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序 

 

 戦後の我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、我が国の機械産業は、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、機械業界をあげて取り組む必要に迫ら

れております。我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、我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 17 年３月 

                                          社 団法人  日本機械 工業連合会 

                                        会 長   金 井   務 
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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。最近では北朝鮮、イランで

の核開発問題などが世界平和を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は平成 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が導

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。 

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、健全な国際貿易による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、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機械産業関連企業

の国際化の資として活用願えれば幸甚であります。 

 最後に、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、日本自転車振興会ならびに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 17 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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各 論 

１．インド 

(1) 核兵器 

① 総 括 

インドは、1962年の中印紛争、中国による1964年の核実験、1966年の核ミサイル

実験、1967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開発を継続し、原子力の

平和利用と軍事用の核兵器開発の政策を継続してきた。そのため、1974年に第１回の

核爆発実験を「平和的核爆発（PNE)」と称して実施して以来、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。 

1998 年５月 11 日バジパイ首相が記者会見し、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。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（日本時間午後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

ている。 

1998 年５月 17 日インド原子力委員長のＲ．チダムバラム氏と国防研究開発センタ

ーのアブドル・カラム氏が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)及び 0.2KT 以下の小型核だっ

た。13日の実験では、0.5KTと0.3KTの小型核を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。 
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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

提案したのに対し、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。 

2004年４月～５月に行われた総選挙の遊説先で、与党インド人民党のバジパイ首相

は「米国から核兵器を製造しないよう圧力を受けたが屈しなかった」と述べ、核兵器

計画の継続を表明している。総選挙において与党は敗北し、新たに政権に就いた国民

会議派のシン首相は基本的に前政権の政策を継承しているため、核兵器に関する施策

に変更はないであろう。 

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あ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「最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（Scientific and 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、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、６月21

日のFinancial Timesは「インドの核弾頭は50～120発、パキスタンの核弾頭は30～

70発」との推定保有量を報じた。 

③ 開発の動向 

1998年５月の核実験以降、インドは国際社会からの制裁を受け核実験を自粛してい

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「最小

限の核抑止力保持」と「核の先制不使用」の戦略構想のもと、核兵運搬手段の開発や

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。 
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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 

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 
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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 最近の主な動向 

＊ 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50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「最小限の核抑止力」

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
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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「最小限の核抑

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「最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最小限の

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(Department of Atomic Energy：DAE）の年次報告

書(2000-2001)は最小限の「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21日： インドの前核エネルギー委員長"Chidambaram"博士によれば、1998
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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、更には核の最終的

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」というサン

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
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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"信頼できる最小限の核抑止力"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。 

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
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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、

世界で最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 power"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 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

頼できる最小限の核抑止力”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
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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｢“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、最終権限を大統領に付与している。 

11月15日: インドの「最初に使用しない」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
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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。 

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
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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。 

＊ 2004年 

 ２月８日：  インド及びパキスタンは８日、長い間保留したままの核不拡散条約に

署名をするつもりがないことを表明した。カスリ・パキスタン外相は「署

名はしないが、不拡大の義務は守る」と述べ、インドの高官は「核兵器

を５ヶ国のみが保有すると限定した条約である」と述べている。 

４月９日： バジパイ・インド首相が９日、総選挙の演説で「米国は、インドの

核実験実施を思いとどまらせるため核兵器をインドへ供与するとの

提案をしてきたが、核兵器は借りるのではなく製造する必要があるも

のだと回答した」と述べた。 

５月27日： インドの新左翼政府が27日連合政権の要綱で「インドは信頼性の

ある核兵器計画を維持するが、核のない世界やライバル国パキスタン

との平和を目指す」と表明した。シン首相が率いる“統一進歩連合

（UPA）”新政権は、今月の総選挙でヒンドゥー国家主義者が率いる政

府を打倒した。 

６月20日： インドとパキスタンは20日、1998年の原爆実験で核保有国となっ

て以来続いていた核戦争のリスクを緩和するための会談を行った。両

国の核弾頭保有量は公表されていないが、ジェーンや国際戦略研究所

（IISS）等の推計によるとインドが 100～150 発、パキスタンが 25～

50発である。 

６月23： 23日に公表されたインド海軍のドクトリンによると「パキスタンの敵

対姿勢や中国の２個空母群形成の動きに対抗するため、インドは核弾

頭ミサイルを発射可能な原子力潜水艦を保有することが必須である」

としている。この構想は、ロシアから原潜２隻を借用する交渉が行き

詰まり、国産の原子力推進システムの開発に目安がついたことによる

もの。 

８月13日： インドは13日、日本が要求していた核不拡散条約（NPT）への署名

を“不公平で受け入れ難い条約”として拒否した。インドを訪問して

いる川口外相がシン首相やシン外相などとの会談で、パキスタンに要

求したと同様インドにもNPT及び包括的核実験禁止条約（CTBT）への
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署名を求めていた。 

８月19日： 紛争中のカシミールを訪問したカラム・インド大統領が19日「周

辺国が核兵器を保有する中で、インドが黙って座している訳にはいか

ない」と述べ、パキスタンと中国を引き合いに出しインドの平和を維

持するうえで核・ミサイル計画は必要であると強調した。 

10月７日： インドのテレビが７日「シン・インド首相は訪問中のシュレーダー

独首相との共同記者会見において、現時点で核不拡散条約に署名する

環境にはないと述べるとともに、インドは核兵器について責任を有す

る国であると協調した」と報じた。 

10月11日： インドと米国は11日、長い間禁止されていた民間の原子力エネル

ギー及び宇宙部門での協力について論議を行った。米国務省のジャス

ター国務次官と、インド外務省や国防研究所等の当局者が会談し、バ

イオ・テクノロジーや先端情報技術及び防衛などでの協力についても

話し合ったという。 

10月12日： 米政府の高官が12日「米国は、軍事目的以外に使用される核技術

を含んだ先端技術を、インドに提供する準備をしている」と述べた。

先月米国は、インド宇宙研究機構（ISRO）への輸出制限を緩和し、米

企業から ISRO 本部への輸出にライセンスは不要と決定したが、当局

者や企業の中には、引き続きライセンスの取得や厳格な審査を要する

との声もある。 

10 月 14日： 原子力科学の学会誌に掲載されたAlbright 及びKramer 両氏の論

文によると、インドのプルトニウムの保有量は 300～470kg で核弾頭

は55～115発、パキスタンのプルトニウムの保有量は20～60kg、高濃

縮ウランは1200～1250kgで核弾頭は55～90発であり“現時点での保

有量は同等に見える”と述べ、パキスタンのプルトニウム量が伸びて

いることを指摘した。 

(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
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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、内容の細部は不明である。 

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としている。 

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「最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。 

2004年６月インド軍事研究開発機構は、製薬会社と提携して民間人を防護するため

の医薬品開発に乗り出した。当局者によると、核及び生物・化学兵器が使用されたこ

とを早期に探知し、汚染された人々の解毒と汚染エリアの中和を研究するという。 

(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
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員して対応策を準備しつつある。 

2003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」と一蹴した。 

(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Dhanush100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。 

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Agni-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。 

2004年の“THE MILITARY BALANCE 2004･2005”は、インド軍のミサイル配備等の状

況を次のとおり掲載している。 

SSM・PrithviⅠ ：陸軍に２個群配備 

SSM・PrithviⅡ ：開発／試験中 

SSM・AgniⅠ   ：陸軍に１個群配備 

Cruise･BrahMos  ：2005年に艦艇配備  
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② 開発の動向 

インドは核弾頭を搭載可能な戦略ミサイルとして、短距離用のPrithvi と中距離用

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

開発されてきたとされる。 

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Agni-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、試験実施目的は「最小限の核抑止力」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、海軍用に導入されたロシア製艦船搭載用の巡航ミサイル

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
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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、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。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。 

2004年６月にBrahmosの７回目のテストを実施し７月に何隻かの艦艇へ導入、2005

年からは海軍に配備と伝えられる他、第三国への売却のため印･露民間製造プロジェク

トにも合意し、本格的な量産及び販売態勢に入ろうとしている。 

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） 

（最近は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-150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。潜水艦用水中発射型(SLBN)も開発され

ていると伝えられる。 
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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 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 
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＊ 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の最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 

      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。このミサイルは高度14,000mまで上昇して音速の２倍以上

       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 
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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。 

2004年６月にBrahmosは７回目のテストを実施した後、何隻かのインド艦艇に

導入し2005年から海軍に配備を予定している。９月には南アフリカで開催された

兵器展示博覧会に Brahmos を出展して第三国への売却意欲を見せ、12 月に印･露

間で民間製造プロジェクトにも合意、本格的な量産及び販売態勢に移行しようと

している。 

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。 
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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     

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、戦略ミサイルの設計を

担当する） 

＊ 材料関係 

Defense Research & Development Organization 

DefenseLaboratory（在:アッサム） 

＊ 電子工学関連 

Defense Research & Development Organization Electronics   

and Radar Development Establishment 

 （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。 
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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） 

：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） 

：インド最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他、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､ステンレス鋼最大手)､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。 
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④ 最近の主な動向 

＊ 2001年 

３月31日： インドの中距離地対地ミサイル“"Prithvi”が、海上試験場で移動

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 40～150

km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

いう。 

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

誘導弾の発射試験実施を発表した。Pritviの試験を指すようであるが、

Pritviは射程150km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、来年１月に予定される最初の試験は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26日： モスクワの軍事筋によると、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隻に、ロシア海軍へも配備されていない最新鋭多

目的巡航ミサイルClub-N（射程300km）が搭載されていると判明した。 

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」

を承認するとともに、射程 2,000km の Agni-Ⅱ型弾道ミサイルの開発

が完了し、2001～2002年に導入が計画されていると発表した。 

６月12日： インドは、ロシアと共同開発した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

可能で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
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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

意図は当面ないという。 

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

“信頼できる最小限の核抑止力”の主要要素とされている。 

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の最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(Defense Research and Development Organization：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
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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： インドとロシアは最近、両国が共同開発中のPJ-10Bramos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P700Granit(SS-N-19 Ship wreck)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。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トン、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
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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、

ニューデリーを目標として地対地弾道ミサイルのガウリを国境付近

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「最

低限の抑止力」保証する能力を確認するため、と説明した。 

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。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。 

２月５日： 国防省の科学顧問であるV.K.Aatre博士が、インドは印・露共同で

開発中の超音速巡航ミサイルBrahmosの試験を今年５月から開始する

と語った。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: インドは地対空ミサイルAkash(射程25km)の発射試験を行い、成功を
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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  合弁企業の担当理事長によると、印・露共同で開発した超音速巡航

ミサイルBrahMosは、来年両国で量産に入るという。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が行われる。 

４月28日: インドはロシアと共同開発した射程約300kmの超音速巡航ミサイル

の発射試験に成功した。全長８ｍの巡航ミサイルBrahMos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

音速の２倍で飛行出来き、弾頭重量は200kgという。 

５月15日:  フェルナンデス印国防相は上院に対して、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Trishul用誘導装置の最終試験は2003年12月の

予定。 

７月24日: フェルナンデス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。 

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。 
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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250～300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Akashの発射試験で応じた。 

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、インドは今月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）には加盟しないと表明した。しかし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。 
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＊ 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、最初の射程700kmのテストは昨年１月に

行われている。 

１月22日: フェルナンデス・インド国防相は22日、最近の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。 

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)の当局者によると、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という。 

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
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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、最

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

り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、イスラエルは未だ 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 26 日、中射程の地対地ミサイル Prithv の試験発射が成

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いう。 

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、１ヶ月で２度目の中射程の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

核搭載可能ですでに陸軍に導入されている。 

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
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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： インド紙のウエブ・サイトが４日、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、相

当数のミサイル生産工場が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。 

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。両ロビイストは最近協力して、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
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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。 

９月21日： Press Trust of India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
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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2,000km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 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 エアロスペース社の社長が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。 
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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否かについては触れていない。 

 ２月15日： Press Trust of Indiaが15日「フェルナンデス国防相が、インド

は今年中に長射程の地対地ミサイル Agni-Ⅲの試験発射を行う、と発

表した」と報じた。国防相によると発射時期は未定であり、射程が

3,000kmを超えるかどうかはノーコメントであった。 

 ３月２日： Press Trust of Indiaが２日「インドとロシアは超音速巡航ミサイ

ルBrahmosの成功に引き続き、更に長射程の空対空ミサイルを共同開

発する協議に入った」と報じた。新しいミサイルは、戦闘区域外を飛

行中の早期空中警戒機や、空中給油機を標的にするという。 

 ３月19日： インド軍の報道官が19日「インドは、核弾頭を搭載しパキスタン

の首都に到達可能なPrithvi ２ミサイルのテストを行い成功した」と

発表した。Prithvi は既に陸軍に配備されているが、Prithve ２は空

軍用に開発されており、今回のテストはミサイル誘導の正確性を検証

したという。 

 ３月 23 日： インド最高位の科学者が 23 日「インドは、最も威力があり射程

3,000km の地対地弾道ミサイル Agni Ⅲの試験発射を本年中に実施す

る」と述べた。 

  ６月４日： インド国防相の顧問が４日「インドは、射程が3,000km以上のAgni 

Ⅲ弾道ミサイルを試験発射する準備を開始した」と述べた。この大陸

間弾道弾（ICBM）を試験するには、巨大なエンジンと燃焼持続力及び

誘導システムの改良などに３ヶ月を要し、打ち上げは年内になるとし

ている。 

 ６月13日： Press Trust of Indiaの報道によると、インドは13日ロシアと共

同開発中であるBrahmos超音速ミサイルの７回目のテストを実施した。

Brahmosは、ロシアのYahont対艦ミサイルをベースにした射程が300km、

ペイロードが200kgのミサイルで、核弾頭は搭載できない。 

 ６月23日： Indo-Asian News Servicesが23日、国防省筋の話として「インド

は７月第２週に、核搭載可能な長距離弾道ミサイル Agni-Ⅲのテスト
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を実施する可能性がある」と報じた。射程が 3,000km の Agni-Ⅲの初

テストは、昨年から２度に亘って延期されている。 

 ８月22日： インド国防相が22日「インドは７月４日に、射程が700km以上で

ペイロードが１トンの地対地ミサイル Agni-Ⅰのテストを実施し成功

した」と報道陣に発表した。Agni-Ⅰは、車両又は列車に搭載しての発

射可が可能で、その射程から十分パキスタンの脅威になり得るもので

ある。 

 ８月26日： インド国防相が26日議会で「インド海軍は、超音速巡航ミサイル

Brahmosの導入を2005年から開始する」と述べた。インドとロシアが

共同開発したBrahmosは290kmの射程を有し、艦艇、潜水艦及び航空

機からの発射が可能であり、海軍が装備要望書を提出していた。 

 ８月 29 日： インド国防省の報道官が「インドは29日、1,000kg 以上の核弾頭

も搭載可能で、射程が2,500km 以上の地対地ミサイルAgni Ⅱの 3度

目のテストを成功裏に行った」と発表した。インドは事前にテスト実

施をパキスタンに通報しており、パキスタンも通報を受けたことを認

めている。 

 ８月31日： インドの軍事科学分野の責任者が31日「インドは、イスラエルと

長射程ミサイルの共同生産について話し合っている」と述べた。イン

ド国防開発機関が、インドを訪問しているイスラエルの国防担当者と

の間で研究開発に関する会談を行っている。 

 ９月９日： インド陸軍は中射程の戦略ミサイルAgniを装備しているが、空軍は

通常弾頭も核弾頭も搭載可能で、移動体からも発射ができる短射程ミ

サイルPrithviを増やそうとしている。パキスタンとの戦争になった

場合、攻撃目標とする飛行場はPrithviの射程250km以内にあり、ミ

サイル部隊が目標地域に移動して攻撃することができる。 

 ９月15日： インドの国防当局者が15日「インドは、短射程の地対空ミサイル

Trishulを移動体から試験発射し成功した」と発表した。Trishulは、

航空機及び低高度を飛来するミサイルを標的とし、15kgの弾頭搭載で

射程が９kmの固形燃料推進ミサイルである。 

 ９月21日： インドは21日から南アフリカで開催される兵器展示販売博覧会に、

ロシアと共同開発した Brahmos 巡航ミサイルを初めて出展する。
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Brahmos は射程が 300km の地上、空中及び水上発射が可能なミサイル

で、インドは最近民間での生産を開始しており、今回の博覧会で輸出

を承認すると見られる。 

 10月12日： インド外務省の報道官が12日「インドはパキスタンから、核弾頭

を搭載し 1,500km の範囲を攻撃可能な中射程弾道ミサイル Hatf-Ⅴの

通常発射試験を行った、との通報を受けた」と発表した。 

 10 月 16 日： 米国はインドにパトリオット・ミサイル防衛システムの売却を持

ちかけており、両国の戦略的パートナー・シップが高まっている。パ

トリオットは、パキスタン及び中国の弾道ミサイルや航空機に対する

抑止力となり、突発的なミサイル発射からの防御も可能になるもので、

インド当局高官によると９月に行われた国連総会の際に討議されたと

いう。 

 11月３日： Press Trust of Indiaによると、インドは３日ロシアと共同開発し

たBrahmos超音速巡航ミサイルを駆逐艦から試験発射したが、パキス

タンへの事前通報は実施しなかった。Brahmos は 300kg の通常弾頭を

搭載して290kmの射程を有し、艦艇、潜水艦及び航空機からの発射が

可能なミサイルである。 

 11月７日： インドは７日、射程が156マイルで1,100ポンドの核弾頭も搭載で

きるDhanushミサイルを艦艇から試験発射した。当局者によると、イ

ンドは短射程の弾道ミサイルPrithvi、中射程のAgni、対戦車用のNag、

超音速のBrahmos及びDhanushの５種類を国産開発している。 

 11 月 26日： インド政府の当局者が「インドは26日、射程が15～20マイルで

通常弾頭も搭載できる地対空ミサイル Akash／Sky の試験発射を実施

した」と述べた。インドとパキスタンは、ミサイル・テストの実施を

事前に通報し合うが、パキスタン外務省の報道官は今回のテストに関

するコメントを避けた。 

 11月30日： インドは30日、多目標を攻撃できる国産の地対空ミサイルAkash

の試験発射を行った。４日間で２度目となるAkashの今回のテストは、

移動式発射装置から発射された。 

 12 月２日： インドとロシアが共同開発した超音速巡航ミサイルBrahMosへの関

心が国際的に高まっていることから、両国の国防相は２日新たな民間
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製造プロジェクトに投資することで合意した。ロシアの当局者による

と、BrahMosの需要は第三国も含めて年間360～370基が見込まれると

いう。 

 12月６日： イスラエルのラジオ放送が６日、ヤロン国防長官やイスラエル航空

工業（IAI）CEO の話として「インドは、アロー･アンチミサイル・シ

ステムの購入に興味を示した」と伝えた。また、イスラエルがファル

コン監視用航空機を売却する代わりに、インドからヘリコプターを購

入する件も論議されているという。 

 12 月６日： インドとロシア政府は、両国が共同開発した超音速巡航ミサイル

BrahMosを、航空機からも発射できるように開発することで合意した。

スホーイ-30MKI（インド用）多目的戦闘機に搭載するよう２年間をか

けて開発し、完成後はインド空軍に配備されることになる。 

 12月21日： Press Trust of Indiaが「インドは21日、ロシアと共同開発した

超音速対艦巡航ミサイルBrahmosの試験発射を実施した」と報じた。

Brahmosは、射程が290kmで300kgの通常弾頭が搭載可能である。 
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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年にブット首相が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 日にインドが平和的核爆発実験を実施したことは、パキスタン

の核兵器開発推進を決定付けることになった。 

1972年から４年間に亘り、カナダがカラチ原子力工場(KANUPP)の建造を支援したが、

1976 年 12 月には支援を打ち切り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、民生用では必要としないウラン濃縮装置の購入に努め始め、

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で建設された。

現在パキスタンはKAHUTAとSIHALAの２ヶ所に原子力発電所を保有しているが、1987

年には核兵器の製造能力を獲得していたという。 

パキスタンは核兵器の保有を宣言しているが、核不拡散条約(NPT)及び包括的核実験

禁止条約(CTBT)の双方とも、インドが署名を拒否しているからには署名しないとの姿

勢を貫いてきている。 

1998 年３月の総選挙で核兵器導入政策を掲げて成立したインド人民党（BJP）首班

のバジパイ内閣は、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。 

インドの核実験成功の報にパキスタンは直ちに反応し、予てから準備を進め機を窺

っていた核爆発実験の実施に踏み切った。 

1998 年５月 28 日午後６時過からシャリフ首相がテレビ演説を行い「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、パ

キスタンにとって悲願で歴史的な発表をした。軍事筋によると、実験の規模は12KT～

25KTで、高濃縮ウランの核爆発装置を用いたという。 

次いで５月 30 日カーン外務次官が記者会見で、同日午前に２度目の核実験を行い

計画が終了したことを発表した。 実験は30日午前11時55分に１回行われ規模は18

KTであったという。 

核実験には成功したが、NPTやCTBTに加入しないで核実験を実施したとしてインド

とともに国際社会から制裁を受けることになり、1998年６月に「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、その後2000年５月に米国政
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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核実験は行われなかった。 

しかし2000年１月、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「パキスタンは、コールド・テストに必要な全ての施設を有する」とのことから、

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双

方は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て

いるものと伺える。 

2003年５月ジャマリ首相が、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、インドから対話を行うことに前向きな回答の書簡が届いたといわれ、更に 2004

年初頭には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４月から８月

にかけて行うことで同意するなど、核開発を緩和するかのような動きがあった。 

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、核兵器計画の凍結や後退はさせない」と述べており、両国が核兵器

開発推進の政策を変更する気配はないようである。 

2003 年 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、パキスタンが核

開発を管理する軍隊すなわち国家として核技術漏洩に関与していなかったかどうかを

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。 

カーン博士の核技術漏洩問題で幕を開けた2004年には、国際社会から圧力を受けパ

キスタンの核開発は後退するのではないかと見られたが、ムシャラフ大統領は“核技

術の売り渡しは国家の関知しないところで個人が行った犯罪”との姿勢を貫き、米国

の唱える対テロ戦争に賛同することとで逆風をかわし、核開発が後退するとの観測を

否定するとともに、南アジアにおける核兵器の廃絶についてインドと話し合う用意が

ある旨についても表明した。 

現時点でインドが核兵器の削減あるいは廃絶を持ち出す可能性はほとんどないので、

単なるアドバルーンと思われる。 
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② 保有状況 

国際科学・安全保障研究所(ISIS)は、パキスタンが 335～400kg の高濃縮ウランを

保有すると見積もっており、この量は核実験時の原爆16～20発分に相当するとともに、

年平均５～10発の核兵器を生産する能力があると推測している。  

2000 年５月 15 日の新聞報道によると、上記ISIS が「インドは90発、パキスタン

は 43 発の核弾頭を製造するのに必要な原料を保有している」と発表した。2000 年６

月 11 日の新聞報道によれば、プルトニウムに関する ISIS の発表として年間 8～10kg

の抽出能力があると報じた。この量はプルトニウム核爆弾１発を製造するのに十分で

ある。 

2001年２月S.M.ザファル前パキスタン内相は「我が国は現在20～25発の核爆弾を

所蔵しており、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」と記

者団に語った。 

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）あるいは 15～40 個(Reut.2002.1.3)の推定保有量及び 48 個

(Reut.2002.1.5)という専門家筋の見積もりもある。 

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Shaheen-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、６月21

日のFinancial Timesは「インドの核弾頭は50～120発、パキスタンの核弾頭は30～

70発」との推定保有量を報じた。 

③ 開発の動向 

パキスタンは、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に

対抗するため、核実験で示した小規模な威力の核爆弾開発を進める一方、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を目指

している。 

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、2004年にカ

ーン博士の核技術漏洩が発覚した後も「核開発を後退させるつもりはない」と述べて

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
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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

ウ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 

Center for Nuclear Studies (在：イスラマバード) 

  ：PAECの訓練施設 

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） 
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：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 最近の主な動向 

＊ 1990年： パキスタンにおけるプラトニュームの生産能力は、KAHUTAと建設途中

のGOLRA PLANT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： ベグ元陸軍参謀長の証言で、1987年にパキスタンが爆発を伴わない核

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パキスタン前首相が、パキスタンの核兵器保有を肯定し、

ベグ元陸軍参謀長がパキスタンは核製造能力を有し、運搬手段（F－16、

ミラージュ、M－11）への搭載能力も獲得していると明らかにした。 

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

を要求した。 

＊ 1996年： 江沢民・中国国家主席がパキスタンを訪問し、２基目の原発を供与す

ることに合意した。 

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

＊ 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

の核実験場で「５つの核装置を爆発させた」と発表した。実験の威力は
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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「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

トニウ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：  パキスタンは CTBT に署名しないが自主的核実験停止を宣言し、イン

ドが核実験を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)としている。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８～10Kg 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及び設備17品目

の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」と述べたが

「更なる試験の実施は政府の決断」であると付け加えた。 

３月11日： 消息筋によれば、パキスタン核科学者のトップであるカーン博士は、

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思

案中である。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
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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25日： 軍事政権の最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。経済再生、優良かつ効率的統治、貧困の軽減、政治的構

造改革であり、国防に関しては厳重な警戒と最小限の抑止力を維持す

る、としている。 

３月25日： パキスタン軍事政権のムシャラフ将軍は、差し迫った380億ドルの

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、国家戦略に組み込まれている

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
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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「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国務次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弾道ミサイル計画と、パキス

タン核計画との関連（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国務次官が、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

め適切な管理のもとに置かれている」と述べ、核技術の漏洩を懸念す

る米国の報告を受け流した。パキスタン外務省は「核兵器拡散におけ

るパキスタンの役割について、米政府高官が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
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伝えた」と述べた。パウエル長官は「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。 

６月25日： パキスタンのムシャラフ大統領兼最高執政官はイスラマバードでの

核科学者セミナーで「我が国の核能力は防衛のためのものであり、攻

撃的計画は全くない。現状でも我が国は最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、自分はこれを一歩

進めて“不戦条約”とする用意がある」と述べた。 

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”

と銘打つ米国務省の説明書が、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・サイトに掲載された。これによると、米国が1983

年６月既に「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、史上最悪の大量殺戮テ

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
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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： 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高官によれば、米軍や情報機関の各高官

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 

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「米国政府は、パキスタンの核兵器の保

安に懸念を表明し、その保護管理と防護の分野で支援を申し出た」と

する10月１日付ニューヨーク・タイムズ紙の報道を否定した。 

10月４日： 米国政府高官によれば、ブッシュ米国政権は対テロ戦線の一部とし

て、どのようにパキスタンの核兵器計画の安全確保を支援できるか考

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、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

整を含むという。 

10 月 12 日： インドの Omar Abdullah 外務担当閣外大臣が「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パキスタンが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： 米国エネルギー省の元不拡散政策顧問Wolfsthal 氏の論説。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

全性を弱めるとの不安が高まりつつある。最悪の事態はタリバンまた

はアルカイダの手に核兵器が落ちることである。また最近の調査では、

同国国民の83％は親タリバンでもある。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、間髪を入れず緊急対処計画を発動す
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るであろう。 

10 月 21 日： 米国の軍事戦略家達は「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、インドは機先

を制した行動で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。 

10 月 22 日： 米国にはビンラ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、パキスタンの核兵器と情報機

関という副目標がある。米政権内外の核拡散問題専門家筋の中で、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。もう一つは、パキスタンの統合情報部（ISI）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する者が多い。 

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「パキスタンの核計画」を

懸念する国際世論が浮かびつつある。 

10月25日： 米国内には｢米軍が必要とする場合、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容認される｣という緊急計画立案を求め

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少

ない」と考えられている。 

10 月 27 日： パキスタン政府は「２人の高名な核科学者とタリバンの指導者で

あるオマル師との結び付きについて調査中である」と発表した。パキ

スタン核計画の開拓メンバーであったDin Mahmood氏と、核エネルギ

ー委員会で働いていたAbdul Majid氏であるが、尋問の結果なに不審

点はないという。 

10 月 31 日： 在パキスタンの米国政府高官が「パキスタンは、同国の指導的核

科学者３人の身柄を拘束し先週一杯尋問した。尋問は“パキスタンの

核兵器技術がビンラディンとタリバンの手に落ちる可能性がある”と

いう米国の懸念に関連するものであった」と述べた。 



- 52 - 

11月１日： パキスタンのサッタル外相が「我が国の核関連全施設は、国軍の厳

しい管理下あるいは国際査察機関の査察下にある」と述べ「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。 

11月７日： ブッシュ米大統領が「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、

ヘリコプターと航空機を含む 7,300 万ドル相当の緊急援助を行う予

定である。タリバンへ軍事物資が密輸されるのを防ぐ措置。 

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。我々は核の危険逓

減策とともに、核兵器及びミサイルの抑制について建設的、包括的か

つ統合的な協議をインドと行う用意がある」と述べた。 

11月11日： 米国のThe News Daily紙が「ビンラディンは核及び化学兵器を保

有している」と主張した翌日、元パキスタンの政府機関勤務であった

核科学者Mehmood氏は「アフガニスタン訪問中に２度ビンラディンに

会ったが、それは米国における同時多発テロが発生する以前のことで

ある」と述べた。 

11 月 11 日： 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じ、テロに

対する米国の戦いに参加を表明後数週間以内に、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： タリバンとビンラディンのアルカイダ組織は、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。USA Today 紙が米国政府及びパ

キスタン政府の各高官の話として報じた。 

11 月 12 日： アフガニスタン戦争が第５週目に入った時、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。米国政府からもたらされ

る多くの報告は、パキスタンの核兵器及び同関連物資がビンラディン
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その他の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(PNCA)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、イスラム革命が起こった場合に備え核兵器を移動

した。政府高官によれば、米国における同時多発テロ後に核兵器を防

護するため速やかに移動させたという。 

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。New York

 Times 紙が「２名の同科学者（Mahmood 氏及び Majeed 氏）がカブー

ル市で使っていた事務所から、 近になって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」と報じたのに対し、パキスタンの

大統領報道官が反論したもの。 

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。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話として「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」と報じた。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非難されている民兵を、パキス

タン政府が逮捕したのを歓迎し、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、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もとに、1992年以来リスト
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交換を続けている。    

１月３日： 核を保有するインドとパキスタン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なかでインド政府は「軍事力の全

面的行使は自衛の場合に限る」と表明した。しかし南アジアの両雄の

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と推定しているが、専門家の多くは上記数字範囲の下寄りと見

ている。核の危機管理についてパキスタンは、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

そのような組織はない。 

１月５日： 印・パ両国は国境線沿いに兵力と武器を集中しつつあり、世界で

も後発の核兵器保有国同士による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ヶ国は核保有数を公表している

がその他は発表していない。科学者と武器監視グループによれば、イ

ンドは 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を訪問中の元外交官シェイ

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」と述べたことを報じた。 

３月30日： 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す証拠はない」

と述べた。CIA長官がブッシュ大統領に対し「パキスタンの核計画は、

同政府が発表しているよりも危険な状態にある」と報告したとするワ

シントン・ポスト紙の報道で生じた不安を打ち消すための発言である。 

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

のシュピーゲル紙で“核兵器の使用も辞さず”と述べた上「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
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任放言として一蹴し“核兵器の先制不使用、第２撃使用”の方針には

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”の

宣言を留保している。 

５月20日： インド国防軍内での支配的な雰囲気は、パキスタンが独特な核兵器

保有国であるということで、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、もう一つは核兵器こそ「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 25～50 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、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で、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が「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

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。 
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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

“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”とのメッセージをバジ

パイ・インド首相に伝達してきた」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
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保障のコンセプトとする」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示唆しが、兵器競争に加わる

つもり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
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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は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場

合や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は「2001

年 9 月 11 日の同時多発テロ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
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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。

拘束者の中にはカーン博士の右腕となっていた、冶金学者で管理者で

もあった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・パキスタン外相は21日「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、イランや北朝鮮及びリビア

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
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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月２日： パキスタンの高官が２日「パキスタンで も著名な核兵器科学者カ

ーン博士が、1980 年代から 90 年代にかけてイラン、リビア及び北朝

鮮へ核技術を提供していたことを認めた」と述べた。カーン博士は調

査に対し金銭を受け取っていないことや、90年代に軍の承認を得て北

朝鮮を全面的に支援したことなどを主張している。 

４月 28 日： 28 日のパキスタン紙が外務省報道官の発言として「インドとパキ

スタンの専門家が、核の衝突を避けるための予防的な措置を５月にイ

ンドで話し合う」と報じた。両国で協定される内容は、冷戦時代に米

国とソ連が採択していたようなものになるという。 

 ５月28日： マレーシアは28日、パキスタンのカーン博士に率いられた世界的な

核密売市場で、財務責任者を務めていたスリランカ人ビジネスマンの
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タヒリ氏を逮捕した。タヒリ氏がアブドラ・マレーシア首相の息子が

経営するスコミ社から、リビアへ遠心分離機の部品を輸出する商談を

まとめていたため、逮捕は政治的に微妙であったといわれている。 

 ６月30日： ムシャラフ・パキスタン大統領は30日、パキスタンの核計画が後退

しているとの報道を否定するとともに「新たに開発しているミサイル

のテストを、2,3ヶ月以内に実施する」と述べた。 

 ７月24日： パキスタン軍の報道官が24日「核技術を漏洩したとして７ヶ月間拘

束されていた前科学者１人と、カーン博士の側近２人が解放された」

と語った。現在も拘束されているのはもう1人の前科学者である。ま

た、カーン博士は自宅軟禁ではないが、安全上の配慮から行動を制限

されているという。 

 ８月12日： パキスタンが核の拡散活動を放棄しなければ、パキスタンに制裁を

科し米国の援助を停止するよう求める法案が米下院に提出された。共

和党及び民主党の計５議員が提出した法案は“核のブラックマーケッ

ト排除法案”として知られ、カーン博士が築いた核のブラックマーケ

ットに関する情報を提供することなども要求している。 

９月16日：  パキスタン外務省の報道官が16日「議会が核兵器法案を承認した

ことで、パキスタンの核計画はより安全になった」と述べたが、法案

の導入により実験や貿易が妨げられることにはならないと付け加えた。 

 ９月18日： パキスタン上院は18日、個人による核及び生物兵器技術並びにミサ

イル・システムの輸出を禁止する法律を採択した。カーン博士による

イラン、リビア及び北朝鮮への技術的なノウハウ流出が判明して以来、

パキスタンは核関連物資の輸出管理を強化するよう求められていた。 

 10 月 14 日： 米議会調査部会（CRS）の核テロリズムに関する報告によると、パ

キスタンとロシアが核兵器技術あるいは核分裂を起こす物質を漏洩す

る可能性があるという。パキスタンには、軍人が秘かに兵器をテロリ

ストなどに渡す恐れがあり、ムシャラフ大統領が打倒されるとパキス

タンはイスラム原理主義者の手に落ちると述べている。 

 10 月18日： パキスタンのテレビ報道によると「パキスタン情報相が国民集会で

“パキスタンはイラクへ部隊を派遣せず、国連安保理のイラク決議案

に棄権する“と述べるとともに“政府は国防の必要性から核及びミサ
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イル能力を維持する”と演説した」という。 

 11 月 10 日： パキスタンの 高裁判所は10日核兵器技術をイラン、北朝鮮及び

リビアに漏洩したカーン博士が提出していた保釈の請願を棄却した。

カーン博士は２月に核技術の漏洩を告白して以来、自宅に事実上監禁

されている。 

 11月27日： CIAは今週イラン、イラク、リビア、北朝鮮及びシリアによる生物・

化学兵器、放射線兵器及び核兵器の技術の獲得状況に関する議会報告

書から、秘密区分のないものをウエブサイトに掲載した。これを報道

したニューヨーク･タイムズ紙が“カーン博士が1990年代にイランに

提供した核兵器技術はCIA報告よりも深刻である”と報道したのに対

し、パキスタン外務省の報道官が「報道は、貧弱な証拠と取るに足ら

ない会話に基づくものである」と非難した。 

(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



- 63 - 

ラディンと接触していたと推察されている。 

2004 年 12 月パキスタンのテレビが当局者の話として報ずるところによると「パキス

タンは、化学兵器の脅威に対処するため軍や民間の専門家による作業部会を設けて論議

を行っている」としている。 

(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 

保有数に関する情報は限られているが、次のようなものがある。  

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。また旧型についても、改装キッド

により準１B型化するとの見方もある） 

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： 不明（別名Ghauri-Ⅱ、1999.4に発射試験成功、兵器化されたかどう

か不明） 

Hatf-Ⅶ： 5～10（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） 

2004年に発行された“THE MILITARY BALANCE 2004･2005”によると、パキスタン軍

のミサイル配備等の状況は次のとおりである。 

SSM・HatfⅢ：陸軍戦略部隊に配備 
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SSM・HatfⅣ：陸軍戦略部隊に配備(2003年１月) 

SSM・HatfⅤ：陸軍戦略部隊に配備(2003年３月) 

SSM・HatfⅥ：開発／試験中 

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いわれ、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 Pakistan Space and Upper Atmosphere Reserch 

Commission(SUPARCO)が緊密に協力した。 

パキスタン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、固

体燃料推進系は中国のＭ-11型、液体燃料系には北朝鮮のノドンの影響が強く窺われ

るという（パキスタン、中国、北朝鮮ともに否定）。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、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-5(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-5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。 

1998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によるパキスタンはのミサイル開発関与が

注目されることとなった。 

1999年４月15日パキスタンは中距離ミサイル・シャヒーンⅠの発射試験を行った。

同ミサイルの射程は750kmでペイロードは1,000kgと言われている。翌日には射程が

2,500kmの中距離弾道ミサイルGhauri-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 3,000km の Gharui-Ⅲの開発を推進中と述べ
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た。６月24日には同ミサイル用エンジンの燃焼試験に成功したことが報じられた。 

2000年２月には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の発射試験準備を完了し政府の判断待ち」

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

げるよう通告、もはや国内の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引き続き開発支援を受けている」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に従って制裁を発動した。 

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」と報告を受けた。 

2000 年 10 月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が 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し情勢は

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、射程が 3,000km

以上である Ghauri-3 の発射試験を行う予定のためカフタ研究所全所員の休暇はキャ

ンセルされた、と報じられたが実際に試験は行われなかった。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が、実際には行われ

ずどんなミサイルかも不明である。 

2002年５月21日のBBCMIが、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と報じた。報道によれば

Shaheen-ⅢはHatfシリーズに属し、核弾頭を含む各種弾頭を搭載でき射程は2,500km、

弾頭重量１トン、固体燃料ロケット推進、コンピュータ化された終末誘導装置などを

有する。なおパキスタンは、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 Ghauri-Ⅰおよび Ghauri-Ⅱの液体燃料ロケット推進型を

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
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ている。 

2002 年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で射

程が 1,500km の Hatf-Ⅴ(Ghauri)、射程が 290km できわめて精度の高い Hatf-Ⅲ

(Ghaznavi)及び射程が180kmのHatf-Ⅱである。 

2002年１月パキスタン陸軍は、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、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。 

2004年３月に中距離弾道ミサイルHATF-Ⅵ（ShaheenⅡ）の発射試験を実施した。６

月には中距離弾道ミサイルHATF-Ⅴ（GhauriⅠ）の発射試験を実施した。 

国際世論が南アジアで武器競争を止めるよう求める圧力を高める中、2004年にもパ

キスタンとインドは激しいミサイル開発競争を行い、どちらかが試験発射を行うとほ

とんど同時にもう一方の国が試験発射を行うという繰り返しであった。 
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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.Om 

     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）未確認情報によると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
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関与している疑惑あり。 

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、工場を有する。ミサイル開発計画の中心の一つであり

Shaheen系列ミサイルの開発主体。 

④ 近の主な動向 

＊ 2001年 

３月３日： パキスタンのHatf-Ⅱミサイル（SUPARCO：Space and Upper 

Atomosphere Research Comimissionで製作）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 潜水艦から発

射、他の空対地型ミサイル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： 情報筋によれば、パキスタンは間もなく極めて強力な核ミサイル

Haiderを試験するという。このミサイルはパキスタンの在来ミサイル

に比して２倍の搭載能力を持ち、射程2,500km以上といい、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
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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）ならびにミサイル・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が「期待されていた中距離弾道

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

てである。 

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発射を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型ミサイルの射程を1,500kmほど増加させ

ることに成功した結果、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Ⅱ型のミ

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 

Corporation（CMEC）の企画によるもので、中国政府が15回近く行っ

た“輸出を取り止める”との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ハク・パキスタン外務次官が「パキスタン政府
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はミサイル計画を促進するため、中国の技術支援を受けている」との

報道を否定した。ここ数年間、パキスタンと中国の間にミサイル技術

の移転はなかったと付言した。 

８月24日： パキスタンのローディ駐米大使が、Dow Jones & Companyの編集長

に対し「中国のミサイル技術がパキスタンへ移転されているとする告

発記事のコメントは間違っている」との手紙を送った。 

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。 

＊ 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

で米国メディアから「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」とする記事に関してコメントを求められた際、「この報道

は真っ赤な嘘である」と述べた。同国のミサイル計画は全て自力によ

ると主張している。     

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、インドのAgniやDhanusdhミサイルの発射実

験などに鑑み、パキスタンは Ghauri-3 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で待

機とされている。 

４月21日：  パキスタンは、核弾頭を含む各種弾頭を搭載できる中距離弾道ミ

サイルShaheen-Ⅲを製造し、発射実験の事前準備を全て完了、何時で

も対応可能な状態にある。信頼性のある筋によれば、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 Hat"シリーズに属し、射程は 2,500kｍ、弾頭重量は

１トン、固体燃料ロケットでコンピュータ化された終末誘導装置を有

する。なおパキスタンはHatf-ⅠからShaheen-Ⅲに至る固体ロケット
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推進型（射程 150km～2,500km）並びに Ghauri-Ⅰと Ghauri-Ⅱの液体

燃料ロケット推進型を保有し､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で、核弾頭の搭載が可能、射程距離

は290Kmである。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で射程が

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が試験された。 

６月９日： 不拡散問題担当のウォルフ米国務次官補が、中国が 近ミサイル関

連技術をパキスタンヘ提供したと暴露した。ウォルフ次官補によれば

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。 

８月２日： パキスタン紙Jangの記事抜粋。情報筋によればパキスタンは世界で

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。 

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。発表によると、発射されたミサイルは自国で開発し

た Hatf４(Shaheen-Ⅰ)である。当局は記者団に対し｢この試験発射に
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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日後の実験であり、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｣と表明した。 

11 月５日： パキスタン国防省の信頼できる筋が｢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、米国から対弾道ミサイル・システ

ム取得を承認した｣と述べた。この情報筋は匿名を条件に｢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

億ドルで、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 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ことを排除した。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、非常に注目している」と述べた。

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

えたことも明らかにした。 

３月６日： ３月６日パキスタンは、核搭載可能で射程 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
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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かったが、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、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： 日本の新聞が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いう。 

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。 
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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が、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-

ⅢGhaznavi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とともに、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た記事。 

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



- 77 - 

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

が和平会談を継続することに同意していることから、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。 

 ３月９日： パキスタンは９日、核弾頭搭載可能でインドの総ての地点を攻撃で

きる、中射程ミサイル ShaheenⅡの試験発射に成功した。軍は信頼性

醸成の見地から、その試験発射を事前にインドへ通報した。 

 ３月15日： ムシャラフ・パキスタン大統領が15日「先週試験を実施したShaheen

Ⅱ(Hatf-Ⅵ)ミサイルは、2,3ヶ月以内に更に試験を実施する」と述べ、

米国による発射試験抑制の働きかけがあったにもかかわらず、国家の

威信を示すためのミサイル開発継続を表明した。 

 ５月 23 日： 関係筋によれば、パキスタンはガウリⅢミサイルの試験発射を 48

時間以内に実施の見込みである。このミサイルはペイロードが

1,000kg、射程3,500km、液体燃料を使用し、固定及び軌道発射装置か

らの発射が可能である。 

 ７月１日： ムシャラフ・パキスタン大統領が30日「パキスタンは核計画を後退

させない。２ヶ月以内にはミサイルテストを実施する」と表明したが、

同国の軍事専門家は「軍や政府から起こってきている“大統領の路線

はインドや米国に対し軟弱すぎる”との非難に、タカ派の姿勢を示し

たもの」との見解を述べた。 

 ７月６日： パキスタンのテレビが６日、カスリ外相がローマでイタリア外相と会
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談した後の記者会見で「パキスタンのミサイル計画は防御目的であり、

インドとの競争ではない。また、テロを排除する手段も適切に実行し

ている」と述べたことを報じた。 

 ８月30日： 30日付のパキスタン紙によると、パキスタンは10月第２週に700kg

の弾頭を搭載可能で、射程が 1,500km の Ghauri Ⅲミサイルのテスト

を実施するという。パキスタン製軍事品の信頼性を確認し向上させる

上で、Ghauri Ⅲのテストは重要なステップになる。 

 10月12日： パキスタンは12日核弾頭を搭載可能で中射程のGhauriⅤミサイル

を試験発射し成功したと発表した。国防当局者は「パキスタンはミサ

イル・テストで和平会談中のインドに誤ったシグナルを送るつもりは

ない」としており、インドは「事前に通常の試験を行うとの通報を受

けた」と表明している。 

 11 月 29 日： パキスタンは29日、インドとの和平会談が進行しているなか、核

弾頭を搭載可能で射程が 290km の Ghaznavi（Hatf-Ⅲ）地対地ミサイ

ルの試験発射を行った。Hatf-Ⅲの試験発射は３度目で、今年に入って

からは５度目のミサイル・テストである。 

 12 月８日： パキスタン軍の報道官が「パキスタンは８日、核弾頭を搭載可能で

射程が435マイルの 短射程ミサイルShaheenを試験発射した」と発表

した。パキスタンは事前に試験発射をインドに通報しており、現在続

けられている両国の和平会談に影響を及ぼすことはないとしている。 
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３．北朝鮮 

  (１) 核兵器 

    ① 総 括 

    2005 年２月 10 日、北朝鮮外務省は「自衛のために核兵器をつくった」との声明を

出し核兵器の保有を正式に宣言した。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、プルトニウムをさらに生産してい

るものと見積もられる。 

2004年２月にパキスタンのカーン博士が、ウラン濃縮技術を北朝鮮等に供与したこ

とを認めており、濃縮ウランの保有及びウランを材料とした核爆弾の保有についても

懸念が生じた。また、2001年初めに北朝鮮が６フッ化ウランをリビアに供給したとの

疑惑も浮上した。 

    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核爆弾を製造、保有している可能性があ

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。 

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
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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

器に関する分析並びに「北朝鮮は 大９個の核兵器を保有し、さらに数個を製造可能

なプルトニウム有していると思われる」との2004 年 10 月 12 日発表の米国の科学・

国際安全保障研究所（ISIS）の報告がある。 

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を核兵器に転換できるとは思っていない」と述べてい

る。 

2005年２月10日に北朝鮮は核兵器の保有を正式に宣言した。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。既に数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IRT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
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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８月、2004年２月及び６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2003年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
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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。 

2004 年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、

北朝鮮の濃縮ウラン保有、濃縮ウランを原料とした核爆弾保有の可能性についての懸

念が生じた。また、米紙ニューヨーク・タイムズが３月、北朝鮮が2001年初めに６フ

ッ化ウラン1.7トンをリビアに供給していた証拠を、IAEAが入手したと報じ、核原料

の拡散を北朝鮮が実施している懸念も生じている。 

    2005年２月10日に北朝鮮は核兵器の保有を正式に宣言した。 

 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 
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                （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 

        ・  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 
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    ⑤ 近の動向 

      ＊  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）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
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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。 
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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 Young-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。 
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＊ 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
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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200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。 

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
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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
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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。 
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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。
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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月８日： ８日付の東京新聞が黄長燁・元朝鮮労働党書記の話として報ずるとこ

ろによれば、全秉浩・軍需工業担当書記が 1996 年に「核兵器をさらに

造るため、プルトニウムをロシアなどから購入できないか」と黄書記に

相談した。その後全書記は１ヶ月ほどパキスタンに出張、帰国後「今後

プルトニウムは必要ない。ウラン235で造ることにパキスタンと合意し

た」と語ったという。 

    ３月14日： 米中央情報局（CIA）は先週、パキスタンのカーン博士の研究所がウ

ランを材料とした核兵器の製造に必要な全ての装置と技術を北朝鮮に

提供していた、との報告書をホワイトハウスに提出した。北朝鮮が入手

したのは、リビアが６千万ドル以上で購入したものとほとんど同じ内容

で、核分裂材料、遠心分離装置及び核弾頭の設計図を含む、としている。 

３月23日： 23日付の米紙、ニューヨーク・タイムズ（電子版）は、北朝鮮が2001

年初めにリビアに核兵器の原料にもなる６フッ化ウラン 1.7 トンを極

秘裏に供給していたことを示す確実な証拠を国際原子力機関（IAEA）が

入手したと報じた。複数の米政府高官と欧州外交筋の話として伝えた。 

    ６月26日： 23-26日の日程で第３回６ヶ国協議が北京で開催されたが、何等の進

展もなく終了した。 

９月27日： 国連総会に出席の北朝鮮の崔守憲外務次官は27日、「我々は兵器化し

た、と宣言している」と述べ、8,000本の使用済み核燃料棒（核爆弾１、

２個から８個分）を再処理して兵器化したことを確認した。 

10月12日： 米国の非政府組織、科学・国際安全保障研究所（ISIS）は12日、北

朝鮮は 大９個の核兵器を保有し、さらに数個を製造可能なプルトニウ

ムを有していると思われる、とする報告書を発表した。北朝鮮は「事実

上の核保有国」であり、２～９個の核兵器と15～38kg のプルトニウム

を保有している、と推定している。北朝鮮は２度にわたりプルトニウム

を抽出し、現在はウラン濃縮を実施しているものと見積もっている。 

11月 6日： 北朝鮮がイランに対し今年５月、核開発に必要なフッ素ガスを輸出し

ていたことが分かった。朝鮮半島情勢に詳しい軍事筋が６日、明らかに
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した。同筋によると、イランの特別機でフッ素ガスが北朝鮮から空輸さ

れたのは５月20日。１トンの６フッ化ウランを生成するには110キロ

のフッ素ガスが必要とされるが、輸送されたのは数十キロとみられる。 

11月15日： International Crisis Group（ICG）のソウル事務所は15日、「北朝

鮮に核開発を凍結させることはもはや手遅れ」とする報告書を出した。

今年２回目となる北朝鮮の核問題に関するこの報告によれば、北朝鮮は

使用済み核燃料棒の処理を終了し、既に核兵器を製造、８～10 個の核

弾頭を保有していると述べている。ICGは今後の交渉では、全ての核活

動、核分裂材料及び核兵器の廃棄を北朝鮮に対して要求すべきと提案し

ている。 

11月26日： 朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）は26日、北朝鮮での軽水炉建

設事業の凍結をさらに１年延長することとした。ウラン濃縮計画を実施

していたことを、北朝鮮が認めたことを米国が2002年10月に明らかに

したことから、KEDOは昨年12月に作業の凍結を決定した。 

12月21日： 21日付の米紙クリスチャン・サイエンス・モニターは、北朝鮮が既

に核爆弾９個を保有している可能性があると、国際原子力機関（IAEA）

の専門家が推定していると報じた。 

12月21日： 米国のプリチャード前朝鮮半島和平担当特使は21日、読売新聞との

会見で、現職の特使だった2003 年８月、北朝鮮に対し、米国が核関連

物質の第三者への移転を「真の限界線（レッドライン）」と設定し、「こ

の段階を越えた場合は厳しい対応を取らざるを得ない」との見解を伝え

ていたことを明らかにした。 

   ＊ 2005年 

    １月25日： イタル・タスの報ずるところによれば、１月11日から14日の日程で

カート・ウェルドン共和党下院議員率いる米議会代表団６名が北朝鮮を

訪問した際に、北朝鮮の金桂寛・外務次官が「我が国は、平和目的に限

定して使用する意図のもとに核兵器を保有している」と表明していたこ

とが明らかになった。 

    ２月10日： 朝鮮中央放送と平壌放送が10日、外務省の声明として、「やむを得ず

６者会談への参加を無期限中断する」、「核兵器庫を増やすための対策

を講じる」、「自衛のために核兵器をつくった」等と報じた。 
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(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、VX、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。さらに、2004年９月には、過去６年間に大量の青酸

ナトリウムが、第三国を通じて韓国から北朝鮮に輸出された事実が判明しており、北

朝鮮は現在も化学兵器の生産を継続している模様である。 

    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 
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        ・  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)、 

        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 

   ＊ 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 2,500-5,000 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。 
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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、それらの積み荷を押収された。 

＊ 2004年 
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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。 

    ４月28日： 北朝鮮の政治犯収容所から脱出し、韓国などに亡命した４人の脱北者

が28日、米下院外交委員会の公聴会で「朝鮮人民軍には生物・化学兵器

を開発する秘密師団があり、政治犯収容所で人体実験を行っている」な

どと証言した。 

    ８月 26 日： 北朝鮮の貿易会社が化学兵器への転用可能なシアン化ナトリウム 70

トンをタイ・バンコクにある化学会社から輸入しようとして、今年５

月にタイの捜査当局に輸出を停止させられていたことが分かった。朝

鮮半島情勢に詳しい関係筋が26日明らかにした。この企業は「朝鮮ク

ムガン（金剛）貿易会社」。韓国の企業からタイの化学会社を通じ、シ

アン化ナトリウムを輸入しようとしていた。 

９月24日： 韓国外交通商省が24日発表したところによれば、韓国のビジネスマ

ンが107トンのシアン化ナトリウムを昨年６月から９月までの間に、

中国の丹東（北朝鮮との国境近く）の業者に政府の許可なく輸出、こ

の中国企業は北朝鮮の貿易会社に再輸出した。シアン化ナトリウムは

両用品であり、鉱業において金、銀等の抽出に用いられるが、化学兵

器の製造にも利用されるものである。 

９月 25 日： 25 日に韓国税関が発表したところによれば、韓国は第三国を経由し

当初報じられたよりも大量の化学兵器原料物資を北朝鮮に輸出した可

能性があるという。議会防衛委員会に税関が提出した報告によれば、

過去６年の間に 77,000 トンのシアン化ナトリウムを中国及びマレー

シアを経由して北朝鮮に輸出したとしている。 

11月23日： 人権団体Simon WiesenthalセンターのCooper氏は23日、北朝鮮の

元科学者からの情報として、北朝鮮は2002年まで大量破壊兵器開発の

一環として、化学兵器の人体実験を実施していた、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
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用したとの疑惑を持ち、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 

        ・  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) 、 
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    ⑤ 近の動向 

   ＊ 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 2,500-5,000 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。 



- 100 - 

   ＊ 2004年 

    ４月28日： 北朝鮮の政治犯収容所から脱出し、韓国などに亡命した４人の脱北者

が28日、米下院外交委員会の公聴会で「朝鮮人民軍には生物・化学兵器

を開発する秘密師団があり、政治犯収容所で人体実験を行っている」な

どと証言した。 

  (４)ミサイル関連 

    ① 総 括 

    北朝鮮は弾道ミサイル開発に1970年代半ばから取り組み、スカッド・ミサイルの生

産を 1980 年代に開始した。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 650～800 基と推定される。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みられている。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号を開発し、ほぼ完成しているものと見積もられる。 

    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、現有しているミサイルには、スカッドＢ、

スカッドＣ、ノドンなどがある。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 650～800 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基保有していると推定される。 

    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、1982 年頃から

は旧ソ連から入手したスカッドを改良したスカッドＢの開発を開始し、1980年代半ば

から製造を始めた。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
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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。 

    2004年８月に報じられたところによれば、北朝鮮は旧ソ連の潜水艦発射弾道ミサイ

ル（SLBM）SS-N-6をベースに射程約2,600kmの弾道ミサイルを開発したものとみられ

る。また、2005 年２月には、射程を約２倍の 600～1,000km に延伸、命中精度を向上

させたスカッド-ERミサイルを開発したと報じられている。 

    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) 

            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)  
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    ⑤ 近の動向 

   ＊ 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。 
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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の発言として報じた。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
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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。 

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
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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
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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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    ２月３日： 米国の働きかけにより、ナイジェリアはミサイル売却に関する北朝鮮

の提案を拒絶した。米国国務省当局者が３日明らかにした。 

５月６日： 韓国のJoon Ang紙は６日、北朝鮮は2002年12月の爆発で破壊された

ミサイル・エンジン試験施設の復旧を行い、米国本土に到達可能なミサ

イルのエンジンテストの準備を完了していると報じた。このミサイルは、

射程6,000kmで、ハワイ、アラスカ及び米国西岸に到達可能、という。 

６月10日： 10日付の韓国の日刊紙Chungang日報によれば、北朝鮮は長距離弾道

ミサイルのエンジン燃焼試験を今月早々に実施した。「米情報筋は燃焼

痕及び液体燃料の量から推定し、この試験はテポドン２の開発の一環と

見ている」としている。テポドン２ミサイルは射程2,200kmと推定され

ている。 

８月４日： ４日発刊のジェーンズ・ディフェンス・ウイークリーによれば、北朝

鮮は米国を攻撃可能な、核を搭載できる新型の陸上・海上発射弾道ミサ

イルを配備しつつある。退役した旧ソ連の潜水艦発射弾道ミサイルをベ

ースに開発したもの。北朝鮮は 1990 年代にロシアのミサイル技術者か

ら技術を習得、旧ソ連の潜水艦 12 隻を購入してミサイル発射システム

に必要な部品等を入手したという。 

８月５日： ５日付ニューヨーク・タイムズ紙の報ずるところによれば、米政府当

局者は北朝鮮が間もなく配備するという新型の弾道ミサイルは米本土

に到達不可能であると述べた。このミサイルは西側では SS-N-6（注、

RSM-25/R-27/4K10）として知られる旧ソ連時代の潜水艦発射弾道ミサイ

ルをベースに開発したもので、 大射程約2,600kmである、としている。 

８月５日： ブッシュ政権の当局者は５日、北朝鮮は核を運搬可能な新弾道ミサイ

ルを開発中であり、このミサイルの試験はイランが代行している、と語

った。 

９月23日： 日米政府筋は23日、北朝鮮が日本に到達可能な弾道ミサイルの発射

準備を行っている徴候を探知したことを明らかにした。日米は 21 日に

衛星及び電波情報から、この徴候を分析している。 

10月11日： 11日の日本の新聞は、北朝鮮の弾道ミサイル基地周辺の活動は低下

しており、ミサイル発射の可能性は明らかに終息した、と報じた。防衛

庁の分析によるもの。これを受け同庁は、日本海に展開のイージス艦「こ
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んごう」に対し帰港命令を出した。 

12 月 17 日： ラドメーカー米国務次官補（軍備管理担当）は17日、「北朝鮮は核

弾頭を搭載し米本土の一部に到達可能な弾道ミサイルの発射試験をい

つでも実施可能な状態にある」として、北朝鮮がテポドン２ミサイルの

試験を実施可能であることを米外交政策評議会主催の会議で明らかに

した。 

   ＊ 2005年 

    ２月15日： 韓国の15日付朝鮮日報紙が政府筋の情報として報ずるところによれ

ば、北朝鮮は新型のスカッド・ミサイルを開発した。このScud-ERミサ

イルの射程は、これまでの同種ミサイルの２倍の600-1,000kmで、命中

精度は向上しているという。 
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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たが、未だ建

設中である。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、近く核兵器

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、イランは抜き打ち査察を容認する 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。その後英仏独のEU３国との協議における信頼醸成のた

め、ウラン濃縮を停止したとされているが、いつでも再開できる体制にある模様。 

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



- 111 - 

ロワットの３，４号機の建設が予定されている。 

・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「ミニチュア
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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るが、IAEA
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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。 
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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

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
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施設に対し実施した調査等を踏まえた発言と思われる。 

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。 
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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
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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。 
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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

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。 
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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

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



- 121 - 

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。 

４月７日： 米国務省は先週、13社がイランの大量破壊兵器及びミサイル開発を

支援したとして、2000 年イラン不拡散法に基づき制裁発動を公表、７

日に社名等が米官報に掲載された。露 Baranov Engine Building 

Association Overhaul Facility 及び Vadim Vorobey、中 Beijing 

Institute of Opto-Electric Technology (BIOET) 、 China North 
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Industries Corp. (NORINCO) 、 China Precision Machinery 

Import/Export Corp. (CPMIEC)、Oriental Scientific Instruments Corp. 

(OSIC)及び Zibo Chemical Equipment Plant、ベラルーシ Belarus 

Belvneshpromservice、マケドニアBlagoja Samakoski 及びMikrosam、

北朝鮮 Changgwang Sinyoung Corp.、UAE の Elmstone Service and 

Trading、台湾 Goodly Industrial Co.。パキスタンのカーン博士と研

究所への捜査過程で上がってきた情報である模様。 

４月７日： 西側外交筋によると、イランは近く兵器級プルトニウム製造が可能

な40MWの重水炉を、アラクの重水製造施設の隣に建設する予定。イラ

ンは医療研究用と主張しているが、毎年核爆弾１個分のプルトニウム

製造が可能と見られている。詳細は不明だが、通常１個製造には約4kg

のプルトニウムが必要とされている。昨年イランは同炉の建設を開始

したと発表していたが、実際には建設は開始されていなかった模様。 

６月１日： ブッシュ米大統領は、ポーランド・クラクフに集結したPSI参加62

か国の代表を前に、世界において も危険な兵器を も危険な手に渡

らないようにすると演説、各国に対し更なる貢献を促した。リビアの

核・化学兵器放棄を PSI の影響と評価、また核関連物資・技術がリビ

ア、北朝鮮、イラン等に拡散されていたパキスタンのカーン博士のネ

ットワークが、国際協力により破壊されたとも指摘した。 

６月１日： IAEAは非公開報告に、イランが当初の申告とは違い、同国がP-2遠

心分離機用磁石をアジアの供給国より輸入していたことを認めたと記

した。しかし同報告を承認したエルバラダイIAEA事務局長は、イラン

の核開発計画が平和目的でなかったと認定するには早いと述べている。

検出された高濃縮ウランは、濃度36%のウラン235で、核兵器に転用可

能という。 

６月２日： イランの核開発に関するIAEA報告書は、イランの協力ぶりを賞賛す

る一方、核開発計画が平和目的に限定されたものと証明するには至ら

なかったとの内容となる予定。カーネギー国際平和財団(CEIP)専門家

は、これはイランの核開発計画を止めようとするブッシュ米政権の試

みが失敗していることを示し、イランは濃縮能力調達を引き続き進め

ていると指摘した。問題となっているのは、濃縮ウランの痕跡が検出
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された原因と、P-2等高性能遠心分離機。 

６月15日： 米議会の米中経済安全保障検討委員会は発表した年次報告書で、中

国はイランに対し石油の見返りとして核技術を提供しており、また

北朝鮮に対してはミサイル等武器入手のために航空、鉄道及び港湾

を利用させていると述べ、中国の拡散行為に対し非難を表明した。 

６月 16 日： IAEA 理事会は、リビアが放棄した核兵器開発計画について更なる

調査を行い、国際密輸ネットワークを解明するという内容の議長報

告をまとめた。リビアで発見された高濃縮ウランや核のブラック・

マーケット、イランや北朝鮮との関係等に関する調査が行われる予

定。 

６月 17日： ハタミ・イラン大統領は、欧州諸国が提案するIAEA 決議案が採択

した場合、イランは受け入れを拒否し、ウラン濃縮を停止する義務

はないと主張、IAEA 理事会を強く牽制した。ブリル米IAEA 大使は、

イランは理事会と参加国を威嚇しており、何も隠すものがないとは

考えられないと非難した。 

６月 18日： エルバラダイIAEA 事務局長は、イランが核疑惑を解明するのに残

された時間は少ないと同国に強く警告した。IAEA 理事会において全

会一致で採択されたイラン非難決議だが、イランはその内容に反発

しウラン濃縮再開をほのめかしていた。ボルトン米国務次官も同決

議の強い文言を歓迎している。 

６月 21日： パウエル米国務長官はエルバラダイIAEA 事務局長との会談後、国

際社会はイランが全ての疑問に責任を持って答えることを求めてい

ると述べ、イランが核兵器を保有していないことを証明しなければ、

国連経済制裁に直面することを示唆した。イランの 高指導者ハメ

ネイ師が、イランは核兵器開発は求めていないが、原発用のウラン

濃縮計画は放棄しないと主張していることにコメントしたもの。 

６月 29日： 訪露しているエルバラダイIAEA 事務局長は、注目されているテヘ

ランのラヴィザン(Lavizan)施設を昨日 IAEA 査察団が訪問したこと

を明らかにした。イラン側は同施設はかつて物理学研究所で、後に

バイオ・テクノロジーの研究開発施設として使用していたと述べて

いる。同施設は米商業衛星により監視されていたが、昨年８月に存
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在した建物が今年３月には解体され、表土が移送されていたことか

ら、IAEA による環境サンプル採取の妨害を意図したものとの見方が

出ている。 

７月９日：  エルバラダイIAEA事務局長は、核の闇市場に資機材を供給してい

た企業は 20 社以上に及び、その内の幾つかは北米にあると述べた。

外交筋によると、カーン博士とコンタクトを取っていた国はイラン、

イラク、リビア、北朝鮮だけでなく、シリアとサウジアラビアに関

しても現在調査中であるという。 

７月16日： 西側外交筋によると、欧州税関及び情報筋はイランが高速スイッチ

や高速カメラ等、核兵器製造や核実験に使用可能な機材の輸入を図

っていると見ている。このような調達動向は長期にわたり進められ

ているとされ、消息筋によると重要なのはイランの核兵器取得その

ものよりも、核開発に外部支援が必要なくなった時であると警告を

発している。 

７月28日： 国際社会の懸念に反し、イランは６フッ化ウランガスを作るための

遠心分離機等機器の稼動を再開した。現時点では機器の試験を行っ

ている模様だが、副次的にガスも生産されている様子。エレリ米国

務省報道官はイランの行動を、IAEA による全ての濃縮・再処理活動

の停止要求への直接的挑戦と非難する一方、IAEA はコメントを控え

た。イランの説得に当たっていた英仏独の反応が注目されている。 

８月 10 日： 外交筋によると、IAEA がイランで新たに発見した証拠は、ウラン

濃縮を実施していないとするイランの主張を裏付け、イランが秘密

裏に核開発計画を行っているとする、米の立場を弱めるものとなっ

た。IAEA はイランで発見された濃縮ウランの一部がパキスタンから

のものと結論付けたが、他のサンプルの起源は未だ明らかになって

いない。 

８月17日： ボルトン米国務次官は、ブッシュ米政権はイランの核兵器開発を中

止させるため外交攻勢をかけようとしているが、イランも北朝鮮も、

リビアのように自ら放棄する兆候は見えないと述べた。一方エレリ

米国務省副報道官は、国際社会においてイランの核兵器開発問題を

国連安保理に付託することでコンセンサスができつつあると述べた。 
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８月17日： イラン革命防衛隊のゾルカダ准将は、イスラエルがイランのブシェ

ール原発に対しミサイル攻撃を行った場合、核兵器を製造している

ディモナ核施設に対し報復攻撃を行うと述べ、イスラエルを牽制し

た。イスラエルは原発攻撃を示唆していないが、イランの核兵器開

発は容認できないと述べており、1981 年にはバグダッド郊外の核施

設を空爆し破壊した過去がある。 

８月19日： ボルトン米国務次官は、イランが３年以内に核兵器保有が可能にな

るとの見通しを、英独仏に伝えたと述べ、イランのこの言明は同国

の核開発は民生用で平和目的であるとする主張に反すると非難した。

米は中東、特に同盟国イスラエルへの脅威と考え、国連安保理への

付託に向け圧力をかける方針。 

８月22日： イランは、米が核兵器開発に使用可能と非難しているブシェール原

発完成が更に遅れ、2006年10月になるとの見通しを示した。同原発

は当初2003年完成予定であったが遅れ、2005年中に完成とされてい

た。また露とイランの間で使用済核燃料の返還に関する合意がなさ

れておらず、懸念が持たれている。 

８月27日： シラク仏大統領は、イランは国際社会の信頼を得るために、濃縮を

中止する等の条件を整える必要があると強く警告した。今月初め、

イランは兵器級高濃縮ウラン製造が可能である遠心分離機製造を再

開したことを認め、汎用核技術を取得する権利があると主張した。

米は制裁が科せるようIAEAに対し、国連安保理への付託を働きかけ

ている。 

８月 27 日： フィッシャー独外相は、イランの核兵器保有は悪夢であると表現、

混乱するイラクやアラブ・イスラエル間の対立、中東の民主化等、

問題を多く抱える中東にとり新たな問題となるだけと評した。また

独仏英はイランと原子力技術供与に関し合意直前であったとも示唆

した。 

９月１日： IAEAが出したイラン核開発報告に関し、イランがウラン濃縮のため

の資材の大量生産を再開するとの記述に米は強い懸念を表明した。

ボルトン軍備管理・国際安全保障担当米国務次官は、同報告による

とイランは 37t のイエローケーキを６フッ化ウラン化する計画を持
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っており、またガス遠心分離機試験を行う予定とする一方、アセフ

ィ・イラン外務省報道官は、時間が経てば同国の核計画が平和的な

もので、国際法に違反しないものであることが明らかになるだろう

と反論した。 

９月２日： ブッシュ米大統領とケリー上院議員はどちらもイランの核保有化を

容認できないとしながらも、民生用核燃料サイクル技術の放棄を拒

否するイランに対する政策では大きく異なっている。ブッシュ政権

は次のIAEA理事会で国連安保理へ付託する外交対決路線を狙ってお

り、ライス国家安全保障担当米大統領補佐官もイランを孤立させる

方針を明確にしている。一方、ケリー陣営はレトリックではなく実

際的なアプローチを考えており、悪の枢軸との表現も排している。 

９月10日： イラン反体制派組織のイラン抵抗国民会議(NCRI)は、イランが自国

の核開発を民間企業によるものと見せるため、フロント・カンパニ

ーを利用していると暴露した。Rah-e Kar New Industry社、Pishgam 

Development Industrial Energy社、Iran Pars Terash社、Rah-e Kar-e 

Sanayea Novin社の４社が名指しされた。 後の会社は核物質を露で

買い付け、エスファハンの核研究センターに送られたという。 

９月15日： 南アフリカ政府筋は、同国が核兵器関連資材の国際的密売を明らか

にするため IAEA に全面的に協力していると述べた。エルバラダイ

IAEA 事務局長は、違法に核物質の輸出入を行ったビジネスマンを取

り調べている南アフリカから、イランやリビアの核開発計画や核市

場に関する情報を得ていると語っている。 

９月 16日： 米シンクタンクISIS は、核兵器関施設との疑いが持たれるイラン

の軍事施設の衛星写真７枚を、国際査察が必要であるとする新たな

証拠として 15 日に発表した。テヘラン南東 30km のパーチン通常兵

器工場の衛星写真で、特に１施設は爆縮型核兵器の高性能爆破実験

施設と思われるとの見解を示している。 

９月 21日： 18 日、IAEA 理事会が全会一致でイランに対し転換を含むウラン濃

縮を停止し、国連安保理への付託を警告する内容の決議を採択した

が、アガザデ・イラン副大統領は 40t 以上のウランを採掘し一部は

既に使用されたと述べ、既にウラン転換を開始していることを示唆
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した。 

10月６日： マクレラン米大統領報道官は、イランがウランをガスに転換し濃縮

を再開しているとの報告を受け、イランに対し国際的義務を完全に

遵守し核兵器開発を止めるよう強く警告した。そしてイランが濃縮

活動を停止しなければ、国連安保理に行動を要求するとも述べた。

チェイニー米副大統領はイランの核開発に対し、米はより強い国際

的制裁を科すしか方法がないと述べている。 

10 月 20 日： 国連制裁を回避する 後の機会として、イランがウラン濃縮を停

止する見返りに、英仏独は核燃料供給と経済的インセンティブを与

える案を、21 日に予定されている協議で提示する方針。イランは引

き続き原発開発を進める方針を示しており、核技術取得を正当な権

利であると主張した。 

11月16日： 15日に回覧されたIAEA報告によると、イランは濃度19.7%のウラ

ン 235 を輸入し、レーザー濃縮計画のため金属ウランを製造するこ

とを計画、それを正当化していたという。２年間にわたる調査の結

果をまとめた同報告では、イランは申告済核物質を核兵器計画に転

用していなかったとする一方、秘密の核活動が存在した可能性は否

定していない。 

11 月 17 日： イラン反政府勢力のイラン国民抵抗会議(NCRI)はイランの核計画

について、ブラックマーケットで入手したとされる核爆弾の設計図

と、量は不明だが兵器級ウランがパキスタンのカーン博士よりもた

らされていると暴露した。リビアに供与されたものと同様のもので

あり、種類はリビアに供与されたものより多い模様。 

11 月 19 日： 外交筋は、イランがウラン濃縮関連活動を中止に合意する数日前

から、核兵器製造に使用可能な相当な量の６フッ化ウランガスを、

イスファハンのガス処理施設で生産し始めたと語った。パウエル米

国務長官は17日に、イランが来年の完成を目指し秘密裏に核兵器を

生産しようとしているとの情報を得ていることを明らかにして非難

したが、イラン外務省報道官は19日、同主張を否定した。 

11 月 22 日： エルバラダイ IAEA 事務局長は、イランは 15 日から核濃縮活動を

停止するまでの間に、核兵器製造に転用できるウランガスを 大 2t
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製造したが、この量は爆弾を製造するには不十分であるとした。 

11 月 24 日： イラン反体制派の、イラン国民抵抗会議(NCRI)は、イランが兵器

級濃縮ウランの製造を行っていた軍用施設の隠蔽措置を取ったこと

を明らかにした。NCRIが17日にLavizan施設における活動の詳細を

発表した後、イラン政府は同施設から機微な資材の撤去を始めたと

いう。 

12月２日： バウチャー米国務省報道官は、イランは核兵器疑惑のある２か所の

軍事施設に、IAEAの査察団が立ち入ることを認めなかったと非難した。

立ち入りが拒否されたのは、核兵器技術の実験場所と見られているテ

ヘラン南東の Parchin 軍施設と、秘密裏にウラン濃縮が行われていた

とされるテヘラン北東のLavizan-IIと呼ばれる施設。 

12月３日： 外交筋は情報報告を引用して、イランは数か国から大量のベリリウ

ムを購入しようとしていると述べた。ベリリウムは民生用途としては

スパーク・プラグや X 線装置等に大量に使用されているが、爆弾の起

爆剤としても使用できる金属で、米等はイランが核兵器に使用すると

見ている。 

12 月 21 日： ウィーン外交筋によると、イランは核関連活動を凍結するとの

近の合意の隙間をぬって、現在も核兵器製造に使用可能なウラン転換

を実施しているという。数トンのウランを、６フッ化ウランの前駆物

質である金属ウランに転換していることが、17 日までに明らかになっ

たという。 

 (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
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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、国際法は単なる紙切れに過ぎない」

と語っている。 
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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。 
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＊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。 

＊2000年 

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 

・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。 
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・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。マスタード・ガ

スを生産しているといわれている。  

・PARCHIN CW-RELATED FACILITIES 
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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 

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。 

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
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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。 

2004年 

特に情報はなかった。 

 (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。 

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
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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
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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。 

＊2000年 

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。 

・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 
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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 

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
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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。 

＊2004年 

特に情報はなかった。 

 (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がある。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の情報もある。 

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。
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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、以下のように考えられている。 

・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の更なる改良と精度向上 

４／５の開発 

・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。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 1,300km、

有効搭載重量800kg)は、北朝鮮の液体燃料ミサイル、ノドン‐１(射程1,000km、有

効搭載重量1,000kg)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 2,500m 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。2003 年６月に７月 20 日のイスラム革

命防衛隊への引渡し直前の 終実験を実施されたと発表されている。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。その後改良

がなされ、2004年には2,000kmに射程を延長された改良版と量産計画の存在が明ら

かになった。 
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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。 

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



- 141 - 

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しており、Fadjr-3
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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。 

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・
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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、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、
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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。 

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
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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。 

＊2004年 

４月７日： 米国務省は先週、13社がイランの大量破壊兵器及びミサイル開発を支援

したとして、2000年イラン不拡散法に基づき制裁発動を公表、７日に社名

等が米官報に掲載された。露 Baranov Engine Building Association 

Overhaul Facility 及び Vadim Vorobey 、中 Beijing Institute of 

Opto-Electric Technology (BIOET) 、 China North Industries Corp. 

(NORINCO)、China Precision Machinery Import/Export Corp. (CPMIEC)、

Oriental Scientific Instruments Corp. (OSIC) 及び Zibo Chemical 
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Equipment Plant、ベラルーシBelarus Belvneshpromservice、マケドニア

Blagoja Samakoski及びMikrosam、北朝鮮Changgwang Sinyoung Corp.、UAE

の Elmstone Service and Trading、台湾 Goodly Industrial Co.。パキス

タンのカーン博士と研究所への捜査過程で上がってきた情報である模様。 

５月28日： 在日イラン大使館は、北朝鮮がミサイル試験データをイランから入手し

ているとの報道を否定した。同大使館広報担当官は、イランと北朝鮮の間

に何等の軍事的協力関係も存在しないと述べ、強く否定した。 

６月１日： イマニ・イラン国防省報道官は、同国がレーダー探知を免れることがで

きる「ステルス・ミサイル」を開発していると発表した。Kowsarと名付け

られた同ミサイルは、艦船や航空機に対し使用できるとする一方、詳細に

ついては触れなかった。イラン国営放送は同ミサイルが飛行する映像を放

映している。 

８月７日： シャムハニ・イラン国防軍需相は、核弾頭搭載可能な北朝鮮の長距離ミ

サイルの実験場をイランが提供しているとのブッシュ米政権の批判に対し、

イランは北朝鮮とミサイル技術に関する協力を行っておらず、その必要も

ないと述べ否定した。 

８月11日： イラン国営通信は、イランは11日、中東に展開する米軍やイスラエル

を射程に収める弾道ミサイル、シャハブ３の改良型の試射を成功させた、

との同国国防省の声明を報道した。先週シャムハニ国防軍需相が、イスラ

エルに対抗するためシャハブ３の射程と正確性を改良中であると述べてい

る。 

８月12日： 豪州訪問中のロウハニ・イラン 高評議会議長は、試射を成功させた弾

道ミサイル、シャハブ３は防衛的な武器であると表明、豪に対しイランの

平和的な核開発計画を認めるよう国際社会に働きかけるよう要請した。 

８月16日： イラン革命防衛隊政治局長のJavani氏は、同国のミサイルが核施設を

含むイスラエルを射程に収めており、イスラエルも米国もイランに対し脅

威を及ぼせないと強く警告した。米及びイスラエル軍機によるイラン核施

設攻撃可能性に関する報道への反応。イランは中距離弾道ミサイル、シャ

ハブ３おいの改良型の試射を先日行った模様。 

９月27日： シャムハニ・イラン国防軍需相は国営放送に出演、イラン軍は戦略ミサ

イルの実験を行い、成功を収めたと発表した。ラメザンザデ・イラン政府
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報道官は、戦略ミサイルに関する質問を受けた際、国防相の発言が曖昧で

あったのは意図的であることを認めた。昨年７月に配備され、今年８月に

改良版の試射が行われたシャハブ３中距離弾道ミサイルの可能性が高い。 

９月29日： 米国務省は、イランに対し武器や巡航・弾道ミサイル技術や関連機器を

輸出したとして、中国企業７社、印人２人、ベラルーシ、北朝鮮、露、ス

ペイン、ウクライナ企業に対し、2000年イラン不拡散法に基づく制裁を科

すと発表した。 

10月５日： ラフサンジャニ・イラン前大統領によると、イランは保有するミサイル

の射程を 2,000km に延ばした模様。米がイランを攻撃した場合は世界が

変わるとし、そのような過ちは犯さないようにと警告した。従来軍事専

門家らは 大射程を、イスラエルを射程内に収める1,300kmとしていた。 

10 月 15 日： 東京地裁は、ミサイル燃料の製造に使用可能な機械をイランに違法輸

出したとして、東京の工作機械メーカー、セイシンの社長と同社社員の

２名に対し有罪判決を出した。２人は 1999 年及び 2000 年に、ロケット

の固体燃料製造に使用可能な粉砕機、計２台をイランに輸出したとして

2003年６月に逮捕されていた。 

10 月 20 日： シャムハニ・イラン国防軍需相は、シャハブ３ミサイルのプロトタイ

プの試射が無事成功したと発表した。破壊力と精度が向上したと主張、

他国による脅威にさらされるイランは防衛のための準備が必要であると

し、地域・国際平和と安全保障のため緊張緩和と協力の必要性を訴えた。 

11月９日： シャムハニ・イラン国防軍需相は、シャハブ３ミサイルを大量生産する

準備ができたと宣言する一方、射程 4,000km のシャハブ４の開発は行わ

ないとの方針を示した。同ミサイルは射程 1,300km とされ、イスラエル

や周辺の米軍基地を射程に納めるが、８月にイランは改良版の試射を実

施、ラフサンジャニ前イラン大統領は同ミサイルの射程を 2,000km と主

張している。 

12月１日： 米は国営１企業を含む中国の４者と北朝鮮の１者に対し、武器、巡航・

弾道ミサイル技術及び関連機材をイランに売却したとして、制裁を科し

た。これら５社の内３社は、既にイランに国際条約に違反し大量破壊兵

器関連資機材・技術を移転したとして制裁を科されている。中国はQ. C. 

Chen氏、Wha Cheong Tai Co. Ltd.、北朝鮮のChanggwang Sinyong Corp.
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が３者。新たに制裁を科されたのは、中国の国営Liaoning Jiayi Metals 

and Minerals Co., Ltd.及びShanghai Triple International Ltd. 

12月２日： イランの反政府組織、イラン国民抵抗評議会(NCRI)は、イランが西欧及

びイラクに駐留する米軍を攻撃可能な、新型の中距離及び長距離弾道ミ

サイルを開発中であることを明らかにした。新型の長距離ミサイル、

Ghadr及びShahab-4は射程3,000kmでベルリン以西に到達可能。Zelzal

ミサイルの改良型は射程300km以上でイラク駐留の多国籍軍を攻撃可能。

また北朝鮮及び中国の科学者がイランのミサイル開発に協力しているこ

とは間違いないとしている。 
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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 バキスタン イラン 北朝鮮 

保有状況 

 

 

保有数量は公表さ

れておらず、核爆弾

の推定保有量は

100～150 発と幅が

ある。

(REUT2004.6.19)  

保有数量は公表さ

れておらず、核爆弾

の推定保有量は 25

～ 50 発である。

(REUT2004.6.19)  

核兵器の有無につ

いては確認されて

いないが、ウラン濃

縮や重水製造等を

行っている。 

2005 年２月に核兵

器 保 有 を 宣 言 し

た。核実験を実施

してはいないが、

既に４～６個の核

爆弾を保有してい

るものと推定され

る。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

内容 

 

 

1998 年５月に計５

発の核実験を行っ

た。その後核実験は

行っていないが、水

素爆弾及び中性子

爆弾を含めて、研究

開発を継続してい

るものと見られて

いる。  

1998 年５月に計６

発の核爆発実験を

実施、以後実験を行

っていないが、自前

のコールド・テスト

施設も保有すると

いわれ、プルトニウ

ム型原爆を中心に

開発を続けている

ものと見られてい

る。   

ブシェールで原発

開発が進み、アラク

には重水製造施設

が、ナタンツではウ

ラン濃縮施設が完

成。現在 IAEA との

合意で信頼醸成の

ため一時的に運転

は停止しているが、

即時再開できる状

況にある。現在英仏

独の EU３国と協議

中。 

プルトニウム型の

核爆弾の開発を行

っているものと推

定される。 

2002年10月に北朝

鮮はウラン濃縮に

よる核開発を進め

て い る こ と が 発

覚、また、2004 年

２月にパキスタン

のカーン博士が、

ウラン濃縮技術を

北朝鮮等に供与し

た事実を認めてい

る。濃縮ウランを

材料とする核爆弾

の製造を進めてい

る可能性もある。 
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調査項目 国   名 

 インド バキスタン イラン 北朝鮮 

開発意図 

 

 

 

 

1967 年に研究開発

に着手しており、そ

の動機は中国の核

兵器に対抗するこ

とにあった。現在で

は「信頼できる 小

限の核抑止」戦略の

もとに、中国及びパ

キスタンへの抑止

力としている。 

1970 年代にインド

の核兵器開発に対

抗すべく開発に着

手、通常戦力で圧倒

するインドからの

攻撃を抑止するの

が目的で、通常戦が

劣勢となれば、核の

先制使用も辞さな

いとしている。 

イラン革命のパー

レビ王朝時代から

核兵器開発に関心

があったイランだ

が、目的は同地域に

おける地域大国と

しての地位維持、ま

た化学兵器でイラ

ンを攻撃した過去

のある前フセイン

政権時代のイラク

と、核保有国である

イスラエルに対抗

することであった。 

1960 年代から核開

発を行ってきたも

のと推定されてい

る。北朝鮮は自衛

のため、と称して

いる。 
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２）化学兵器 

調査項目 国   名 

 インド バキスタン イラン 北朝鮮 

保有状況 

 

 

1997 年８月にグジ

ュウラル大統領が、

化学兵器の保有を

認めたことがある

が、以後新しい情報

はなく詳細は不明

である。     

化学兵器を製造す

る能力はあるとさ

れているが、保有し

ているかどうかの

情報はない。   

CWC を批准、OPCW

もイランの化学兵

器保有の証拠はな

いとしているが、米

等はイランがイラ

ン・イラク戦争時に

保有していた製造

能力を未だ温存し

ているものと見て

いる。 

CWC に調印してい

ない。神経剤サリ

ン、窒息剤ホスゲ

ン、血液剤シアン、

刺激剤アダムサイ

ト、びらん剤マス

タ ー ド 等 、 合 計

2,500-5,000 トン

を保有しているも

のと推定される。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

内容 

 

 

不明  不明  イランには多数の

民生用農薬、化学工

場が点在、その一部

では化学兵器が製

造されていると思

われる。また国防軍

需省傘下の施設も

多数あり、兵器製造

が行われている模

様。 

朝鮮戦争後に化学

兵 器 の 開 発 に 着

手、1980 年代から

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。 

開発意図 

 

 

 

 

1996 年９月に化学

兵器禁止条約(CWC)

を批准し、2000 年

８月に関連国内法

規を制定した。 

2004 年６月、軍事

開発機構が製薬会

社と提携し、ハイテ

ク戦から民間人を

防護する医薬品開

発に乗り出すと発

表した。 

1999 年４月に化学

兵器禁止条約(CWC)

を批准し、2000 年

10 月に関連国内法

規を制定したが、以

後新しい情報はな

い。 

イラン・イラク戦争

において、イラクに

化学兵器を使用さ

れており、フセイン

前政権への抑止と

して製造、配備が行

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

回査察を実施。 

化学兵器開発は貧

者の核兵器として

効果的、との認識

から行われてきた

ものと思われる。 
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３）生物兵器 

調査項目 国   名 

 インド バキスタン イラン 北朝鮮 

保有状況 

 

 

科学者及び工業生

産施設を含め、生物

戦計画を実行する

能力があり、そのう

ちのいくつかは、対

生物戦防護に関す

る研究開発を支援

している(米国防省

評価)が、保有に関

する情報はない。 

限定規模の生物兵

器を開発する能力

はある(米国防省評

価)が、保有するか

どうかの情報はな

い。       

正確な保有状況は

不明だが、1995 年

時点ですでに生物

剤を生産、少量の生

物剤は兵器に装填

されていたと見ら

れている。テヘラン

北部のダブリズ市

に少量の炭疽菌と

ボツリヌス菌を貯

蔵している。 

BWC を批准してい

る。 

炭疽菌、バチル

ス菌、破傷風菌、

ボツリヌス菌、サ

ルモネラ菌、チフ

ス菌、ビブリオ菌、

コレラ菌、ペスト

菌などを保有して

いるものとみられ

る。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

内容 

 

 

不明  不明  イランが毒素及び

微生物、その他の生

物剤を研究してい

るのはほぼ確実で、

米 CIA、米軍備管理

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。 

朝鮮戦争後から研

究を開始し、1960

年代から金日成主

席の直接指示で生

物兵器プロジェク

トが強化されたと

言われている。 

開発意図 

 

 

 

 

あらゆる生物兵器

からの攻撃に備え、

各組織機関を動員

して対応策を準備

しつつある。(2002

年６月保健相) 

不明 核・化学兵器同様、

イラク及びイスラ

エルに対する抑止

として考えている

模様。 

朝鮮戦争時、米軍

が生物兵器を使用

したとの疑惑を持

ち、対抗策として

研究を開始したと

言われている 
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４）ミサイル 

調査項目 国   名 

 インド バキスタン イラン 北朝鮮 

保有状況 

 

 

Prithvi シリーズ

短距離弾道ミサイ

ル及び Agni シリー

ズ中距離弾道ミサ

イルを保有してい

る。2004 年現在で

PrithviⅠが陸軍に

２個群、AgniⅠが陸

軍に１個群配備さ

れている。    

短距離弾道ミサイ

ル及び中距離弾道

ミサイルを保有、今

後は固体燃料方式

を採用する方向に

あるといわれる。

2004 年現在 Hatf-

Ⅲ、Shaheen-Ⅰ及び

Ghauri-Ⅰなどが陸

軍戦略部隊に配備

されている。   

現在弾道ミサイル

としては、スカッド

B及びC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も実戦配備に

移された。 

スカッド B、C を約

650～800 基、ノド

ンを約 200 基、テ

ポドン１号を５～

10 基、同２号を１

～５基保有してい

るものと見積もら

れる。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

内容 

 

 

1983 年にミサイル

開発計画を策定し、

以後 Prithvi 及び

Agni 各シリーズの

開発を推進中であ

る。2003 年 12 月に

ロシアと共同で開

発した BroHmos が

試験飛行を終え生

産段階に移行、と開

発会社社長が発表

した。   

1980 年代に開発に

着手、固体燃料方式

の短距離弾道ミサ

イルと中距離弾道

ミサイル並びに液

体燃料方式の中距

離ミサイルも開発

を推進中である。弾

頭の開発も推進し、

多弾頭化技術、終末

誘導技術も確立し

た。開発には中国及

び北朝鮮が関与し

た疑惑がある。  

より長距離なシャ

ハブ４の開発は停

止されているとの

報道がある一方、イ

スラエルと中東・中

央アジアに展開す

る米軍を射程に収

めるシャハブ３の

精度を高めている

模様。 

1970 年代から中

国、その後は旧ソ

連との協力でミサ

イル開発を行って

いたが、1980 年代

からは独自にミサ

イルを開発生産す

るようになった。 



- 155 - 

調査項目 国   名 

 インド バキスタン イラン 北朝鮮 

開発意図 

 

 

 

 

「 小限の核抑止

力」のため、核兵器

を運搬する手段と

して開発、短距離弾

道ミサイルは主と

して対パキスタン

用、中距離弾道ミサ

イルは主として対

中国用とされる。

2002 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。 

核兵器の運搬手段

を確保するという

核戦略の一環であ

るが、 近インドの

兵力増強が著しい

ことから、これに対

抗して開発を推進

するという目的が

大きくなっている 

イラクのフセイン

前政権並びにイス

ラエルに対する抑

止力として、核・生

物・化学兵器の運搬

手段として開発が

進められている。 

在韓米軍を含む韓

国軍との軍事対決

の必要性と近隣諸

国に備える意図で

開発されたが、近

年は外貨獲得の手

段ともなり、中東

などに輸出されて

いる。 
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