大統領)、首相、外相、軍

の代表者が参加して行われた国家統制権者(NCA)の会議後、「パキスタンは軍備

競争としてではなく、 低限の核抑止力を国家の安全保障のコンセプトとする」、
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との声明を発表した。 

５月23日： パキスタンの Khokar 外相は国連の軍縮会議で、「インド及びパキスタンは、

地域における実質的で結果を重んじた、武器制限及び安全保障促進のための対話

を再開することができる」、と演説した。また、現在の核環境のもとでは、長期間

続くカシミール紛争が懸念の根源であり、その解決が必要であると述べた。 

６月 18 日： ムシャラフ・パキスタン大統領は 18 日タイムズ紙とのインタビューで「西欧

社会は、インドが軍事的優位を保つことになる核の蓄積を許すべきではない。パ

キスタンが海外から軍事兵器を購入するのを制限されるなら、インドとの軍事力

不均衡を解消するため核兵器に依存するしか選択の余地はない」、と語った。 

６月 24 日： 米当局者によると、ムシャラフ・パキスタン大統領は 24 日ブッシュ大統領と

の会談後、「パキスタンは北朝鮮に対する核開発支援を行わない」、と表明した。

パキスタンは、北朝鮮とのミサイル又は核技術の交換を常に否定してきたが、ブ

ッシュ大統領はパキスタンを”悪の枢軸”と名指ししている。 

７月２日： Ahmad パキスタン情報相はテレビのインタビューで「ムシャラフ大統領がキ

ャンプ・デービッドで、パキスタンは国家防衛のため核能力を維持すると明確に

述べている」などと語り、インドのミサイル・テストには挑発されず、核やカシ

ミール問題でも後退しないことを表明した。 

９月３日： ムシャラフ・パキスタン大統領が３日、主宰する国家統制機関（NSA）の会議

で、核計画が凍結されるとの噂を否定するとともに、国の安全を強化するために

核技術を高めることを暗示した。ただし、兵器競争に加わるものではない、と繰

り返し強調した。 

10 月 16 日： カスリ・パキスタン外相は 16 日訪問先のマレーシアで、パキスタンがリビ

アの核兵器開発を支援しているというイスラエルの非難を否定した。 

11 月７日： ムシャラフ・パキスタン大統領が７日、３日間の韓国訪問を終えた後の記者会

見で「パキスタンは、外部に脅威が存在する以上核及びミサイルの開発を行うし、

将来どこかで脅威が発生しても同じように対応する」と述べ、核及びミサイル開

発の正当性を強調した。 

12 月 22 日： パキスタンの外務省報道官が 22 日「パキスタンの“原子爆弾の父”カーン

氏が、イランの核計画との繋がりを疑われている」と述べた。国連の原子力機関

の報告によると、パキスタンの核兵器計画に使用されたのと同じ遠心分離器のデ

ザインが、イランでも使用されているという。 

12 月 22 日： マクレラン米大統領報道官が 22 日「ムシャラフ・パキスタン大統領が、少
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なくとも現時点でパキスタンがイランや北朝鮮などに核の秘密を提供しているこ

とはない、と保証した。パキスタンが以前に、核の技術やノウハウを移転したこ

とがあるかもしれないが、それは過去のことで、報道官としては論議する立場に

ない」と述べた。 

12 月 23 日： パキスタンの情報相が 22 日、パキスタンの核計画に参加している３人の科

学者が、イランや北朝鮮に核兵器の技術を個人的に提供していたかどうかについ

て、調査中であることを認めが、もしイランと核技術の共有があっても、それは

パキスタン政府の認知外で行われたもの、と強調した。 

12 月 30 日： ブッシュ政権は、ムシャラフ・パキスタン大統領が殺害されたり追放された

場合を想定し、不可欠となっている連盟や核兵器の安全についての見直しを行っ

た、との記事。ホワイトハウス当局者達は、2001 年 9 月 11 日の攻撃後パキスタ

ンは核の管理を改善し、アルカイダなど過激主義者達が核物質へ接近するのを制

限したが、現時点でそれらが何処にどれくらいあるかが問題だと述べている。 

＊ 2004 年 

１月４日： ニューヨークタイムズ紙が４日「隠密に核の知識を流出させていた、パキスタ

ンのルーズなネットワークが浮かび上がってきた」と報じた。パキスタンの指導

者達は否定してきたが、カーン研究所の科学者達が核兵器を欲しがる国家や核の

仲介者に、先進の核技術を行商していた、と報じている。 

１月７日： パキスタン情報相が７日、パキスタンの科学者達が核兵器に使用するウラン濃

縮技術をリビアに提供していた、と米国紙が報じたのに対し「その報道には根拠

がない」と否定した。パキスタンは核に対し責任能力を有し、拡散を防止するた

めの輸出管理制度も確立していると強調した。 

１月 14 日： Qazi 駐米パキスタン大使が 14 日「パキスタンの科学者達がリビアに加え、

おそらくイランと北朝鮮にも核の先進技術を提供していた、という陳述には失望

した」と述べた。大使は、米国との関係を損なう可能性への憂慮を示すとともに、

ムシャラフ政権下での核技術流出は否定した。 

１月 19 日： パキスタンの情報相が 19 日「核技術をイランに移転した疑いがあるとして、

国の主要研究施設の科学者８人を拘束した」と発表した。拘束者の中には、“原爆

の父”と呼ばれるカーン博士の右腕となっている、冶金学者で管理者の２人の退

役准将が含まれている。 

１月20日： パキスタンは20日、イランに核技術を提供していたとの疑惑を調査するため、

核兵器プログラムに基づき働いていた総ての科学者の出国を禁止した。情報関係
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の高官が、1988 年から 91 年まで陸軍参謀長を務めたBeg 将軍が、イランへの技

術移転を承認していたと述べたが、Beg 将軍は否定している。 

１月 22 日： カスリ・パキスタン外相が 21 日、パキスタンは核の専門知識及び技術がイラ

ンを含む他の諸国に移転された状況について、国際的に調査を拡大すると述べた。

パキスタン当局の高官は、イランあるいは北朝鮮及びリビアへの関与疑惑が、

1980 年代にパキスタンの核計画を一元的に統括していたカーン博士の時代に起

きたと見ている。 

１月 24 日： ムシャラフ・パキスタン大統領が 23 日スイスで記者団との懇談において、パ

キスタンで密かに行われた核兵器計画を明らかにするとともに、パキスタンの科

学者が個人的な利益のために秘密を海外に売り渡したことを前提に、欧州諸国及

び科学者の関与を調査すべきであると述べた。 

１月 25 日： UNMOVIC の委員長が 25 日フランスのラジオ放送で「ムシャラフ・パキス

タン大統領は、核兵器の拡散について個人を責めているが、秘密の漏洩に国家が

関与したと同じことである」と述べ、個人的な組織網を核拡散の隠れ蓑にしてい

るとの見解を示した。 

１月 26 日： パキスタンの情報相が 26 日「１人又は２人の原子力科学者が、個人的な利益

のために動いた」と述べ、核の拡散に科学者の関与があったことを認めた。パキ

スタン政府はイラン、リビア、北朝鮮などに兵器技術の移転を許可していない、

と関与を否定している。 

１月 28 日： パキスタンは、２人の原子力科学者がイラン及びリビアへ核兵器技術を提供

していた、とする調査結果をまとめる。情報関係の高官が匿名を条件に「南アフ

リカ、ドイツ、オランダ、スリランカなどのブラック・マーケットのブローカー

が、1980 年代から 90 年代前半にパキスタンの科学者によるシリア及びリビア支

援を仲介し、見返りに既に破産している外国銀行の科学者の口座へ、数百万ドル

を振り込んでいた」と述べた。 

１月 28 日： パキスタンの元陸軍参謀長が 28 日AP 通信に対し「パキスタンは核兵器開発

でブラック・マーケットからの調達品に依存していたし、科学者がイラン及びリ

ビアとブラック・マーケットを共有していたかもしれないが、犯罪行為をしてい

たわけではない」と述べ、対インドの核抑止力に貢献した科学者達を、犯罪者と

して取り扱わないよう擁護した。 

１月 28 日： パキスタンの科学者が、リビア及びイランの核兵器取得を支援した証拠が明

らかになってきているが、マクレラン・ホワイトハウス報道官が 28 日「それは
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もう過去の出来事である」と述べ、米国がテロとの戦いに貢献しているパキスタ

ンを追求しない姿勢を示した。 

(2) 化学兵器 

パキスタンは、化学兵器の開発・生産能力を有するが、化学兵器を保有しているとする証拠は見

られない。1992 年２月 29 日化学兵器の生産、貯蔵及び使用の放棄に関するインド・パキスタン共

同宣言に調印し、1999年４月６日には、CWC（化学兵器禁止条約）を批准した。2000年10月、こ

れに伴う関連国内法を制定した。 

2002 年９月 30 日パキスタン外務省は声明を発し、「我が国の５個化学工場に対する"化学兵器禁

止機関"(OPCW)による査察予定なるものは全く存在しない」と述べた。この声明は、「パキスタン

の５個化学工場へのOPCWによる査察が切迫している」との印象を与える地元紙の報道への反論。

同声明には、「わが国は条約批准国 145 ヶ国中の１国であり、更に化学兵器禁止機関実行委員会 41

ヶ国中の１国であることに思いを致して欲しい」、とも述べている。 

2003 年４月、オランダのハーグに本部を置く化学兵器禁止機関(OPCW)のメンバー3 名が、パキ

スタン国営の科学肥料工場を査察した。外務省当局者は、査察が健康及び環境基準に基づく検査で

あったことを強調するとともに、査察官が「輸入化学品の使用に関し、工場で働く人々の健康及び

環境は満足できるものであった」と述べたと発表した。 

また、2003 年６月にはイギリス情報局の Manningham-Buller 長官が「背信の科学者が、アル

カイダに化学、生物及び核兵器の開発技術を教えており、西側の都市に攻撃が加えられるのは”時

間の問題”である」と警告した。背信の科学者には言及しなかったが、2001.9.11 の米国に対する

同時多発テロ攻撃の前にパキスタンの科学者がオサマ・ビン・ラディンと接触していた、と推察さ

れている。 

(3) 生物兵器 

パキスタンは生物兵器禁止条約(BWC)を批准しており、米国防省評価によれば限定規模の生物兵

器の開発能力を有している。 

現時点では生物兵器の生産、保有に関する情報は特にない。なお、2001年10月と11月、炭疽菌

入り郵便物が外資系銀行１行と地元新聞社１社へ送りつけられる事件があったが、発病者も出ず大

きな騒ぎにはならなかった。 

2003 年６月、イギリス情報局の長官が「背信の科学者がアルカイダに生物兵器などの開発技術を

教えている」と警告したのは、2001.9.11 の米国に対する同時多発テロ攻撃の前に、パキスタンの

科学者がオサマ・ビン・ラディンと接触していた、と推察されている。 

(4) ミサイル 

① 保有状況 
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保有数に関する情報は少ないが、次のような情報がある。  

Hatf-Ⅰ： 80＋α配備（1992 就役、2000.2 に誘導装置付きの-ⅠB の試験に成功、逐次加増

されることが予想される。また旧型も改装キッドにより準１B 型化するとの意見

もある） 

Hatf-Ⅱ： 30 

Hatf-Ⅲ： 開発が中止された可能性がある。 

Hatf-Ⅳ： 5～10（別名"Shaheen-Ⅰ"、量産に入ったかどうか不明） 

Hatf-Ⅴ： 5～10（別名"Ghauri-Ⅰ"、1998年後半に部隊配備に入った模様） 

Hatf-Ⅵ：  ？（別名"Ghauri-Ⅱ"、1999.4、発射試験成功、兵器化されたかどうか不明） 

Hatf-Ⅶ： 5ー10（別名"Shaheen-Ⅱ"、2000.9 に発射試験準備完了と報告されたが、政府は

国際社会の反応等の政治的要因のため未決断。限定量産へ移行した模様） 

② 開発の動向 

パキスタンの弾道ミサイル開発は 1980 年代初めに開始されたと信じられる。開発は液体燃料

型(Khan Research Laboratories)と固体燃料型(Pakistan National Developent 

Complex:PNDC)の２系列のチームで推進された。後者には、1960 年代に発足し 1989 年に人工

衛 星 を 打 ち 上 げ た P a k i s t a n  S p a c e  a n d  U p p e r  A t m o s p h e r e  

Reserch Commission(SUPARCO)が緊密に協力した。 

また、同国の弾道ミサイル計画には中国と北朝鮮の密接な支援があったとされ、パキスタンの

固体燃料推進系は中国のＭ-11 型の、液体燃料系には北朝鮮の「ノドン」影響が強く窺われると

いう（パキスタン、中国、北朝鮮共に否定）。また、中・パ共に否定しているが、1993 年に中国

のＭ-11型ミサイル30基がパキスタンへ輸出された。 

1989年始め、Hatf-1とHatf-2が初めて公表された。 

1993年にはHatf-5"Ghauri-1"の開発計画が始まり、1997年に公表され、1998年４月６日パキ

スタン外務省は、中距離弾道ミサイル「Hatf-Ⅴ(Ghauri)｣の発射実験に成功したと発表した。射

程は 1,500km で、重さ 700kg の弾頭搭載が可能。Hatf-Ⅴについては、インドのフェルナンデス

国防相が６日夜、「中国からの技術援助を受けて製造された」と述べたが、中国はパキスタンヘ

の技術供与を否定した。 

1998年４月11日付ニューヨーク・タイムズ紙は"Ghauri"は北朝鮮の「ノドン」の性能を高め

たものと報じた。以後、米国防省は 13 日までにパキスタンがノドンを国産と偽って発射してい

たことを確認した。 

同年５月、米政府は北朝鮮の貿易会社「チャンガン信用会社」がパキスタンのミサイル開発研

究所へミサイル完成品と部品を輸出したとして、双方に２年間の制裁措置を発動した。「ガウリ」
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は「ノドン１号」の性能を高めた「ノドン２号」といわれる。このような状況から、従来の中国

に代わって北朝鮮のパキスタンのミサイル開発への関与が注目されることとなった。 

1999年４月15日、「シャヒーンⅠ」中距離ミサイルの発射試験を行った。同ミサイルの射程は

750km、ペイロードは1,000kg と言われている。翌日、射程2,500km の中距離弾道ミサイル"Gh

auri-Ⅱ"の発射試験を行い、５月30日にはカフタ研究所の開発担当者マツハル博士が射程3,000k

m の｢Gharui-Ⅲ｣の開発を推進中と述べた。更に６月24日には同ミサイル用エンジン燃焼試験の

成功が報じられた。 

2000 年２月、"Hatf-Ⅰ"の改良型の発射試験に成功し、また多弾頭ミサイル技術の確立を発表

した。10月２日以降「"Shaheen-Ⅱ"の発射試験準備完了、政府の判断待ち」としばしば報じられ

たが、政府の「政治的判断」で実施に至っていない。 

一方、米国情報部報告書は、「パキスタンが中国からM-11型弾道ミサイルを受領した」と報じ、

米国務省と議会筋で中国に対する制裁問題が再燃した。 

2000 年５月、パキスタン政府はミサイル開発を支援して来た北朝鮮技術者に引き揚げを予告、

早国内技術力はインドを凌駕したとの判断が背景にあるという。７月には米国情報機関が「パ

キスタンは中国から開発支援を引き続き受けている」と報告し、パキスタンは MTCR の枠組み

内の支援しか受けていないと否定した。  しかし米国は12月、MTCR に従って制裁発動。 

上記の疑惑は2000年７月にも再燃し10月まで応酬が繰り返された。７月26日、インドの下院

議会は、「パキスタンの"Ghauri"は核弾頭装備可能な北朝鮮の"ノドン"の派生型である」旨、報告

を受けた。 

2000年 10月４日、地元紙が国防省高官の言として、「国産中距離弾道ミサイル"Shaheen-1"の

量産を開始した」と報道、12月 13 日には"Shaheen-Ⅱ"の性能、要目を公表した。９月下旬以来

しばしば報道されてきた"Shaheen-Ⅱ"の発射試験について毎日新聞は 12 月 16 日、「軍事力の誇

示に拘泥する強硬派と経済再生優先を主張する慎重派が対立、情勢は流動的」と報じた。 

2001 年１月、インドの弾道ミサイル"Agni-2"の発射試験に呼応して、"Ghauri-3"(射程 3,000k

m 以上)の発射試験を行う見込みでカフタ研究所全所員の休暇はキャンセルされた、と報じられた

(実際には行われなかった)。同月には"Haider"なる新型ミサイルの発射試験が、2001 年４月行わ

れるとの報道があった。（実際には行われず、どんなミサイルかも不明） 

2002年５月21日のBBCMI によると、パキスタンは中距離弾道ミサイル"Shaheen-Ⅲ"を製造

し発射実験事前準備を完了、何時でも対応可能な状態にある。同ミサイルは核弾頭を含む各種弾

頭を搭載できる。報道によれば、"Shaheen-Ⅲ"は"Hatf"シリーズに属し、射程は2,500kｍ、弾頭

重量１㌧、固体燃料ロケット、コンピュータ化された終末誘導装置を有す。なお同国は Hatf-Ⅰ

から Shaheen-Ⅲに至る固体ロケット推進型（射程 150km～2,500km）並びに液体燃料ロケット
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型の Ghauri-Ⅰと同-Ⅱを保有し、更に別の短距離弾道ミサイル"Haider-Ⅰ"用ロケットエンジン

の試験も完了している。 

５月 25 日から始まったミサイルの発射試験は、何れも核弾頭装備可能な射程が 1,500km の

Hatf-Ⅴ(Ghauri)、射程が290km で極めて精度の高いHatf-Ⅲ(Ghaznavi)及び射程が180km の

Hatf-Ⅱである。 

2002年１月８日パキスタン陸軍が、核弾頭を搭載可能な国産の中距離ミサイルを配備したと発

表した。この発表は、インドが短距離型の Agni 型ミサイルをテストする準備ができた、との発

表してから１時間後になされたように、インドとの緊張関係を高めることになろう。 

2003年10月に、核弾頭を搭載し射程が290kmのHatf-Ⅲ（Ghaznavi）、同じく射程が700kmの

Hatf-Ⅳ（Shaheen-Ⅰ）などのテストを行い、2004年３月には射程が2,000kmのShaheen-Ⅱの発

射試験に成功したと発表しており、核のライバル・インドを念頭に核兵器を運搬する手段として

のミサイル開発にも力を入れており、以後もインドの主要都市を攻撃できる性能のミサイル開発

を推進すると考えられる。 
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③ プロジェクトの内容等（JSWS-ISSUE 36,2002.1） 

1) 開発されているHatf ミサイルの性能諸元等 
 

 
    Hatf Ⅰ       Hatf Ⅱ       Hatf Ⅲ 

 長  さ 

 直  径 

 

 発射重量 

 搭  載 

 

 弾  頭 

 

 誘  導 

 

 推  進 

 射  程 

   CEP 

     6.0m 

     0.56m 

 

    1,500kg 

    単一弾頭 

        500kg 

HE、化学又は 

   Submunition 

 無誘導(1及び1A) 

     慣性(1B) 

    固体 

100km(Hatf lA/B) 

      不明 

      8.5m 

      0.88m 

 

     5,300kg 

     単一弾頭 

      500kg 

核、HE、化学又は 

   Submunition 

      慣性 

 

     固体（２段） 

     300km 

      200m 

      10.0m 

       1.0m （第１段） 

       0.56m（第２段） 

      6,500kg 

     単一弾頭 

        500kg 

核、HE、化学又は 

    Submunition 

       慣性 

 

    固体（２段） 

       800km 

         不明 

 

  現況 1992就役、2000.2 

誘導付の1B型出現 

  1997年、Attock の 

 第155連隊へ配備 

 1997 年６月第１回発射試

験。以後状況不詳 
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   Hatf Ⅳ(Shaheen Ⅰ)     Hatf Ⅴ (Ghauri Ⅰ) 

 全  長 

 直  径 

 発射重量 

 搭載重量 

 弾  頭 

 

 誘  導 

 推  進 

 射  程 

精度:CEP 

        12.0m 

          1.0m 

       9,500kg 

    単一弾頭:1,000kg 

核、HE、化学 

又はSubmunit ion 

慣性 

        固体（１段） 

       600km 

         200m 

      15.9m 

       1.35m 

       15.850kg 

      単一弾頭:12.000kg 

核(30～40KT）、HE、 

化学又はSubmunition 

           慣性 

            液体（１段） 

         1,500km 

         2,500m 

 

 現況等   1998年 量産開始  1998末部隊配備決定、1999年中期 

 5～10発、第47砲兵旅団へ配備 

 

 
 

 
    Hatf ⅤA(Ghauri Ⅱ)        Hatf Ⅵ (Shaheen Ⅱ) 

 全  長 

 直  径 

 発射重量 

 搭載重量 

 弾  頭 

 

 誘  導 

 推  進 

 射  程 

精度:CEP 

          18.0m 

           1.35m 

          17.800kg 

   単弾頭:750kg又は1.000kg) 

   核（30－40KT）、HE、化学 

   又はSubmunition 

           慣性 

       個体（１段） 

      1,800～2.300km 

           不明 

         17.0m 

         1.4m 

         2,500kg 

      1.050kg（単弾頭） 

   核、HE、燃料気化爆弾、化学 

   Submunition 

     慣性プラスJPS 

     固体（２段） 

       2,500km 

        350m 

 

 現況    1999年４月発射試験   2000.9 現在、発射試験実施につ 

  いて政府の決断待ち 

 

 

（注）未確認情報では 2000 年、液体燃料の"Ghauri"の軍用としての開発は終了。以後、宇宙開

発用となった。 
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2)  関係主要研究開発、製造施設等 

パキスタンの民営重化学工業は未発達で、ミサイルの開発・製造は裾野部分 （先進国では下

請部分）から国営企業内で実施している。 

＊  研究開発組織 

Defence Science and Technology Orgnization(在：ラワルピンジ) 

：推進装置、弾道、航空力学、推進剤、冶金の研究開発 

Dr.AQ Khan Research Laboratory（在：ラワルピンジ） 

：核兵器開発の主役の一つであるが、"Ghauri"系ミサイル開発でも中心的役割。対戦車・

対空各ミサイル、多連装ロッケト砲も製造。DESTO の管轄下にある。研究開発組織

であると同時に製造能力を有す。 

Institute of Optronics(在：シャクラ) 

：レーダーの研究開発 

College of Electrical and Mechanical Engineering（在：ラワルピンジ） 

：中国製対空ミサイルの改造、Hatf ミサイルの開発に関与 

その他各大学の研究組織の間接的関与も考えられる。 

＊ 製造施設 

Heavy Machanical Complex(別名：Taxila Heavy Industries) 

（在：ラワルピンジ） 

：配下に５工場（戦車、装甲車、重砲、修理再生、重鍛造及び鋳造）を有し兵器産業で

重要な役割を果たす。軍関係者が管理。非公開部門があり、ミサイル計画に関与の疑

念あり。 

Pakistan Aeronautical Complex(PAC)（在：アトック） 

：パキスタン航空宇宙関係産業の中枢で配下に４工場を持ち、空軍高官が管理。特に航

空機製造工場と航空電子製造修理工場の２工場のミサイル計画関与疑惑が大。 

Pakistan Air Weapon Complex（在：ワフカント） 

：航空機搭載兵器の設計、開発、製造及び維持整備を請け負う。 

Pakistan International Airlines（在：カラチ） 

：外国航空機産業へも部品供給。精密工学部門内の非公開部分でミサイル関係に関与し

ている疑惑大。 

Pakistan Machine Tools Factory（在：カラチ） 

：民需品を主力とするが精密工作能力に富み、非公開部門でミサイル計画に関与してい

る疑惑あり。 
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Pakistan Ordnance Factories(POF)(在：ワフカント)     

：配下に14工場を持つパキスタン 大の兵器産業で、陸軍高官が管理。小火器、弾薬、

爆薬、火工品、化学製品その他各種軍用品を製造。ミサイル試験所も保有。非公開部

門でミサイル計画に関与してる疑惑大。 

Space and Upper Atomosphere Research Committee(在:カラチ) 

：パキスタンの長期的宇宙開発計画を監督する委員会として発足したが、配下に多くの

研究所、工場を有す。ミサイル開発計画の中心の一つ。"Shaheen"系列ミサイル開発

の主体。 

④ 近の主な動向 

＊ 2001年 

３月３日： パキスタンの"SUPARCO"(Space and Upper Atomosphere Research  

Comimission）が製作した"Hatf-Ⅱ" ミサイルは発射試験を待っているが、政府

は国際的圧力を理由に未だ試験を許可していない。同ミサイルの構成部品の90％

はSUPARCO の自製という。 

３月 11 日： パキスタン海軍は、新しく取得した仏国政潜水艦からの通常弾頭付き対艦ミ

サイルの発射試験に成功したと発表した。海軍は声明の中で、「潜没潜水艦から

のミサイル発射試験の成功は、パキスタン海軍にとてつもない対水上攻撃能力を

追加するものである」と述べた。 

３月 11 日： パキスタンはアラビア海で、仏国製アゴスタ-90 型潜水艦からの発射を含め、

中距離ミサイル"Exocet"の発射に成功した。海軍高官によれば、艦対艦型のSM-

39 は新しく獲得したアゴスタ-90 潜水艦から、他の空対地型は近代化されたアト

ランティック哨戒機から発射された。 

３月13日： パキスタンは間もなく極めて強力な核ミサイル"Haider"を試験するであろう。

このミサイルはパキスタンの在来ミサイルに比して二倍の搭載能力を持ち、射程

2,500km 以上という。情報筋によれば、このミサイルは完成間近で４月には発射

試験が予想される。 

３月 23 日： パキスタンは、未実験のShaheen-Ⅱ型弾道ミサイル(射程1,500km)など一連

の地対地ミサイル列の展示を含む軍事パレードで建国記念日を祝った。パレード

にはミサイルを運搬できる各種車両と、固体燃料のShaheen（国立国防産業複合

体開発）及び液体燃料の Ghauri（カーン研究所開発）ミサイルシステム用移動

式発射装置も展示された。  

３月 23 日： パキスタンの 高峰核科学者の一人は同国国家記念日、期待されていた中距
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離弾道ミサイル"Shaheen-Ⅱ"の発射試験、はムシャラフ軍事政権によって科せら

れた抑制のため実施されなかった、と述べた。政府の重要人物が、政府の"ミサイ

ル発射試験"の一時停止決定を公表したのはこれが初めて。 

３月 24 日： パキスタン国家科学委員会の委員長ムバラクマンド氏が、"The ２ Nation"

紙のインタビューで、「Shaheen-Ⅱ型弾道ミサイルは試験準備を完成しており、

遅かれ早かれ軍事政権も決断するであろうと確信している」と語ったことから見

て、パキスタンは自らに科したミサイル発射試験凍結を解除するらしい。 

4 月２日： パキスタンは Shaheen-Ⅱ型ミサイルに射程を 1,500km ほど増加させることに

成功し、その結果同ミサイルの射程は4,000km となった。消息筋によれば、同ミ

サイルの発射試験実施は決定済みで、目下適当な日程が組まれつつあるとのこと

である。 

８月 16 日： 米国情報機関によれば、パキスタンのShaheen-Ⅰ型及び同Ⅱ型ミサイル用部

品を輸送している中国のトラックが今年５月、両国国境（山岳地帯）を横断中、

監視されていた。この輸出は、中国の国営企業  "China National Machinery ＆ 

Equipment Import & Export Corpo- ration"（CMEC）の企画によるもので、

中国政府が行った"輸出を取り止める"との15回近い約束を破るものである。先週

のパウエル国務長官の訪中時にも 優先議題にされたという。 

８月９日： 中国外務省報道官は、中国の企業がパキスタンヘミサイル部品を輸出したと主

張する米国政府の報告に反論した。８月６日付ワシントンタイムズ紙の報道につ

いて論評を求められた同報道官は、「中国政府は昨年11月、"我が国は核兵器の運

搬に供し得る弾道ミサイルの開発については如何なる国家に対しても、また如何

なる方法によっても支援する意図なし"と明確に表明している」と述べた。 

８月 20 日： ワシントン訪問中のパキスタンのハク外務次官は、「パキスタン政府はミサイ

ル計画を促進するため、中国の技術支援を受ている」との報道を否定した。彼は、

「ここ数年間、我が国と中国との間にはミサイル技術の移転はなかった」と付言

した。 

８月 24 日： パキスタンのマレーハ・ローディ駐米大使は新聞社"Dow Jones &  Company"

の編集長に対し、「中国のミサイル技術が我が国へ移転されているとの告発記事

について、貴殿のコメントは間違っている」旨、述べる手紙を送った。 

９月２日： パキスタンの国営開発複合体の理事長で Shaheen 型ミサイルの父でもあり、

また傑出した科学者でもあるサマル・ムバラクマンド博士は、「ミサイル技術の

供給に関する米国の制裁は我が国のミサイル計画に何ら悪影響を及ぼさないで
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あろう。何故なら、我々は今までも常に"制裁の下"で仕事をしてきたからである」

と述べ、更に「我が国は外国の技術に依存することなく自力志向でやって来た」

と付言した。本夕、パキスタン新聞"Ausal"に語ったもの。 

＊ 2002年 

２月２日： パキスタン外務省のカーン報道官はイスラマバードでの記者会見で、米国メデ

ィアの「中国はパキスタンヘのミサイル技術援助を継続している」という記事に

関してコメントを求められたとき、「この報道は真っ赤な嘘である」と述べ、ま

た同国のミサイル計画は全て自力による、と主張した。     

４月 21 日：  インドとの国境線地帯への部隊展開と引き続く緊張の高まり、インドの国防

予算の増大や"Agni"、"Dhanusdh"両ミサイルの発射実験などに鑑み、パキスタ

ンは"Ghauri-3"型ミサイルの実験準備に取り掛かった。同ミサイルは3,000km 近

い射程を持ち、事前の試験は全て成功裏に完了している。現在、カフタ研究所の

従業員全員は研究所内待機とされている。 

４月 21 日：  パキスタンは中距離弾道ミサイル"Shaheen-Ⅲ"を製造し、発射実験事前準備

を全て完了、何時でも対応可能な状態にある。同ミサイルは核弾頭を含む各種弾

頭を搭載できる。極めて信頼性ある筋によれば、当初５月 18 日に実施の予定で

あったが、他の理由により延期されている。同筋によれば、"Shaheen-Ⅲ"は"Ha

tf"シリーズに属し、射程は 2,500kｍ、弾頭重量１㌧、固体燃料ロケット、コン

ピュータ化された終末誘導装置を有す。なお同国はHatf-ⅠからShaheen-Ⅲに至

る固体 ロケット推進型（射程150km～2,500km）並びに液体燃料ロケット型の

Ghauri-Ⅰと同-Ⅱを保有し､に別の短距離弾道ミサイル"Haider-Ⅰ"用ロケットエ

ンジンの試験も完了している。  

４月 25 日： パキスタン軍は、同国製の中距離地対地弾道ミサイルGhauri の発射実験を行

い成功した。発表では、実験で収集されたデータにより、すべての設計パラメー

タの有効性が確認された、としている。 

４月 26 日： パキスタンは、前日に続いて２回目の弾道ミサイル発射実験を行い、成功し

たことを明らかにした。同国軍の声明によると、今回実験されたのは新型の短距

離弾道ミサイル。核弾頭の搭載が可能で射程距離は 290Km。同ミサイルの実験

は今回が初めてだという。 

４月 28 日： パキスタンは国際社会の要請を無視して、核弾頭搭載可能な弾道ミサイルの

３回目の発射試験を実施した。これはジャック・ストロー英外相がインドとの緊

張緩和について協議すべくパキスタンへ到着して間もないことであった。この日
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はたまたま核実験実施４周年記念日でもあった。25日に始まった一連の発射試験

では何れも核弾頭装備可能な、射程 1,500km の Hatf-Ⅴ(Ghauri)、射程 290km

で極めて精度の高いHatf-Ⅲ(Ghaznavi)及び射程180kmのHatf-Ⅱが試験された。 

６月９日： 不拡散問題担当米国務次官補"John S Wolf"氏は、中国が 近、ミサイル関連

技術をパキスタンヘ提供した旨暴露した。彼によれば、ミサイル関連両用品目、

原材料、その他ミサイル製造用補機類が含まれている。同次官補が上院小委員会

への証言準備の中で述べた。 

８月２日： パキスタン紙"Jang"の記事抜粋。情報筋によれば、同国は世界で も進歩した

弾道ミサイル"Shaheen-Ⅲ型"を独力で造り上げた。このミサイルは核弾頭の搭載

が可能な上、対弾道ミサイル・システムを回避できるという。固体燃料推進方式、

終末誘導装置付で射程750Kmにおける精度は25ｍ、近々試験が予定されている。

科学者・技術者国家委員会(National Engineering and Scientific：Nescom)が開

発・製造したものである。 

10 月４日： パキスタン軍は、｢中距離の地対地弾道ミサイルの試験発射に成功した｣、と発

表した。同発表によるとこのミサイルは自国開発のHatf４(シャヒーン1)である。

当局は記者団に対し、｢この試験発射については、一部の友好国や隣国に対して

事前通告が行われていた｣と述べた。 

10 月９日： パキスタンは本日、中距離弾道ミサイル HATF-Ⅳの発射試験を実施した。今

月４日の発射から５日をおいての実験であり、追加諸元の確認が目的という。ミ

サイルは750km（インドのかなりの地域をカバーし得る射程）内の目標に命中し

た。パキスタン外務省のAziz Khan 報道官は、｢技術的な必要性から発射試験を

行ったもので、軍備競争を惹起するものではない｣、と表明。 

11 月５日： パキスタン国防省の信頼性ある筋は、｢ムシャラフ大統領は、国内の重要施設

と核施設へ配備するため、米国からの対弾道ミサイル・システムの取得を承認し

た｣、と述べた。この情報筋は匿名を条件に共同通信へ、｢国防省は選択をPatriot 

Air Defense System、Nike Hercules ミサイル及び Hawk ミサイルシステムの

３種に絞り込んだ」と語った。推定取引額は 15 億ドル。ロシアから同様なシス

テムの導入を検討しているインドに対抗するもの。 

＊ 2003年 

１月９日： パキスタン陸軍は８日、核弾頭を搭載可能な国産の中距離ミサイルを配備した

と発表した。この発表は、インドが短距離型の Agni 型ミサイルをテストする準

備ができた、との発表をしてから１時間後になされたように、インドとの緊張関
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係を高めることになろう。 

１月 24 日： ムシャラフ・パキスタン大統領は、インドが実施したAgni ミサイルのテスト

に応報するのを排除した。これは大統領が統括する、各レベルにおける核兵器の

の安全を審議する目的の開発管制委員会(DCC)において、決定したものである。 

３月３日： ３月３日Rao Sikandar Iqbal パキスタン国防相は議会において、「パキスタン

政府は、イスラエルがインドやトルコにArrow ミサイルの売却話を持ちかけてい

ることに対して、非常に注目している」、と述べた。そして、その売却話は地域の

安全保障を脅やかす懸念がある、とアメリカに伝えたことを明らかにした。 

３月４日： ３月４日パキスタン当局者が語ったところによると、パキスタンはイスラエル

がインドにアメリカ製のアロー・ミサイルの売却を持ちかけたことについて、地

域の安全保障に対する脅威となる、との懸念をアメリカに伝えた。 

３月６日： ３月６日パキスタンは、核搭載可能な射程 450 マイルのミサイル Shaheen を

就役させた。ムシャラフ大統領は、「パキスタンは武器競争に拍車をかけるつもり

はないが、 低限の防衛要求で妥協することはしない」、と語った。パキスタンは

既にインドの領域奥深く攻撃できる、射程 621 マイル以上の長射程ミサイル

Ghauri を保有している。 

３月６日： ３月６日ムシャラフ・パキスタン大統領は、国産の Hatf-Ⅳ(Shaheen-Ⅰ)中射

程弾道ミサイルを陸軍戦略司令軍(ASFC)に引き渡すセレモニーにおいて、「パキ

スタンは誰にも脅威を与えるつもりはないし、誰からの脅威も受け入れるつもり

はない。しかし、核を持つ方向に好戦的な隣人に強いられた」、と述べた。 

３月６日： ３月６日ムシャラフ・パキスタン大統領は、国産のShaheenⅠ弾道ミサイルの

引渡し儀式において、核兵器の保有数量は必要数を超えていないし、安全保障上

十分な抑止力は備えていると述べ、武器競争には参加しないが 低限の抑止力は

維持するとの政策を示した。 

３月 26 日： パキスタン外務省は 26 日、短射程ミサイル Abdali の発射試験を成功裏に終

えたと発表した。インドも同日地対地ミサイル Prithvi の発射試験を実施してい

る。Abdali は通常弾頭も核弾頭も搭載できる射程 200km のミサイルであり、

Prithvi は射程が 150km のミサイルである。 

３月 27 日： インドがPrithvi のテストを行ってから数時間後に、パキスタンは短射程の地

対地ミサイルAbdali の発射を行った。そして、インドがPrithvi のテストを通報

してこなかったのは 1991 年の協定に違反している、とインドを非難した。 

４月１日： 産経新聞が２日、米国安全保障筋の情報として伝えたところによると、北朝鮮
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は核技術提供への支払いと思われる約 10 個のスカッド-B 弾道ミサイルを、２月

にパキスタンに輸出した、とのことである。 

４月 13 日： パキスタンの外務省報道官は 13 日、米 CIA が中国はパキスタンのミサイル

計画を支援していると主張したのに対し、「我々は何回も表明してきたことを繰

り返すが、パキスタンのミサイル計画は完璧に自前のものである」と反駁した。 

４月 13 日： パキスタン紙が 22 日に報じたところによると、パキスタンはアラビア海にお

いてミラージュ戦闘機から飛行中の標的にH-４空対空ミサイルを試験発射し、成

功した。国防機関の確認は、これまで報じられていない。 

10 月３日： パキスタンは３日、数日間続ける一連のテストで 初のミサイル試験発射を行

い、陸軍報道官が「試験発射は成功であった」と発表した。そのミサイルは、射

程が 180 マイルの”Hatf-Ⅲ Ghaznavi”で、発射の前にインドには通告されて

いた。 

10 月３日： パキスタンは３日、核搭載可能な短射程弾道ミサイル”Hatf-Ⅲ Ghaznavi”

の試験発射を行った。米国務省のバウチャー報道官は「その試験発射が地域の緊

張を高めたとは思えない」と語るとともに、両国がミサイル計画を抑制し、核を

装備した弾道ミサイルを配備しないよう、繰り返し忠告していると述べた。 

10 月３日： ３日にパキスタンが試験発射したミサイルに関する記事。パキスタンが３月

26 日に続き２回目のテストを行った短射程ミサイル”Hatf-Ⅲ Ghaznavi”は、

通常兵器も非通常兵器も運搬が可能で、インドの都市を攻撃することができる。 

10 月８日： パキスタンは８日、核弾頭も搭載できる射程が 700km の中距離弾道ミサイル”

Shakhin-1”のテストを成功裏に実施した。３日に実施した”Hatf-3”短距離弾

道ミサイルに続くテストである。 

10 月８日： パキスタンが８日に実施したミサイル発射試験の記事に、過去３度の印パ戦争

やカシミール紛争を背景として、1998 年以降両国が実施したミサイル競争の歴史

を列挙している。 

10 月 14 日： パキスタン軍は 14 日、国産で核弾頭を搭載可能な中射程地対地弾道ミサイ

ル”Haft Ⅳ／Shaheen 1”の試験発射を、成功裏に実施したと発表した。11 日

間で３回目となる試験発射は、インドがイスラエルから早期空中警戒レーダー・

システムを購入したことに対抗する、との警告を発した後に実施された。 

11 月７日： ムシャラフ・パキスタン大統領が７日訪問先の韓国で「パキスタンは、ミサイ

ル技術と短距離ミサイルを北朝鮮から得たが、核兵器の秘密を北朝鮮に提供した

ことはない」と述べ、ミサイル技術と引き替えにウラン濃縮技術を北朝鮮に提供
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した、との疑惑を否定した。 

＊ 2004 年 

２月５日： ムシャラフ大統領が５日の記者会見において「射程が 2,000km の “Shaheen 

Ⅱ”ミサイルのテストを１ヶ月以内に行う」と述べ、核及びミサイル計画を後退

させるつもりがないことを表明した。 

２月 20 日： ムシャラフ・パキスタン大統領が 20 日、核弾頭を搭載可能な国産の短射程弾

道ミサイルHaft-3 をパキスタン陸軍に導入する決定を下し、パキスタンの核計画

は後退するとの観測を払拭した。陸軍戦略部隊には、中国の技術支援を受けた

Shaheen と、北朝鮮の技術支援を受けたGhauri が既に配備されている。 

２月 23 日： カスリ・パキスタン外相が 23 日「パキスタンは核弾頭を搭載可能な長射程ミ

サイルのテストを実施する」と発表した。１週間前に印パが和平会談の継続に同

意しており、外相はインドに配慮してテストが防衛目的のみであることを強調し

た。 

２月 26 日： ムシャラフ・パキスタン大統領が 26 日、中国の支援を受けて製造した

“Al-Zarar”戦車を、陸軍の戦力に加える決定をした。パキスタンは 21 日に、

インドをターゲットとした核弾頭搭載可能で射程が 290km の“Hatf-3 Ghaznavi 

ミサイル”を戦力化している。 
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３．北朝鮮 

  (１) 核兵器 

    ① 総 括 

    北朝鮮が初歩的な核兵器を生産する能力を有していることは疑いのないところである。北朝鮮

は 1960 年代から核開発に着手、核開発疑惑の浮上する 1992 年までには寧辺の黒鉛実験炉の燃

料棒から核兵器１～２個分のプルトニウムを抽出したものとみられ、さらに 1994 年に取り出し

た8,000本の燃料棒の処理を終了していれば核兵器５～６個分のプルトニウムを取得したものと

推察される。また、2003 年２月に黒鉛実験炉を再稼働しており、さらに多くのプルトニウムを

生産する恐れがある。 

    核爆弾の設計・製造に関しては、1990 年代後半から起爆装置の実験が行われてきたようであり、

核実験は実施していないものの初歩的な核爆弾１～２個を製造、保有している可能性がある。 

    2004 年２月にパキスタンのカーン博士が、ウラン濃縮技を北朝鮮等に供与したことを認めてお

り、濃縮ウランの保有量及びウランを材料とした核爆弾の保有について、新たな懸念が生じてい

る。 

    ② 保有状況 

北朝鮮の核兵器保有実態については情報が限定されており、実際に核爆弾を保有しているのか

否かについて専門家の間でも意見の分かれているところである。北朝鮮も「核抑止力」という表

現は用いているものの、明確に核兵器の保有を表明したことはない。 

核材料については、これまでのところ、北朝鮮は 1992 年までに核兵器１～２個分のプルトニ

ウム、数キログラムを抽出し、1994 年に５メガワットの黒鉛実験炉から取り出した 8,000 本の

燃料棒の再処理を行って、さらに２～５個分のプルトニウム（ 大で約 30 キログラム）を製造

したものと見積もられる。また、パキスタンからウラン濃縮技術の供与を受けたことが 2004 年

２月に明らかとなったが、北朝鮮は濃縮ウランを保有している可能性もある。 

さて、核兵器の保有について、その可能性を指摘する 近の情報としては、「北朝鮮が既に１、

２個の核兵器を保有している可能性がある」との、2003 年４月 10 日に米中央情報局（CIA）が

発表した議会報告書及び「北朝鮮はプルトニウム及び高濃縮ウランを用いた核爆発装置を、核実

験無しに設計・製造し得る能力を有している」という、2004 年１月 24 日報じられた、英国戦略

研究所（IISS）の北朝鮮の大量破壊兵器に関する 新の分析がある。 

一方、2004 年１月６日から 10 日にかけて米国の非公式代表団の一員として北朝鮮を訪問、寧

辺の核施設を視察した米ロスアラモス研究所のヘッカー元所長は、同月 21 日「北朝鮮がプルト

ニウムで核装置を製造した、という証拠は確認できなかった。また、北朝鮮がそのような核装置
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を核兵器に転換できるとは思っていない」と述べている。 

核兵器の完成には核爆発実験が必要とされており、北朝鮮の核兵器保有について今のところ断

定は不可能である。しかしながら、1997年から98年にかけて核兵器開発に必要な起爆実験を行

ったとの米国の情報もあり、北朝鮮は核爆発を伴わない多くの実験、研究を続けた結果、ほぼ核

爆弾の製造に成功している可能性は高い。既に１～２個の核爆弾を保有しているものと見てよい

であろう。 

    ③ 開発の動向 

北朝鮮は、1960年代から核開発を行ってきたものと推定される。北朝鮮は1964年、寧辺に原

子力研究所を設立、翌65年にはソ連から導入した２メガワット（後に４メガワットに改造）の I

RT 実験炉（プール型）の稼働を開始した。1979年には国産の５メガワットの実験用黒鉛減速炉

の建設に着工、1986年に稼働を開始している。なお、1974年９月に国際原子力機関（IAEA）に

加盟、1985年12月には核不拡散条約(NPT) に加盟している。 

1989 年１月、寧辺に核燃料再処理施設らしき施設が発見され、北朝鮮の核開発疑惑が浮上す

ることとなった。IAEA は1992年５月から翌93年２月まで６回にわたる通常査察を実施、この

結果北朝鮮が核燃料棒から多量のプルトニウムを抽出した、との疑惑を持つに至った。北朝鮮は、

わずか 90g のプルトニウムを抽出しただけと主張したが、IAEA は 1987 年以来３回にわたって

燃料棒を取り出し、プルトニウム抽出を行ったと推測した。IAEA は申告されていない２カ所の

施設と再処理施設の詳細な査察を要求したが、北朝鮮側は２カ所の施設は軍事施設だとして査察

を拒否した。1993年２月、IAEA 理事会はこの２カ所の施設に対する特別査察を決定、北朝鮮は

93年３月NPT 脱退を表明した。1994年に北朝鮮は実験炉から燃料棒の取り出しを行い、これに

対し IAEA は同年６月、北朝鮮への技術協力の停止などを内容とする制裁決議を採択、北朝鮮は

IAEA からの即時脱退を表明した。 

北朝鮮の NPT 脱退表明以降、米朝の交渉が行われ、1994 年 10 月に米朝は「枠組み合意」に

署名することとなった。この枠組み合意により、北朝鮮は黒鉛実験炉を凍結、北朝鮮は NPT に

留まることとなった。95年３月には、北朝鮮に軽水炉及び代替エネルギーの供与を行う朝鮮半島

エネルギー開発機構(KEDO)が発足した。なお、軽水炉建設に要する総経費は、46 億ドルで、

韓国が総経費の70%、日本が10億ドル、ＥＵが7,500万ECU、米国は重油供給を行うことにな

っている。 

米朝枠組み合意後、北朝鮮の核能力について既に核爆弾１～２個を製造可能なプルトニウムを

持っている、と推測されるようになる。1996年10月、韓国の李養鎬国防相は議会国防委員会で、

「北朝鮮は既に１～２個の核爆弾を製造可能なプルトニウムを持っている」と表明、翌 97 年５
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月にはペリー前国防長官がソウルでの講演で、「北朝鮮は核爆弾１～２個を製造できるプルトニ

ウム数キログラムを保有していると推定される」と述べている。また、1998年11月23日、韓国

の朝鮮日報が、「北朝鮮の平安北道・亀城周辺に、核起爆装置開発の実験場を極秘に建設し、こ

れまでに数回の実験を行った」と報じ、11月24日、米国政府は平安北道・金倉里の地下施設の

近くで、核兵器開発に必要な起爆実験が、昨年（97 年）から今年（98 年）にかけて少なくとも

３回行われた模様であると韓国政府に通告した。 

1999年５月及び2000年５月の２度にわたり、米国調査団による金倉里地下施設の調査が実施

されたが、米朝枠組み合意に関する違反は発見されなかった。 

2001年１月、米国にブッシュ政権が誕生、2002年10月に大統領特使として訪朝したケリー国

務次官補に対し北朝鮮は、核開発を目指したウラン濃縮計画を数年前から進めていることを明ら

かにした。KEDO が12月以降の北朝鮮への重油の供給凍結を決定したのに対し、12月に北朝鮮

は IAEA が設定した核施設の封印及び監視機材を撤去、IAEA 査察官を国外追放した。さらに、

2003年１月10日、北朝鮮はNPT からの脱退を宣言、２月には寧辺の原子炉を再稼働した。 

    2003 年４月に米朝中３ヶ国協議が、８月に米朝中日韓露６ヶ国協議がいずれも中国の仲介によ

り北京で実施されたが、特別な進展はなく終了した。また、北朝鮮は５月 30 日から３日間の日

程で米下院議員代表団を、2004 年１月６日から５日間の日程で米国の核専門家等の非公式代表団

を受け入れている。特に 2004 年１月に招待した米国核専門家等代表団には、寧辺の核施設を案

内し黒鉛実験炉が稼働していること、8,000 本の使用済み燃料棒が運び出されて空になった貯蔵

施設、プルトニウムらしきもの等を示し、「核抑止力」を保有していることを仄めかしたが、一方、

ウラン濃縮計画の存在については、強くこれを否定した。しかしながら、２月にパキスタンのカ

ーン博士が北朝鮮へのウラン濃縮技術の供与を認めた。北朝鮮の濃縮ウラン保有量及び濃縮ウラ

ンを材料とした核爆弾保有の可能性について新たな懸念が生じている。 

 ④ プロジェクト内容等 

      ＊  核関連施設 

        ・  平壌(PYONGYAN)施設 

                未臨界実験装置 

        ・  寧辺(YONGBYON) 

核物理学研究所、放射線化学研究所、核燃料製造工場、核燃料棒貯蔵施設、核燃料

再処理施設等、核兵器製造能力を有する多くの核施設がこの地域に集中している。こ

の地域にはソ連製実験用臨界炉、同じくソ連から導入の４メガワットの IRT 研究用実

験炉（プール型）及び1986年から稼働している５メガワットの国産の実験用黒鉛減速
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炉があり、さらに50メガワットの黒鉛減速炉を建設中であった。 

1994年10月の米朝枠組み合意により、５メガワットの黒鉛実験炉及び核燃料再処理

施設の運用は凍結、50メガワットの原子炉の建設は中止となっている。（2003年２月、

５メガワット黒鉛実験炉の稼働を再開した模様） 

        ・  金倉里（KUMCHANGNI） 

        北朝鮮がこの地域に大規模な核兵器製造施設を建設中との疑惑が生じ、1999年５月及

び2000年５月に米専門家チームによる査察が行われた。 

        ・  泰川(TAECHON) 平安北道原子力発電所 

                （200メガワットの原子炉を建設中であったが、現在中断） 

        ・  新浦(SINPO)原子力発電所 

                （３基の原子炉の建設計画） 

        ・ 羅南（RANAM） 

                研究開発施設 

        ・ 吉州（KILJU） 

研究開発施設、核兵器訓練センター？ 

        ・  博川(PAKCHON)                 

                ウラン鉱山、ウラン精練工場、研究開発施設 

        ・ 平城（PYONGSUN） 

研究開発施設 

        ・ 元山（WONSAN） 

                研究開発施設 

        ・  亀城(KUSONG) 

                ウラン鉱山、ウラン精練工場、（起爆装置実験場？） 

        ・  平山(PYONGSAN) 

                ウラン鉱山、ウラン精練工場 

        ・ ヨンジョ洞（金亨稷郡） 

        ウラン濃縮施設？ 

        ・ ハガプ（煕川(HICHON)市） 

                ウラン濃縮施設？ 

    ・  雄基(UNGGI)  

                ウラン鉱山 
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        ・  先鋒(SONBONG)  

                ウラン鉱山 

        ・  興南(HUNGNAM)  

                ウラン鉱山 

        ・  順川(SUNCHON)  

                ウラン鉱山 

        ・ 琴湖（KUMHO） 

KEDO により、1,000メガワット軽水炉２基を建設中 

    ⑤ 近の動向 

   ＊ 2001年 

     １月５日： 韓国紙・朝鮮日報は、米国が日韓両国に対し、KEDO が北朝鮮で建設中の軽水

炉２基を１基に縮小し、代わりに火力発電所６基を建設するよう提案していたと

報道した。提案は、昨年３月と６月、北朝鮮政策に関する日米韓３国の政策調整

グループで示された。 

     ３月８日： パウエル米国務長官は上院外交委員会で証言し、北朝鮮に対する政策の見直しは

核開発を凍結した 1994 年の「米朝枠組み合意」も対象に入ると明らかにした。

北朝鮮で建設している軽水炉型原発を、通常型の発電施設に変える案も視野に入

れる方針。 

     ３月 16 日： 北朝鮮のラジオは、1994 年の核に関する枠組み合意に従い透明性を示すべき、

との米政府の要求を拒絶し、「北朝鮮は合意にもとづく義務を果たしており、米

国が合意事項を履行しないなら『独自の道』を行くであろう」と述べた。 

        ３月29日： 産経新聞は、韓国統一省傘下の研究機関、統一教育院が 近発行した「北朝鮮

理解 2001」によると、北朝鮮には現在、2,500 人から 3,000 人の核研究者がいる

ことが明らかになった、と報じた。 

        ４月 18 日： 米中央情報局（CIA）のマクローリン副長官は、北朝鮮が化学兵器に加え、核

爆弾や生物兵器も保有している恐れがある、との見解を示したる 

     ５月29日： 前駐韓米大使のステファン・ボスワース氏は、「北朝鮮は既に１～２個の核爆弾

用核分裂物質を保有している可能性はあるが、もはや寧辺の施設でプルトニウム

等の核分裂物資の抽出を行っていない」と述べた。 

     ８月８日： 米国の外交政策研究機関の外交評議会が対北朝鮮政策について専門の学者や元政

府高官計 38 人の意見をまとめた報告書を発表、同報告書はブッシュ政権への提
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言として、北朝鮮が核爆弾４，５個を製造できるプルトニウムをなお保有してい

る可能性への警戒を強調している。 

     ８月23日： ヘーゼルタイン駐韓オーストラリア大使は23日付の英字紙ｺﾘｱ･ﾍﾗﾙﾄﾞのインタ

ビューで、北朝鮮の技術者６人が現在、豪州で核安全管理に関する訓練を受けて

いることを明らかにした。訓練は 12 日間の日程でキャンベラとシドニーで行わ

れており、24日に終了する予定という。 

      ９月７日： 米中央情報局（CIA）は 2000 年下半期の世界の大量破壊兵器の拡散に関する議

会向け報告を公表、同兵器を拡散させている供給国としてロシア、北朝鮮、中国

を挙げる一方、取得に も熱心な国の一つは、イランだと名指しした。 

     ９月 24 日： 国際原子力機関（IAEA）は、先週の年次総会において北朝鮮に対し、同国の

原子力活動に対する国際査察に協力するよう要求した。 

     12 月 18 日： 韓国国防省は18日発刊した内部向けの「大量殺傷武器問答百科」の中で、北

朝鮮が１、２個の核弾頭を製造できるプルトニウムを確保しているが、兵器化ま

では少なくとも数年以上かかる、との分析を明らかにした。韓国の聯合ニュース

が伝えた。同書によれば、「北朝鮮は 10-12 ｷﾛのプルトニウムを抽出し、1983 年

から高性能火薬の爆破実験を70余回行い、93年から98年にかけて核兵器の起爆

装置に関する実験を行った」という。しかしながら、その技術水準は初歩段階で

ミサイル核弾頭化するにはさらに時間がかかるとの見通しを示した。 

        12 月 30 日： 原子炉施設を見学するため訪韓していた北朝鮮の視察団20人は２週間の日程

を終え、空路ソウルから帰途に就いた。一行は16日に訪韓し、1994年の「米朝

枠組み合意」に従って北朝鮮内に建設されるのとほぼ同型の慶尚北道の蔚珍原子

力発電所を訪問、説明を受けた。 

     12 月 16 日： 国際原子力機関（IAEA）は、北朝鮮入りした３人の査察官が核関連施設の査

察を開始したことを明らかにした。IAEA 側は今回の訪朝について「北朝鮮が正

式の査察を受け入れたわけではない」としている。査察官は 15 日に北朝鮮入り

し、19日まで滞在。すでに平安北道寧辺の同位元素（アイソトープ）加工研究所

で、査察を続けている。同研究所は 1994 年の米朝枠組み合意で監視対象になっ

ていない。 

      ＊  2002年 

      ２月13日： パウエル米国務長官は下院予算委員会で北朝鮮の核疑惑について 

「彼等が必要とされる時期に査察団を受け入れない場合、すべての（軽水炉建設の）
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プログラムは止まるだろう」と語り、核査察を巡る北朝鮮の対応に警告を発した。

一方、ギルマン前下院外交委員長ら超党派の下院議員が同日記者会見し、北朝鮮が

今年５月までに IAEA の核査察を受け入れない場合、米政府は重油支援を停止す

べきだと主張した。 

３月29日： ラジオプレスがモニターした北朝鮮の平壌放送は29日の論評で、1994年の米

朝枠組み合意に関し「我が方は現在まで米国との約束を破らずに守ってきたし、

今後もまたそうするつもりである」とし、今後も合意を遵守する意向を表明した。 

８月 7日： 北朝鮮東岸、琴湖地区に建設中の、軽水炉型原子力発電施設の基礎にコンクリ

ートを注入するセレモニーが実施された。米国のプリチャード朝鮮半島和平協議

担当大使が式典に参加、2000年末訪朝のオルブライト国務長官以来、 も高位の

米政府高官の北朝鮮訪問となった。 

９月11日：韓 国野党ハンナラ党（GNP）のKim Deog-ryong 議員は、「 北朝鮮はすでに

核兵器１ないし２個分のプルトニウム（10-12kg）を保有し、おそらく、核搭載

ミサイルを開発している」と述べた。直ちに核査察を実施することを要求、北朝

鮮の核疑惑を明らかにしないままにするなら、2003年には朝鮮半島は重大な危機

に曝されるだろう、と警告した。 

９月17日： 北朝鮮は既に核兵器を保有し、さらに開発を継続している、とラムズフェルド

米国防長官が表明した。 

10 月 16 日： 米国務省は声明を発表し、10月３日から５日にかけて平壌で行われた米朝高

官協議の席上、北朝鮮が、高濃縮ウラン製造施設建設を含む核兵器開発を進めて

いると、米側に認めていたことを明らかにした。声明の要旨は以下の通り、①ケ

リー米国務次官補が今月初めに訪朝した際、北朝鮮が核兵器開発を目指したウラ

ン濃縮計画を進めていると指摘し、北朝鮮はこれを認めた。②この計画の開始は

数年前と指摘した。③北朝鮮は、94年の米朝枠組み合意は無効になっているとの

認識を表明した。④これにより、米政府が考えていた関係進展のための北朝鮮へ

の大胆なアプローチが追求できなくなった。⑤これは米朝枠組み合意違反、核拡

散防止条約（NPT）などへの深刻な違反である。⑥米国及び同盟諸国は北朝鮮が

NPT を遵守し、核兵器開発を廃止するよう求める。この状況の平和的解決を望

む。 

10 月 18 日： 米政府高官は、パキスタンが、北朝鮮の秘密裏の核兵器開発計画への主要装

置の供給国である、と結論づけた。兵器レベル濃縮ウラン製造のためのガス遠心
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分離器等は、1990年代のパキスタンへのミサイル供給に対するバーター取引によ

るものと判明した、という。一方、パキスタンは同日、北朝鮮の秘密裏の核開発

計画のための部品及び装備を供給した、との外国の報道を、根拠なしとして否定

した。 

11月 4日： 北朝鮮は広島に投下されたと同等の核爆弾数個を、１～２年内に保有する能力

を有している、との米国の分析を、韓国の議員グループが明らかにした。 

11 月 13 日： ワシントン・ポスト紙によれば、米政府及び議会筋の話として、パキスタン

が３ヶ月前まで北朝鮮の核兵器開発計画を支援していたことを示す証拠がある

という。米政府関係者は、パキスタンが今夏まで、北朝鮮からミサイル部品を受

け取る見返りとして、核に関する技術・設計情報などの提供を続けていたとみて

いると述べた。 

11 月 17 日： 北朝鮮のラジオ放送が米国非難の声明の中で初めて核兵器の保有を認めた。

平壌放送は「米帝国主義の高まる核脅威に対処するため、我が国は核及びその他

の強力な武器を保有することとなった」と述べている。 

11月19日： 日米筋が語ったところによれば、米政府は、北朝鮮が2004年の早い時期に濃

縮ウランを用いた核爆弾の製造能力を獲得するものとみている。米情報機関に近

い筋によれば、北朝鮮の入手した遠心分離装置は当初予測の1,000ではなく、少

なくとも2,000と見積もられる。これらが稼働しているか確認されてはいないが、

直ちに作業を開始すれば2004年には核爆弾を製造可能と予測。 

12月 4日： 朝鮮中央通信が伝えたところによると、北朝鮮は国際原子力機関（IAEA）の

核兵器開発計画放棄と核査察受け入れを求める決議を拒否した。これは、白南淳

外相が IAEA のエルバラダイ委員長に送った二日付の書簡で伝えられた。IAEA

の決議は11月29日の理事会で採択され、決議内容は北朝鮮側に伝えられていた。 

12 月 15 日： クリントン前米大統領は蘭ロッテルダムでの演説で、1994 年の枠組合意以前

の北朝鮮の核開発危機に言及、北朝鮮は年６～８個の核兵器を製造できる量のプ

ルトニウムを原子炉で製造する計画を有していたが、米は軍事行動を示唆し思い

止まらせたと言明した。 

12 月 17 日： ワシントン・タイムズ紙は情報筋の話として、北朝鮮が核燃料の抽出時に必

要となる、プラスチック、インク、塗料などの材料に使われる TBP と呼ばれる

燐酸系化学品20トンを中国から購入することに成功した、と報じた。 

12 月 22 日： 北朝鮮は朝鮮中央放送を通じ、米国の重油供給中止を非難するとともに、国
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際原子力機関（IAEA）が核施設に設定した封印及び監視機材の撤去を開始した、

と宣言した。IAEA によれば、寧辺の査察官の一人が 21 日早々、北朝鮮が５メ

ガワット原子炉のほとんどの封印を解除し、カメラ等の監視機材を無能力化した、

と報告してきたという。 

12月26日： 北朝鮮は1994年米朝枠組み合意に基づきモスボールしてきた施設の再稼働の

ため、新しい核燃料棒を原子炉付近に移動した。韓国外交通商省の Chun Youn

g-woo 国際機関局長が26日、明らかにした。 

12 月 27 日： 韓国の Yonhap 通信社が北朝鮮のメッセージとして伝えたところによれば、

北朝鮮は核施設の監視に当たっていた２名の国連査察官を国外追放することと

した。 

12 月 29 日： 毎日新聞によれば、北朝鮮はパキスタンの供与した核兵器製造装置を、1998

年にイスラマバードで殺害された北朝鮮外交官夫人の棺に潜ませて送ったとい

う。この重要装置等には、遠心分離器による濃縮ガスサンプル及び設計図が含ま

れていた、とされる。31 日、本件についてパキスタン外務省の Khan 報道官は

「馬鹿げたこと」として否定した。 

＊ 2003年 

１月 6 日： 国際原子力機関（IAEA）は北朝鮮の核開発問題への対応を協議する緊急理事

会をウィーンの本部で開いた。35ヶ国の理事国は全会一致で、北朝鮮に対し、撤

去した核施設の封印の再構築と IAEA 査察官の復帰を求める一方、すべての核兵

器計画の放棄を訴える決議を採択した。また、経済制裁の発動など、北朝鮮への

強い対応に道を開く国連安全保障理事会への付託は、時期尚早論があり見送りと

なった。 

１月 9日： 北朝鮮の核開発計画は半世紀も前の朝鮮戦争後に始動し、ソ連崩壊前年の1990

年の段階で当時のクリュチコフ国家保安委員会（KGB）議長が「 初の核起爆

装置が寧辺で完成した」とクレムリンで言明していた事実が９日、産経新聞モス

クワ支局が入手したロシアの核軍縮専門家の論文で明らかになった。この論文は

核軍縮の専門家で北朝鮮の核開発に詳しい国際応用研究所のユーリ・フョードロ

フ副所長による「朝鮮半島における核不拡散と国際安全保障」で、1997年にモス

クワの学会で内々に発表されている。ソ連が北朝鮮の核開発に深く関与し、核起

爆装置の開発状況まで把握していた実態も論文により裏付けられた。 

１月 10 日： 北朝鮮は朝鮮中央通信（KCNA）を通じ、核拡散防止条約（NPT）からの脱
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退を宣言した。 

１月13日： 米政府は、北朝鮮が１～２個の核爆弾製造に十分な兵器級プルトニウムを保有

し、１、２年の内に核爆弾製造のための濃縮ウランを製造可能と判断している、

と韓国の保守政党、ハンナラ党のPark Jin 議員が13日語った。米国で関連情報

を収集し帰国した同議員は、「ブッシュ政権は、北朝鮮がNPT 脱退にともない使

用済み燃料棒の再処理を加速させた場合、本年６月か７月には５、６個の核爆弾

を製造できるプルトニウムの抽出が可能と見ている」と述べた。 

１月31日： フライシャー・ホワイトハウス報道官は、「北朝鮮はさらに挑発的行動をとり、

国際社会からの孤立を深めようとしている」として、米偵察衛星が寧辺の使用済

み核燃料保管施設で、覆いを掛けたトラックが荷物を搭載するのを探知したと発

表。確認できないが、これらのトラックが使用済み核燃料棒を再処理のために運

び出した可能性があるとしている。 

２月 1 日： ワシントンポスト紙は、米国の指導的核兵器研究所・Lawrence Livermore 

National Laboratory が、北朝鮮がウラン濃縮プラントの建設を始めており、核

兵器開発の可能性があると2001年11月にブッシュ政権に警告していたが、政府

は９月11日のテロ事件直後であったために見過ごしていた、と報じた。 

２月 5日： 「北朝鮮は電力生産のための核施設の稼働を再開し、その運営を正常化してい

る」と朝鮮中央通信は報じた。 

２月16日： デイリーテレグラフ紙が、北朝鮮の金在禄エネルギー部長の発言として報ずる

ところによれば、北朝鮮は４基の原子炉建設を計画している。金部長は暖房、電

灯のための電力不足で「やむを得ない処置」としている。計画の原子炉出力は2

00メガワットで、問題となっている寧辺の核施設の能力の40倍という。 

２月26日： 北朝鮮は寧辺の原子炉を再稼働した。米偵察衛星が当該核施設から立ちのぼる

煙を探知した。 

３月１日： 日米当局者は今週早々、北朝鮮が既に寧辺の５メガワット研究用原子炉を稼働さ

せていることを確認した。さらに、核燃料再処理施設である放射化学研究所は再稼

働準備を１月から実施中であり、隣接の熱供給ボイラー施設に石炭を運び込むのが

確認されている。 

３月７日： 朝鮮中央放送が論説で「我が方が核施設を稼働させたのは、切迫した電力の問題

を解決するためだということは疑う余地さえない」と述べ、北朝鮮がすでに核施設

を再稼働させていることを確認した。 
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４月９日： 国連安全保障理事会は核拡散防止条約（NPT）脱退等、北朝鮮の核開発問題につ

いて協議する非公式協議を行った。各国は北朝鮮のNPTからの脱退に懸念を表明し

たが、北朝鮮を非難する安保理議長声明も報道機関向け声明もまとめることができ

ず、話し合いは事実上決裂したままで終わった。 

４月 10 日： 北朝鮮は今年１月10日に核拡散防止条約（NPT）脱退の宣言を行い、条約上で

は３ヶ月経過したこの日に脱退が発効する。しかしながら、国連安保理はこの問題

を無視する姿勢でおり、北朝鮮のNPT脱退の発効については不明確なままとなって

いる。 

４月10日： CIAが10日発表した議会への報告書によれば、北朝鮮は昨年の早い時期に、毎

年２個以上の核兵器を製造可能なウラニウム製造施設の建設を行っていたとして

いる。「米国は北朝鮮が数年にわたってウラン濃縮を行っていたとの疑念を有して

いる。しかしながら、北朝鮮が遠心分離濃縮施設を建設していることを示唆する明

確な証拠は得ていない」と述べている。また、北朝鮮が既に１、２個の核兵器を保

有している可能性があるとしている。 

４月 23 日： 23 日の北京における米朝中三カ国会談で北朝鮮は核兵器保有を認め、近い将来

核実験を実施すると警告した。なお、北朝鮮が核兵器開発計画放棄の条件として、

米国が敵視政策をやめるだけでなく、日本及び米国との国交正常化の即時実現を要

求した。さらに、核問題に関する米国等との合意成立の暁には、弾道ミサイル発射

実験とミサイル輸出の凍結にも応じる方針を示した。 

６月２日： ５月 30 日から３日間の日程で北朝鮮を訪問した米国議員団はソウルで記者会見

を行い、団長のウェルドン下院議員（下院軍事委員会副委員長）は、北朝鮮側が使

用済み核燃料棒の再処理をほぼ終了し、数ヶ月内にさらに核兵器を製造可能である、

と伝えたことを明らかにした。なお、米国務省当局者は、北朝鮮が使用済み核燃料

棒の再処理を開始するには時間がかかるとして、再処理をほとんど終了したとの北

朝鮮の主張には疑念を呈している。 

６月 11 日： イランの核問題専門家が今年、３回にわたって秘密裏に北朝鮮を訪問していた

ことが明らかになった。11 日付産経新聞は朝鮮半島筋の情報として、今年の３月

から５月にかけ、３回にわたりイランの核科学者等が北朝鮮を訪問しており、「査

察団を受け入れた場合の対処方法などのノウハウを北朝鮮から受ける狙いがある

のではないか」と、報じた。同筋は「査察への対策だけでなく、核開発に向けた協

力についても話合われたのではないか」、としている。 

７月９日： 韓国国家情報院の高泳ｺｳ院長は議会情報委員会で、「北朝鮮北西部、平安北道亀
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城市の龍徳洞で高性能爆薬の試験が70回以上行われたことを把握している。また、

北朝鮮が 8,000 本の使用済み核燃料棒のうち少量を寧辺の核施設で処理したと推

定している」と証言した。 

７月 13 日： 韓国の通信社、聯合ニュースは、ニューヨークで８日に行われた米朝の非公式

協議で、北朝鮮側が使用済み核燃料棒8,000本の再処理を６月30日に完了したと

米側に通告していた、と報じた。 

８月 15 日： ドイツ検察当局がウラン濃縮の遠心分離装置用と思われるアルミ管の北朝鮮へ

の不法輸出を企てたとして、関係者を逮捕し当該アルミ管を押収したことが明らか

になった。仏コンテナ船Vill de Virgoは４月３日、ドイツのハンブルグ港に入港、

税関の検査で214本のアルミ管が発見された。当該貨物は中国の瀋陽航空機公司の

購入したものとなっていたが、同船の出航後、独情報当局はアルミ管は北朝鮮向け

であることを突き止めた。４月12日、仏独の当局は地中海西部で同船を捕捉、ア

ルミ管を押収した。積み荷は北朝鮮の輸出企業、Nam chon Gang社から依頼された

ものであった。 

８月 27 日： 27 日から 29 日まで北京において、北朝鮮の核開発問題を巡る米朝日韓中ロの

６ヶ国協議が開催された。開催国の中国は、対話を通じて段階的な問題解決を目指

すなど６項目の合意事項を議長総括として発表した。協議継続の方針を確認、事態

をこれ以上悪化させる言動をとらない、としている。なお、合意文の発表は見送り、

次回協議の日程や場所も決まらなかった。協議終了後、日本と北朝鮮が二国間協議

を行い、日本人拉致問題を含む懸案の解決に向け協議を継続することで合意した。 

10 月２日： 北朝鮮外務省報道官は２日談話を発表し、「8,000 本の使用済み核燃料棒に対す

る再処理を終了した」と述べ、「得られたプルトニウムを、核抑止力を強化する方

向へと用途を変更した」と表明した。これに対し、パウエル国務長官は「北朝鮮が

燃料棒の再処理を完了した、と言うのは、これで三回目である。我々には事実を確

認する証拠は無い」と述べ、北朝鮮の発表の信頼性に対する懸念を表明するととも

に、米国等５ヶ国が北朝鮮に対し、検証可能、かつ再開不能な形での核開発計画放

棄を要求していくことの重要性を確認した。 

11月21日： 朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）は北朝鮮の軽水炉建設事業を１年間停止

すると発表した。この措置は12月１日に発動、以後の対応については、この停止

期間終了までに決定する、としている。 

12 月 31 日： 韓国情報筋によれば、北朝鮮が核開発凍結を約束した 1994 年の米朝枠組み合

意の５年後（99 年）に、ウラン濃縮関連技術を学ぶためパキスタンに３人の技術

－76－



者を派遣していたことが31日分かった。３人の技術者が派遣されたのはイスラマ

バード郊外の「カーン研究所」。ウラン濃縮過程における放射能被害の防止策を学

ぶのが目的だったという。 

   ＊ 2004年 

１月６日： ６日から 10 日にかけて米国の非公式代表団が北朝鮮を訪問、寧辺の核施設を視

察した。米代表団のメンバーの一人、プリチャード・ブルッキングス研究所客員研

究員（元朝鮮半島和平担当特使）は 15 日、8,000 本の使用済み核燃料棒を貯蔵し

ていたプ－ルが空であったこと及び５メガワットの実験用黒鉛減速炉が実際に稼

働していたことを明らかにした。一方、再処理施設は稼働しておらず、北朝鮮当局

者は「再処理作業を昨年１月に始めて６月に完了した」と説明したが、実際に再処

理が行われたかは不明、としている。訪朝団に対応した北朝鮮外務省の金桂寛次官

はウラン濃縮計画の存在を全面的に否定したという。 

      また、米訪問団の一員、米ロスアラモス研究所のヘッカー元所長は21日、「北朝

鮮がプルトニウムで核装置を製造した、という証拠は確認できなかった。北朝鮮が

プルトニウムを製造した可能性はある」と語った。さらに、北朝鮮がそのような核

装置を核兵器に転換できるとは思っていない、と述べた。 

１月24日： 24日付英紙エコノミストが報じた、英国戦略研究所（IISS）の北朝鮮の大量破

壊兵器に関する 新の分析によれば、北朝鮮は1992年までに、１～２個の核兵器

製造に十分な量のプルトニウムを製造した可能性がある。さらに、２～５個分のプ

ルトニウムを獲得しており、数年内には年間５～10 個分のプルトニウムの製造が

可能となる。また、秘密裏にウラン濃縮計画を始めた可能性がある。プルトニウム

及び高濃縮ウランを用いた核爆発装置を、核実験無しに設計・製造し得る能力を有

している。 

    ２月４日： パキスタン政府は４日、同国の「核開発の父」アブドルカディル・カーン博士が

ムシャラフ大統領と同日会談し、北朝鮮やイランへのウラン濃縮技術供与の責任と

違法性を全面的に認め、謝罪したと公式発表した。なお、政府当局者は１日、カー

ン博士が1986-97年にかけて北朝鮮、イラン、リビアにウラン濃縮技術を供与した

と供述したことを明らかにしている。 

(２)化学兵器 

    ① 総 括 

    北朝鮮は朝鮮戦争後、化学剤開発に着手し、1960年代後半には目覚ましい発展を遂げた。1980
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年代後半からは軍の整備計画の一環として化学兵器プロジェクトを拡大した。現在では神経剤、

血液剤、びらん剤などの化学兵器を生産可能であり、化学兵器の貯蔵・製造のための施設を多数

有しているものと思われる。 

        なお、北朝鮮は化学兵器禁止条約（CWC）に調印していない。 

 

    ② 保有状況 

    北朝鮮は、現在も化学兵器を製造中と推定され、その実態は必ずしも明らかでないが、イラク

同様の化学兵器大国であるとする向きもあり、マスタード・ガス等をはじめとする化学兵器を多

数保有している可能性がある。 

    北朝鮮が保有している化学剤には、ｻﾘﾝ(GB) 、ｿﾏﾝ(GD) 、ﾀﾌﾞﾝ(GA) 、ﾎｽｹﾞﾝ(CG)、ｱﾀﾞﾑｻｲ

ﾄ(DM)、ﾏｽﾀｰﾄﾞ(HD) 、青酸(AC)などがあると見られ、化学剤生産能力は、4､500～5,000 ㌧／年、

化学兵器の備蓄量は、2,500～5,000 ㌧と推定されている。 

    ③ 開発の動向 

        北朝鮮は朝鮮戦争後、化学部門及び化学剤開発に着手し、1960年代後半からはソ連の援助も受

けて目覚ましい発展を遂げた。1980年代後半から北朝鮮は軍の整備計画の一部として化学兵器プ

ロジェクトを拡大した。現在では優れた化学前駆剤(致死性化学剤の生産に必要な薬品) 、化学

薬品などの生産能力を維持し、多量の神経剤、血液剤、びらん剤などの化学兵器を生産可能であ

り、化学前駆剤及び化学兵器の貯蔵・製造のための施設を多数有しているものと思われる。 

    なお、2003 年２月に北朝鮮の貨物船が化学前駆剤の青酸ナトリウムをドイツから北朝鮮に運ん

だことが確認され、５月にはドイツ、８月には台湾の港で、北朝鮮向け輸出の可能性があるとし

て、それぞれ化学前駆剤である青酸ナトリウム、５硫化リンの積み荷が差し押さえられている。 

    ④ プロジェクト内容等 

      ＊  化学兵器関連研究施設 

        ・  金日成医科大学 

        ・  金万有記念病院放射線研究室 

        ・  平壌医科大学 

        ・  金日成総合大学学 

        ・  医学科学院微生物研究所 

        ・  国防科学院医学研究所 

      ＊  化学剤生産施設 

          阿吾地(AOJI)、清津(CH´ONGJIN) 、満浦(MANPO) 、順川(SUNCHON)、 
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        安州(ANJU)、咸興(HAMHUNG) 、新興(SINHUNG) 、新義州(SINUIJU) 、 

        元山(WONSAN)、朔州(SAKUCHU) 、江界(KANGGYE) 、 

      ＊  化学兵器の貯蔵施設 

    山陰里(SANUMNI) ×2 、黄村(HWANGCHON) 、三山洞(SAMSANDONG)、沙里院

(SARIWON) 、王存峰(WANGJAEBONG)  

 

    ⑤ 近の動向 

   ＊ 2001年 

     ４月18日： 米中央情報局（CIA）のマクローリン副長官は、北朝鮮が化学兵器に加え、核爆

弾や生物兵器も保有している恐れがある、との見解を示した 

    10月13日：韓国の朝鮮日報紙は、北朝鮮はVX、サリン（GB）等神経ガス、窒息ガス・ホス

ゲン（CG）、びらん及び血液ガス等 2,500-5,000 トンにも上る化学兵器と炭疽菌、

ペスト、天然痘、黄熱病等13種類の生物兵器を製造、砲弾の10％、スカッド・ミ

サイルの50-60％に装填していると見られる、と報じた 

    11 月 19 日： 韓国国防省は、北朝鮮が 大 5,000 トンの生物・化学兵器剤を所有していると

推定している。これは世界第３位の規模である。以下はｼﾞｪｰﾝ･ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ･ｳｲｰｸﾘｰの

伝える、金東信・韓国国防相の議会での証言内容。「①北朝鮮はサリン（GB）、タ

ブン（GA）、ホスゲン（CX）、アダムサイト（DM）及びマスタード・ガスの化学

兵器②炭疽、ボツリヌス、コレラ、出血熱、ペスト、天然痘、腸チフス、黄熱病

の生物兵器用原料を製造し、生物及び化学兵器合わせて 2,500-5,000 トンを保有。

③年間4,500トンの生産能力を有し、北部の中国国境に近い８施設で開発・生産さ

れ、６カ所の施設に貯蔵している。」 

   ＊ 2002年 

    ２月 3日： （３日付韓国紙・朝鮮日報ウェブサイトが伝えるYu Yong-won 氏レポート）北

朝鮮は現在世界第３位の化学・生物兵器保有国。1961 年の朝鮮労働党第２全体会

議で金日成主席が主張し、同国は独自に化学戦能力の開発を開始。現在 2,500-5,0

00トンの化学兵器を保有と見積もられる。VX、サリン（GB）、びらん、血液ガス

等。咸興、清津を含む８カ所の生産施設で生産し、７カ所に備蓄。北朝鮮のスカ

ッド等弾道ミサイルの 50-60％及び砲弾の 10％は化学兵器で、紛争初期に韓米軍

の無力化に十分と見積もられている。生物兵器は 1980 年代に生体実験を終了し、

炭疽、ペスト、天然痘、黄熱病を含む13種類の生物兵器を保有。平安北道のCho
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ngju を含む３施設で順番に生産 

９月17日： 北朝鮮は2,500-5,000トンの化学兵器を保有し、年間4,500トンを生産する能力

を有している、と韓国国防省が発表した。同省の議会報告によれば、北朝鮮は神

経ガス、催涙ガスを含む17種類の化学兵器を保有、さらに、13種類の生物兵器を

有し推定年間１トンを生産できるという。 

10月28日： 「北朝鮮は年間に約4,500トンの生物・化学兵器を生産する能力を有し、2,500

～4,000 トンを保有している」と、Shin Kuhn 韓国情報部長は北朝鮮の大量破壊

兵器について国会で証言した。北朝鮮は1960年代初期から生物・化学兵器の製造

を開始。また、秘密裏のウラン濃縮計画を北朝鮮は認めたが、濃縮ウランの保有

量は不明、とのこと。 

11 月 13 日： ジェームズ・ケリー米国務次官補が 10 月初めに北朝鮮を訪問した際、北朝鮮

側が核兵器開発のみならず生物兵器や他の大量破壊兵器の保有を認めていたこと

が日本政府関係者により明らかにされた。北朝鮮がWMD の保有を新たに認めた

ことで、14日にニューヨークで開催の朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）理

事会の議論にも影響を与えることとなった。ケリー国務次官補と会談した姜錫柱

第一外務次官が核開発の事実を認めたうえで、「核兵器以外にバイオでも何でも

ある」と述べたという。 

＊  2003年 

２月19日：ワシントンタイムズ紙は米国情報当局者の話として、昨年12月にスカッドミサイ

ルをイエメンに輸送した北朝鮮船はこのほど、神経ガスの原料にもなる化学物質

を大量にドイツから北朝鮮に運んだと報じた。この船は「ソサン」号で、イエメ

ンでスカッドミサイル15基を降ろした後、ドイツで青酸ナトリウムを積み込み２

月13日に北朝鮮の南浦港に到着したという。 

５月 19 日： 19 日発売の独誌によれば、北朝鮮向け輸出の可能性があるとの米政府の情報を

受け、ドイツ政府は化学兵器の原料となる青酸ナトリウム 30 トンの貨物輸送を差

し押さえた。この貨物は表向きは独企業からシンガポールの倉庫に輸送されること

となっていた。先週独情報機関は、北朝鮮が中国及びシンガポールを通じて不法物

資の輸入をしている、との警報を発している。独政府は先月、北朝鮮の核開発に使

用されると思われる独製アルミ管の輸出を阻止したばかり。 

８月８日： 北朝鮮貨物船Be Gae Hong 号は８日、台湾の高雄港において化学兵器前駆物質

である５硫化リン 40 トン及び 2,000 トンのアルミ製品を搭載していたとして、そ
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れらの積み荷を押収された。 

＊ 2004 年 

２月１日： BBC 放送は１日、北朝鮮が政治犯とその家族を化学兵器の実験で殺害していた、

とする元駐北京北朝鮮大使館付武官で、北朝鮮の第 22 収容所の責任者をしたこと

のあるKwon Hyuk 氏の証言を報じた。ガス室に入れられた両親と息子と娘の４人

家族は窒息性ガスで殺されたが、両親は 後まで吐きながら子供達に口移しで人工

呼吸をしていた、と述べた。 

  (３)生物兵器 

    ① 総 括 

        北朝鮮は生物兵器禁止条約（BWC）を批准しているが、生物兵器の研究開発を実施しているも

のと思われる。北朝鮮の生物兵器開発は、朝鮮戦争時、米国が生物兵器を使用したとの疑惑から、

対抗措置として研究を開始し、60年代初めから金日成主席の直接指示で生物兵器プ口グラムが強

化され、科学者多数を集めて微生物と毒素の製造のための施設を建設したと伝えられ、限定され

た量の伝染性の微生物剤、毒素剤を製造する能力を有していると考えられている。 

    ② 保有状況 

        北朝鮮の生物兵器保有の実態は必ずしも明らかではないが、ボツリヌス菌等をはじめとする生

物兵器を保有しているものと考えられる。 

        北朝鮮が保有していると見られる生物剤には、BACHLUS (ﾊﾞﾁﾙｽ菌) 、ANTHRACIS  (ｱﾝﾄﾗ

ｼｽ:炭疽菌)、CLOSTRIDIUM (ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ:破傷風菌) 、BOTULINUS(ﾎﾞﾂﾘﾇｽ菌) 、SALMONELLA(ｻﾙ

ﾓﾈﾗ菌)、 TYPHUS (ﾁﾌｽ菌)、VIBRIO(ﾋﾞﾌﾞﾘｵ菌) 、CHOLERA (ｺﾚﾗ菌)、 PEST(ﾍﾟｽﾄ菌)天然痘、

黄熱病、出血熱などがあると推定される。 

    ③ 開発の動向 

        北朝鮮の生物兵器開発は、1960年代初めから金日成主席の直接指示で生物兵器開発計画を強化

し、微生物と毒素剤製造のための施設を建設したと伝えられている。また、1990年代に招いたソ

連崩壊後失職のロシアの技術者が 近の開発に大きく寄与しているとも言われている。 

    ④ プロジェクト内容等 

      ＊  生物兵器関連研究施設 

        ・  金日成医科大学 

        ・  金万有記念病院放射線研究室 

        ・  平壌医科大学 

        ・  201 細菌研究所 
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        ・  501 細菌研究所 

        ・  金日成総合大学 

        ・  医学科学院微生物研究所 

        ・  国防科学院医学研究所 

      ＊  生物剤生産施設 

          阿吾地(AOJI)、清津(CH´ONGJIN) 、満浦(MANPO) 、順川(SUNCHON)、 

        安州(ANJU)、咸興(HAMHUNG) 、新興(SINHUNG) 、新義州(SINUIJU) 、 

        元山(WONSAN)、朔州(SAKUCHU) 、江界(KANGGYE) 、 

    ⑤ 近の動向 

   ＊ 2001年 

     ４月 18 日： 米中央情報局（CIA）のマクローリン副長官は、北朝鮮が化学兵器 

に加え、核爆弾や生物兵器も保有している恐れがある、との見解を示した。 

    10月13日： 韓国の朝鮮日報紙は、北朝鮮はVX、サリン（GB）等神経ガス、窒息ガス・ホ

スゲン（CG）、びらん及び血液ガス等2,500-5,000トンに 

も上る化学兵器と炭疽菌、ペスト、天然痘、黄熱病等13種類の生物兵器を製造、砲

弾の10％、スカッド・ミサイルの50-60％に装填していると見られる、と報じた。 

    11 月 19 日： 韓国国防省は、北朝鮮が 大 5,000 トンの生物・化学兵器剤を所有 

していると推定している。これは世界第３位の規模である。以下はｼﾞｪｰﾝ･ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ･

ｳｲｰｸﾘｰの伝える、金東信・韓国国防相の議会での証言内容。①北朝鮮はサリン

（GB）、タブン（GA）、ホスゲン（CX）、アダムサイト（DM）及びマスタード・

ガスの化学兵器②炭疽、ボツリヌス、コレラ、出血熱、ペスト、天然痘、腸チフ

ス、黄熱病の生物兵器用原料を製造し、生物及び化学兵器合わせて 2,500-5,000

トンを保有。③年間4,500トンの生産能力を有し、北部の中国国境に近い８施設

で開発・生産され、６カ所の施設に貯蔵している。 

    11月19日： 米国のボルトン国務次官（軍備管理・国際安全保障担当）は、19日ジュネーブ

で開かれた国連の会議で、北朝鮮、イラク及びイランが生物兵器禁止条約に違反

していると述べた。 

    11 月 30 日： （朝鮮日報の論説）第２自然科学研究院傘下の生物研究所が北朝鮮における細

菌兵器開発の中心的役割を果たし、北朝鮮首脳は、コンピュータ・シミュレーシ

ョンによって、紛争生起後１週間以内に韓国または日本を生物兵器で無力化可能

と考えている。北朝鮮の生物兵器開発には1990年代に同研究所が招いた、ソ連崩
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壊時失職のロシアの技術者が大きく関与、北朝鮮は生物兵器関連の施設が10以上

ある。韓国国防省は北朝鮮が5,000トンの生物兵器を備蓄していると見積もってい

る。北朝鮮は生物兵器禁止条約には1987年に加盟、化学兵器禁止条約には未加入。 

   ＊ 2002年 

    ２月３日： （３日付韓国紙・朝鮮日報ウェブサイトが伝える Yu Yong-won 氏レポート）北

朝鮮は現在世界第３位の化学・生物兵器保有国。1961 年の朝鮮労働党第２全体会

議で金日成主席が主張し、同国は独自に化学戦能力の開発を開始。現在2,500-5,00

0トンの化学兵器を保有と見積もられる。VX、サリン（GB）、び爛、血液ガス等。

咸興、清津を含む８カ所の生産施設で生産し、７カ所に備蓄。北朝鮮のスカッド

等弾道ミサイルの50-60％及び砲弾の10％は化学兵器で、紛争初期に韓米軍の無力

化に十分と見積もられている。生物兵器は 1980 年代に生体実験を終了し、炭疽、

ペスト、天然痘、黄熱病を含む 13 種類の生物兵器を保有。平安北道の Chongju

を含む３施設で順番に生産 

９月17日： 北朝鮮は2,500-5,000トンの化学兵器を保有し、年間4,500トンを生産する能力

を有している、と韓国国防省が発表した。同省の議会報告によれば、北朝鮮は神

経ガス、催涙ガスを含む17種類の化学兵器を保有、さらに、13種類の生物兵器を

有し推定年間１トンを生産できるという。 

10月28日： 「北朝鮮は年間に約4,500トンの生物・化学兵器を生産する能力を有し、2,500

～4,000 トンを保有している」と、Shin Kuhn 韓国情報部長は北朝鮮の大量破壊

兵器について国会で証言した。北朝鮮は1960年代初期から生物・化学兵器の製造

を開始。また、秘密裏のウラン濃縮計画を北朝鮮は認めたが、濃縮ウランの保有

量は不明、とのこと。 

11 月 13 日： ジェームズ・ケリー米国務次官補が 10 月初めに北朝鮮を訪問した際、北朝鮮

側が核兵器開発のみならず生物兵器や他の大量破壊兵器の保有を認めていたこと

が日本政府関係者により明らかにされた。北朝鮮が WMD の保有を新たに認めた

ことで、14日にニューヨークで開催の朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）理

事会の議論にも影響を与えることとなった。ケリー国務次官補と会談した姜錫柱

第一外務次官が核開発の事実を認めたうえで、「核兵器以外にバイオでも何でも

ある」と述べたという。 

  (４)ミサイル関連 

    ① 総 括 

－83－



    北朝鮮は弾道ミサイル開発に1950年頃から取り組み、スカッド・ミサイル開発計画は1982年

に開始された。北朝鮮のスカッド・ミサイル生産能力は年間100基程度で、スカッドＢおよびＣ

の総保有数は約 300～600 基と見られている。北朝鮮は、これらをイラン、シリア、リビア、エ

ジプトなどに売却していると見られている。また、1988年頃からノドン・ミサイルの開発を進め

て既に実戦配備し、パキスタン、イラン、エジプト、リビア等に売却している模様である。現在

は、さらに射程の長いテポドン１号および２号を開発中である。 

    1998年８月31日、北朝鮮は、我が国を飛び越えてミサイル発射を行った。その一部は日本海、

三陸沖、さらに遠方の３ヶ所に落下した。このミサイルはテポドン１号と見られるが、９月４日、

北朝鮮は初の人工衛星の打ち上げであると発表した。 

    ② 保有状況 

    北朝鮮は、多数のミサイルの開発を行い、一部は中東等に輸出されており、現有しているミサ

イルには、スカッドＢ、スカッドＣ、ノドンなどがあり、開発中のものとして、テポドン１号、

テポドン２号がある。スカッドＢおよびＣの総保有数は約 300～600 基、ノドンは約 200 基、ま

たテポドン１号を５～10基、テポドン２号を１～５基保有していると見られている。 

    ③ 開発の動向 

    北朝鮮は 1970 年代に中国とミサイルの共同開発を行なっていたが、1980 年代半ば頃から旧ソ

連から入手したスカッドを改良したスカッドＢを製造し始めた。その後射程を延ばしたスカッド

Ｃを製造し、ノドンの開発も伝えられるようになった。 

    ノドンの設計は1988年頃から開始され、1993年５月に試射に成功したと伝えられている。 

    テポドンの実用化の時期については諸説があったが、1998年８月、北朝鮮はテポドン１号と見

られるミサイルの発射実験を行った。 

    北朝鮮は1999年９月にミサイル発射の当面の凍結を表明、その後2001年５月３日に金正日総

書記が訪朝の欧州連合（EU）代表団に、2003年までの発射凍結の継続を明言している。しかし

ながら、年３～４回のエンジンテストを実施しており、開発はその後も継続中と見られる。 

2003年２月、米中央情報局（CIA）は北朝鮮が既に米西岸に到達可能なミサイルを保有してい

ることを明らかにしており、テポドン２号は既に完成しているものと考えられる。 

    なお、北朝鮮を脱出した北朝鮮の技術者が 2003 年５月に米国で記者会見を行い、北朝鮮のミ

サイルの部品のほとんどは、日本からの輸入品であると語った。 

    ④ プロジェクト内容等 

      ＊  ミサイル実験センター(ﾐｻｲﾙ試射場)  

        ・  盧洞(NODONG) 
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            日本海に面した沿岸部、舞水端(MUSDAN)地区 

      ＊  ミサイル工場 

        ・  江界(KANGGE)第26工場、万景台(MANGYONGDAE) 、 

順川(SUNCHON) 

      ＊ミサイル基地等 

        ・  スカッド・ミサイル司令部 

            沙里院(SALIWON) 、支下里(CHIHARI) 

        ・  地下ミサイル基地 

            中江邑(CHUNGGANG-UP)、定州(JUNGJU)、元山(WONSAN)、 

文川(MUNCHON) 、 

            新渓(SINGGE)、平山(PYONGSAN)、鉄山(CHOISAN）、 

      玉坪(OKPYONG)  

    ⑤ 近の動向 

   ＊ 2001年 

    １月 30 日： 大韓貿易投資振興公社（KOTRA）が、米連邦政府官報に掲載された内容を 30

日発表したところによれば、米政府は「2000 年イラン兵器不拡散条例」に違反し

てミサイル技術を輸出したとして、北朝鮮の企業・蒼光信用会社に対し制裁を科

することとした。 

    ２月 15 日： ミサイル技術の拡散防止をめぐりロシアが主催する第２回国際実務者会合が 15

日、モスクワで開催され、北朝鮮の代表も初めて参加した。 

    ２月21日： 北朝鮮の外務省スポークスマンは21日談話を発表、「米朝間にいかなる合意もな

いので、もはや、われわれは前政権に出したミサイル問題と関連したわれわれの

提案に拘束されないであろう」と述べた。 

    ３月２日： 韓国紙・朝鮮日報は、北朝鮮が1998年以来約100基のノドン・ミサイルを製造配

備し、テポドン-２のエンジン・テストを既に３～４回実施したと伝えた。さらに、

そのうち約20基は北朝鮮北部、両江道の
ヨンジェドン

嶺底洞にある地下サイトに配備されてい

る。 

    ３月５日： 韓国の地方紙が、北朝鮮は射程300～500Km のスカッド・ミサイルを製造・配備

し、また電撃作戦のため、２個機械化旅団を前線地区に展開したと報じた。 

       ３月28日： 米太平洋軍のブレア司令官は上院歳出委国防小委員会で証言し、北朝鮮がスカッ

ド改良型ミサイルを約600基保有していることを明らかにした。 
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    ４月６日： 韓国国防省傘下の研究機関「韓国国防研究院」の李在旭主任研究員は、北朝鮮は

1985年から2000年の間に50基のノドンを含む540基に及ぶミサイルを、イラン、

イラク、リビア、エジプト等のイスラム諸国に輸出したとの報告を行った。 

    ５月３日： 金正日総書記は、北朝鮮訪問中のEU の代表団と会談、北朝鮮はミサイル発射試

験の凍結を 2003 年まで継続する。しかしながら、「ミサイルとミサイル技術の輸

出は継続する」とし、それは「貿易の一部」であると述べた。 

    ６月27日： 米国は大量破壊兵器拡散防止条約に違反してイランを支援したとして、中国及び

北朝鮮の企業に制裁を科したと発表した。中国の Jiangsu Yongli 科学技術輸出入

公司は昨年、化学兵器禁止条約に抵触する行為があったとのこと。また北朝鮮の

蒼光信用会社は MTCR に違反してイランにミサイル関連機材及び技術を輸出し

た 。 

    ８月４日： 北朝鮮の金正日総書記はプーチン大統領との会談後のモスクワ宣言において、ロ

シアの十分な支援の見返りにミサイル実験の2003年までの凍結を宣言した。 

    ８月９日： 中国訪問中のバイデン外交委員長ら米上院議員一行が９日北京で語ったところに

よると、江沢民・中国国家主席は８日、河北省北戴河で行った一行との会談で北

朝鮮が長距離ミサイル能力を持つことを望んでいないと表明した。 

    ９月４日： 韓国紙が中国の外交筋の情報として伝えるところによれば、金正日総書記は４日

の江沢民・中国国家主席との会談で、長距離ミサイルの発射試験を2003年まで凍

結するとの約束を再確認した。さらに、両首脳は米国のミサイル防衛計画への反

対を確認し合った。 

    11 月 27 日： 米議会筋が明らかにしたところによると、米国議会は北朝鮮のエジプトへの長

距離ミサイル輸出に関する報告について、調査を開始した。26 日の韓国 Chunga

ng 日報紙は外交筋情報として、北朝鮮が 24 基のノドンミサイルをエジプトに売

却したと報じた。 

    11 月 30 日： 駐ソウル・エジプト大使館は本年早々北朝鮮が、エジプトと中距離ミサイル及

び関連技術の売却に関する秘密の契約をしたとの、 近の韓国紙の報道内容につ

いて、きっぱりと否定した。報ぜられたところによれば、射程1,000km のノドン・

ミサイル約24基の売却に合意したとされている。 

    12月４日： 韓国軍事筋が明らかにしたところによれば、北朝鮮はミサイル誘導用のソフトウ

エアーの開発を実施している。北朝鮮で もコンピューター化されているのは軍

事分野であり、1998 年に発射の「光明星１号」ミサイルは北朝鮮開発の誘導技術
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を使用、この誘導システムは現在はテポドン-２ミサイルに用いられ、なお開発中

である。 

   ＊ 2002年 

    １月12日： 北朝鮮は2015年までに米国に到達可能なミサイルを保有する可能性があり、既

にミサイルに搭載可能な核を１～２個保有していると米CIAが報告していること

について、韓国野党ハンナラ党は12日政府に対し、北朝鮮の継続的軍備増強への

対抗策を作成するよう要求した。北朝鮮は多段式のテポドン２ミサイルを射程１

万ｋｍ以上に向上させ、射程１万３千ｋｍ以上のノドン・ミサイルは既に配備さ

れている、という。 

        ２月６日： テネット米中央情報局（CIA）長官は上院情報特別委員会での証言で、2015年ま

でにはブッシュ大統領が「悪の枢軸」と名指しした北朝鮮、イラン、イラクが大

陸間弾道ミサイル（ICBM）を開発し、米国の脅威となるとの見通しを示した。

長官は北朝鮮はミサイルの完成品や部品、原材料、開発技術の拡散を続けており、

エジプト、リビア、シリア、イランを主要な取引相手にしていると指摘。 

３月 5 日： シュワルツ在韓米軍司令官は上院軍事委員会の公聴会で証言し、北朝鮮のミサ

イル輸出が「 近２、３ヶ月で増加した。北朝鮮は 大のミサイル拡散国である」

と述べ、強い警戒感を示した。輸出先としてイラン、イラク、シリア、リビアを

あげた。 

３月 8 日： 米国の商業衛星が捉えたテポドン２のミサイル施設の写真がウェブサイトに公

開された。昨年12月に撮影されたもので、「北朝鮮は1998年にテポドン１を発射

して以降、長距離ミサイルの発射実験を実施していないが、テポドン２の開発は

続行している」とし、「北朝鮮は 12 月にもエンジンテストを実施、昨年中３～４

回行っている」と述べている。 

３月 9 日： Amr Helmy 駐韓エジプト大使は９日、弾道ミサイル開発に関するエジプトと

北朝鮮の関係の存在を、明確に否定した。昨年11月にムバラク大統領が、ミサイ

ル及び同関連技術を北朝鮮から購入していないと述べたにもかかわらず、米中央

情報局（CIA）は、平壌とカイロは「弾道ミサイルに関わる長年の関係」を 2001

年上期にも継続していた、との報告を今年１月に実施している。 

３月11日： 米中央情報局（CIA）は、「北朝鮮は、2003年までのミサイル発射凍結にもかか

わらず開発を続行、米本土に到達可能な大陸間弾道ミサイルを発射可能である」

と発表。米中央情報局（CIA）のロバート・ウォルポール国家情報分析官は、上
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院政府活動委員会の小委員会で開かれた各国のミサイル開発に関する公聴会で証

言、「２段式のテポドン２は、核搭載可能な数百 kg のペイロードで射程１万 km

以上、アラスカ、ハワイ及び米大陸の一部を攻撃可能。テポドン１を第３段に使

用すれば、１万５千ｋｍ以上となり、同じペイロードで北米大陸が全て射程範囲

になる」と述べた。 

５月 27 日： 「パキスタンの現在のミサイル技術は北朝鮮から直接入手したもの」と、ニュ

ーヨーク・タイムズ紙は国際兵器専門家、外交官及びパキスタン軍高官 OB の意

見を引いて報じた。1994 年、北朝鮮は中国の後ろ盾のもとに、ノドン・ミサイル

技術のパキスタンへの提供に合意、Kahuta Kahn 研究所が1998年の試験発射ま

で部品の製造を実施した。ガウリ１、２、３ともに北朝鮮の技術による。 

８月 8 日： 共同ニュースがバン・ディーペン不拡散担当米国務次官補の言として報じたと

ころによれば、北朝鮮は自国及び地域の安定のためとして、ミサイル発射実験の

凍結を2003年以降も継続するという。 

８月 23 日： 米政府は北朝鮮の企業及び北朝鮮政府に対し、中距離及び長距離ミサイルの部

品を輸出したとして制裁を科したと発表した。北朝鮮の蒼光信用会社が、武器輸

出規制法に基づく制裁が適用されるミサイル技術の拡散を行った、としている。

ニューヨーク・タイムズ紙によれば、ブッシュ大統領が就任以前、スカッドミサ

イルの部品をイエメンに売却した、と報じている。 

11月12日： 「北朝鮮は、国防システム支援のために弾道ミサイルを開発したに過ぎない」

と朝鮮労働党機関紙「労働新聞」が表明、これは北朝鮮がミサイル開発を公式に

認めた 初のもの。 

12 月 10 日： イエメン向けの 15 基の解体したスカッドミサイルを積載した、北朝鮮乗組員

の運行する貨物船を、イエメン沖 600 海里南東のアラビア海において米国とスペ

インの軍が拿捕した。米国防総省が10日発表した。米国の偵察衛星及び海軍艦艇

は、当該船「ソ・サン」が北朝鮮の港を先月中旬に出港した時点から追尾してい

た。 

＊  2003年 

１月 11 日： 北朝鮮は新たにアラスカ、ハワイ及び米西岸を射程に収めるミサイルの発射実

験を再開すると警告した。中国駐在の崔鎮洙・北朝鮮大使は、米国が1999年のミ

サイル発射凍結を含む北朝鮮の約束を無効にしたと非難、「ミサイルの開発、試験、

配備及び輸出は、全て我が国の主権に属す問題である」と言明した。 
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２月 5 日： 共同ニュース及び読売新聞の報ずるところによれば、ミサイルの固体燃料を製

造可能な粉砕器「ジェットミル」をイランに不正輸出した工作機械メーカー「セ

イシン」が1994年に、在日朝鮮人総連合会（朝鮮総連）系企業の注文を受け、ジ

ェットミルと関連部品を北朝鮮に輸出していたことが明らかになった。これら装

置は２千万円で売却され、新潟から「万景峰 92」で送られた。輸出先は北朝鮮人

民武力省傘下の企業であり、日本の警察は軍事目的（ミサイルの製造）に使われ

ている可能性がある、としている。 

２月12日： 北朝鮮は米国西海岸に届く核ミサイルを既に保有している、とCIA のテネット

長官は議会公聴会で証言した。DIA のジャコビー少将は同公聴会において、二段

式テポドン２ミサイルは、核弾頭を米国に到達させることが可能であり、三段式

の場合には北アメリカが射程に入る、と証言。 

２月 13 日： スロバキア共和国の首都ブラチスラバの高級アパートに住んでいた男女が実は

北朝鮮の工作員で、ミサイル売却に従事していた。昨年８月、スロバキアの秘密

警察が住居に踏み込んだところ二人は既に逃亡しており、発見した取引関係書類

等から、米国の友好国エジプトへの数百万ドルに及ぶミサイル部品を売却した事

実も明るみに出た。 

２月24日： 韓国国防省は北朝鮮が24日午後、日本海に向け地対艦ミサイルの発射実験を行

ったと明らかにした。25 日付の韓国紙「中央日報」などの報道によると、ミサイ

ルは北朝鮮東部の咸鏡南道から発射され、60km 離れた日本海に着弾した。また、

防衛庁などによると、北朝鮮の発射したミサイルは射程の短い地対艦ミサイル「シ

ルクワーム（HY-1）」の改良型「YH-4」か「サムレット（SSC-2B）」のいずれか

とみられ、２発を発射、１発目は失敗し、２発目が日本海に着弾した。 

    ３月 10 日： 韓国国防省は、北朝鮮が 10 日に日本海に向け巡航ミサイルの発射試験を実施し

たことを発表した。このミサイルは２月 24 日に同海域で実施したミサイルと同タ

イプのものとみられている。 

３月31日： 米政府は昨年８月に北朝鮮が弾道ミサイル技術をパキスタンに売却したとして、

北朝鮮及びパキスタン企業に新たに制裁を科することとした。米政府担当者が 28

日語った。パキスタン政府参加の核研究機関であるA.Q.カーン研究所が４基のノド

ン中距離弾道ミサイルを購入、パキスタン空軍のC-130 輸送機で輸送したというも

の。 

４月１日： 米国防総省及び防衛庁は、１日早々に北朝鮮が黄海に向け地対艦ミサイルを発射
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した、と発表した。一方、韓国はその事実は無い、と表明した。 

４月 24 日： 在韓米軍当局者が朝日新聞に語ったところによれば、北朝鮮はこれまで推定さ

れていた数の倍にあたる 大200基のノドンミサイルを保有しているものと見積も

られる。射程約 1,300km の同ミサイルは、ほぼ日本全土を射程に収める。同筋に

よれば、北朝鮮は韓国を対象としたスカッドミサイルを 650-800 基、ノドンミサイ

ルは 175-200 基保有している。 

５月 15 日： 北朝鮮を脱出した技術者が 15 日、北朝鮮のミサイル部品のほとんどは、日本か

らの輸入品であると語った。1993 年のノドンミサイルの試験発射後には日本からの

輸入部品が減少し、ミサイルの生産は 30%にまで低下した、とワシントンでの記者

会見で明らかにした。この技術者はミサイル誘導装置の開発に携わっていたが、

1997 年に中国に脱出、1999 年に韓国に入り、米国への亡命を求めている。北朝鮮

では約 10 万人の技術者が、核、化学・生物兵器の開発に従事しているという。 

    ７月 25 日： 米国務省のバウチャー報道官は 25 日、昨年 12 月にイエメンへのスカッド・ミ

サイル輸出に関与したとして北朝鮮企業「蒼光信用会社」に対する制裁を発動し

たと発表した。2007 年まで米政府との商取引が禁止される。 

８月６日： ６日付産経新聞の報ずるところによれば、北朝鮮とイランは、北朝鮮の長距離弾

道ミサイル・テポドン-2 のイランへの輸出と核弾頭の共同開発の計画を進めている

ことが明らかになった。両国は約１年にわたり協議を実施しており、10 月中旬にも

合意に至るものと思われる。北朝鮮はミサイル部品をイランに輸出し、北朝鮮の技

術者を送ってミサイルをイラン国内で組み立てる、という。 

10 月２日： 北朝鮮が今年に入りミャンマー軍事政権にミサイル技術や関連部品を売却しよう

としていたことを米政府関係者が２日明らかにした。実際に売却されたかどうかは

確認されていないが、米政府は北朝鮮とミャンマーが通常兵器の取引も活発化させ

ているものと推察している。 

    10 月 20 日： 韓国合同参謀本部の発表によれば北朝鮮は 20 日、地対艦ミサイルの発射を行

った。発射の時刻及び場所は明らかにされなかったが、通常訓練の一環としてい

る。北朝鮮は今年、２月 24 日及び３月 10 日にも東岸から日本海に向けて短距離

対艦ミサイルの発射を実施している。なお、既に報じられた４月１日の試験発射

については、韓国国防省は否定している。 

    10 月 21 日： 防衛庁の発表によれば北朝鮮は 21 日、東岸から日本海に向け短距離ミサイル

の発射を行った。前日に発射したものと同じ対艦ミサイルで、約 100km を飛翔し

た。なお、この発射は北朝鮮の宣言した弾道ミサイルの凍結に違反するものでは
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ない。北朝鮮はAPEC 首脳会談での核を巡る論議に否定的な姿勢を示すため、こ

のタイミングを狙った、との見方がある。 

   ＊ 2004 年 

    １月６日： ６日付産経新聞の報ずるところによれば、リビアに多数の北朝鮮技術者が長年滞

在し、ミサイル開発に従事しており、さらに、リビアがイランと百近くの軍事契

約を結んでいた、としている。 

    １月 28 日： 北朝鮮がナイジェリアに、ミサイル技術の輸出を働きかけたことが明らかにな

った。ナイジェリア副大統領の報道官が 28 日明らかにしたところによれば、ナイ

ジェリアを訪問した楊亨燮・北朝鮮 高人民会議常任副委員長は27日、アブバカ

ル・ナイジェリア副大統領と会談、ミサイル技術の供与に関する覚書の調印を働

きかけた。しかしながら、調印は行われていない、という。 
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 ４．イラン・イスラム共和国 

 (１)核兵器 

  ① 総 括 

イランは現在、ロシアの支援により北部ペルシャ湾岸沿いのブシェールに 100

万キロワットの原子力発電所を建設中で 2003 年中の完成が見込まれている。イ

ラン政府当局は、一貫して核兵器開発は行っていないとの声明を出しているが、

米国およびイスラエル筋からの情報では、イランは旧ソ連、北朝鮮及び中国等の

外国人専門家の支援を得て密かに核兵器開発を行っており、今後５～10 年の間に

は核兵器を保有すると伝えられている。ことの真偽は不明とはいえ、原子力発電

所建設等の核開発が、核兵器開発のポテンシャルを高めていることは確実である。 

1998 年４月９日付のイスラエルのエルサレム・ポスト紙に、「イランは 1990

年代初期に旧ソ連のカザフスタンから４発の核弾頭を受領し、現在もロシアの専

門家により保守整備されている」との未確認情報が記載されたことがあったが、

米国防総省報道官は同日、「その証拠はなにもない」とフォローした。様々な情報

が錯綜しているが、現在イランが核兵器を保有しているという確認情報は見あた

らない。 

イランは原子力発電所の開発、建設を公開のもと精力的に進めており、そのた

めのインフラ整備という名目で、プルトニウムと高濃縮ウラン製造能力の開発に

も努力している。特にウランの濃縮技術については、ガス遠心分離機の開発及び

レーザー濃縮法の研究を積極的に進めると共にウラン鉱山、ウラン転換プラント

の開発も並行して進めている。このため、米国、イスラエル等からは、同国は 1980

年代中期以来秘密の核兵器開発プログラムを追求していると信じられている。 

反体制派によりナタンツ及びアラクのウラン濃縮施設の存在が暴露され、米欧

の圧力の結果、イランは抜打査察を容認する NPT 追加議定書に署名し、濃縮活

動の停止を約束した。しかし活動を狭義に捉え、遠心分離機製造は継続する等尚

監視が必要な状態が続いている。 

② 保有状況 

特に情報はない。 

③ 開発の動向 

1997 年７月３日：イラン原子力機関(IAEO)の長レザ・アムロラヒは、ロシア

原子力機関との会談後、ブシェール原発は 3 年以内に稼働状態となる見込みと発

表。 
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10 月 29 日に予定されている米中首脳会談の事前折衝で、中国からイランへの

核・ミサイル供与の中止が合意された。 

1998 年３月６日：ウクライナはイランとの原子力協力(ブシェールでのロシア

製原発への蒸気タービンの供給等）を停止するとの保証を米国に与え、見返りと

して、原子力の平和利用に関する米国との協定締結。 

４月９日、同日付のイスラエルのエルサレム・ポスト紙によれば、イランは 1990

年代初期にカザフスタンから４発の核弾頭を受領し、現在もロシアの専門家によ

り保守整備されているという。米国防総省報道官は、イランが旧ソ連から 1990

年代初期に数個の核弾頭を入手したという証拠は何もないとした。 

５月 10 日、米国政府が日本の高性能の工作機械やコンピュータ、化学製品な

どがシンガポールや中国からイランに転売され、軍事用途に使われているという

疑いを深め、転売品の追跡調査や捕捉を強化していることが 10 日、米国民間研

究所「中東データ・プロジェクト」 の報告により明らかにされた。 

11 月 21 日からイランを訪問するロシアのアダモフ原子力相は、20 日放送され

たイラン国営放送とのモスクワでの会見で、イラン南部のブシェールに建設中の

イラン初の原子力発電所が、来年中に完成する予定であることを明らかにした。 

1999 年１月 12 日、バーガー米大統領補佐官(国家安全保障担当)は 12 日の講演

で、イランの弾道ミサイルや核兵器の開発に協力しているとの理由で、ロシアの

大学と研究所の計３機関に米国との貿易や米政府からの援助を禁止する制裁を決

めたことを明らかにした。制裁を受けるのはメンデレーエフ化学技術大学、モス

クワ航空研究所(MAI)、電力技術科学調査設計研究所(NIKIET)。 

３月 17 日付のニューヨーク・タイムズ紙によると、ロシアは、米政府がロシ

ア国内の２カ所の核研究施設に対する制裁措置を撤回することを条件に、イラン

への核開発協力を中止する意向を表明した。米国は今年１月、ロシアが重水やグ

ラファイト技術を提供するなど、イランへの核開発協力を拡大する可能性がある

との懸念から、ロシアの電力技術科学調査設計研究所、及びメンデレーエフ化学

技術大学の２カ所に対する制裁措置を発動した 

④ プロジェクトの内容等 

・ブシェール原子力発電所 

VVER-1000 型 100 万キロワットの原発１号機を 1996 年からロシアの支援

で建設中、2003 年に完成の見込み、その後引き続き同型の２号機、次いで

VVER-440 型 44 万キロワットの３，４号機の建設が予定されている。 
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・ダルホビン原子力発電所 

アーバズ南のカルン川沿いに計画されている原発で、中国キンシャン型 

300MW の原子炉２基を中国の支援で 1992 年から建設中。当施設は革命警護

隊の管理下にあると言われており、大量破壊兵器開発目的での建設の可能性が

ある。 

・エステグラル原子力発電所 

ブシェール付近の当施設は、中国キンシャン型 300MW 原子炉２基となる計

画で 1992 年から中国の支援で建設されており、2005 年から 2007 年に完成す

る模様。 

・ゴルガン・アル・カビル センター 

当初当施設はロシア製 VVER/V-213 型出力 440MW 原子炉２基が建設され

る予定であったが問題が発覚し、建設地がブシェールに変更された過去がある。

しかし未だに当施設で核開発が行われている模様。 

・モアレム・カラヤ核燃料施設 

当初他施設の支援用と思われていた当施設だが、ウラン濃縮のためのガス遠

心分離機設置等改良が行われた模様。中国及びパキスタンの支援を受けている

と思われる。 

・ルダン原子力研究所 

フッ化ウランを製造するため、1991 年以降中国の支援で建設されたと言わ

れている。正確な場所は不明だが、 新の情報によると東部ファサのミサイル

貯蔵・指揮所付近と思われる。 

・ヤズ地方 

高純度ウラン鉱石が 5,000 トン埋蔵されていると言われている。他にもエス

ファハン、ホラサン、シスタン・バ・バルケスタン地方にも鉱山が存在する。

ヤズ地方のサガン鉱山は、当初予測より産出量が少ない様子。 

・ヤズ冶金産業 

当施設では大規模な軍事物資製造が行われており、核開発にも関与している

可能性がある。 

・ボナブ原子力研究所 

当施設はタブリズ南方80kmに位置し、低出力炉を農業研究に使用している。 

・エスファハン核核技術センター 

当施設は 1984 年に仏の援助で開設され、27kw の出力を持つ中国製「ミニ
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チュア中性子源炉」(放射性同位元素生産用)が１基、別に重水ゼロ出力炉が１

基、未臨界黒鉛炉及び未臨界軽水炉(何れも要員訓練用)が１基ずつ、中国製カ

ルトロン(医療用同位元素生産用)がある。当施設は極秘計画の本部と呼ばれて

おり、近隣施設では「原子炉点火物質」を貯蔵しているという。他に３フッ化

ウラン、６フッ化ウラン及び２酸化ウラン転換プラントの建設計画もあるとい

う。 

・カラジ農業・医療研究所 

当施設には、中国製カルトロン、ベルギー製イオン加速器があり、表向きに

は生物研究のための同位元素研究を行っていることになっている。 カルトロ

ンがある建物の換気が不充分で放射性物質を扱うには適さないとの情報があ

る一方、中国製の兵器級電磁濃縮能力を有しているとの情報もある。 

・タブリズ 

革命警護隊が堅固な施設を建設した。目的は不明だが、革命警護隊自身の核

に対する野望と関連していると思われる。 

・テヘラン大学(アミラバド)核研究所 

イスファハンに次ぐ核研究開発のメッカであり、出力５MW の米国製原子炉

が 1980 年代後半にアルゼンチンの支援により核燃料棒(濃縮率 20%のウラン)

が交換され稼動している。プルトニウム抽出設備もあるとの情報があるが詳細

は不明だが、ウラン濃縮施設は存在する模様。 

同研究所傘下には、イブン・ヒサム研究所があり、ウラン濃縮用レーザーを

保有している可能性がある。 

・アラーク 

大規模の重水生産プラントが建設中である。操業が開始すればこの地に建設が

計画されている研究重水炉（IR-40）への供給が可能になる。IR-40 には兵器級濃

縮プルトニウムの生産が可能との懸念がある。イランは、この研究炉が研究と医

療用アイソトープの生産に使用される予定であり、発電用には別の重水炉を計画

していると主張している。 

・ナタンツ 

拡散上もっとも懸念される施設は Natanz 濃縮プラントである。この施設はパ

イロットプラント１式と現在建設中の工業規模プラント１式から構成される。イ

ランには、計画中の原子力発電所に十分な核燃料を自給自足するために、この規

模の濃縮施設が必要である。核兵器級濃縮ウランの生産に使用される可能性はあ
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るが、IAEA の保障措置が既に適用されていることを踏まえるとそれはありそうも

ない。 

⑤ 近の主な動向 

＊ 2000 年 

１月 17 日： 17 日付けのニューヨーク・タイムズ紙によると、米中央情報局

(CIA)はこのほど、イランが核兵器を取得した可能性を排除できな

いとする新たな見解をまとめた。 

５月 23 日： サファリ・イラン駐露大使は、ブシェールの原子力発電所の建

設は 40％完成し、１号炉は 2002 年までに稼動すると語った。 

９月 19 日： 米政府は露に対し、核兵器開発に利用される恐れのあるレーザ

ー技術をイランに売却しないよう要請。 

10 月７日： 米 CIA 兵器不拡散センター長と不拡散担当国務次官補が、露が

イランに対し弾道ミサイル及び核兵器開発用技術を提供し続けて

いると上院で証言。露産業科学技術相は否定。 

２月 22 日： 米 CIA の議会報告書によると、中国は米中間の対イラン核技術

協力の停止協定を遵守していないとしている。同筋はまた、イラ

ンが中、露両国から核技術と核物質を調達していると見ている。 

＊ 2001 年 

６月 15 日： 米紙は、露の金属取扱い会社がイランへ核兵器用ウランの濃縮・

抽出のために使われるガス遠心分離機の回転翼に使われる強化ア

ルミニウムを輸出したと米政府は見ていると報道。露は航空機製

造用と否定した。 

７月９日 ： 米国務省筋は、露が協力しているイランのブシェール原発拡大

計画について、IAEA の監視もあり核拡散の直接的脅威はないとの

見解を表明。しかし供与された技術がイランの核開発に利用され

る恐れは否定していない。 

９月６日 ： テネット米 CIA 長官は、イランが大量破壊兵器開発のため、露、

中、北朝鮮から技術導入をしており、イランは核・化学・生物兵

器の国内生産と配備システム確立を目指していると報告した。 

10 月 28 日： 英情報局はブレア英首相に対し、露製スーツケース核爆弾の危

険性を指摘した。旧ソ連は 3,000 個製造し西側軍事拠点付近等に

配備していたが、エリツィン時代に撤去された。しかし 300 個が
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行方不明で、イランにも渡った可能性がある。 

11 月７日： 露サンクト・ペテルブルグ市のイズオラ工場から、重量 317t の

筒型原子炉が設置予定のイラン南部ブシェール原発に向け出航し

た。第１号炉の稼動は 2003 年 12 月とされている。 

11 月 18 日： パウエル米国務長官は、露がイランに向け原子炉の輸送を開始

したことを受け、ブシェール原発建設によりイラン核兵器開発を

支援している可能性に言及した。しかし現時点では対露制裁等の

行動については踏み切らない方針。 

11 月 28 日： 露はブシェール原発に向け原子炉を出荷したが、今後原子炉６

基の受注の可能性があるという。 

12 月 19 日： ロシコフ露外務副大臣は露議会において、イラン初の原発とな

るブシェール原発建設は、露・イラン関係が新たな段階に入った

象徴とし、審議中の露・イラン相互協力条約批准を求めた。 

12 月 26 日： 露上院は全会一致でイランとの原子力協定の批准を承認した。

露下院は既に可決済。米とイスラエルは露の協力がイランの核兵

器開発を推進させることを懸念している。 

＊ 2002 年 

１月２日 ： ラフサンジャニ前イラン大統領は、同国がイスラエル及び同地

域の西側資産攻撃のため、核開発を行っていると同氏が発言した

とのペレス・イスラエル外相の主張を否定、強く反発した。 

１月 30 日： ブッシュ米大統領はイラン、イラク、北朝鮮が大量破壊兵器を

開発している「悪の枢軸」と名指しし、対テロ包囲網を拡大する

意思を表明した。 

６月 24 日： 英ガーディアン紙は、露原子力省内部資料を入手、露とイラン

の間に使用済核燃料の露への返還に関する合意がないことが発覚

したと報じた。イランは既に濃縮技術を有しており時間稼ぎをし

て兵器級の核物質を入手する危険性がある。 

７月 27 日： 露政府は米政府の反対にもかかわらず、現在建設中のブシェー

ル原発の他に、ブシェールに３基、イラク国境付近アワズに２基

の原発を建設する、カサノフ露首相承認済とされる計画を発表し

た。 

８月 16 日： イラン反体制派のイラン抵抗運動国家評議会(NCRI)は、イラン
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政府が同国中部の Natanz に核燃料製造工場及び研究施設を、

Arak に重水製造工場を極秘裏に保有していると発表した。 

９月２日： 露製原子炉の組立作業がイランで開始された。 

９月 24 日： BBC 報道によると、英通商産業省が国際的禁輸措置にもかかわ

らず昨年、イラン向けベリリウム輸出を許可していたと報じられ

たことに対し、同省報道官は大量破壊兵器開発に使用される恐れ

があれば輸出許可は出さないとし、懸念を否定した。 

12 月 25 日： イランは訪問中のルミャンツェフ露原子力相との協議で、露が

イランに核燃料を 10 年間にわたり供給すること、ブシェール第２

原発の建設で合意した。同時に使用済核燃料を露に返還すること

でも合意した模様。 

＊ 2003 年 

２月 10 日： バウチャー米国務省報道官は、イランのウラン濃縮計画に重大

な懸念を表明した。露が原発用核燃料供給に合意しているにもか

かわらず独自にウラン濃縮による核燃料製造計画を持つことに疑

念を示した。またイランを訪問する予定のエルバラダイ IAEA 事

務局長に対し、イランの核開発計画を調査、報告するよう要求し

た。 

２月 23 日： イランを訪問中の IAEA 査察団が、イラン北西部施設でウラン

濃縮装置を発見したと報じた。 

２月 24 日： ボルトン軍備管理担当米国務次官は、エルバラダイ IAEA 事務

局長がイランで実施した核査察の際、そのレベルに驚かされたと

の声明を受け、訪露する際露に対し強い懸念を表明するとした。 

３月 11 日： 露の協力でイランが建設中のブシェール原発１号基が 2004 年後半

に運転を始める予定。イラン原子力省によるおｔ、露は既に同原発向

け核燃料 90t につき輸送準備を完了しており、2003 年５月に搬入さ

れる予定。米はイランがウラン濃縮を計画していることに懸念を表明

した。濃縮施設は防空システムと武装兵により警備されている模様。 

３月 11 日： パウエル米国務長官はイランの核開発状況について、これまで考えられ

ていたものより高度な核開発が進んでいることがわかったと述べ、強い懸

念を表明した。IAEAが先月にイラン中部ナタンツで建設中のウラン濃縮

施設に対し実施した調査等を踏まえた発言と思われる。 
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４月 28 日： ウルフ不拡散担当米国務次官補はジュネーブで開催されている2005年

NPT 見直し会合の準備会議で講演、イランは核技術取得の警戒すべき秘

密計画を進めていると述べ、懸念を示した。先週ドビルパン仏外相もイラ

ンに対し、ほぼ無制限の査察権限をIAEAに認めるNPT追加議定書への

署名を要求している。 

５月６日 ： ボルトン米国務次官はルミャンツェフ露原子力相との会談で、先日イラ

ンを訪問したエルバラダイ IAEA 事務局長の遠心分離機等に関する発言

を引用しながら、イランはNPTに違反し核兵器開発を進めていることを

露は認め、IAEAにおける米の立場を支持するよう要請した。米露専門家

が先週同件につき会合を開催、６月の IAEA 幹事会の準備における協力

の可能性にも触れたという。 

５月８日 ： イランが南部ナタンツのウラン濃縮施設等を通じ核兵器開発を進めてい

ると懸念する米は、露、仏、英、独等35か国から成るIAEA理事会に対

し、イランがNPTに違反しているとの宣言を要求している。英外務省も

米の懸念を共有しているとし、次回理事会の事務局長報告に注目している

とした。エルバラダイ事務局長も高度な濃縮施設には驚嘆したとされてい

る。 

５月 19 日： ルミャンツェフ露原子力相は、同国がイランに対し進める原子力面での

協力を凍結しない意向を明らかにした。米政府はイランが核兵器開発を進

めていると主張しているが、イランは関係する国際的合意に違反しておら

ず、イランとの関係の凍結について触れることは見当違いであると述べた。 

５月 27 日： イラン反体制派のイラン国民抵抗評議会(NCRI)は、イランが核兵器開

発のため、テヘラン西方40km のLashkar-Abed とRamandeh に極秘

ウラン濃縮施設を建設中と発表した。発表によると両施設共イラン原子力

機関(AEO)直轄で、前者は林の中に建設され遠心分離機は既に設置済で試

験待ちとし、後者は倉庫内に隠されているという。両施設は、以前に発見

された大規模施設が米或いはイスラエルに空爆された時に備え建設され

ている模様。 

６月２日 ： 英BBCはイランが核拡散防止条約追加議定書への調印を拒否したこと

を受け、露は核物質のイラン向け輸出を停止すると報じた。G8首脳会議

においてプーチン露大統領が表明した。 

６月４日 ： G8 サミットで首脳らは、イランの核兵器開発は容認できず、国際法に
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則り査察や「他の手段」を用い拡散を防止するとの声明を出した。 

６月５日 ： 訪露中のシャロム・イスラエル外相は露イズベスチア紙に対し、イラン

は2005年後半から2006年前半までに大量破壊兵器を取得するとの見方

を示し、詳細には触れずにイスラエルだけでなく露にとっても懸念である

と述べた。露はイラン・ブシェール原発建設を米の圧力にもかかわらず支

援し続けているが、ブレア英首相はG8サミットの際にプーチン露大統領

から、国際管理体制が整うまでイラン向け核燃料輸出を控えるとの約束を

取り付けたとしている。 

６月６日 ： IAEAはイランが核兵器開発を禁じた保障措置協定に違反していると指

摘する秘密報告をまとめた。IAEAは現在イランが違反を修正中としてい

るが、米は報告書の内容に深い憂慮を抱いている。報告書は、イランが核

物質やその処理及び用途、物質の貯蔵・処理施設に関する報告義務を怠り、

それが協定違反に該当すると指摘している。同報告書は16日にウィーン

で開催される IAEA 理事会で、エルバラダイ事務局長より発表される予

定。 

６月 10 日： アザガデ・イラン副大統領兼原子力庁長官は、イランが1991年に中国

からウラン1.8tを輸入したことを確認、更に 近IAEAに申告を済ませ、

現在は IAEA の保障措置協定の対象となっていることを明らかにした。

IAEAは報告書内で、イランが1991年にウランを輸入した際に申告せず、

それがどこでどのように処理されたか申告漏れがあると非難してい

る。 

６月 11 日： イランの核専門家が今年、３回にわたり秘密裏に北朝鮮を訪問して

いたことが明らかになった。11 日付産経新聞は朝鮮半島筋の情報と

して、今年の３月から５月にかけ、３回にわたりイランの核科学者等

が北朝鮮を訪問しており、査察団を受け入れた際の対処方法等のノウ

ハウを北朝鮮から受ける狙いがあったのではないかと報じた。同筋は

査察への対策だけでなく、核開発に向けた協力についても話し合われ

たのではないかともしている。 

６月 14 日： イランが今年５月にIAEAに対し、プルトニウムを生産可能な40MW

級の実験用重水炉を西部アラクに建設する計画を通知していたことが判

明した。同計画には数年前からイラン反体制派が指摘、米政府が再三イラ

ンの核開発の証拠として挙げていたが、同国が IAEA に公式に認めたの
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は初めて。IAEAは16日から開催される定例理事会で計画に言及、重水

炉の必要性が不明として施設の建設目的等の説明を求めていくという。 

６月 16 日： IAEAはイランが保障協定を守らず必要な情報を申告していないと非難

した。具体例として、1991年に輸入した1.8tもの天然ウランを申告しな

かった、兵器級プルトニウム製造が可能なArakの重水研究炉を申告しな

かった、Natanzのウラン濃縮施設を申告しなかった、金属ウランの製造

目的が不明、遠心分離機の必要性、行方不明となった６フッ化ウラン、

Kalaye電力会社周辺の土壌サンプル採取拒否、追加議定書署名による査

察強化拒否等。 

６月 17 日： イラン反体制派のイラン抵抗国民評議会(NCRI)は、イランが核兵器産

業の中心となる工業群を建設、2005 年までに完成を目指していると非難

した。具体例として遠心分離機の部品は輸入或いはイスファハンの工場で

製造、Kalaye電力会社で試験され、ナタンツに運ばれるとした。現在理

事会を開催中のIAEAは、NCRIの非難に対するコメントを控えた。 

７月３日 ： 露天然資源省は使用済核燃料の返還を受けるための環境調査を完了、

来週その報告書が露原子力省に送付され、イランと露の間で交渉中で

あった核燃料供給契約は近く締結される見込み。核燃料供給について

は昨年８月に合意されていたが、露国内法で定められる環境調査のた

め契約締結は遅れていた。 

７月８日 ： イラン反体制派のイラン国民抵抗評議会(NCRI)は、イランの核開発に

関する新施設２か所の存在を告発した。テヘラン郊外Kolahdouz産業施

設の実験用ウラン濃縮施設と、同国中部Ardekanの核燃料製造施設だが、

NCRI は米当局と IAEA に通報するとしている。両施設はイラン軍産当

局により運営されている模様。米上院外交委員会のブラウンバック議員

(共・カンザス)はそれを受け、それら施設の内Kolahduzの施設は主要軍

事施設内に位置していると指摘、2005 年末までにイランは核兵器を保有

するとの見通しを示した。 

７月 18 日： 外交関係者によると、IAEA 査察官はイランの大気サンプルから濃

縮ウランの痕跡を検出した。イラン政府が IAEA への深刻なしでウラ

ン精製を行った可能性。IAEA が懸念を示すのに十分な濃度という。 

８月 12 日： IAEA報道官によると、同機関査察団が定期核施設査察のためイラン入

りした。４人の査察官は特に核燃料濃縮施設に重点を置き、水、空気、土
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壌のサンプルを採取する。サンプルはウィーンに持ち帰られ、結果はエル

バラダイ IAEA 事務局長が９月８日に予定している報告で明らかにされ

る。 

８月 27 日： イランが汎用核関連物資を仏を含む数か国から輸入を図っていたことが

仏政府報告書から判明した。イランは高密度放射線防護窓や遠隔操作装置、

プルトニウム再処理のために使用される物資の調達も図っており、仏政府

は５月に韓国で開催されたNSG会合の際に報告書を提示したという。 

８月 27 日： IAEA秘密報告書によると、IAEA査察団は高濃縮ウランの痕跡をナタ

ンツ核施設周辺で採取した模様。即核兵器開発とは結論付けなかったもの

の、９月８日に IAEA 理事会が開催される予定で、その際米はイランが

NPT 違反を犯していると結論付け、国連制裁を科すため国連安保理に送

致するものと見られる。カライでの濃縮活動も認めた模様。 

８月 29 日： 外交・原子力専門家筋によると、９月に発表する予定の IAEA 報告書

は、４フッ化ウラン(UF4)、６フッ化ウラン(UF6)、濃縮段階で使用する

物質等、ウラン濃縮の各段階を示す物的証拠を発見したとの内容である模

様。イランが核兵器開発を行っていると主張する米仏の見方を裏付ける内

容となる。エルバラダイ IAEA 事務局長も高濃縮ウランの発見は懸念す

べきものと述べている。 

９月 22 日： 核兵器開発疑惑が指摘されるイランだが、同国 IAEA 代表は核兵器開

発疑惑の焦点となっている中部ナタンツのウラン濃縮施設で試運転が開

始されたことを報告した。 

９月 25 日： 国連外交筋は、イランは１か月前には秘密の核開発計画はないと報告し

てたが、IAEA査察団は兵器級濃縮ウランの痕跡がある２か所目の施設を

発見したと述べた。同筋は匿名を条件にカライ電機会社で採取した環境サ

ンプルから発見されたと明かした。 

９月 29 日： EU はブリュッセルで開催された加盟 15 か国の外相会議で、イラ

ンに対し核開発を巡り疑惑を払拭しなければ EU との通商協定が脅

かされると警告を盛り込んだ声明文を発表することで合意した。声明

文には他にも、核兵器に転用可能な核物質の製造につながる核燃料サ

イクルの廃棄要求も盛り込まれる模様。 

10 月 21 日： イランはウラン濃縮計画を停止し、国際原子力機関（IAEA）が要求し

ている核開発の意図の無いことを証明するための査察を受け入れる旨表
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明した。この宣言は、ロウハニ 高安全保障委員会事務局長がイランを訪

問の英独仏３か国外相と21日に会談した後に出された。 

11 月 10 日： 「イランは過去 20 年の間に組織的・計画的に核開発計画を秘匿し

ており、その大量破壊兵器開発の懸念を解くためには厳しい国際査察

が必要である」と、国際原子力機関（IAEA）のエルバラダイ事務局

長が 10 日、ウィーンの外交団に配布した 30 ページの秘密文書の中

で述べている。イランがウランから兵器級プルトニウムの抽出を行い、

近までレーザーによるウラン濃縮施設を建設していた、としている。 

11 月 17 日： 仏、英、独三カ国が作成の国連新決議案に詳しい筋が明らかにし

たところによれば、欧州と米国にはイランの核開発疑惑に関し 17 日

に至ってもなお意見の乖離がある。米国はイランがNPT に違反して

いると宣言し国連安保理に報告することを主張、欧州側との隔たりは

埋まっていない。 

12 月２日： ボルトン米国務次官は外交評議会で、米はイランの行動を監視すると演

説、核・ミサイル関連技術が何処からであれ導入されるようなことがあれ

ば阻止するとの姿勢を表明した。イランに対し強硬でない欧州による経済

関係強化の動きを牽制したもの。 

12 月７日： エルバラダイ IAEA 事務局長は、NPT は有効であるが、核兵器開発に

転用可能な資機材の入手を規制できるよう強化すべきと述べた。またウラ

ン濃縮やプルトニウム分離が禁止されていないことが問題であると指摘、

国際管理下に移すべきと主張した。 

12 月 10 日： ラメザンザデ・イラン政府報道官は、同国内閣が外務省にNPT追加議

定書署名を許可したとの声明を発表した。10月21日には欧３国外相が署

名を促すため訪問したが、署名させることができずにいた。イラン憲法で

は全ての国際的合意事項は、議会と護憲評議会による批准手続きが必要と

されている。 

12 月 18 日： サレヒ・イラン IAEA 大使がウィーンの IAEA 本部で、NPT 追加議

定書に署名した。同国反体制派が核開発疑惑を暴露してから18か月後の

署名となった。エルバラダイ IAEA 事務局長は、署名により同国核開発

は平和目的であるとの確信を広めることができるとする一方、イランに対

し早期批准を要求した。露とEUは署名を歓迎する声明を発表している。 

12 月 26 日： IAEA によるイランの核開発に関する調査が進行しているが、遠心分
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離技術は1980年代後半にパキスタンから入手したとされている。しかし

調査の矛先はパキスタンに留まらず、露、中に加え、独、スイス、オース

トリア等西欧諸国企業にも及ぶ見通し。パキスタンからの支援は北朝鮮に

も及んでいたとされており、今後の進展が注目される。 

 

＊ 2004 年 

１月 14 日： 西側外交筋によると、イランは今も遠心分離機組立てを続けている

模様。イランは 11 月に信頼醸成のためウラン濃縮活動を停止、12 月

にNPT 追加議定書に署名している。しかしイランはウラン濃縮活動

を狭義に捉え、ナタンツ等における核燃料製造は停止したものの、再

開に備え遠心分離機等の製造は継続しているという。IAEA と英、仏、

独は 10 月にイランと合意に至った際、施設建設、研究等を含む幅広

い活動を止めるよう要求している。 

１月 22 日： 西側外交筋によると、イランは 11 月にウラン濃縮関連活動の停止

を確約したにもかかわらず、狭義に解釈し遠心分離機のための資機材

を大量に調達していることが判明した。それを受け、仏英独は事態の

打開を検討しているが、仏英はエルバラダイ IAEA 事務局長同様にイ

ランの行動を容認できないとする一方、独は不快感を示しながらも対

話の道を模索する方針で、欧の方針はまとまっていない。 

１月 28 日： ロウハニ・イラン 高国家安全保障会議事務局長は、同国のウラン

濃縮の停止措置は短期的なもので、いつでも再開可能との現状を明ら

かにした。西側情報筋は、イランが濃縮を停止しているにもかかわら

ず大量の遠心分離機用機材を保有しているとの懸念を表明した。 

 (２)化学兵器 

① 総 括 

イランは化学兵器禁止条約（CWC）を 1997 年 11 月に批准しており、生物兵

器禁止条約（BWC）も 1973 年８月に批准している。ハーグにある化学兵器禁止

機関（OPCW）技術事務局は、化学兵器禁止条約の実施状況を監視しているが、

1999 年２月に、イランの申告済み地区と施設の査察を行って、化学兵器禁止条約

に基づくイランの第１回申告内容を検証した。現在のところ化学兵器禁止機関は、

イランが化学兵器禁止条約を完全に遵守しているという見解を示している。2000

年 12 月８日に、化学兵器禁止機関のホセ・モーリシオ事務局長が公式声明を発
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表し、その中で「事務局としては、イランが化学兵器禁止条約を完全に遵守して

いることを疑問視する理由が存在しないことと、イランにおける査察措置の適用

が同条約に厳格に基づいたものであるということを繰り返し述べておく。この点

に関して、疑念や不明確性を主張する根拠は存在しない」と述べている。イラン

側も、イラン・イラク戦争中にイラクの化学兵器攻撃を抑止する目的で化学兵器

関連の施設・建造物・装置を開発したが、これら残りの施設等が破壊されている

こと、そしてイラン政府としては「同条約の全規定を完全、無条件かつ無差別に

履行することが極めて重要性であると考えている」との見解を発表した。 

それにも関わらず、米国政府においては、イランが化学兵器禁止条約を遵守し

ていないという疑惑や、イランが生物兵器開発プログラムを設けているとの疑惑

が存在する。2000 年 10 月５日に、CIA 不拡散センターのジョン・A・ローダー

所長は、米国上院外交委員会に対する声明文の中で「テヘランが化学兵器禁止条

約（CWC）を批准する決定を下しているにも関わらず、同国の［化学兵器］開発

プログラムが依然として廃止されていないと考えている。イランは化学兵器生産

能力を向上させており、化学兵器用ガス（神経ガス、発泡性ガス、窒息ガス、血

液ガス）をすでに生産している。少なく見積もっても、イランは数千トン程度の

兵器用ガスを大量貯蔵していると考えられる」と述べている。また、イランの生

物兵器開発プログラムに関しても「イランは、民生用バイオテクノロジー関連活

動と細菌戦争（BW）プログラムを同時並行で実行している。（中略）このプログ

ラムは、今のところ研究開発の後半段階にあるが、イランがすでに生物兵器用ガ

スや兵器を貯蔵していると確信している」と述べている。さらに、2001 年１月に、

米国国防総省は「拡散 － 脅威と対応（Proliferation: Threat and Response）」

という報告書の中で「イランは、高度な国産細菌戦争用インフラの構築に用いら

れる生産技術、専門知識や先駆物質をロシアや中国の企業等から依然として取得

しようとしている。イランは攻撃用の細菌戦争遂行能力を確立しようとしており、

同国の活動内容は、ガスの研究開発の範囲を超えて、ガスの少量生産能力の構築

に移行している」と述べている。 後に、1998 年になると、アリ・アクバル・ハ

シミ・ラフサンジャニ氏（当時、イラン議会議長）は、軍上層部に対するスピー

チの中で、化学生物兵器に関するイラン政府の立場を説明し、「化学兵器や生物兵

器は、貧しい国にとって核兵器に相当するものであり、簡単に生産できる。少な

くとも、国防の観点から生物・化学兵器について検討しなければならない。この

種の兵器を利用することは非人道的な行為だが、戦争の教訓を振り返ると、国際
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法は単なる紙切れに過ぎない」と語っている。 

② 保有状況 

詳細は不明だが、米国政府等はイランが化学兵器禁止条約を遵守していないと

見ている。2000 年 10 月５日に、CIA 不拡散センターのジョン・A・ローダー所

長は、米国上院外交委員会に対する声明文の中で「テヘランが化学兵器禁止条約

（CWC）を批准する決定を下しているにも関わらず、同国の［化学兵器］開発プ

ログラムが依然として廃止されていないと考えている。イランは化学兵器生産能

力を向上させており、化学兵器用ガス（神経ガス、発泡性ガス、窒息ガス、血液

ガス）をすでに生産している。少なく見積もっても、イランは数千トン程度の兵

器用ガスを大量貯蔵していると考えられる」と述べている。 

③ 開発の動向 

＊ 1997 年 

１月 24 日： オルブライト米国務長官によれば、中国の複数の企業が、致死

性の生物兵器の開発生産に大きく寄与する汎用物質をイランに売

却した。 

５月 22 日： 米国務省は、化学兵器に転用可能な物質などをイランへ輸出し

たとして、中国企業 2 社(南京化学工業集団、江蘇永化技輸出入公

司) 香港企業 1 社(Cheong Yee Limited)などに対して対米輸出禁

止を柱とした経済制裁措置を発動した、と発表した。 

11 月５日： イラン及びロシアは 5 日 CWC 条約を批准した。 

12 月４日： オランダのハーグで開催中の化学兵器禁止条約第 2 回締約国会議

のアジア地域グループは 4 日、化学兵器禁止機関に正式加盟した

イランを執行理事会理事国に任命した。就任は 98 年 5 月、任期は

２年。 

＊ 1998 年 

11 月３日： 中東情勢を専門に追っている米国の研究機関「中東データ・プロ

ジェクト」は３日に発表したイラン情勢に関する報告書「イラン・

ブリーフ」で、米国政府情報機関が得た情報として、日本企業(住

友化学工業、宇部化学工業(現在は宇部マテリアルズ))が輸出した

化学製品が、イランの化学兵器製造やミサイル燃料に使われてい

る疑いがある、と伝えた。 

12 月８日： ８日付米ニューヨーク・タイムズ紙は、ソ連時代生物兵器の開発
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に関わったロシア科学者にイランが触手を伸ばし、現在少なくと

も５人がテヘランで生物兵器の研究に従事している、と報じた。 

＊ 1999 年 

１月 26 日： ロシアの生物学者 Valeriy Bakayev は、ロシアの生物学者が生

物兵器を開発するためイランに雇われ協力しているとした１ヶ月

前 のニューヨーク・タイムズ紙の記事に対し、そのような事実は

一切無く、名誉毀損で告訴することを検討していると述べた。 

２月 21 日： 化学兵器禁止機構(OPCW)の査察官が先週、イランが申告した化

学施設、装備等の正確度をチェックするためイランの施設を訪問

した。 

９月 23 日： 23 日のイラン TV によれば、化学・生物専用防護衣服の生産工

場が同日落成した。 

５月 11 日： イラン等複数の国が 1997 年以来、旧ソ連諸国の少なくとも 15

の生物兵器関連施設に接近し、技術や物質の提供を要求していた

ことが、米会計検査院の報告書で明らかに。 

＊ 2001 年 

２月 22 日： 米 CIA の議会報告書によると、イランは既に数千トン単位の化

学兵器を保有している模様。また中、露から化学戦計画に関する

支援を得ており、生物兵器に関しても同様と見られる。 

８月１日： ラムズフェルド米国防長官はキャンベラでの会議の席で、イラン

が生物兵器開発を行っており、1972 年生物兵器禁止条約に違反し

ていると主張。パウエル米国務長官もこれを支持した。 

11 月 20 日： 米国は、イランが恐らく生物兵器開発を行っていると発表した

が、仏外務省は特定国家を名指しすることにより、多国間協力が

崩れることを危惧し、不満を表明した。 

＊ 2002 年 

１月 24 日： 米国務省は、中国企業 Liyang Chemical Equipment, Q.C. Chen, 

China Machinery and Electric Equipment Import and Exportの

各社がイランに対し、生物・化学兵器技術を移転したとし、2000

年イラン不拡散法に基づき制裁発動を宣言した。 

６月２日： キューバは生物兵器とその関連技術を、イランやリビア等中東諸

国に供与している模様。 
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＊ 2003 年 

３月 21 日： アザル駐蘭イラン大使が化学兵器禁止機関(OPCW)の理事会副議長

に選出された。 

４月 30 日： イラン政府はハーグの化学兵器禁止機関(OPCW)に代表団を派遣、イラ

ンの化学兵器禁止条約(CWC)への取組みは、過去のイラクの大量破壊兵

器による攻撃という経験に根ざす、法的義務を超えたものであると説明し

た。 

５月 20 日： イラン反体制派組織であるイラン抵抗 高評議会(NCRI)が、イランは

炭疽菌、コレラ、腺ペストをはじめとした生物兵器開発を行っていると批

判したことに対し、アセフィ・イラン外務省報道官は、同国はイラクの大

量破壊兵器の被害国であるとし、否定した。 

９月 17 日： ボルトン軍備管理・国際安全保障担当米国務次官は、米国際関係委員会

の中東・中央アジア小委員会で証言し、シリアが北朝鮮やイランの支援を

受け、生物・化学兵器や長距離弾道ミサイルを開発したと非難した。   

④ プロジェクトの内容等 

・バンダル・ホメイニ 

ラージー・ケミカル社（石油省のラージー石油化学工業施設とは無関係の

企業）が操業する、イラン・イラク戦争中に設けられた化学兵器生産施設が

存在する。 

・イスファハーン 

化学兵器生産施設が存在する疑いがある。 

Iran Chemical Industries 社の製油所(ケロシン等を製造)、石油化学工場

(ベンジン及び派生品を製造)、アルキル・ベンジン製造工場がある。 

イスファハーン市から約 45 キロメートル離れた地点に、ポリアクリル社

の商用生産施設が存在するが、この施設が大規模化学兵器生産施設に改装さ

れたとの情報がある。同社は国営石油化学会社の指導下にあり、革命防衛隊

に化学剤を供給しているという情報がある。 

同地区にあるシャハブ工学会社の工場では、三塩化リン、メチルホスフィ

ニルジクロライド、ホスフォサルフィトライクロライドを製造している。 

・カラジ 

農業・医学センター（1995 年１月に創設）が設けられている。テヘラン

から 14km の位置に化学兵器施設がある。中国人技術者が同施設での開発に

－109－



携わっているという情報がある。中国の支援で建造された化学兵器生産施設

及び化学兵器の貯蔵施設が存在するという情報もある。 

・シラーズ 

政府所有の Persepolis 社が所有する化学兵器製造工場があると言われて 

いる。 

・テヘラン 

国防省及び軍特殊産業局所有のビラ薬品会社の研究所では、化学兵器の研

究・製造が行われているという。 

・ガズビーン 

独バイエル社により 1980 年代後半に建造された大型農薬生産施設。神経

ガスを生産できる主要化学兵器生産施設が存在する。 

・マハシャール 

化学爆弾・弾頭生産施設（運営は、ザカリア・アルラージー化学社） 

・メリ・アグロケミカル社 

農薬を生産するイラン農芸化学関連企業だが、中国、インドからイラン国

防省に代わって神経性ガス先駆物質を購入したことがある。同社は、ケミカ

ル・ナショナル・コシャバルツ社と同じく、カズビーン農薬プラント用の化

学物質を供給するためのトンネル会社との情報。 

・シンミムリ 

イスラム革命防衛軍の化学・生物学・放射線学を所轄する団体。 

・AL RAJI CHEMICAL COMPLEX 

表向きは、尿素、アンモニア及び硫黄の製造元だが、実態はロケットやミ

サイル用化学弾頭の製造を行っている。 

・BANDAR IMAM PETROCHEMICAL COMPANY LTD 

イラン 大の石油化学コンビナート。マスタード・ガスの前駆剤としても

使用可能なエチレンを基礎とする化学剤を生産 

・DAMGHAN FACILITY  

神経ガスの生産施設、生産能力は月産５トン。複数の情報筋によると、化

学兵器生産施設が存在する疑いがある。露の支援で建設された生物兵器研究

施設が存在するとの情報もある。 

・MARVDASHT CENTER 

ケミカル・ファーティライザー社（1963 年設立）が存在する。マスター
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ド・ガスを生産しているといわれている。  

・PARCHIN CW-RELATED FACILITIES 

イラン国防省が新型の「染料化学薬品生産施設」を設け、この施設では従

来の輸入爆発物を生産でき、１日あたり２トンの生産能力があるという。化

学兵器用化学剤生産施設。 

・Iran Chemical Industries, マーブダシュ石油化学工場 

イラン･イラク戦争中にマスタード・ガスを革命防衛隊に供給していた。

化学兵器に使用する 10 種の化学物質の生産能力がある。 

・Fars Chemical Industries, Co. 

大量破壊兵器開発との関係は明確ではないが、可能性がある。 

⑤ 近の主な動向 

＊ 1997 年 

５月 22 日： 米国務省は、化学兵器に転用可能な物質などをイランへ輸出し

たとして、中国企業 2 社(南京化学工業集団、江蘇永化技輸出入公

司) 香港企業 1 社(Cheong Yee Limited)などに対して対米輸出禁

止を柱とした経済制裁措置を発動した、と発表した。 

11 月５日： イラン及びロシアは 5 日 CWC 条約を批准した。 

12 月４日： オランダのハーグで開催中の化学兵器禁止条約第 2 回締約国会議

のアジア地域グループは 4 日、化学兵器禁止機関に正式加盟した

イランを執行理事会理事国に任命した。就任は 98 年 5 月、任期は

２年。 

＊ 1998 年 

11 月３日： 中東情勢を専門に追っている米国の研究機関「中東データ・プロ

ジェクト」は３日に発表したイラン情勢に関する報告書「イラン・

ブリーフ」で、米国政府情報機関が得た情報として、日本企業(住

友化学工業、宇部化学工業(現在は宇部マテリアルズ))が輸出した

化学製品が、イランの化学兵器製造やミサイル燃料に使われてい

る疑いがある、と伝えた。 

＊ 1999 年 

２月 21 日： 化学兵器禁止機構(OPCW)の査察官が先週、イランが申告した化

学施設、装備等の正確度をチェックするためイランの施設を訪問

した。 
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９月 23 日： 23 日のイラン TV によれば、化学・生物専用防護衣服の生産工

場が同日落成した。 

＊ 2001 年 

２月 22 日： 米 CIA の議会報告書によると、イランは既に数千トン単位の化

学兵器を保有している模様。また中、露から化学戦計画に関する

支援を得ており、生物兵器に関しても同様と見られる。 

＊ 2002 年 

１月 24 日： 米国務省は、中国企業 Liyang Chemical Equipment, Q.C.  

Chen, China Machinery and Electric Equipment Import  

and Export の各社がイランに対し、生物・化学兵器技術を移転し

たとし、2000 年イラン不拡散法に基づき制裁発動を宣言した。 

＊ 2003 年 

３月 21 日： アザル駐蘭イラン大使が化学兵器禁止機関(OPCW)の理事会副議長

に選出された。 

４月 30 日： イラン政府はハーグの化学兵器禁止機関(OPCW)に代表団を派遣、イラ

ンの化学兵器禁止条約(CWC)への取組みは、過去のイラクの大量破壊兵

器による攻撃という経験に根ざす、法的義務を超えたものであると説明し

た。 

９月 17 日： ボルトン軍備管理・国際安全保障担当米国務次官は、米国際関係委員会

の中東・中央アジア小委員会で証言し、シリアが北朝鮮やイランの支援を

受け、生物・化学兵器や長距離弾道ミサイルを開発したと非難した。 

 (３)生物兵器 

① 総 括 

生物兵器については、イランが毒素及び微生物とその他の生物兵器剤を研究し

ているのはほぼ確実で、米国の CIA は、イランはほとんど外国の援助なしに 1996

年までに大規模な生物兵器計画を支えるための技術的基盤を持つに至ったと見て

いる。米国軍備管理軍縮局によれば、イランの生物兵器計画は、国内のバイオテ

クノロジー及び製薬産業の中に浸透してその活動は目立たないものとなっている

が、科学工業研究機構及び革命防衛隊の指導の下、テヘラン東方のダムハン及び

テヘランの施設でカビ毒 (素 )(MYCOTOXIN 及び AFLATOXIN)、炭疽菌

(ANTHRAX)及びボツリヌス菌等の研究を進め、1995 年現在おそらく生物兵器剤

をすでに生産しており、少量の生物剤は兵器に装填されていると見られている。 
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イスラエルの情報機関によれば、イランはテヘラン北西のタブリズ市に少量の

炭疽菌とボツリヌス菌を貯蔵しており、より多くの量を速やかに増産できる態勢

にある。 

イランのバイオテクノロジー関連能力に関して、公開情報はほぼ皆無に近い状

況である。バテル記念研究所が米国政府提出用に作成した調査報告書によると、

1996 年２月時点で、イランは主要技術（発酵能力、植物組織培養、DNA 技術な

ど）を保有しているが、遺伝子組替型のウィルスやバクテリアを生産する能力は

ないという。イランの科学出版物を検討した結果、この調査報告書では「出版物

を検討したが、バイオテクノロジーや遺伝子工学に関する高度な技術（例、遺伝

子のクローニングなど）が用いられている痕跡は示されていない」という結論に

至っている。1985 年に、イラン科学技術研究機構は、600 種類のペルシア型培養

物コレクションを設定して、イランのバイオテクノロジー産業を支援しようとし

た。世界培養物連盟は、この培養物コレクションを承認している。また、イラン

は、哺乳類細胞、バクテリアや植物の分野でも培養物を収集している。 後に、

バテル研究所の調査では「総合的に見て、イランのバイオテクノロジー能力は、

欧米諸国に比べ依然として未成熟なレベルにある」という結論を下している。 

ワクチン生産の分野では、イランは域内で主導的な役割を果たしている。ラー

ジー血清ワクチン研究所とパスツール研究所が、イランにおけるワクチンの開

発・生産で大きな役割を果たしている。（イランで生産されているワクチンと関連

製品の一覧については、付録２を参照）。バテル研究所の調査報告書によると、イ

ランはワクチン生産用の発酵を実施できるだけでなく、大規模発酵に必要な装置

や施設を国内で生産できるという。 

イランの製薬産業は高度に発達している。保健・医学教育省が国内の製薬産業

を監督している。同省内部の製薬医療装置室が、医薬品の年間生産量に関する企

画立案を担当している。 大の製薬企業集団は、製薬産業グループであり、同グ

ループはイラン産業機関（NIIO）によって運営されている。製薬産業グループは、

メーカー20 社（国内医薬品生産量の７割を占めている）と流通業者 10 社で構成

されている。1996 年時点で、イランは国内で消費される医薬品のうち 92％以上

を生産しているが、医薬品の原材料は輸入に頼っている 

② 保有状況 

正確な保有状況は不明だが、1995 年時点で既に生物兵器剤を生産しており、少

量の生物剤は兵器に装填されていると見られている。またイスラエルの情報機関
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によれば、イランはテヘラン北西のタブリズ市に少量の炭疽菌とボツリヌス菌を

貯蔵しており、より多くの量を速やかに増産できる態勢にある。 

③ 開発の動向 

＊ 1997 年 

１月 24 日： オルブライト米国務長官によれば、中国の複数の企業が、致死

性の生物兵器の開発生産に大きく寄与する汎用物質をイランに売

却した。 

＊ 1998 年 

12 月８日： ８日付米ニューヨーク・タイムズ紙は、ソ連時代生物兵器の開発

に関わったロシア科学者にイランが触手を伸ばし、現在少なくと

も５人がテヘランで生物兵器の研究に従事している、と報じた。 

＊ 1999 年 

１月 26 日： ロシアの生物学者 Valeriy Bakayev は、ロシアの生物学者が生

物兵器を開発するためイランに雇われ協力しているとした１ヶ月

前 のニューヨーク・タイムズ紙の記事に対し、そのような事実は

一切無く、名誉毀損で告訴することを検討していると述べた。 

９月 23 日： 23 日のイラン TV によれば、化学・生物専用防護衣服の生産工

場が同日落成した。 

５月 11 日： イラン等複数の国が 1997 年以来、旧ソ連諸国の少なくとも 15

の生物兵器関連施設に接近し、技術や物質の提供を要求していた

ことが、米会計検査院の報告書で明らかに。 

④ プロジェクトの内容等 

・RESEARCH AND ENGINEERING OF THE CONSTRUCTION  

CRUSADE 

イランにおける生物兵器生産に従事している４グループのうちの１つ。化

学薬品開発施設を全面的に管轄する政府機関。化学神経ガス VX の研究・生

産が重視されているとの情報。 

・BIOTECHNOLOGY RESEARCH CENTER 

科学工業研究機構の管轄下でバイオテクノロジーの研究に従事 

イランにおける生物兵器生産に従事している４グループのうちの１つ 

・PASTEUR INSTITUTE 

AFLATOXIN を生産するためのカビ毒の研究に従事。 
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・REVOLUTIONARY GUARD CORPS(革命防衛隊) 

IMAM HUSSEIN UNIVERSITY において生物兵器研究を集中的に実施。

イランにおける生物兵器生産に従事している４グループのうちの１つ 

・SPECIAL INDUSTRIES ORGANIZATION 

イランにおける生物兵器生産に従事している４グループのうちの１つ。 

・VIRA PHARMACEUTICALS 

土壌汚染ガスに重点的に取り組んでおり、その生産に成功したという情報

がある。化学生物兵器研究製造の主要研究所である。 

・ラージー血清ワクチン研究所 

同研究所の別名は、政府の血清ワクチン生産センター、或いはラージー研

究所（IRRI）。母体機関は農務省及び聖戦建設省との情報。「子会社」として

はジハード・ラージー社、アフワーズ・ラージー研究所、マシュハド・ラー

ジー研究所、シーラーズ・ラージー研究所等。ラージー研究所には生物学研

究センターが存在し、このセンターでは「細菌戦争で利用できる細菌を少な

くとも３種類」生産できるとの情報。 

・聖戦建設研究センター 

同センターはイランの生物兵器開発プログラムに関与していた。イスファ

ハーン、シーラーズ、タブリーズとマシュハドの４ヶ所に支部を設けている。 

・タブリーズ 

近郊の施設に炭疽とボツリヌス毒素を貯蔵している。 

⑤ 近の主な動向 

＊ 2001 年 

２月 22 日： 米 CIA の議会報告書によると、イランは既に数千トン単位の化

学兵器を保有している模様。また中、露から化学戦計画に関する

支援を得ており、生物兵器に関しても同様と見られる。 

８月１日： ラムズフェルド米国防長官はキャンベラでの会議の席で、イラン

が生物兵器開発を行っており、1972 年生物兵器禁止条約に違反し

ていると主張。パウエル米国務長官もこれを支持した。 

11 月 20 日： 米国は、イランが恐らく生物兵器開発を行っていると発表した

が、仏外務省は特定国家を名指しすることにより、多国間協力が

崩れることを危惧し、不満を表明した。 

＊ 2002 年 
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１月 24 日： 米国務省は、中国企業 Liyang Chemical Equipment, Q.C.  

Chen, China Machinery and Electric Equipment Import  

and Export の各社がイランに対し、生物・化学兵器技術を移転し

たとし、2000 年イラン不拡散法に基づき制裁発動を宣言した。 

６月２日： キューバは生物兵器とその関連技術を、イランやリビア等中東諸

国に供与している模様。 

＊ 2003 年 

５月 20 日： イラン反体制派組織であるイラン抵抗 高評議会(NCRI)が、イランは

炭疽菌、コレラ、腺ペストをはじめとした生物兵器開発を行っていると批

判したことに対し、アセフィ・イラン外務省報道官は、同国はイラクの大

量破壊兵器の被害国であるとし、否定した。 

９月 17 日： ボルトン軍備管理・国際安全保障担当米国務次官は、米国際関係委員会

の中東・中央アジア小委員会で証言し、シリアが北朝鮮やイランの支援を

受け、生物・化学兵器や長距離弾道ミサイルを開発したと非難した。 

 (４)ミサイル 

① 総 括 

The Military Balance 2002/2003 によれば、イランは現在射程 300 キロメート

ル以上の弾道ミサイルとしては、スカッドＢ派生型(射程 300 キロメートル、有効

搭載重量 555 キログラム)及びスカッドＣ派生型(射程 550 キロメートル、有効搭

載重量約 400 キログラム 何れも液体燃料推進)、を合わせて 300 基保有してお

り、既にこれら数種類の弾道ミサイルの国産化に成功、生物・化学弾頭を含めそ

の量産体制を整えている。イランが実戦配備に移したと発表した中射程ミサイル、

シャハブ３(射程約 1,300 キロメートル、有効搭載重量 800 キログラム)は、北朝

鮮の液体燃料ミサイル、ノドン‐１(射程 1,000 キロメートル、有効搭載重量 1,000

キログラム)をベースに改良したものである可能性ある。精度は CEP(半数必中界)

約 2,500 メートルと比較的低いが、長距離飛行が可能なことから、大量破壊兵器

の運搬に使用されるのではないかとの疑惑を招いている。何れも弾頭には、高性

能爆薬、HE 破砕性子爆発体(Submunition)等の他、生物・化学剤も使用可能と見

られている。1998 年７月初めての発射実験を行い、2000 年２月にはロシア製部

品の性能確認をするため行われたと見られる実験がなされた。 後の実験は 2003

年６月に実施されたと発表されており、７月 20 日のイスラム革命防衛隊への引

渡し直前の 終実験。９月にはイラン・イラク戦争開戦記念パレードで６基が公

－116－



開された。イスラエルや湾岸地域やアフガニスタン等中央アジアに展開する米軍

を射程に収めたことになる。西欧をも射程に収めるシャハブ４の実験開始も近い

とされる一方、より短距離のミサイル開発に注力するため、シャハブ３・４開発

計画は縮小されたともされている。 

イランはロシアから Yakhont 空対艦巡航ミサイルの導入を目論んでいるとさ

れており、その発射用の機体として Su-27 或いは Su-30 戦闘機の購入が予測され

ている。しかし同ミサイルの売却はロシアが加盟している MTCR で定められてい

る義務に違反する恐れがあり、その行く末が注目されている。国産対戦車ミサイ

ル Saeqeh-1 の開発には成功した模様。 

今後の開発の動向としては、 

・既存ミサイルの固体燃料推進方式への改良 

既存のスカッドＢ、スカッドＣミサイルを中国の技術支援を得て M‐11、M-9

ミサイルをベースにした固体燃料推進方式への改良 

・シャハブ・シリーズの早期戦力化 

長、中射程の液体燃料推進ミサイル、シャハブ‐３／４／５の早期実用化と実 

戦配備 

・弾道ミサイルの誘導精度の向上 

北朝鮮、ロシア、中国等の技術支援を得て GPS、慣性航法装置等の導入による

ミサイル誘導精度の向上等に力を入れて開発していくものと見られる。 

② 保有状況 

現在射程 300 キロメートル以上の弾道ミサイルとしては、スカッドＢ派生型(射

程 300 キロメートル、有効搭載重量 555 キログラム)及びスカッドＣ派生型(射程

550 キロメートル、有効搭載重量約 400 キログラム何れも液体燃料推進)、を合わ

せて 300 基保有・国産化に成功、生物・化学弾頭を含めその量産体制を整えてい

る。実戦配備に移したと発表した中射程ミサイル、シャハブ３(射程約 1,300 キロ

メートル、有効搭載重量 800 キログラム)は、北朝鮮の液体燃料ミサイル、ノドン

‐１(射程 1,000 キロメートル、有効搭載重量 1,000 キログラム)をベースに改良

したものである可能性があり、弾頭には、高性能爆薬、HE 破砕性子爆発体

(Submunition)等の他、生物・化学剤も使用可能と見られている。 

またロシアから Yakhont 空対艦巡航ミサイルの導入を目論んでいるとされて

おり、その発射用の機体として Su-27 或いは Su-30 戦闘機の購入が予測されてい

る。国産対戦車ミサイル Saeqeh-1 の開発には成功した模様。 
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③ 開発の動向 

＊ 1996 年 

９月     ： 北朝鮮のノドン 1 号ミサイルに酷似した射程 1,000 キロメート

ル以上の新型弾道ミサイル「ゼルザル 3 号」の開発を始めた。 

＊ 1997 年 

４月 13 日： イスラエル放送によると、イランは 2 週間前にロシアの軍事専

門家立ち会いのもとで、射程 1,500 キロメートルの新型弾道ミサ

イルの初の発射実験を行った。 

９月 10 日： イスラエル情報機関によると、イランはロシアと中国の技術協

力で２種類の新型ミサイル開発を推進しており、３年以内に配備

される可能性がある。同ミサイルは北朝鮮のノドン1号(射程1,930

キロメートル)の改良型で、シャハブ３号(射程 1,500 キロメートル)、

シャハブ４号(射程 2,000 キロメートル)と命名されている。(筆者

注：ゼルザル３号及び４号と同一の可能性が大) 

＊ 1998 年 

７月 23 日： 米国政府は 23 日、イランが 22 日に中射程ミサイル「シャハブ

３」の発射実験を行ったことを確認、このミサイルが北朝鮮の「ノ

ドン」の技術を取り入れていることを明らかにした。 

８月 31 日： 北朝鮮は 31 日、新型ミサイル「テポドン」と見られる長距離弾

道ミサイルを日本周辺海域に発射したが、この際、「発射現場にイ

ラン、シリアの軍事関係者が立ち会った」(軍事関係筋)との情報が

ある。 

＊ 1999 年 

２月７日： イランの国防軍需相は７日、シャハブ３ミサイルより優れたシャ

ハブ４ミサイルの開発、生産が現在工廠内で進められており、こ

のミサイルは人工衛星打ち上げに使用されると公表した。 

２月 17 日： 米国情報機関の高官は、ジェーンズ・ディフェンス・ウィーク

リー誌に、イランが開発中の弾道ミサイル・シャハブ４は、1950

年代の旧ソ連の中射程ミサイル、SS-4 サンダルの技術を大幅に取

り入れた派生型である、と語った。 

７月 15 日： イランが今年の夏に、 大射程が 4,250 キロメートルに及ぶ多

段式の中距離弾道ミサイル「コサル」の発射実験を計画している
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ことが 15 日、米国の民間研究機関「中東データー・プロジェクト」

のティマーマン氏の発表で明らかとなった。ミサイルは同国北部

のシャーフルードから発射される予定で、旧ソ連の弾道弾 SS-5

が使用していた液体燃料のロケットブースターを使用していると

いう。 

11 月 5 日： 米下院共和党の「北朝鮮諮問グループ」は３日、北朝鮮政策に関

する「報告」を公表した。同報告によると、北朝鮮が 1993 年に

初の発射実験を行った中距離弾道弾「ノドン」はその関連技術と

合わせ、パキスタンとイランにそれぞれ 10～12 基輸出された。イ

ランはその後も北朝鮮から、旧ソ連製短距離ミサイル「スカッド

Ｂ」を 大 100 基、スカッドＢ改良型を 90～100 基購入したとい

う。 

④ プロジェクトの内容等 

・DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER 

KARAJ にあるシャハブ‐３ミサイル開発の主要施設 

・DEPARTMENT 140/14、140/15＆140/16  

140/14：固体燃料推進ミサイルの開発 

140/15：液体燃料推進ミサイルの開発  

140/16：ミサイルの飛行安定及び誘導システムの開発 

・ISFAHAN MISSILL PLANT #２ 

化学弾頭装備可能なスカッドＢミサイルの生産 

中国の支援による固体燃料推進短距離ミサイルの開発 

・PARCHIN FACILITY 

スカッドＢミサイル及び／又は固体燃料ミサイルの中心的生産工    

場 

・SEMNAN SITE 

スカッドＣミサイルの生産施設 

・AEROSPACE INDUSTRIES ORGANISATION (AIO Sazemane Sanaye  

Hava and Faza) 

イラン国防省及び軍補給部隊の傘下。弾薬、ロケット及びミサイル、ロケ

ット・ランチャー、ジャイロスコープ等を製造している。同社の子会社

Shahid Hassan Bagheri Industrial Factories Groupはミサイル開発に関与
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しており、Fadjr-3 及び Fadjr-5 無誘導地対地ミサイルを製造している。 

・DIO MISSILE INDUSTRIES GROUP 

同社の子会社 PARCHIN MISSILE INDUSTRIES DIVISION は、対戦車

ロケット砲、対人ロケット砲、地対地ロケット弾、Oghab, Shahin 2, Nazeat

の地対地ミサイル及び Shahin 1 対戦車ミサイルを製造している。また 近

はロシア製 AT-3b Sagger 対戦車ミサイル及び米国製 Dragon 対戦車ミサイ

ルを模した Saeqeh-1 の製造も行っている模様。 

⑤ 近の主な動向 

＊ 2000 年 

３月 22 日： イスラエルと米国の関係者は、イランの中距離弾道ミサイル、

シャハブ３が実用化の段階に達したと断定。 

７月３日： イラン革命防衛軍司令官サハリ大将は、５基の弾道ミサイル発射

台がイラン国内で建設されたことを公表。 

７月 15 日： イラン国営通信報道。イラン国防省は同日中距離弾道ミサイル

シャハブ３の第２回試射に成功。 

８月９日： 米 CIA は議会報告書で、露が 1999 年下半期に大量のミサイル関

連技術をイランに供与していたと公表。中国も同様にミサイル関

連物資を供与していたとのこと。 

８月 30 日： イラン国防・軍事補給相は、レーザー・ジャイロの製造プロジ

ェクトを国防省所属のシラツ社で開始したと発表。 

９月 21 日： イランは「シャハブ 3D」ミサイルの試射を行った。通信衛星の

打上げのためで非軍事目的としているが、米はそう見ていない。

イラン初の国産「固体・液体」燃料型とのこと。 

10 月 31 日： ハタミ・イラン大統領は、ミサイル開発の件で北朝鮮より技術

供与を受けているとの報道を否定し、独自に防衛目的で開発して

いると主張。 

12 月 19 日： 露とイランはミサイル・ロケット技術の不拡散体制確立に関し

協議した模様。 

＊ 2001 年 

１月 30 日： 大韓貿易投資振興公社(KOTRA)は、米政府が 近イランに対し

ミサイル関連技術を輸出したとして、北朝鮮の企業「蒼光信用会

社」に経済制裁を科したと発表。 
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米 CIA の議会報告書によると、露は 2000 年の前半にかなりの

ミサイル関連技術をイランに供与し、イランのミサイル開発を加

速させたと見ている。 

５月31日： イランは新型地対地弾道ミサイルFateh 110の試射に成功した。 

８月１日： イランは国産固体燃料戦術弾道ミサイルFateh 110の試射を実施。

詳細は不明。同国の固体燃料開発は 1970 年代から始まっているが、

地対地無誘導ロケット Nazeat N10 が 大であった。中国が同ロ

ケットの射程延長に技術協力しているとの情報もある。 

８月 29 日： 米情報筋によると、イランは中距離弾道ミサイルシャハブ３を

近く実戦配備する。昨年から露、中、北朝鮮はイランのミサイル

開発支援を強化しているとのこと。 

９月６日： テネット米 CIA 長官は、露、中、北朝鮮が弾道ミサイル関連の技

術や資機材をイランに提供していると米議会に対し報告した。 

＊ 2002 年 

５月７日： シャムハニ・イラン国防軍需相は、シャハブ３中距離弾道ミサイ

ルの射程及び破壊力向上を目指す方針を示した。 

５月 17 日： トルコ情報当局筋によると、イランは秘密裏にシャハブ３の試

射を実施した。過去２回の実験失敗を受け、Semman 地方で北朝

鮮及び露の協力の下改良を進め、今後 150 基を製造する予定。 

６月 20 日： イラン国防省筋によると、同国は国防省を中心に他の省庁との

協力の下、無人航空機(UAV)の輸出を近く始めるという。 

９月６日 ： イラン国防軍需省傘下の航空宇宙産業組織が開発したとされる 

Fateh 110A 固体燃料ミサイルの試射を実施した。イランは国産と

主張しているが、射程 400km の中国製 DF-11A が基になっている

とされ、核兵器搭載の潜在能力を持つ固体燃料ミサイルである模

様。 

10 月３日： 英アラブ系 Al Hayat 紙は、イランのミサイル開発を統括するワ

ヒド氏が、同国開発ミサイルの射程が 1,500km 以下である理由と

して、イスラエルがイランを攻撃した際に備えたものであるため

と述べたと報じた。同時に偵察衛星等の打上目的もあるとする一

方、米を射程に収めるような長距離ミサイル開発に関心がないと

した。 
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10 月 10 日： ハタミ・イラン国会第二副議長は、国連制裁下に置かれていた

イラン・イラク制裁当時に、同国が北朝鮮等他国から兵器を購入

していたことを匂わせる発言をした。会談していた川口外相が、

イランと北朝鮮のミサイルには相似点があることを指摘した後の

発言。 

10 月 17 日： イラン反体制派各派は、イランが射程 2,000km のシャハブ４弾

道ミサイルの試射に成功したと発表した。同ミサイルの試射は

Semnan 南方 80km の試射場で実施された模様。中東主要都市と

東欧、北アフリカの一部を射程に収めることとなり、イスラエル

への攻撃能力を初めて持ったこととなる。露と中の支援を受けた

との情報がある一方、北朝鮮製テポドン１の派生型との報道もあ

る。 

12 月 19 日： 警視庁公安部はセイシン企業がジェットミルをイランに違法輸

出した件で、同社がイラン国防軍需省傘下のイラン航空公社(AIO)

の関連会社に輸出したとの見方を示した。ミサイル燃料製造に使

用可能なジェットミルは 1999 年５月にテヘランの企業に対し、

2000 年 11 月に再度大学研究所に輸出されていた。 

＊ 2003 年 

２月 21 日： 世界 17 か国に計４億円近くを不正送金していた容疑で昨年 11

月にイラン人２人が警視庁公安部に逮捕されたが、送金先に中東

のミサイル開発計画に関与が指摘されている企業や個人名口座が

含まれていたことが明らかになった。 

５月 13 日： 在韓米軍当局者が 13 日明らかにしたところによると、北朝鮮は 2001

年にイラン、パキスタン、リビア、シリア、エジプト、イエメン及びアラ

ブ首長国連邦に対し５億8,000万ドルのミサイル輸出を行ったという。 

５月 22 日： 米官報及び米当局者によると、米政府は中とイラン企業が弾道ミサイル

開発に関わったとして、これら企業に経済制裁を科した。中国の企業、中

国北方工業への制裁は、向こう２年間にわたり米国との取引を禁止すると

いう中国企業への制裁として も厳しい内容となる。この結果同社は１億

ドル以上の打撃を受ける見通し。イランでは、シャヒード・ヘマート・イ

ンダストリアル・グループが制裁対象となる。 

５月 29 日： 米政権はモルドバのCuanta社とComputer and Communicate社、 
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Vladov 氏がイランにミサイル関連技術を提供したとして制裁を発動した。

３者に対しては2001年５月に既に制裁が科されている。モルドバ政府に

よると、Cuanta 社は既に２年前に解散、Vladov 氏は同国内におらず、

Computer and Communicate社は法人登記されていないという。 

６月 13 日： 東京のセイシン企業がイランにジェット・ミルを違法輸出していた件で

警視庁は、同社が先方にミサイル用固体燃料製造に使用可能であることを

データで示し輸出していたと見ている。警視庁は外為法違反で同社幹部５

人を逮捕、現在イラン人経営の商社が同社とイランの仲介をしたと見て捜

査中。1999 年５月及び2000 年９月に、テヘランの会社、大学研究所に

それぞれ無許可で輸出、その際社員数人を輸出先のイラン企業と大学に派

遣していた容疑がかかっている。 

６月 16 日：  韓国の中央日報は、北朝鮮がイランへミサイルを空輸していたと報じ

た。複数の米艦情報当局者の話として、４月から今月10日までに計６回、

イランの輸送機が平壌近郊の順安空港を離陸、イランに向かったことを米

偵察衛星が補足したとしており、核物質や生物・化学兵器も同様の手段で

輸出される恐れがあるとして警戒を強めているという。 

７月３日：  セイシン企業が1999年５月と2000年11月にジェット・ミルを無許可

でイランに輸出した件で、地検は同社と植田社長、神谷ソウル支店長を起

訴した。被告は2000年に横浜税関に対し軍事関連物資でなく許可申請は

必要ないと主張、輸出したとされている。同社は1994年に北朝鮮に対し

ても無許可輸出をしているが、こちらは時効が成立している。 

７月７日： 米に核兵器と輸送手段を開発中と非難され、今週エルバラダイ事務局長

率いる IAEA 査察団訪問が予定されているイランだが、アセフィ外務省

報道官が射程1,300kmのシャハブ３の 終試験が数週間前に完了したこ

とを明らかにした。同ミサイルは北朝鮮製ノドン１号を基本に、露の技術

支援で改良され、イスラエルを射程に収めている。シャムハニ国防軍需相

は以前、より長射程のシャハブ４の開発を中止、シャハブ３の精度向上を

目指すと述べていた。 

７月 20 日： イスラエル外務省報道官は、イランの 高指導者ハメネイ師が同国の弾

道ミサイル、シャハブ３配備を宣言したと発表した。射程 1,300km、弾

頭重量 700-1,000kg とされる同ミサイルだが、核兵器開発能力を擁する

イランとの組み合わせはイスラエルにとり脅威になると非難した。 
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７月 21 日： 露のイラン専門家、露政治研究所のKhlopkov副所長は、イランが2005

年までに 大20基のシャハブ３長距離弾道ミサイルを実戦配備するとの

見通しを示すと同時に、同ミサイルの射程延長に取り組んでいると指摘し

た。アセフィ・イラン外務省報道官は、同ミサイルは抑止目的であり他国

に対する脅威とはならないと主張した。 

７月 21 日： Ryabchuk 露軍少将は、20 日にイランのイスラム革命防衛隊に引き渡

された射程1,300kmのシャハブ３弾道ミサイルについて、イスラエルと

露南部を射程に収めると指摘、同時に中東地域における新たな軍拡の危険

性を指摘した。露宇宙軍によると、同軍の早期警戒システムは南方の警戒

に当たっているという。 

９月 22 日： 核兵器開発の可能性が指摘されているイランは22日、新型の中距離弾

道ミサイル「シャハブ３」６基を公開した。イラン・イラク戦争開戦記念

パレードで公開された同ミサイルは、イランが７月に革命防衛隊に配備し

たと発表していた。パレードに出席したハタミ大統領は、大量破壊兵器拡

散に反対するが科学技術分野における権利は主張すると述べた。専門家ら

は、シャハブ３はイスラエルや湾岸諸国に駐留する米軍基地を射程に収め

るとしている。 

９月 28 日： オルブライト前米国務長官が出版した回想録によると、金正日総書記は 

2000 年 10 月の同長官との会談において、北朝鮮がシリア及びイランに

ミサイルを売却していることを認めた。米政府は北朝鮮によるシリア、イ

ラン、パキスタン等へのミサイル輸出を非難しているが、北朝鮮がその事

実を認めたことが明らかになったのは初めてのこと。 

12 月 24 日： モファズ・イスラエル国防相がイランによる核兵器開発は容認で

きないとし、武力行使をも示唆したことにシャムハニ・イラン国防相

が反発、シャハブ３による報復攻撃を示唆した。７月にイラン軍が配

備したシャハブ３は射程 1,300km で、イスラエルを射程内に収めて

いる。 
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５．調査結果の要約（一覧表）

１）核兵器

調査項目 国 名

インド パキスタン イラン 北朝鮮

保有状況 保有数量は公表 保有数量は公表 核兵器の有無に 核兵器の有無に

されておらず、 されておらず、 ついては確認さ ついては確認さ

核爆弾の推定保 核爆弾の推定保 れていないが、 れていないが、

有量は50～150 有量は25～50発 ウラン濃縮や重 既に1～2 個の

発と幅がある。 である。 水製造等を行っ 核兵器を保有し

ている。 ていると考えら

れる。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1998年５月に計 1998年５月に計 ブシェールで原 1994年の米朝枠

内容 ５発の核実験を ６発の核爆発実 発建設が進み、 組み合意により

行った。 験を実施、以後 アラクでは重水 核開発は凍結さ

その後、水素爆 実験を行ってい 製造施設が、ま れたとされてい

弾及び中性子爆 ないが、自前の たナタンツでは たが、2002年10

弾を含めて研究 コールド・テス ウラン濃縮施設 月、米朝高官会

開発を実施中で ト施設もあり、 が完成してい 談において北朝

ある。 プルトニウム型 現在IAEAと 鮮は核開発を継る。

原爆等の開発を の合意で一時的 続実施していた

続けている。 に運転は停止し ことを認めた。

ているが、即時 2004年２月にパ

再開ができる状 キスタンのカー

態にある。 ン博士が、ウラ

ン濃縮技術を北

朝鮮等に供与し

たことを認め

た。

開発意図 1967年に研究開 1970年代にイン イラン革命前の 1960年代から核

発に着手してお ドの核兵器開発 パーレビ王朝時 開発を行ってき

り、その動機は に対抗すべく開 代から核兵器開 たものと推定さ

中国の核兵器に 発に着手、通常 発に関心を持っ れている。

対抗することに 戦力で圧倒する ていたイランの

－125－



あった。 インドからの攻 目的は、同地域

現在では「信頼 撃を抑止するの における地域大

できる最小限の が目的で、通常 国の地位を維持

核抑止」戦略の 戦が劣勢となれ すること、また

下、中国及びパ ば、核の先制使 化学兵器でイラ

キスタンへの抑 用も辞さないと ンを攻撃した過

止力としてい している。 去があるイラク

る。 のフセイン政権

と核保有国イス

ラエルに対抗す

ることであっ

た。
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２）化学兵器

調査項目 国 名

インド パキスタン イラン 北朝鮮

保有状況 1997年８月にグ 化学兵器を製造 CWCを批准、OPCW 北朝鮮は、神経

ジュウラル大統 する能力はある もイランの化学 剤サリン、窒息

領が、化学兵器 とされている 兵器保有の証拠 剤ホスゲ 血ン、

の保有を認めた 、保有してい はないとしてい 液剤シアン、刺が

ことがあるが、 るかどうかの情 るが、米等はイ 激剤アダムサイ

以後新規情報は 報はない。 ランがイラン・ ト、びらん剤マ

なく詳細は不明 イラク戦争の際 スタード等、合

である。 保有していた製 計2,500-5,000

造能力を未だ温 トンを保有して

存しているもの いる。

と見ている。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 不明 不明 イランには多数 北朝鮮は、朝鮮

内容 の民生用農薬、 戦争後に、化学

化学工場等の施 兵器開発に着手

設が点在し、そ し、1980年代か

の一部では化学 らは、軍の整備

兵器が製造され 計画の一環とし

ていると思われ て化学兵器プロ

ている。 ジェクトを拡大

また国防軍需省 した。

傘下の施設も多

数あり、兵器製

造が行われてい

る模様。

開発意図 1996年９月に化 1999年４月に化 イラン・イラク 北朝鮮の化学兵

学兵器禁止条約 学兵器禁止条約 戦争においてイ 器開発は、貧

( C W C ) を 批 准 ( C W C ) を 批 准 ラクに化学兵器 者の核兵器とし

し、2000年８月 し、2000年10月 を使用されてお て効果的である

に関連国内法規 に関連国内法規 り、フセイン前 との認識から行

を制定したが、 を制定したが、 政権への抑止と なわれてきた。
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以後新しい情報 以後新しい情報 して製造、配備

はない。 はない。 が行われていた

と思われる。

1997年11月に化

学兵器禁止条約

を批准、化学兵

器 禁 止 機 関

(OPCW)も複数回

査察を行ってい

る。
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３）生物兵器

調査項目 国 名

インド パキスタン イラン 北朝鮮

保有状況 科学者及び工業 限定規模の生物 正確な保有状況 北朝鮮が保有し

生産施設を含 兵器を開発する は不明だが、1995 ていると見られ

め、生物戦計画 能力はある(米 年時点で既に生 る生物兵器とし

を実行する能力 国 防 省 評 価 ) 物兵器剤を生産 ては、炭疽菌、

があり、そのう 保有するか しており、少量 バチルス菌、破が、

ちのいくつかは、 どうかの情報は の生物剤は兵器 傷風菌、ボツリ

対生物戦防護に ない。 に装填されてい ヌス菌、サルモ

関する研究開発 ると見られてい ネラ菌、チフス

を支援している る。テヘラン北 菌、ビブリオ菌

(米国防省評価) 西のタブリズ市 コレラ菌、ペス

が、保有に関す に少量の炭疽菌 ト菌などがあ

る情報はない。 とボツリヌス菌 る。

を貯蔵している

との情報もある。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 不明 不明 イランが毒素及 1960年代から金

内容 び微生物、その 日成主席の直接

他の生物剤を研 指示で生物兵器

究しているのは プロジェクトが

ほぼ確実で、米 強化されたと言

CIA、米軍備管 われている。

理軍縮局は大規

模な生物兵器計

画が国内バイオ

・製薬産業に紛

れているとして

いる。ワクチン、

製薬産業も高度

に発達してい

る。
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開発意図 あらゆる生物兵 不明 核・化学兵器同 朝鮮戦争時、米

器からの攻撃に 様、イラク及び 軍が生物兵器を

備え、各組織機 イスラエルに対 使用したことへ

関を動員して対 する抑止として の対抗策処置と

応策を準備しつ 考えている模様。 して研究を開始

つある。(2002 したと言われて

年 ６ 月 保 健 相 いる｡

A.K.Walia博士)
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４）ミサイル

調査項目 国 名

インド パキスタン イラン 北朝鮮

保有状況 Prithviシリー 短距離弾道ミサ 現在弾道ミサイ 北朝鮮は、スカ

ズ短距離弾道ミ イ ル ( H a t f - 1, ルとしては、ス ッドＢ、Ｃ、ノ

サイル及びAgni Hatf-2)と中距 カッドB及びCを ドン、テポドン

シリーズ中距離 離弾道ミサイル 合わせて300基 １、２号など多

弾道ミサイルを G h a u r i 及 び 保有・国産化に 数のミサイルを

保有している。 Shaheenを保有、 成功、生物・化 保有し、一部は

2002年５月、最 今後は固体燃料 学弾頭を含めそ 中東などに輸出

新型Agni-2を陸 方式を採用し液 の量産体制を整 されている。

軍に配備開始と 体 燃 料 方 式 の えている。実戦

国防相が発表し Ghauriは宇宙開 配備に移したと

た。 発に転用する予 発表した中射程

定である。 ミサイル、シャ

ハブ３も実戦配

備に移されたと

発表している。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1983年にミサイ 1980年代に開発 より長距離なシ 1970年代から中

内容 ル開発計画を策 に着手、固体燃 ャハブ４の開発 国、その後は旧

定し、以後Prithvi 料方式の短距離 は停止されてい ソ連との協力で

及びAgni各シリ 弾道ミサイルと るとの報道があ ミサイル開発を

ーズの開発を推 中距離弾道ミサ る一方、イスラ 行っていたが、

進中である。 イル並びに液体 エルと中東・中 1980年代からは

2003年12月にロ 燃料方式の中距 央アジアに展開 独自でミサイル

シアと共同で開 離ミサイルも開 する米軍を射程 を生産するよう

発したBroHmos 発を推進中であ に収めるシャハ になった。

が試験飛行を終 る。弾頭の開発 ブ３の精度を高

え生産段階に移 も推進し、多弾 めている模様。

行、と開発会社 頭化技術、終末

社長が発表し 誘導技術も確立

た。 した。開発には

中国及び北朝鮮

が関与した疑惑
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がある。

開発意図 「最小限の核抑 核兵器の運搬手 イラクのフセイ 在韓米軍を含む

止力」のため、 段を確保すると ン前政権並びに 韓国軍との軍事

核兵器を運搬す いう核戦略の一 イスラエルに対 対決の必要性と

る手段として開 環であるが、最 する抑止力とし 近隣諸国に備え

発、短距離弾道 近インドの兵力 て、核・生物・ る意図で開発さ

ミサイルは主と 増強が著しいこ 化学兵器の運搬 れたが、近年は

して対パキスタ とから、これに 手段として開発 輸出による外貨

ン用、中距離弾 対抗して開発を が進められてい 獲得手段ともな

道ミサイルは主 推進するという る。 っている。

として対中国用 目的が大きくな

とされる。2002 っている。

年にパキスタン

と核戦争寸前の

事態が生起した

ことから、ミサ

イル開発の促進

にも拍車がかか

っている。
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