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［要約］ 

A. 生物剤及び生物兵器関連資機材と規制基準 

 第一次世界大戦で毒ガスが兵器として使用され、多数の悲惨な犠牲者がでて、その

非人道性を認識し、反省として、国際的努力が行われ、1922 年「潜水艦及毒瓦斯ニ関

スル五国条約」が検討されたが発効には至らなかったが、化学兵器及び生物兵器の戦

時における使用を禁止した 1925 年のジュネーブ議定書「窒息性ガス、毒性ガス又はこ

れらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」とし

て結実し、1928 年に発効した。しかし、これには開発・生産・取引に関する規制は設

けられなかった。 



 1969 年にウ・タント国連事務総長は「化学・細菌兵器とその使用の影響」と題する

報告書を提出し、同時に米国が国内の生物兵器能力廃棄を宣言した。 

これを契機として、化学兵器・生物兵器の全面禁止についての議論が国連軍縮委員

会（現在は「軍縮会議」）において行われることとなった。 

 その結果、国際連合総会などの場における議論を経て、1972 年、細菌や毒素が兵器

として使用される可能性を完全になくすことを目的として、「細菌兵器（生物兵器）及

び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」（ＢＷＣ、以下「生

物兵器禁止条約」という。）が作成され、1975 年に発効した。 

 これらの条約を実効あらしめるための輸出管理についての国際的な協議は、オース

トラリアの提案により 1985 年から行われ、1991 年５月に、化学兵器についての原料

と製造に使用できる機器や技術の輸出に法規制の網をかぶせることに合意した。生物

兵器についても、同じような輸出規制についての協議が進められている。これは「オ

ーストラリア・グループ」と呼ばれており、現在日米を含めて３４カ国が参加してい

る。 

 2001 年９月１１日の米国での同時多発テロ、および続いて起こった炭疽菌郵送事件

によって、テロ事件で生物・化学兵器が使用される可能性が大きくクローズアップさ

れることとなった。これには日本でのオウム真理教によるサリン事件と炭疽菌散布も

大きく影響している。さらに細かい規制が必要となったのである。 

 我が国でも生物兵器禁止条約の批准に伴い、この条約を実施するため、「細菌兵器（生

物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に

関する法律」を制定している。 

 従来生物兵器は国家が組織的に製造、使用するものとおもわれていた。しかし、2001

年９月１１日に起こった航空機自爆による同時多発テロと、それに続く炭疽菌郵送事

件および、我が国におけるオウムの炭疽菌散布事件は、テロリストの生物兵器使用の

可能性を強くクローズアップさせ、それらに対する対応を迫られることとなった。ど

ちらかといえば、低開発国による生物兵器開発（生物兵器は貧者の核兵器といわれて

いる）を生物剤関連の資器財の輸出規制で抑制するという方針は大きな変更が必要と

なった。オーストラリア・グループの規制機材の閾値は大幅に引き下げられ、生物剤

では、従来警告リストの載っていたウイルスが全部コア・リストに移行した。そして

新たにいくつかの病原体をリストに加えることが検討されている。 

 しかし規制資機材の閾値の低下は産業界にも大きな影響を与え、その適否が問題と

なって来た。特に生物兵器関連の資機材は殆どいや全てと言っていいほどのデュア



ル・ユースであり、製薬、食品、化粧品、殺虫剤の業界で広く使用されている。生物

兵器製造のための特別な機材は存在しないと言ってもよい。そのため、これらの機材

を製造・輸出を行っている業界への影響は少なくないと思われる。 

 これらの国際的な規制内容を今後どのように展開し継続するのは、その協議に参加する

我が国にとって非常に重要な課題である。 

 本調査報告ではこれらを生物剤と生物兵器製造装置資機材に分けて、その内容とその基

準について検討することとし、更に生物兵器とは裏腹な関係にあり、その位置付けの理解

がとりわけ重要なワクチンについて別の項目を設けて検討調査を行うこととした。全体を

通してこれまでの調査以上について微生物学的見地からより深い検討を加えた。 

 全体を I 生物剤と規制基準、II ワクチン製造と生物兵器開発への転用の可能性、

Ⅲ 生物兵器の製造装置及び関連資機材と規制基準の三つの項目立てとした。 

 I 生物剤と規制基準では、生物兵器に使用可能な生物剤、主な生物剤の特性と危険度、

生物剤の規制基準について述べた。 

 II ワクチン製造と生物兵器開発への転用の可能性では、人体用生物学的製剤とその製

造工程、大規模生物兵器製造の可能性について述べた。 

 また III 生物兵器の製造装置及び関連資機材と規制基準については、生物兵器製造関

連資機材、ＡＧ等で規制されている器材・装置等、その他の規制可能な資機材、我が国の

法令で規制されている生物兵器関連資機材等、規制基準に関する考え方に分けて調査検討

を行なった。 

 

Ｂ. ロケット航法装置等 

ロケットやミサイルに関する輸出管理のための法令の技術解説書として、米国には

「ＭＴＣＲ Annex Handbook」があり、貨物の機能・性能を技術的に判断して、輸出に際し

て国の許可を得る必要があるか否かを判定する指針となっている。日本においても、事情は

同じであり、ロケット搭載の電子機器やロケット燃料の製造装置、ロケット用の構造材料や

航法装置等の日本からの輸出において、日本の外為法に抵触するか否かの正確な技術判断が

求められる。従って米国の上記解説書を調査分析することは、日本の輸出産業界にとって非

常に意義のあることである。 

平成 14 年と 15 年で、全２０アイテムある米国解説書の項目の内、最初の４アイテムま

での調査検討を完了し、今年度は残りの１６アイテム全部を二つに分けて、「Ｂ. ロケット

航法装置等」、「Ｃ. ロケット試験設備とステルス技術等」として、全ての項目について技

術検討を完了させた。 



「Ｂ. ロケット航法装置等」では、アイテム５（推進薬製造）からアイテム１１（アビオ

ニクス）までとし、以下の分析結果を得た。 

アイテム５（推進薬製造）では、アイテム4に示す液体推進剤又は推進剤成分の生産、取

り扱い、又は領収試験の設備については、いかなる石油製造設備や、大きな化学プラント

の個々のコンポーネントと共通するものであり、典型的なコンポーネントとして、反応槽、

液化装置、回収塔、過熱器、蒸発器、フィルタ組立、デカンタ、冷却装置、ガス分離器、

及び遠心ポンプがあることを述べる。これらコンポーネントのいずれもが、単独で特別に

液体推進剤の製造用に作られたものではないが、推進剤生産設備として結合されてしまう

と、一般的に、その特定の推進剤の生産に最適化されるので、他のものを作るには適さな

くなることを明らかにする。 

液体推進剤の領収試験には、殆どの化学品質管理実験室にあるものと共通の分析装置が

必要で、例えば、ガスクロマトグラフィ、原子吸光分光計、赤外分光計、及びボンベ・カ

ロリメータ等を用いる。これら装置は、液体推進剤の受け入れに際しては、そのまま液体

推進剤の領収試験には、殆どの化学品質管理実験室にあるものと共通する、分析装置が必

要で、例えば、ガスクロマトグラフィ、原子吸光分光計、赤外分光計、及びボンベ・カロ

リメータがある。これら装置は、液体推進剤の受け入れに際し、そのまま無修正で使うこ

とができるものである。 

ロケット用固体燃料を製造するための、連続式及びバッチ式の混合機（混錬機）又は、

金属粉の製造装置、ジェットミル等の粉砕機については、これらはロケットのみならず、

食品、医薬、印刷機のトナー等の一般産業界で広く用いられるものであり、輸出許可判定

が難しい貨物であることを明らかにする。 

アイテム６（複合材料の生産）では、ロケットの胴体や燃料タンク等を複合材料の炭

素繊維等を型に巻き付けて製造する装置や 3次元の織機等特殊な製造機械が中心となる。 

繊維またはフィラメント状の材料から複合材料構造物または積層板を製作するように設

計されたフィラメントワインディング装置、航空機機体構造とミサイル構体の複合材料製

品のために設計されたテープ積層機械についても分析する。 

アイテム７（熱分解技術）では、熱分解蒸着及び稠密化の設備であって、原料物質であ

るガスから熱分解を用いて物質を形成する装置について分析する。熱分解蒸着は高温の処

理で、部品を作るための鋳型や中子の表面に、高密度の金属又はセラミックの薄膜を蒸着

させるのに使われる。これは、基材とコーティング材とのあいだの接着力を高めるために

別の物質をコーティングするのにも使われる。これら処理の目的は、ロケットシステムの

重要部品が稼動する極限環境の中で、コーティング又は薄膜を蒸着した部品が、生き残る



能力を改善することである。代表的な貨物として、アイソスタチックプレスについて分析

する。 

粉末冶金の分野では、一般産業界でもこの装置は使われている。 

アイテム８（構造用材料）では、アイテム 1のロケットシステム及びアイテム 2のロケ

ットサブシステムに使うために特に設計された構造用複合材料、積層材及び複合材料製品、

及び、樹脂を含浸したファイバプリプレグ及び金属を被覆したファイバプリフォームであ

って、有機材料またな金属の母材とともに使われて、繊維強化材又はフィラメント強化材

を作るもの、更には、タングステン、モリブデン、及びこれら金属の合金であってロケッ

トモータの部品を作るためのもの等について分析する。 

カーボン・カーボン構造は軍用機や民間機等に広く使われており、またセラミック複合

材、シリコンカーバイド複合材、マレージング鋼、チタンを添加した二相ステンレス鋼等

についても調査する。 

アイテム９（航法装置）では、ジャイロアストロコンパス、加速度計、各種のジャイロ

スコープ、慣性航法装置、これらの製造装置、試験装置、アライメント装置について調査

分析している。統合飛行計測システムでは、ミサイルの飛行経路を追尾するために慣性装

置（加速度計とジャイロスコープ）と共に種々のセンサーを使用する。このシステムは、

慣性誘導装置のみの場合より多くのデータを取得し、その情報を用いるので、より正確で

ある場合が多い。各種のセンサー・データが付加される事により、より安価な慣性装置を

使用しても、航法精度を減少させずに済むことが多い。これらのシステムは、航法精度の

向上のために、利用可能な全ての情報を、いろいろな、ときには革新的な形で利用してい

る。メーカーが、ここで言う「統合飛行計測システム」に様々な名前（例えばナビゲーシ

ョン・システム）を使用しているので、違う名前で呼ばれているアイテムが実は、MTCR で

規制するこの「統合飛行計測システム」と内容的に同じものであると言う可能性もある。 

統合飛行計測システムは巡航ミサイルを含む無人飛行機（UAV）に必要とされる装置であり、

誤差がレンジの3.33パーセント以下の精度を達成することのできるシステムは、アイ法律

で規制されている。統合飛行計測システムは、民間機および軍用機の両方に使用されるこ

とに注意のこと。ジャイロアストロコンパスは、人工衛星、又は天体を自動的に追尾して、

位置や方向を導き出すものであり、構造上から自動シャッタやトラップドアで保護された

可視用の光学レンズをもっていて、多くの望遠鏡はジンバルに支持されており（即ち、一

個或いはそれ以上の回転枠の内側に取付けられている）光学的規準目標を自動的に特定、

指し示すことができるようになっている。加速度計は、閾値が0.05ｇ以下のもの､又は線形

誤差が最大出力の0.25％以下のもの、或いは両方を満たすもので、慣性航法システム用､或



いは誘導システム用に設計されたものが規制されている。加速度計は民間航空機・軍用航

空機の両方と、宇宙システム、油井での掘削応力試験などに用いられ、また慣性航法装置

として自動車その他の地上車、電子機器、製造業、重力計、ロボット技術、遊園地の乗り

物（ジェットコースター）などに使用される。しかしながら、これらのほとんどの用途で

は、慣性グレード加速度計がもつような高い安定性と、高い較正精度は必要とされない。 

ジャイロスコープについては、1 g の環境下で、ドリフトレート安定性規格が 1時間当り

0.5 度（1σ or rms）のもので、アイテム 1 のロケットシステムに使用可能な全ての型式

のジャイロが規制される。ジャイロは角度の変化（方位の変化）を検出、電気信号の形で

測定値を出力する。時間情報、局地重力、加速度、その他の測定値などを伴うジャイロか

らの方位情報は、飛行体の速度、ヘディング、位置情報などが、誘導装置あるいは統合飛

行計測システムによって予測されることを可能にする。それぞれの作動原理による異なる

タイプのジャイロがいくつか存在する。慣性誘導ミサイルの殆どは、回転質量式（コマ式）

ジャイロ、あるいは電気光学式（レーザ）ジャイロのどちらかを使用している。 

また、100 g 以上の加速度のもとで機能する連続出力式の加速度計とジャイロの全てに

ついても分析する。 

製造装置、試験装置、アライメント装置については、などで以下に示すものについて 

 (1) レーザジャイロの鏡で、カッコ内に示された精度、或いはそれ以上の性能を出す為

使われる装置： 

  (ⅰ) 散乱計（10ppm scatterometer）； 

  (ⅱ) 反射計（50ppm reflectometer）； 

  (ⅲ) 表面粗さ計（5Å profilometer）． 

 (2) その他の慣性機器用として： 

  (ⅰ) 慣性計測ユニット（IMU モデュ－ル）用試験機； 

  (ⅱ) IMU プラットホーム試験機； 

  (ⅲ) IMU 安定化素子（stable element）取扱い冶具； 

  (ⅳ) IMU プラットフォーム バランス冶具； 

  (ⅴ) ジャイロ チューニング試験台； 

  (ⅵ) ジャイロ動的バランス台； 

  (ⅶ) ジャイロ Run-in/モータ試験台； 

  (ⅷ) ジャイロ排気・注気試験台； 

  (ⅸ) ジャイロ ベアリング遠心加速試験用冶具； 

  (ⅹ) 加速度計軸調整台； 



  (ｘⅰ) 加速度計試験台． 

分析する。 

アイテム１０（フライト コントロール）では、油圧式、機械式、光―電子式、電子機

械式のフライトコントロールシステム及び姿勢制御装置について分析する。 

 フライトコントロールシステムはミサイルの安定飛行や安定した旋回運動を行うに必

要な操舵機構を提供する。通常、操舵機構は操舵指令信号を誘導装置、ミッションコンピ

ュータ、或いは複合飛行機器システムなどから与えられる。フライトコントロールシステ

ムは，駆動装置を内蔵している。駆動装置は方式によって、舵面を作動する、ノズルを動

かす、噴流の制御を行う、推進装置を機能させるなど、それぞれの働きをする。フライト

コントロールシステムは、また、センサーを持っていて飛行体の姿勢の変化､速度、姿勢の

変化速度、高度、スロットルの設定値、大気温度、大気圧などを検知する。フライトコン

トロールシステムはロケットの機体の全体に配置されていて他の目的を持つシステムと一

部兼用されている事もある。センサーから制御コンピュータや駆動装置に送られる情報は､

アナログ或いはデジタルの電気信号として送られる（フライーバイーワイヤ）。先端的なシ

ステムでは、フライトコントロール用の機器間をデジタル信号で結ぶため光ファイバーを

用いる事がある（フライ－バイ－ライト）。光結合にすると、軽量化、電磁パルス・電磁妨

害・雷等への感度減少、などを図ることが出来る。 

アイテム１１（アビオニクス）では、電波高度計、レーダー、レーザーレーダーシステ

ム、ＧＰＳ受信機等の航法衛星からの電波を受信して航法情報を得る装置について分析す

る。具体的な機器の例としては、 

  (a) 地形作図機 

  (b) 情景表示及び照合装置（デジタル、アナログ共） 

  (c) ドプラー航法用レーダ 

  (d) パッシブ干渉計 

  (e) 撮像センサー（アクティブ、パッシブ共） 

等について分析する。 

レーダ、ドップラー航法システムは航法、気象観測、衝突防止などの目的で、軍や民間

の艦船，航空機に使用される。レーダ高度計は、多機種にわたる航空機に高度測定を初め、

多くの目的で使用されている。レーザレーダーは、大気観測、海洋研究、煙突からの排気

研究などに使われている。このシステムはレーダシステムと異なり、可視光や赤外線（IR）

等、遥かに波長の短いものを使っているので光学系のレンズや窓などの外観で、直ぐそれ

と見分けが付く。長い波長の遠赤外で作動するシステムでは、光の取入れ部が金属である



ように見える事がある。レーダアンテナと同様、システムの光学部は固定或いは可動の形

式があり、各部分が、分かれた形になっているものもある。構造は重く､がっしりした取付

けになっている。一般的に、これらの取付け表面に塗装はされていないが、導電性の耐腐

食コーティングが施されている。航法装置の全てのシャーシは、アース機能がきちんと考

慮されていて、電磁的な障害に耐えるようになっている。 

 

Ｃ. ロケット試験設備とステルス技術等 

Ｂに引き続いて、米国版の航空宇宙関連貨物についての輸出管理解説書「ＭＴＣＲ Annex 

Handbook」の内容を調査分析する。 

アイテム１２（発射支援）では、発射台装置、移動発射台、遮蔽室、地下発射サイロ、

取扱装置、システム試験及び検査装置、指揮統制装置について分析する。コンクリート発

射台のような単純なものから、最新の人工衛星打ち上げ装置に使われる複雑な発射装置、

移動発射台等がある。液体ロケットの場合、ポンプ、タンク、パイプ、ホースで給燃され、

また誘導システムはコンパス又は探知装置で校正及び調整がされる。 

サブシステムの性能はコントロールセンターからのケーブルによってミサイルに設置され

た電気的及びソフトウェア試験器によって確認される。ロケットの発射に必要な油圧シス

テム、制御電子機器、電子計算機、タンク、パイプ及び通信機器は多くの他の用途で用い

られるものと同一でなくとも類似している。 

重力計と重力勾配計は各地の重力を非常に正確に測定する。これらのデーターで弾道ミ

サイル射点の周囲数キロメーターの地上重力分布のデジタル図を作成する。重力のその地

域における変化をロケット誘導ソフトウェアに入れて計算しないと誘導が不正確になる。

航空機、ヘリコプター、船舶、潜水艦に重力計を装備すれば海上の重力地図を得ることが

できる。重力計を装備した航空機及びヘリコプターは山岳地形上の重力地図が得られる。

重力勾配計は誘導システムの精度向上に用いられる。 

無人航空機又はロケットシステムに使用できるテレメーター装置及びテレメーターを用

いた制御装置、精密追尾システムや距離測定レーダーについても調査分析する。 

アイテム１３（電子計算機）では、多くのロケット、UAV、巡航ミサイル等に搭載されて

いて、航法及び制御計算並びに慣性測定装置データのデジタル集積用のデジタル電子計算機

について分析する。 

アイテム１４（アナログデジタル変換器）では、すべての航空機、自動車の電気点火シス

テム、エンジンセンサー用等に通常の堅牢部品として広範に使用されているアナログデジタ

ル変換器（ＡＤＣ）について分析する。ＡＤＣは、その他民用途としてはセンサーシステム、



電子カメラ、ラジオ等に用いられている。長期間用の人工衛星や宇宙船で放射線帯の中で動

作させるものは過酷な温度でも運用ができ、かつ耐放射線能力が要求される。 

アイテム１５（試験装置）では、振動試験システム、マッハ 0.9 以上の風洞、固体又は

液体推進薬ロケット又はロケットモーター自体を試験できる試験台/試験スタンド、温度・

高度・振動の環境試験室及び音響環境及び無饗室、制動放射によって電磁放射線（Ｘ線）

を発生させる電子加速器（Ｘ線発生装置）等の各種の試験装置について分析する。 

アイテム１６（モデリングと設計ソフトウェア）では、モデリング、シミュレーション

及びデザイン統合設計のためのツールとしての電子計算機とソフトウェアについて分析す

る。設計者はこれらのツールを使って、多くの設計変更や飛行環境を研究することができ

るので製造、試験及び実際のハードウェアの再設計を安価に実施することができる。 

アイテム１７（ステルス）では、レーダーの反射波、紫外線/赤外線の及び音響等によ

り相手から探知される可能性を減少させるための材料、装置そのためのソフトウェア（ス

テルス技術）について分析する。レーダーの反射特性を減少させるため特に設計された構

造材料や塗料、赤外線又は紫外線の放射スペクトルを減少させる被覆物（塗料を含む）に

ついての調査を行う。 

アイテム１８（核の影響からの防護）では、ロケット及び無人航空機を核爆発の影響（例；

電磁パルス（EMP）、X 線、複合爆発及び熱影響）から防護するための手段について分析す

る。集積回路は核兵器の爆轟で発生するガンマー線、X 線、電磁放射線のため、回路に永

久電荷が生じて応答能力を破壊するか又は完全破壊されることがある。    

このような影響から回路を保護する幾つかの方法のうち MTCR では二つの方法が規制さ

れており、一つは本質的に集積回路を電離放射線の全線量から保護する（耐放射線化）こ

とであり、他は放射線の検知機を用いて核爆発からの線量速度を感知して回路の電源を遮

断するか、爆発の影響が終了するまでトリガー保護装置を作動させることである。耐放射

線装置は軍用、通信用、科学用、気象用衛星、宇宙ステーション、天体観測のような長期

間目的の宇宙船に用いられる。しかしこれらの用途に耐えるために必要な全線量は MTCR

で規制されている（5×10５rads（Si））よりも一般にかなり低い値である。耐放射線集積

回路は原子炉の安全用装置、制御用及びロボットシステム並びに高エネルギー加速装置、

検出器、制御器及び安全装置のような高い放射線の環境でも使用される。 

アイテム１９（その他のロケット及び無人航空機システム）では、完全なロケットシス

テム（弾道ミサイルシステム、宇宙打上げ機及び観測ロケットを含む）及び無人航空機（巡

航ミサイルシステム、標的機、及び偵察用無人航空機を含む）であって、アイテム 1に含

まれ射程が 300km 以上のものについて分析する。 



アイテム２０（その他の完全なサブシステム）では、アイテム 1以外のアイテム 19 のシ

ステムに使用される完全なサブシステム、又は“製造設備”及び“製造装置”として特別

に設計されたものについて分析する。 

 

 

 

 


