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序 

 

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。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近

隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国

の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が

進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸

念が台頭してきております。 

  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も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますま

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。 

 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ためにはこの力

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あります。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

寄与すれば幸甚です。 

 

平成 18 年３月 

             

社団法人 日本機械工業連合会 

                                        会 長   金 井   務 

 



 

序 

 

 

 今日のわが国の経済力・技術力からは、わが国産業界の対外経済活動は今後とも活発化し、

国際社会への進出が増大していくことが見込まれます。このような企業活動と安全保障関連の

国際間題との関係はますます密接になっていくものと考えられます。 

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

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

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

の核開発問題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は、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の、不拡散型輸出管理の重要性に関する認識がますます高まってお

ります。また、我が国では平成 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。 

この不拡散型輸出管理を的確に実施するためには、紛争地域等における安全保障に関する情

報収集が不可欠であり、こうした情報を収集提供していくことは、健全な国際貿易を通じた我

が国機械工業の振興に寄与することになります。このような観点から、「機械産業の対外経済活

動に与える安全保障動向調査」事業として、主として紛争地域等の安全保障に関する情報の収

集分析を行いました。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。 

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

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

ます。 

 

平成 18 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 

 



目  次 

 

安全保障情報調査編 

総 論 ............................................................................1 

１．調査目的 ....................................................................1 

２．調査内容 ....................................................................1 

３．調査結果と得られた結論 ......................................................1 

各 論 ............................................................................2 

１．インド ......................................................................2 

２．パキスタン・イスラム共和国 .................................................47 

３．北朝鮮 .....................................................................83 

４．イラン・イスラム共和国 ....................................................114 

５．調査結果の要約（一覧表） ..................................................192 

 

 



 - 1 - 

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、1964 年の中国による核実験、1966 年の中国による

核弾頭搭載可能なミサイル実験、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 日インドは、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種類を行った。

ついで13日に同じくポカランで２回の地下核実験を行っている。５月17日にはチダ

ムバラム原子力委員長と国防研究開発センターのカラム氏が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

一気に高まり、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、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。 

また核の自己防止や管理について2003年９月「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
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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。2004年春の総選挙において与党が敗北したが、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。 

2005年７月ブッシュ米大統領が、シン印首相と会談後の記者会見においてインドを

核戦力保有国家と認め、インドのTarapore Atomic Power Plantへの燃料供給に合意

したことを明らかにした。シン首相と会談後の記者会見において述べたもので、両国

は民生用原子力協力のほか民間宇宙及びハイテク分野での協力にも合意し、戦略的パ

ートナーシップの次段階（NSSP）を成功裏に完結させた。この印・米民生用核エネル

ギー協力協定が実行されるまでには、両国それぞれに存在する国内法的な問題あるい

は原子力供給国グループ間で解決すべき点が多いが、インドが実質的な核保有国であ

ることを米国が容認しようとするもので、インドにとっても核政策の大きな転換にな

るであろう。 

2006 年１月現在、インドには協定に基づく核施設の軍･民分離促進が求められ、米

国は印の 22 基の原子炉のうち国際的な保証措置の下にある６基以外も、IAEA の保証

措置の下に置くよう求めており、協定の議会承認が停滞している。 

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「 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Jaguar 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。 
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2005年９月９日のThe Daily Times紙が、米国の科学・国際安全保障研究所（ISIS）

Albright 所長の発表として「核兵器の推定保有数はインド80発、パキスタン70発、

イスラエル145発、北朝鮮６発」との見解を示した。 

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の自粛を行っ

ているが、弾頭の小型化を重点に研究開発を継続しているものと思われる。同時に「

小限の核抑止力保持」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。 

 ＊ 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）：13基運転、５基建設中 

    ＊ 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。レーザー・アイソトープ分離法の

      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 

④ 研究開発機関等 

 インドの原子力政策を統括し規制しているのは原子力エネルギー省（DAE）である。

その目的は核燃料サイクルのあらゆる側面に関する専門性の習得に向けた産業活動、研

究開発を行う団体のネットワーク作りである。原子力エネルギー省は原子力委員会の監

督下にあり、原子力規制審議会の規制を受ける。 

 研究開発は原子力エネルギー省の研究センターと助成機関がともに行っている。2005

年の調査によると、研究センターの業務は技術関連や製品関連の開発が主で、助成機関
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では基礎研究が中心となっている。原子力エネルギー省傘下の研究センターは以下のと

おりである。 

 １) バーバ原子力研究センター：原子力科学工学とその関連分野すべてを扱う総合原

    子力研究センター 

 ２) インディラ・ガンジー原子力研究センター：当センターはFBR実証炉の技術開発

    に向けた、広範囲にわたる科学調査及び先端的エンジニアリングの総合的プログ

    ラムに関与している。 

 ３) 先進技術センター：レーザー、粒子加速器及びその関連技術といった非原子力関

    連の先端分野の研究開発を行う。 

 ４) 可変エネルギー・サイクロトロンセンター：小規模な原子力エネルギー省傘下の

    センター 

５) 原子力鉱物探査研究理事会（Atomic Minerals Directorate for Exploration  

     and Research）：インド国内の原子力関連鉱物の探査、及び自他の研究所におけ

    る研究を奨励。 

 ６) 助成機関： 

   ＊ タタ基礎科学研究所 

   ＊ サハ核物理研究所 

   ＊ タタ記念センター 

   ＊ ハリシュ・チャンドラ研究所 

   ＊ 物理学研究所（Institute of Physics） 

   ＊ 数理化学研究所（Institute of Mathematical Sciences） 

   ＊ プラズマ研究所 

   ＊ 産業プラズマ技術促進センター（Facilitation Centre for Industrial  

     Plasma Technologies） 

   ＊ 原子力教育学会（Atomic Energy Education Society） 

   ＊ 原子力研究審議会（BRNS） 

   ＊ 高等数学国家審議会National Board for higher Mathematics（NBHM） 

   ＊ 電力庁（Administration of Power Generation） 

 原子力エネルギー省は以下の国有電力会社２社及びその他の機関／産業の規制・管理

についても 終責任を負っている。 
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 １) インド原子力公社：現在15基の発電用原子炉の他、近い将来稼動予定の7基の

    建設中原子炉を保有。 

 ２) Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd.：タミルナドゥ州カルパッカムに建設

    された 初の500MW高速増殖型原子炉（FBR）の建設及び試運転を目的として設

       立。今後予定される高速増殖型原子炉の建設、試運転、運用、整備を担当する 

       ことが期待される。 

 ３) 核燃料総合施設（Nuclear Fuel Complex）：インドで稼動する全ての原子炉の核

    燃料バンドル、炉心部品の供給を担う。濃縮ウラン燃料、ジルコニウム合金被 

       覆、炉心部品などが原材料から一貫生産される。 

 ４) 重水審議会（Heavy Water Board）：研究用原子炉・発電用原子炉内の減速材と 

       冷却剤の製造を行う機関。当審議会が国内6つの重水路の操業を行う。 

 ５) 放射能・同位体技術審議会（Board of Radiation and Isotope Technology）： 

       医療、産業、農業、研究の分野における放射性同位体・放射線の商用利用を目 

       的とする。 

 ６) インドウラン公社：ウラン濃縮施設の運営を目的とした国有会社。地下鉱山３

    つ、処理工場１つ、再処理工場１つを運営する。 

 ７) インドレアアース公社（Indian Rare Earths Ltd.）：チタン鉄鉱、ルチル、ジ 

       ルコン、シリマナイト、ガーネット、モナザイト砂といった重金属の採掘と分 

       離に従事する機関。 

 ８) インド電子公社（Electronic Corporation of India Ltd.）：多品種、多分野を

    扱う組織に発展。原子力関連のみならず、宇宙、防衛、電子セキュリティー・ 

       アプリケーション、通信ネットワーク、電子政府アプリケーション及びその輸 

       出等幅広く業務を行う。 

 国防省は、ミサイルの設計や他の大量破壊兵器運搬手段の供給については自らも携わ

っているが、インドの核計画における実際の核物質の製造・試験については国防省でな

く原子力エネルギー省（DAE）の管轄で、1998 年の 12 kt の核分裂装置、43 kt の熱核

反応装置、0.2 ktの低出力装置の実験について、公式に責任を認めたのは原子力エネル

ギー省である。原子力エネルギー省はインドにおける全ての国営原子力施設の責任者で

もある。また原子力エネルギー省は核計画について軍用、民生用の両方を担当しており

軍・民相互の関係は密接なものとなっている。 
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 国防研究開発機構（DRDO）は、国防省（MOD）防衛研究開発局の直轄であり、民間原

子力産業との橋渡しを行う重要な機関である。 

 DRDOは 48の研究所ネットワークを通じて研究プログラムを実施している他、航空、

兵器、戦闘車両、電子、計測工学システム、ミサイル、資材、海軍システム、 新コン

ピュータ、シミュレーション、生命科学等、様々な軍事関係技術分野の活動を行う。 

⑤ 近の主な動向 

＊ 1989年  米CIAがインドは熱核兵器を計画していると言明 

＊  1995年  中国が軽水炉へ燃料を供給することに同意 

 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（5.11と5.18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し経済

制裁を発動した（11.13）。制裁はインド経済に相当な悪影響を及ぼすが、

バジパイ首相は「 小限の核抑止力を配備するため、長距離ミサイル及び

核分裂物資の生産を含む核開発は継続する」と議会で演説(12.15)。 

＊ 1999 年 原子力省の核燃料コンプレックス(NFC)は核開発の重要物質ジルコロイ

-４の開発に成功（3.23）。インド国家エネルギー委員会（AEC）のチンダラ

ム議長が「インドは中性子爆弾の製造能力を持っている｣と発表(8.16）。 

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

を重ねた。制裁解除と引き換えに包括的核実験禁止条約(CTBT)調印を迫る

国際社会の要求には応ぜず「 小限の核抑止力保持」方針も堅持。但し、

核実験の自主的凍結は約束。その他特記事項：印外相が「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、インドなど

で核兵器開発体制が進んでいると指摘(5.16)。Lyengal 元インド原子力委

員会委員長は、核エネルギー局(DAE)の主張に反しCTBT署名以前に水爆と
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中性子爆弾の実験を必要とする、と述べた(7.30)。 

＊ 2001 年 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(2.20)。インドは公式に「国家安全保障政策に

従い 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。

しかし核エネルギー局年次報告書(2000-2001)は 小限の“数”には言及し

ていない（5.10）。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（8.14）。 ブッ

シュ米大統領は「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、米の国家安全保障に益する

ものではない」と述べ、印・パへの制裁解除を決断（9.25）。政府の主任科

学顧問カラム氏が引退に際し「印は核分裂型核爆弾と核融合型核爆弾の双

方を保有し、国の核兵器の安全は完璧である」であると語った。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。後任は核エネルギー委員会委員長のチンダムバ

ラン氏（11.12）。 

＊ 2002年 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 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（1.5）。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、射程2,500kmの

Agni-Ⅱ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（4.26）。バジパイ印首相はインタビューで、

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（6.17）。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、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（7.22）。 平和が脅威にさらされ、インドの「 初に核を使用しない」

政策にもかかわらず他国が核を使用する場合、インドは自衛のため核兵器

を使用すると Kalam 大統領が 15 日表明（11.15）。Singh インド外務副大

臣は「政府は核実験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（12.19）。 
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＊ 2003年 

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

正式の指揮管制組織下に置いた。その発表は、前例のないパキスタンとの

核戦争の瀬戸際に立ってから１年後にもたらされ、核パワーを保持してか

ら４年半後に核統制権者が核兵器の貯蔵に責任を有することとなった。 

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

持続すると語った。国防相は、長期的にはこの見解を見直すよう国家安全

保障顧問委員会(NSAB)で政府に強く勧告した、と述べた。 

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”

と否定済みである」と答えた。 

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、インドはパキ

スタン以外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。

更に「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
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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： 政権を奪取した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発でパキスタンが25～50発である。 

６月 23 日： 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

強調した」と報じた。 
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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。 

＊2005年 

３月29日： シン・インド外相が29日、核の先制不使用に関する世界的な協定を提

唱するとともに、核兵器保有国がその核兵器を非保有国に対し使用しない

取り決めの必要性について語った。またインドは、脆弱な拡散防止協定の

ため隣国からの核拡散対策にコストを強いられ、安全保障上の影響を受け

ていると強調した。 

４月９日： Gulf Times が 10 日、モスクワを訪問しプーチン大統領と会談したシン

印首相の発言として「インドとロシアは、民生用原子力エネルギー協力を

拡大するとともに包括的経済協力に関する協定の策定作業を開始し、戦略

的パートナーシップの強化を図っていく」と報じた。         

４月９日： シン印首相とプーチン露大統領が９日モスクワで会談し印・露間の民生

用原子力協力について話し合ったが、インドの当局者は「原子力協力プロ

ジェクトの今後は、原子力供給グループ(NSG)に対するロシアの関係如何に

よる」と語った。ロシアは、NSG の合意を得てこれまで Koodankulam の発

電所２ヵ所に原子炉を提供しているが、インドは更に二つの原子炉が必要

と主張している。 

４月 13 日： インド下院は12日“2005 年大量破壊兵器及びその運搬システム(違法

活動の禁止)法案”を承認した（インドのウエブサイトWebIndia123が掲載）。

シン外相は、インドが核国家として核の保全に責任を持つことを宣言する

ともに、国連がインドを安保理の常任理事国に加えるよう主張した。更に

外相は、インドが中国及びパキスタンとの間で核の信頼を醸成しつつある
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ことにも言及した。 

５月23日： 24日の India News によると、米国務省不拡散局の次官補代理が23日

の核不拡散条約（NPT）見直し会議において「米国が、インドに民生用核協

力を行いパキスタンの軍事開発に関与することは、NPT の趣旨に反するも

のでない」と述べたという。米国は南アジアの核拡散を懸念しており、印・

パが核実験を停止し核の保護措置を強化していくよう推進するとともに、

NPT の 終ゴールであるイスラエル、インド、パキスタンの条約署名を目

指すとしている。 

７月18日： ブッシュ米大統領が18日、シン印首相と会談後の記者会見においてイ

ンドを核戦力保有国家と認め、インドのTarapore Atomic Power Plantへ

の燃料供給に合意したことを明らかにした。シン首相と会談後の記者会見

において述べたもので、両国は民生用原子力協力のほか民間宇宙及びハイ

テク分野での協力にも合意し、戦略的パートナーシップの次段階（NSSP）

を成功裏に完結させた。 

７月20日： ロイター通信によると、エルバラダイIAEA事務局長が20日「ブッシュ

政権がインドに科している核制裁を解除しようとするプランを支援する」

と表明した。インドはNPTに署名しておらず、IAEAによる核エネルギー施

設の査察も受け入れていないが、エルバラダイ事務局長は「先進の民生用

核技術を全ての国家が利用できることは、核の安全保障と防護を高めるこ

とになる」と述べている。 

７月21日： Asia Timesが21日「印・米が核に関する協定を締結したことで、米国

を含む原子力供給グループ（NSG）と供給を受けるインドが共に問題に巻き

込まれることになる」と報じた。インドを核兵器国家と認めることは、核

不拡散条約（NPT）を土台とする世界的な核レジームを弱体化させることに

なる一方、インドはIAEAへの民生用原子力施設の申告、核物資及び技術の

包括的な輸出管理体系の確立、MTCR及びNPTへの署名など核技術保有国と

しての責任を果たす必要が生じてしてくる。 

7月22日： 米国務省の発表によると、米国はインドが核先進国と同様な責任を負う

と認めたことから、民生用原子力協力協定を締結するなど全面的なパート

ナーシップを確立したと発表した。インドが核プログラムに関し受け入れ

を承認したのは、民生用及び軍事用核施設の分離と民生用核施設の IAEA
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への申告、民生用核施設を自発的にIAEAの保障措置のもとに置くこと、民

生用核施設に関する追加議定書への署名と規定の遵守、一方的な核実験停

止の継続、米国と共同して多国間に兵器用核分裂性物質生産禁止条約

（FMCT：カットオフ条約）締結の働きかけ、濃縮・再処理技術の移転や拡

散防止の見直し並びに核物質及び技術の包括的な輸出管理とMTCR及びNSG

の規定の履行などである。これに対し米国も、インドが民生用原子力エネ

ルギーの国際的な枠組みに加わり、これらの諸国と貿易が出来るよう協力

することを約束した。 

７月25日： The New Zealand Heraldに25日掲載された記事。ブッシュ政権がイン

ドの原子力発電の開発を支援する方向に政策を変更したことで、General 

Electric（GE）はインドの原子力マーケットに再び参入することになる。

インドのTarapur に原子炉を建設したGEは、1974 年にインドが核実験を

行ったことで撤退を余儀なくされていたが、ブッシュ米大統領が Tarapur

の原子炉に燃料を供給することを明示したことから、GE は 2010 年迄にイ

ンドへ50億ドルを投資すると予測されている。 

７月25日： 米国がインドを核戦力国家と認め民生用原子力エネルギー協力を協定し

たことは、ワシントンの外交政策集団をインドと戦略的な結びつきを強め

るとの見方と、核不拡散条約（NPT）の弱体化を懸念する見方の二つに分け

ている。特にNPTに署名しない国家への核協力制限を取払うについて政府

は議会を説得出来るのか、あるいはメンバー国以外へ核技術を輸出しない

とする原子力供給国グループ（NSG）の支持が得られるかに懸念が残るが、

政府当局者は「日本は懸念を表明したが、エルバラダイIAEA事務局長は支

持の方向であり、英・仏・露も支持を表明している」と述べている。同じ

ようなケースのイスラエルやパキスタンに先例を残す重大な懸念もある。 

７月29日： 印下院においてシン首相が29日「印・米間で締結した原子力協定は、

エネルギーの安全保障を目指すものであり、国家の安全保障において譲歩

するものではない」と述べ、協定によって印の戦略核兵器プログラムが抑

制され、核兵器の管理に制限を受けることはないと強調した。また核施設

を民生用及び軍事用に区分し、民生用核施設をIAEAの保障措置のもとに置

くことについては、現在科されている核技術の制裁が全て撤廃されるまで

受け入れないと述べた。 
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８月８日： 米議会調査部（CRS）が「印・米核協定は、核兵器の拡散防止に悪影響を

もたらすかもしれない」と報告書で述べている。2004年に核燃料輸出を自

粛していたNPTメンバー国の露は、核燃料の輸出を再開するかもしれない

し、中国もまたパキスタンへの核技術提供を検討しているかもしれないと

述べている。 

８月15日： ブッシュ政権は、７月に印との間で締結した民生用核協力協定を推進す

るため、法改正作業を開始した。NPT に署名していない印へ核エネルギー

技術を輸出するには、原子力エネルギー法及び核不拡散法の改正が必要で、

政府は2006年の中間選挙までに法改正を終えたいとしている。 

８月 17 日： インド政府が17日「英政府は、NSG Dual Use list に掲載されている

“保障措置のない核燃料サイクル”及び“核実験活動”にも使用出来る製

品を、ケース・バイ・ケースで印に輸出許可できるよう核政策を変更した」

と発表した。印下院においてシン外相が答弁したもの。 

８月30日： 印駐在のマルフォード米大使が30日「民生用核エネルギー協定を履行

する上で、印・米はデリケートで複雑な過程を通過しなければならない」

と語った。米国は印へ核を提供するための立法措置に時間を要し、印は新

たに制定したWMD法や輸出管理規則の履行、核施設の民生用と軍事用への

分離、IAEA保障措置のため追加議定書への署名などが控えているが、来年

２月に予定されているブッシュ米大統領の訪印までにはこれらが終了する

よう希望した。 

８月30日： 2004年１月に印・米が同意した“戦略パートナーシップの次段階（NSSP）”

に基づく両国のハイテク通商の促進策として、米商務省が30日インドの核

及び衛星関連の６企業体等に米国製の機微な商品購入制限を緩和する EAR

の変更を告示した。しかし官報によると、核及びミサイルのエンドユース

のため必要となる輸出許可は変更されておらず、引き続き適用となる。 

８月８日： ８日の米上院外交委員会の公聴会において“インドへの核エネルギー協

力を増大させる”というブッシュ政権の計画に対する障害が浮かび上がっ

て来た。バーンズ国務次官が「インドと友好関係を結びインドを国際的な

核技術の管理体制に組み込むことは、世界的な不拡散の強化に繋がる」と

証言したが、共和党及び民主党の多くの委員は「核施設の査察を認めない

国家に核技術を提供することは、提供を否定してきた米国の宣言やNPTの
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趣旨を弱体化させる」との懸念を示している。 

９月９日： 米国の科学・国際安全保障研究所（ISIS）の副所長が「インド及びパキ

スタンは、原子力発電にも核兵器にも使用できる新たなウラン濃縮用遠心

分離プラントを建設した」と発表した。またAlbright ISIS所長は「イン

ドの輸出管理は不十分で、インド企業は核部品などを外国に売却すること

が出来る｣と述べるとともに、核兵器の推定保有数がインド80発、パキス

タン70発、イスラエル145発、北朝鮮６発との見解を示した。 

９月11日： シン印外相が２週間後にカナダを訪問し、核問題を話し合う。カナダは、

南アジアのバランスのため印・パに核の安全協力を申し出ており、パキス

タンはこの受け入れを表明していたが印は未回答のままであった。核の不

拡散問題や印の原子力供給グループ（NSG）加盟へのメンバー資格などで両

国が合意に達するのは、2006年５月又は６月に予定されるシン印首相のカ

ナダ訪問時であると見られている。 

９月12日： シン印首相とシラク仏大統領が12日に会談した後「両国は、核分野で

協力する協定の作業に入る」との声明を発表した。声明は「仏は印の民生

用核エネルギーの必要性を認め、これについて原子力供給グループ（NSG）

諸国等と協同するとともに、強固な印・仏二国間協力を構築する」と述べ、

米英に続いて仏も印の民生用核技術に対する協力を表明した。 

９月 20 日： 20 日の Electricity Daily によると、シン印首相とブッシュ米大統領

が国連総会の際に会談し、核エネルギー協力の推進を再確認した。ブッシ

ュ大統領は「米議会が印へ核技術を移転するため、政策と法律を修正する

よう希望している」と述べ、シン首相は「印議会議員は、核協力協定を全

面的に支持している」と述べた。 

９月26日： シン印外相とPettigrew加外相が26日オタワで会談し、両国が民生用

核エネルギー分野で協力することに合意したと発表した。加は1998年の印

核実験に も批判的であったが、先のIAEA理事会において印がイランを安

保理に付託する決議案に賛成したことから、核の二国間協力に合意した。 

９月26日： Lloyd Axworthy前加外相が26日「加が印との核協力再開を決定したこ

とは、拡散防止にとって“嘆かわしい過ち”である」と非難した。またPeggy 

Mason前軍縮大使も「ブラジル、南アフリカ及びアルゼンチンは、NPT非署

名国でありながら核開発を放棄している」と述べ、前外相への同意を示し
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た。 

９月27日： インドがIAEA理事会において友好国のイランを支持しなかったことで、

与党である統一進歩連合政権（UPA）の左派や野党の人民党（BJP）から非

難の声が上がっているが、政権中道派のSaran外務次官が「インドがイラ

ンに“交渉と協議”の時間を与えたことで、外交的な危機を回避すること

が出来た」と述べ、将来イランを安保理に付託する決議案への賛成が正し

かったと強調した。 

10 月３日： イランの核問題で印が欧州連合（EU）及び米を支持したことについて、

マクレラン米大統領報道官が「米国は印の支援に感謝している」と述べた。

一方イラン外務省のAsefi報道官は「イランはIAEAで決議案に賛成した諸

国に異議を唱える書簡を送る」と述べ、それら国家との経済や貿易の見直

しを示唆した。しかしLarujani核交渉首席代表は“一つの出来事で友好国

を失うべきではない”と述べ、印との関係継続を表明している。 

10月５日： 加は事前の予告や公開討論なしに印へデュアルユースの核技術輸出及び

原子炉の売却再開を決定した。印はイランの核プログラムで欧米を支持し

たが、加政府は印がNPTに署名していないことや核兵器開発を継続してい

ることに意を用いておらず、印への政策を変更したのは危険な誤りだった

といえる。 

10 月６日： 印を訪問し Pranab Mukherjee 国防相と会談したリード英国防相が６日

「印がパキスタンとの緊張緩和に努めているほか国際的な責任も果たして

いることから、英は印へ民生用核支援を行う計画である」と語った。一方

AFP通信によると、仏は印へ６隻のスコーピオン潜水艦を30億ドルで売却

することに合意したという。印国防省は欧州MBDA企業と潜水艦の装備品契

約に合意したと発表しており、軍事筋は核弾頭搭載可能なエグゾセ・ミサ

イルが潜水艦に装備されるだろうと述べている。 

10月19日： 原子力供給国グループ（NSG）は19日 “例外的に印と核協力を行う”

とするブッシュ米政権要求の国際的なルール変更を先送りした。NSG のう

ち英、仏、加はブッシュ政権の要求を支持しているが、日本やスウェーデ

ンは支持に消極的である。NSG の次回会議は来年５月で、ブッシュ大統領

が訪印を予定している来年早々までに解決するには特別に会議を開く必要

があるが、ブッシュ政権はNSGに対する働きかけを予定していない。 
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10 月 21 日： 印の政府高官によると、印は国内の核エネルギー容量を拡大するため

豪州を含む数ヶ国と核協力について話し合っているという。ウランの購入

を持ちかけられた豪州は“印と核協力を話し合うのは時機尚早”としてい

るが、印は原子力供給国グループの会議の際豪州と核協力について論議し

たと見られている。 

10 月 22 日： 訪印中のバーンズ米国務次官は先週「米議会は、ブッシュ大統領が訪

印する2006年初めまでに印・米間の核協力協定を推進する立法措置をとる

だろ」と述べている。一方22日のPress Trust of Indiaはプーチン露大

統領が「露は原子力供給国グループの基準が緩和されれば印を支援する」

と述べたことを報じたが、共同通信は「日本の政府筋が、印・米間の核協

力はNPTに悪影響を与える」との懸念を表明していると伝えた。 

10 月 27 日： 米下院外交委員会のヘンリー・ハイド（R-Ill.）委員長が、ブッシュ

政権の拙速な印･米間の核協力推進に抵抗する姿勢を示した。ハイド委員長

は公聴会で「議会とブッシュ政権は７月の核協力協定に関するブッシュ大

統領の声明に関し十分な協議を行っておらず、インド当局もブッシュ政権

による議会要求の重要性を認識する必要がある」と証言した。また５人の

専門家のうちの４人も協定に批判的な意見を述べたが「もし印が核兵器用

放射性物質の製造を中止するなど、要求に応ずれば状況は変わってくる」

と証言している。 

11月２日： ジョセフ米国務次官が２日、上院外交委員会において「印・米間の核協

力協定の条件は変更すべきでない」と証言し、不拡散の目的を達成するた

め印は協定で宣言したとおり民生用核施設への査察受け入れ準備や、核分

裂性物質の製造中止を推進する必要があることを強調した。 

11月７日： 米国務省の核不拡散担当Andrew Semmel副次官補が７日、カーネギー国

際不拡散会議において「米政府は印との核技術移転を推進する前に、印が

核施設を軍事用と民生用に分離する“信頼のある防護的な手段”を取るの

を待っている」と述べた。印の措置が、原子力供給国グループのルールを

修正し、印との核貿易に関する米国内法を改正するための必要条件である

と強調した。 

11月８日： 米議会の中で“印・米間の戦略的関係を構築するのは重要であるが、印

に対する核協力については核拡散防止の点での懸念がある”との見方が広
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がっている。７月18日の共同声明で、印は核保有国の責任を果たすため数

段階の措置を取ることに合意しているが、これまでにその政治的な立場を

再確認し既存の政策や慣行を成文化したに過ぎず、拡散防止の要となる核

施設の軍と民への分離並びに核兵器用分裂性物質の生産停止に手を付けて

いないことが懸念されている。 

11月21日： 米駐在のRonen Sen 印大使が21日「印－米核協力協定の内容を変更す

ることは、協定の基本的なバランスを崩すことになる」と述べ“協定は核

の不拡散を損なう”との批判に反論した。協定の要となっている核施設の

軍・民分離が進んでいないことについては“徐々に着手していく”として、

印の協定を遵守する姿勢を示した。 

12月４日： ３日間の露公式訪問に向かう途上のシン印首相が４日「印が露から供給

を受けようとするTarapur原子炉用の低濃縮ウラン（LEU）は、米国と協定

した核協力とは別のものである」と語った。シン首相はプーチン露大統領

とエネルギー問題を論議する予定であるが、LEU の提供について露の確約

を取り付けられるとの見通しを示した。 

12月12日： シン印首相が12日の記者会見において「印は核施設の軍・民分離を進

めている」と語った。印は米から核技術の提供を受ける前に、民生用に分

離した核施設に対するIAEA査察の受け入れを合意している。 

12月15日： シン印首相が15日の議会において「ブッシュ米政権は、印・米核協力

協定の議会承認獲得に全力を注ぐべきである」と述べるとともに、協定の

変更に応ずるつもりはないことを表明した。シン首相は、連合政権内で生

じている“米国は印の譲歩を求めているのではないか”との疑念を解消す

る道を探っている。 

12月20日： 印の当局者によると21日から行われる印・米の核作業部会で、印は核

施設を軍・民に分離する計画を米に提示するという。これにより多くの核

施設が IAEA の監視下に置かれ米政権の要求を満たすことになるが、2006

年初めのブッシュ大統領訪印には間に合わないとしている。一方Cirus原

子炉を建設したカナダは 19 日、印に必要な兵器級プルトニウムの 25％を

製造する同原子炉へIAEA査察官が立ち入るのを認めるよう要求した。 

12 月 21日： 訪米中のSaran 印外務次官が21日、ライス国務長官、バーンズ国務次

官、エネルギー省や国防総省の当局者などと会談し「印は米国から供与さ
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れる民生用核技術を、軍事に転用することや第三国に提供することはない」

と断言した。また印が輸出管理を強化するとともに、再処理及び濃縮技術

の拡散を阻止する国際的な取り組みに加わると表明した。 

＊ 2006年 

１月４日： 日本政府高官によると、訪印中の麻生外務大臣が４日Ahamed印外務担当

相と会談し、高官レベルで核軍縮及び不拡散に関する年次会談を開催する

ことに合意した。また日本が印に科している核貿易の制限を解除する件も

話し合われたという。 

１月５日： ライス米国務長官が５日「インドに核エネルギーを供給する考えは、エ

ルバラダイIAEA事務局長を始めとする核不拡散の関係者や、NSG諸国にお

いても歓迎されている」と述べた。 

１月12日： 訪印中のケリー米上院議員（D-Mass.）が12日、シン首相と会談後「印

－米核協力協定の成否は、今後の両国間の交渉次第である」と語った。米

国内には“協定は国際的な不拡散体制を損ねる”との批判がある。また協

定には印と協力することで中国を封じ込める意味もあると見られ、中国は

協定への反対を表明している。 

１月 16 日： マコーマック米国務省報道官が「16 日にロンドンでイランの核プログ

ラムを協議したバーンズ国務次官が、印を訪問し核協力協定の促進につい

てSaran外務次官と話し合う」と語った。米当局や専門家は、イランの国

連安保理付託について印が困難な立場にあることと、核施設の査察に消極

的な印の姿勢が協定前進の障害になっていると見ている。 

１月17日： NPTのメンバー国でない印への民生用核技術提供について、米議会にお

ける不拡散専門家の支配的な意見は“地域戦略として印－米関係を推進す

るのは有効であるが、印をNPTの例外扱いするのは反対”というものであ

る。また米、露、欧州連合（EU）、中、日、印の６つのパワー・バランスが

均衡している現情勢から、受け入れられないだろうと見ている。 

１月18日： ロイター通信が18日「ブッシュ政権は、印が核物質を軍事目的に使用

しないと明言したことで、1956年の協定に違反する可能性を排除しようと

している」と報じた。印・米は1956年に“米が提供する重水は民生用目的

のみに使用する”と協定しているが、印は加が建設したCirus原子炉で兵

器級のプルトニウムを生産し、1974年に核実験を行っている。 
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１月25日： ワシントンポストが25日「バーンズ米国務次官は、印・米核協力協定

が３月のブッシュ大統領訪印前に議会承認を得ることは出来ない、との見

通しを述べた」と報じた。バーンズ次官とSaran印外務次官が先週会談し

た結果「米議会の要求する“原子炉施設の軍・民分離”は、大統領訪印ま

でに果たされない見込みとなった」と述べている。 

１月27日： イランの核問題を協議する２月２日のIAEA理事会で印は難しい立場に

あるが、印外務省の報道官は27日「印はイランの核兵器疑惑を解決するた

め“露内でウラン燃料濃縮を行なう”とする露の提案を支持する」と発表

した。露の提案は、中国も支持している。 

１月30日： AFP通信が30日「印の左翼政党が印政府に対し、Mulford駐印米大使の

追放を要求した」と報じた。Mulford大使は先週「もし印が２月２日のIAEA

緊急理事会でイランを支持する投票を行なったら、米議会で保留されてい

る印・米核協力協定は承認されなくなる」と述べている。 

 

(2) 化学兵器 

米国防省の評価によれば、インドは広い分野の化学産業を持ち膨大な量の化学物質

を国内消費用に生産しており、中東諸国にも化学製品を輸出している。1996年９月に

化学兵器禁止条約(CWC)を批准し、1997 年６月ハーグの同条約理事会に化学兵器申告

書を提出するとともに、国防省はすべての施設を査察に公開する旨の宣言をした。 

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

内法「化学兵器禁止条約法案2000」を制定した。 

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

警戒態勢にあり、攻撃された場合に即応するため専門家からなる緊急チームを用意し

ている」と発表したが、内容の細部は示さなかった。 

2002年６月にインド政府は、あらゆる化学兵器による攻撃に対して備えつつあると

発表した。インド保健相A.K.Walia博士が、設置される予定の災害管理計画の概要説

明のため専門家と行動計画を討議、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。 

151カ国で構成される化学兵器禁止機関(OPCW)は、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ようとしているが、2003 年４月 OPCW

技術局長が、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
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ケジュールを守っていると語った。 

また2004年４月、インド陸軍当局者が「 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など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の認識を示した。 

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。 

 2005 年の調査によれば、インドにおける生物・化学兵器（CBW）の研究は、

全てインド国防研究開発省の管理下にある国防研究開発機構（DRDO）の援助

の下に行われている。DRDO はインド国軍と連携し、技術的なアドバイスや必

要なシステムの構築及び評価といった分野で支援している。 

CBW の製造はそれぞれ化学兵器禁止条約（CWC）、生物・毒素兵器禁止条約

（BTWC）で国際的に禁止されており、CBW による攻撃能力の研究･製造は、認

められた防御プログラムの名を借りて行われている可能性が高い。 

化学兵器禁止機関によるインドに対する査察は、次の２ヵ所であるがグワリ

オルの研修施設が主体である。 

 ＊ グワリオルの国防研究開発施設（DRDE） 

 ＊ オズラの国防研究開発施設（DRDE） 

グワリオル国防研究開発施設が対象とする化学関連の研究リストはつぎの

とおりである。 

 ＊ 有害化学物質、危険物質に関する安全性評価 

 ＊ 危険化学物質の感知、防護、除去に関する様々な側面からの研究 

 ＊ 危険化学物質、汚染物質のトレース･レベル分析 

 ＊ 危険物質とその解毒剤の毒性評価 

グワリオル国防研究開発施設は多数の論文を発表しており、その大半が化

学兵器からの防護に焦点を当てたものである。対象は概ねサルファ･マスター

ドやシアン化合物といった古典的な化学兵器である。試験ガス等のより高度

な兵器を扱った論文は少なく、インド防衛研究計画は古いタイプの化学兵器

が主たる対象となっていることがはっきりと示唆される。 

インドが現在 CBW を製造・蓄積しているか否かは定かではないが、産業界、
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学術会両方に化学物質、薬品、バイオ・テクノロジーの強力な研究基盤があ

るということは、将来容易に CBW を製造できることを示している。総合的に

見るとインドの化学業界は強力であるが、薬品業界は弱い。 

インドの化学産業は十分に発達しており、約 7 千種の商品を製造する約 15

万の生産設備を有している。それらは一般的な薬品から石油化学製品にまで

及んでいるが、伝統的に農薬産業が も大きく、殺虫剤産業が特に発達して

いる。化学産業界の売上額は 2004 年現在で 280 億ドルとなっている。 

 

(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、保

健相A.K.Walia博士が設置される予定の災害管理計画について概要を説明するため、

専門家と行動計画を討議した他、各種研究機関を含む各組織機関を動員して対応策を

準備しつつある。 

2003年４月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。 

2005 年の調査によると、インドにおける生物化学兵器（CBW）の研究は、全

てインド国防研究開発省の管理下にある国防研究開発機構（DRDO）の援助の

下に行われている。DRDO はインド国軍と連携し、技術的なアドバイスや必要

なシステムの構築及び評価といった分野で支援している。 

CBW の製造はそれぞれ化学兵器禁止条約（CWC）、生物・毒素兵器禁止条約

（BTWC）で国際的に禁止されており、CBW による攻撃能力の研究･製造は、認

められた防御プログラムの名を借りて行われている可能性が高い。 

化学兵器禁止機関によるインドに対する査察は、次の２ヵ所であるがグワ

リオルの研修施設が主体である。 
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 ＊ グワリオルの国防研究開発施設（DRDE） 

 ＊ オズラの国防研究開発施設（DRDE） 

グワリオル国防研究開発施設が対象とする生物関連の研究リストはつぎの 

とおりである。 

 ＊ 生物活性化合物の合成とプロセス開発の研究 

 ＊ 病原体と治療・予防手段に関する高速診断テストの開発 

 ＊ 病毒媒介昆虫の管理 

 ＊ 疫病の診断方法、診断用具開発を目的としたウィルス性、細菌性生物

の調査 

 ＊ 危険物質とその解毒剤の毒性評価 

 ＊ 廃棄物処理、疫病管理等へのバイオ・テクノロジーの適用等 

グワリオル国防研究開発施設は多数の論文を発表しているが、多くの論文

が鉛中毒やヒ素中毒の危険性を対象としており、細菌毒素、海洋生物、病毒

媒介昆虫、生物分解からもたらされる毒性などについての研究は少ない。 

インドが現在 CBW を製造・蓄積しているか否かは定かではないが、産業界、

学術会両方に化学物質、薬品、バイオ・テクノロジーの強力な研究基盤があ

るということは、将来容易に CBW を製造できることを示している。総合的に

見るとインドの化学業界は強力であるが、薬品業界は弱い。バイオ業界はそ

の中間に位地するといえるであろう。CBW の将来性は多くの一流研究機関との

強力な関係に支えられているのである。 

インドのバイオ・テクノロジー研究の基盤は発達しており、強力で巨大な

ノウハウを有している。インドのバイオ・テクノロジーの中心は 150 以上の

バイオ企業が操業しているバンガロールだと考えられる。ここには、今後イ

ンドで 3 本の指に入るバイオ工業地帯を建設する計画もある。バンガロール

の他インドのバイオ・テクノロジー産業全体は十分な高評価を得ており、バ

イオ・テクノロジーの多国籍企業も操業を行っている。その中にはスイス－

英国の巨大薬品企業アストラ・ゼネカも含まれている。 

インドのバイオ・テクノロジー業界は人口の急拡大に対応するため、主と

して農業生産効率の向上を目的とした新しいバイオ技術を対象としているが、

ソフトウェアを利用して生物学データベースから情報を抽出する生物情報学

の分野や、ゲノム研究の分野における可能性も持っている。しかしながらつ
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い 近までは長期投資が不足していた上に、特許政策が貧弱であったことが

更なる発展の障害となっていた。したがってインドは現在のところ、比較的

少数のバイオ・テクノロジー製品しか生産していない。 

米化学者連盟（FAS）によると、インドの民間生産設備は既に生物・化学兵

器防御の研究・開発支援に利用されており、当然ながら攻撃兵器の開発能力

についても大きな潜在能力を有していると推定している。 

以下に挙げるのは、グワリオル DRDE と活発な協力関係にあると考えられて

いる機関である。 

 ＊ バンガロールのインド科学大学院大学。2000 人を超える研究者が多く

のワクチン開発・媒介生物開発を含む先端科学技術分野に従事してい

る。 

 ＊ デリーのインド工科大学。生化学工学、バイオ・テクノロジー、化学

工学、生物医学工学の専門能力を有する。 

 ＊ プーン大学生物情報工学センター。ウィルス学、微生物菌株データと

いったバイオ・テクノロジー分野に特に強い。 

 ＊ サーガルの HS ガウル大学（The Dr HS Gaur University）。総合大学 

 ＊ グワリオルのジワジ総合大学。DRDE のあるグワリオルのメリット。 

これらの機関の論文は概ね高品質で、技術レベルも西側諸国と同等にある。

ワクチンの研究開発は以上のリスト中のいくつかの機関で行われている。そ

の主な例としてはサブユニット炭素菌、ペストワクチン、日本脳炎ウィルス

をエンコードした DNA ワクチンの製造に関する研究等の論文がある。 近で

はボツリヌス毒素の治療効果を中心とした研究もいくつか行われている。 

 

(4) ミサイル 

① 保有状況 

インドは核弾頭を搭載することが可能な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ており、量産への移行も伝えられている。 

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の開発が完了し、限定的量産に入っており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。 
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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  

2005年の“THE MILITARY BALANCE 2005･2006”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。 

Prithvi連隊×３：各連隊Prithvi×15基 

Agni３群×１：Agni３を８～12基 

Agni２群×１：Agni２を８～12基 

   装備数：IRBM･Agni×24基  SRBM･Prithvi×45基 

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。 

 

 型 式   射   程  ペイロード   備  考 

Agni１ 700／1,200km 2,000kg  

Agni２ 2,000／3,500km 1,000kg  

Agni３ 開発中   

Prithvi１ 150km 800kg  

Prithvi２ 250km 500kg  

Prithvi３ 350km(推定) 750kg(推定) 開発中 

Dhanush 開発中  艦艇から発射 

BrahMos 290km 300kg 印・露共同開発 
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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「 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

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。 
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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ミサイル群が射程700kmのAgniⅠミサイルを、第335ミサ

イル群が射程 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。 

2005 年６月米国はパトリオット３システム（PAC-3）をインドへ売却することに合

意したと報道されたが、インド側はPAC-３がインドの求める短射程ミサイル・システ

ムに適合しないと見ている。 

2005年８月パキスタンが初の巡航ミサイル・テストを行ったが、インドはパキスタ

ンとミサイル・テストの事前通報を話し合う際、パキスタンが巡航ミサイルを保有し

ていることに気付いていなかった。このため10月に両国は地対地弾道ミサイルの飛行

試験を事前に通報する協定を締結した。 

また８月にはDeccan Heraldが「印は射程が9,000～12,000kmで、多弾頭を搭載可

能なミサイルを開発中である」と報じた。印国防省筋によると、このミサイルは2008

年までにテスト準備を完了し、2015年には配備される計画である。 

2005 年 11 月米国土安全保障省の移民関税執行局(ICE)は 18 日「米企業２社とその

執行役員２名が、違法に印へミサイル関連機器輸出を企図して有罪を宣告された」と

発表した。FIBER MATERIALS, INC.と子会社MATERIALS INTERNATIONAL of Action及び

各経営責任者WALTER L. LACHMANとMAURICE H. SUBILIA, Jr.で、1988年に複合材料

整形用のホット・アイソスタティック・プレス用制御盤を、印国防研究開発試験所

(DRDL)へ輸出しようとしたという。 
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2005年12月には核弾頭も搭載できる短射程弾道ミサイルPrithvi／Dhanushの試験

発射を行い成功した。Dhanush は、射程が 156 マイルでペイロードは1,100 ポンドで

ある。 

2006年１月のIndia Monitor掲載記事によると、印初の月宇宙船Chandrayan-Ⅰに、

米国が貨物搭載を働きかけている。米国はこれまで“ハイテク・デュアルユース技術

を印宇宙企業へ輸出するのは規制に抵触する”との姿勢であったが、方針を転換した

もので、印はこの働きかけが対パキスタン及び中国への核抑止力に繋がるとともに、

サテライト技術や核エネルギーの分野に利益をもたらすと見ている。 

③ プロジェクトの内容等 

1) ミサイル開発の概要 

  2005年の調査によると、インドのミサイル開発の概要は次のとおりである。 

＊ プリトビ・シリーズ 

プリトビは、ソ連のSA－2地対空ミサイルの推進技術を取り入れインドが国産開

発した 初の弾道ミサイルである。 初の試験発射は1988年2月25日で、ここで

は2種類の実験が行われたが現在はそのうち液体燃料ミサイルが採用されており、

第3のタイプを開発中である。プリトビ１（射程150km／積載 1トン）は陸軍で使

用されている。プリトビ２（射程250km／積載500kg）は空軍で使用されており、パ

キスタンのほぼ全ての重要な軍事拠点と都市を攻撃できる。より長距離で積載量が

小さいプリトビ３（射程 350km）の開発も進んでいる。プリトビ３は海軍の使用が

確実となっている。 

プリトビ１：プリトビ１は全長8.55メートルで、弾道ミサイルとしては小さい。

統合誘導ミサイル開発計画の下で開発された地対地ミサイル「プリトビ」は 1993

年2月7日に10回目の試験発射を成功させている。プリトビ１は少なくとも2度、

砲兵部隊の移動式発射装置から発射され、移動式発射装置、移動式発射制御装置、

ソフトウェアを含むユーザー版の地上システムがすべて検証された。報道によれば、

プリトビ１は5つのタイプの通常弾頭を装填可能ということである。調整破片式弾

頭も同計画の中で開発されている。1997年5月には国防副大臣が議会に対し、陸軍

が使用する射程150kmのプリトビの開発が完了したと述べている。 

プリトビ２： プリトビ２ミサイルは1996年1月27日に 初の実験が行われて

以来、射程 250km、積載 500～650kg の能力実験が何度か行われている。1997 年 2
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月23日には、インド全体で16回目となる3度目のプリトビ２の実験が行われてい

る。2000 年 6 月 16 日にインドは 17 回目のプリトビ発射試験を成功させた。2001

年12月13日には改良型のプリトビ・ミサイルの実験を行っている。 

プリトビはインドが自国で開発した 初の慣性誘導ミサイルであるとしている。

プリトビ精度は事前調査済みの発射場からの発射の場合、67km 射程で 10 メートル

であるという。未調査発射場からの場合は150km射程で150～200メートルに広がる

という。 

プリトビ３： 2004年10月27日、インドはプリトビ３の飛行試験を行った。プ

リトビ３はインドで も洗練された中距離地対地ミサイルで、核弾頭を300kmの射

程で搬送することができる。全長8.5メートル、直径1メートル、射程250～300km

の二段階推進型で固形推進剤、液体推進剤の両方とも使える。 

＊ アグニ･シリーズ 

1989年5月、インドは 初の中距離弾道ミサイル（IBRM）アグニの試験発射を行

った。アグニは二段階推進型で、第一段階にSLV－3衛星打上げ用ロケットの第一段

階固形推進剤ブースター・モーターを使っている。これがインドで民間宇宙研究計

画の成果が直接軍事利用された 初の例である。第二段階は恐らくプリトビの短縮

形である。 

 全長が18メートル、重量7.5トンのアグニは、射程2,500km（中国南部にまで

到達）で1トンの積載量を持つ。クローズド・ループ慣性誘導システムを備えてい

るためかなりの精度を持っていると考えられ、その開発には西ドイツの多大な技術

援助を受けたといわれている。アグニの2回目の発射実験は1992年5月に行われた

が、これは完全な成功でなかった。次の実験は1994年2月で、ベンガル湾に浮かぶ

1,200km離れた目標に向け発射された。次に行われた実験は1994年で実際の飛行距

離は1,450kmであったが、2,500kmの軌道をシミュレートしたものであった。 

 2000年前半時点で、アグニ１ミサイルは５～９基、アグニ２が１基あるいは２

基、アグニ３試作品が２基存在していたと考えられている。インドは年間12基のア

グニ中距離弾道ミサイルを製造する能力を持つが、2000年前半の時点ではまだ実際

の生産は行われていなかったと見られている。 

アグニ１： アグニ弾道ミサイルの短距離型で、射程が約800～900kmである。注

目すべきは、固形推進剤を使ったアグニ１改良型が陸上移動発射装置から発射可能
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であることである。このことはインドの核抑止政策を実行する上で重要である。移

動、配備、発射の観点から作戦行動上優位に立てるため、このアグニ1に使用する

新型の陸上移動型発射装置の設計・製造は非常に重要である。陸軍に現在配備され

ているプリトビ２は比較的原始的であるため、インドはプリトビとアグニ２のギャ

ップを埋めるミサイルを必要としたのである。 

アグニ２： 二段階型、固形燃料型モーターのみを使用、射程約 2,000km、積載

量1トン。このアグニ２は、アグニ１の第二段階でプリトビ短距離ミサイルの液体

推進システムが使われているのを、固形推進に代えたものである。アグニ１が発射

準備にほぼ半日かかるのに対し、アグニ２は 15 分以内で発射可能である。また道

路・鉄道のどちらを使っても秘密裏に運搬できる高度な移動発射台が開発されたの

も大きな点である。精度についても、アグニ２はターミナル飛行･誘導システムを備

え、地上に設置されたビーコンからミサイル飛行軌道に関する情報が常に更新され

るため、アグニ１よりも少なくとも3ファクター精度が高い。 

1999 年 4月 11 日インドは射程2,000km のアグニ２弾道ミサイル発射実験に成功

した。着水は 2,000～2,100km 離れたベンガル湾上で、2,800～3,000km の軌道をシ

ミュレートしたものであった。 

アグニ２の実験が成功した後、インド国防相ジョージ･フェルナンデスは、製造・

配備のスケジュールを特定こそしなかったものの、アグニ・ミサイルの製造準備が

整ったと述べた。アグニ・ミサイルの製造コストは１基 450 万～800 万ドルと推計

され、数十基のミサイルが配備されると予測されている。アグニ２は3,000kmの射

程と1トンの積載量を持ち、アグニ用に200キロトンの「強化分裂」弾頭が同時に

開発されたと考えられている。 

2001年1月にはアグニ２中距離弾道ミサイル改良型の試験発射に成功した。これ

は二段階、固定推進剤、1,250km 射程のアグニ原型モデルの改良型試験としては 2

回目のものであった。このアグニ２発射によりミサイル製造が限定的ながらも開始

され、2001～2002年の配備が計画された。 

2001年3月インド議会に対して、長距離型のアグニ２ミサイルと中距離型のアグ

ニ２ミサイルが2001年から製造が開始される、と報告された。フェルナンデス国防

相はミサイルが 2,000km 以上の射程を持ち、いかなるタイプの弾頭にも使用可能な

ように調整されていると述べた。また 近行われた2度目の発射実験で、積載量は1
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トンにおける全ての条件を満たしたとも述べた。 

2001年4月政府はアグニ２の開発と発射実験が成功し限定生産ができる段階に入

ったと公式に発表した。その後アグニ２ミサイルは 2001 年～2002 年の間に国軍に

配備された。 

アグニ３： 将来に向け開発中のアグニ３は鉄道輸送タイプで、アグニ１、２よ

りも長距離の射程となる見込みである。1999年前半時点でインドは3,500kmの射程

を持ち、中国国内により深く到達可能なアグニ３を開発中と伝えられた。他に第二

段階に固定推進剤を使った5,000km射程のアグニ発展型の開発を意図しているとさ

れている。インドはこのミサイルは通常弾頭しか搬送できないと主張している。ア

グニ３の発射実験は2005年の終りまでに行われる予定である。 

 BrahMos： PJ-10としてインドとロシアが共同開発中の超音速対艦巡航ミサイ

ルで、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倍以上の速度で飛行できるという。 

2002年６月インドは、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。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せ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。 
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2005年外国への売込みが図られたが国防省は「外務省は印が兵器拡散国家と非難

されるのを避けるため売り込みに積極的でない」と指摘しているように、輸出交渉

は外交的に行き詰まっている。 

＊ 将来の開発計画 

スーリヤ： スーリヤは大陸間弾道ミサイルで（ICBM）で、射程は8,000kmから

12,000km、積載量80トンである。スーリヤは極軌道衛星発射ロケット（PSLV）用に

開発され、 初の二段階は固形推進剤を使い、三段階目は液体推進剤が使われてい

る。PSLV の開発は 1994 年に始まっており、スーリヤの開発もこの時期までさかの

ぼることができる。スーリヤ計画が現時点でどのような状態にあるのかは不透明で、

情報もほとんどない。 

サガリカ／ダヌシュ： 国防研究開発機構はプリトビ・ミサイルをベースに射程

300kmの潜水艦発射弾道ミサイル、サガリカも開発中のようである。計画は1992年

に開始されたと伝えているが、インドは未だ潜水艦発射弾道ミサイルの保有に至っ

ていない。インドは同時に距離の長いダヌシュ中距離潜水艦発射ミサイルも開発中

である。 

 ダヌシュは全長8.56メートルで、2つのタイプが開発中である。１つは射程が

250km で対艦ミサイルとして使われると考えられている。しかしながら、インド海

軍は明らかに射程500kmで陸上の標的を攻撃できるダヌシュの対地型を求めている。 

このミサイルの発射実験は1998年12月に予定されていたが、実際に行われたの

は2000年4月11日でベンガル湾のオリッサ海岸近くであった。ミサイルはこの時

4 秒しか飛行せず 2 つに分解したが、かろうじて目標となる船舶を破壊した。実際

に戦闘配備するためには、何度か実験を行う必要があると見られる。 

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と次

のとおりである。 

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

：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。 

Defense Research and Development Laboratory(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 Defense 

Laboratory（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。 

2005 年の調査によると、核攻撃計画に使用可能なミサイル技術及びその関連部材

の製造に主に携わっているのは、以下の研究所である： 

  ＊ 先進システム研究所（ASL、ハイデラバード） 
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  ＊ 国防研究開発試験所（DRDL、ハイデラバード） 

  ＊ 統合試験射撃場（ITR、バラソール） 

  ＊ Research Center Imarat（RCI、ハイデラバード） 

  ＊ 核医学周辺科学研究所（INMAS、デリー） 

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 Aluminum Company Ltd.（在:ニューデリー） 

：航空・宇宙・防衛等分野へのアルミ供給、ロシアの援助で設立。 

Bharat Dynamics Ltd.（在:ハイデラバード） 

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

ル製造の請負先 

Bharat Earth Mover Ltd.(在:バンガロール) 

：Prithvi向け部品製造 

Bharat Electronics Ltd.(在:バンガロール)   

：防衛産業の中心的企業で電子機器システム・サブシステムの設計、開発、

製造、ライセンス生産、メインテナンス実施。１個研究所及び 12 工場を

保有する。 

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 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 Ordnance 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。 
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4) 製造関係民間企業 

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

年度から兵器産業分野への民間企業の参入を奨励し始め、2001年度も奨励している

ので、今後は民間企業の参入が増大するものと思われる。なかでも、Godrej(ロケッ

トエンジン関係)､ Indian Avitronics（在:ニュー デリー：精密部品等）、Keltech

（ロケットエンジン関係）、Larsen & Turbo Ltd.(在ボンベイ：プラント設計)、

Machine Tool Aids and Reconditioning（在:ハイデラバード、工作機械製造、電気

化学ミリング専門技術）、Mukand Ltd.(在:ボンベイ､ステンレス鋼 大手)､VXI India 

Ltd.（在:ニューデリー、幅広い素材製造技術を持ち、兵器用電子部品製造）等は本

格参入の可能性が大である。 

インドの防衛産業は常にその大部分が国営とされてきた。大規模な防衛公営企業

（Defense Public Sector Undertakings）（Puss）が8社あり、主に航空、電子、ミ

サイル・システム、艦船建造を扱っている。これに加えて39の小規模軍需工場（OF）

があり、軍需工場委員会（Ordnance Factory Board）の下で操業している。DPSUは

自前の研究開発能力を持つが、OFはこの点ではDRDO《国防研究開発機構》に依存し

ている。 

バーラト・ダイナミクス社（BDL）：誘導ミサイルと連携防衛機材の製造のために

1970年に設立された。陸軍用の誘導ミサイルを製造する企業として発足し、やがて

海軍と空軍への誘導兵器及び連携システムの供給業者に成長した。プリトビ、トリ

シュル、アカシュ、ナグなどのミサイルが含まれる統合誘導ミサイル・プログラム

の下でミサイル武器システムの主要な製造者となった。 

バーラト・アース・ムーヴァーズ社（BEML）：1970 年代に設立されたもう 1 つの

企業であるBEMLは「どこにでもいて何でも作る会社」と言われる。採掘、採取、灌

漑、インフラ建設に使われる土砂移動機材を製造する。その製品の範囲は長年のあ

いだに油圧技術、強力ディーゼルエンジンにまで及ぶようになった。1991～92年に

部分的に民営化された。 

バーラト・エレクトロニクス社（BEL）：1954年に政府の電子機器の需要に応える

ため設立された。国防事業のためのハイテク電子機器の設計、開発、製造に従事す

る。BEL はインド唯一の監視用のレーダー、センサー、ソナー、アンテナの製造業

者である。三軍すべてに通信システムなどの機器を供給する。その９部門のうち 3
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部門が、1998 年の核実験により米国から制裁対象となった。この企業も 1991～92

年に部分的に民営化された。 

ガーデン・リーチ・シップビルダーズ・アンド・エンジニアズ社（GRSE）：もっと

も歴史のある造船産業のGRSEは、1884年に設立されたが1960年政府に接収された。

軍艦から商船まで幅広い艦船を建造し、政府のサイトによれば世界でも数少ない自

前のエンジニアリング及びエンジン製造部門を持つ造船所である。 

ゴア・シップヤード社（GSL）：1957年インド西岸に設立された造船所で、注文に

応じて艦船の設計、開発、建設、修理、近代化、試験、就役の業務を行う。この企

業も部分的に民営化された。 

ヒンドゥスタン・アエロノーティクス社（HAL）：インドの主要な航空企業である。

現在の形態になったのは1964年で、12部門を持つ 大の防衛企業である。BDLとと

もにプリトビ・ミサイルの製造に関わり、打ち上げ機の中間ステージ、推進剤貯蔵、

分離メカニズム、衛星構造など、宇宙技術の開発にも責任を負う。HAL はさまざま

なタイプの航空機の設計、製造、修理にも関わっている。現在はジャガー、ドルニ

エ 228、ミグ 27M の航空機に加え、ヘリコプターのチーターとチェタクを製造して

いる。1998年の核実験以降米国の制裁リストに含まれていた。 

マザゴン・ドック社（MDL）：軍艦、潜水艦、輸送船、タンカー、タグボート、浚

渫船の建造に責任を持つ造船会社。政府はMDLがISO9001を取得し、優れた設計の

設備を持つことを強調して、MDL製品の品質を喧伝している。 

ミシュラ・ダーツ（Dhars）・ニガム社（MIDHANI）：特殊素材専門の企業で、金属、

超合金、プルトニウムなどを抽出するための核燃料精製に用いられる素材を製造す

る。1972 年に政府が行っていたハイブリッド形成事業から生まれた企業である。

1973年に創立され、航空機、国防、宇宙などのさまざまな産業のために役立ってい

る。主力戦闘車両（MBT）などのための質の高い金属の生産に責任を負っている。イ

ンドで唯一純粋なチタニウムを商業的に生産している。その製品の多くは、自動化

やエンジニアリングのような部門の重要な輸入代替品である。 

 ④ 近の主な動向 

＊ 2001年 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（3.31）。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
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軍へも配備されていない 新鋭多目的巡航ミサイルClub-N（射程300km）

が搭載されていると判明した（5.26）。政府はアグニ（Agni）長距離弾道ミ

サイル開発計画を承認と、射程 2,000km の Agni-Ⅱ型弾道ミサイルの開発

完了2001～2002年に導入と発表（5.31）。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（6.12）。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、核弾頭の装着が可能

なこのミサイルは2001～2002年中に国防軍の装備の一部になる」と述べた

（7.25）。ロシア国営の武器輸出企業と、機動式対空ミサイル・システムA

ntey-2500 の 新型の購入について契約（8.1）。インド陸軍は中距離弾道

ミサイルAgni-Ⅱを装備する２番目の戦略ロケット連隊を編成予定（8.22）。

インドはイスラエルと、弾道ミサイル攻撃に対抗する新型多段層ミサイル

防衛システムを開発中で、国産の地対空ミサイルAkashとイスラエルの弾

道弾邀撃ミサイルArrow-2を統合すべく作業中（9.6）。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（12.12）。 

＊ 2002年 インドは印・パ間の緊張に直面しシンド付近国境に地対地弾道ミサイル

アグニの配備を開始、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(1.7)。 インドは「核兵器によ

る国防戦略の主力」となる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（1.25）。フェルナンデス国防相が第２ミサイル連隊に短距離

弾道ミサイルAgni-Ⅱ（射程700km）を装備したと明言。陸軍は既に射程が

150～250kmの短距離弾道ミサイルPrithviを１個ミサイル群保有。空軍戦

略核司令部も中距離弾道ミサイル Agni-Ⅰを配備する選択を残す（5.15）。

インドの科学技術陣は同国初の艦対地ミサイル Danush の試験を成功裏に

完了、海軍の対地攻撃ミサイル導入に道を切り拓く(9.30)。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（10.22）。

インドは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（11.26）。 

＊ 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
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ズの短距離型であり、 初の射程700kmのテストは昨年１月に行われてい

る。 

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

の主要な都市を攻撃できるそのBrahmos超音速巡航ミサイルは、インド海

軍の駆逐艦から発射され正確に目標にヒットした。パキスタンは「そのテ

ストはインドの“大規模な軍事化”の徴候である」と非難した。 

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

には購入することになる１億ドルの Arrow－Ⅱ対弾道ミサイル・プロジェ

クトに投資する招待を受けた。しかしインドの他に、北朝鮮やトルコも興

味を示しているこの唯一の運用可能なArrow対弾道ミサイル・システムは、

第三国に輸出する場合アメリカの承認が必要でありイスラエルは未だ承認

を得ていない。 

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Prithvi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
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能ですでに陸軍に導入されている。 

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

て運用できる２種類の国産ミサイルを、本年中に配備すると語った。アグ

ニⅠの射程は 700km、アグニⅡの射程は 2,000km 以上といわれている。安

全保障上さらに長射程が要求され3,000kmのアグニⅢを開発中で、近くテ

ストが予定されている。 

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

国の視点”と題する基調演説で「南アジアでの武器競争は、速やかに終了

させるべきである」と述べ、核ライバルのインドとパキスタンが、ミサイ

ル等の大量破壊兵器の生産を停止するよう強調した。 

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

ステムをイスラエルからインドへ売却するため、米国の許可を求めて活動

中である。両ロビイストは 近協力して、ファルコン空域警戒管制システ

ムの売却許可を、ワシントンから勝ち取っている。 

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

イルの量産計画は、技術的な問題で遅れているが、６月22日から25日の

４回の飛行試験は成功であった」と述べ、ミサイルの国産計画が復活して

いることを表明した。 

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

種類のミサイルを20回に亘ってテストし、その費用は1,600万ドル以上で

あった」と文書で回答した。国防相は更に核搭載可能な射程700kmの Agni

Ⅰ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
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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。 

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BrahMos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BrahMos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BrahMos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780～800

ｍで飛行、射程300kmで陸上、艦船、潜水艦及び航空機からの発射が可能

である。 

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

搭載可能な国産のPrithviミサイルの、23回目の試験発射を行い成功した」

と報じた。今回の試験発射に関し、核ライバル国パキスタンへの事前通報
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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、Prithvi 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。 

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
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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。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 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
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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。 

＊ 2005年 

２月21日： 米国防省の高官が21日インドの外務・国防当局者に、 新の対弾道ミサ

イル能力を有するパトリオット・ミサイル・システムについて説明を行っ

た。ブッシュ政権は、戦略的パートナーシップの次段階（NSSP）協定に基

づき、インドに対し秘匿技術の提示を許可している。         

５月 12 日： AFP 通信によると、インドは12日戦術核も搭載可能なミサイルを試験

発射した。このミサイルは、射程が190マイルで通常弾頭及び低出力の核

弾頭を搭載可能なPrithvi１で、テストは成功したという。 

５月 12 日： Mukherjee 印国防相が 12 日「インドはミサイルの輸出基準を定める予

定である」と述べた（インドのウエブサイトCentral Chronicleが掲載）。

多くの国家が、艦対艦仕様で射程が 300km の超音速巡航ミサイル BrahMos

の購入に興味を示しているとの報道があり、インド政府も以前に“BrahMos

の輸出は、ミサイル技術管理レジーム（MTCR）に違反しない”との見解を

示していた。 

５月17日： Press Trust of Indiaが17日「インドは、短射程ミサイルAgni１及び

中射程ミサイルAgni２を戦略軍部隊に配備した」と報じた。 

５月 19 日： 19 日の India Daily 紙によると、インドとロシアで共同開発している

超音速巡航ミサイルBrahmosのプロジェクトが、知的財産権（IPR）の協定
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を巡って対立し危うくなっているという。ロシアは“インドが、ロシアの

兵器体系に関する戦術情報を第三国に提供しないこと”を求めており、イ

ンドは“ロシアの条件は、インドによる他国からのシステム及び部品購入

を束縛しようとするもの”と主張して対立している。 

６月15日： India Express紙が15日「米国は、パトリオット３システム（PAC-3）

をインドへ売却することに合意した」と報じた。売却に関する協定は、来

月Mukerjee印国防相が訪米した際に締結される。 

６月16日： インドを訪問中のラドメーカー国務次官補が16日｢米国はインドと積極

的にミサイル防衛システムの供与について話し合うが、インドが機微な技

術の輸出管理制度を確立するよう期待している｣と語った。インドは 近輸

出管理に関する法律を制定しているが、更に機微な技術の輸出を管理する

規則類の発布が必要と述べた。 

７月５日： ５日の AFP 通信によると、Mukherjee 印国防相が「インドは独自にミサ

イル・プログラムを開発しており、他国からミサイル防衛システムを取得

するつもりはない」と述べ、米国から同システムを買う予定がないことを

表明した。 

８月６日： 印外務省の当局者が「印・パは６日、外相同士を結ぶ核ホットラインの

敷設及びミサイル・テストを事前に相互通報することに合意した」と発表

した。パキスタンの首席外交使節は、両国が論議している信頼醸成や核抑

止の解決に向けた前進であると語った。 

８月11日： 米国の核兵器専門家は、印・パがミサイル・テストの事前通報及び当局

者同士を結ぶホットラインの強化に合意したことを賞賛しているが、軍備

管理協会のDaryl Kimball専務理事は「両国間で本当に必要な協議は、両

国が拡大させているミサイル能力及び核兵器備蓄を止めることである」と

警告した。 

８月13日： パキスタンが11日に初の巡航ミサイル・テストを行ったが、インドは

パキスタンとミサイル・テストの事前通報を話し合う際、パキスタンが巡

航ミサイルを保有していることに気付いていなかった。このため事前に通

報するのは弾道ミサイルのみとし、巡航ミサイルのテストを含めることを

拒否していた。 

８月25日： 25日の Deccan Herald が「印は射程が9,000～12,000km で、多弾頭を
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搭載可能なミサイルを開発中である」と報じた。印国防省筋によると、こ

のミサイルは 2008 年までにテスト準備を完了し、2015 年には配備される

計画である。 

９月２日： ２日のGaravi Gujarat掲載記事によると、米国防総省防衛協力安全保障

局長のKohler将軍がインドを訪問し、先進のミサイル・システム、水陸両

用艦艇、PAC-３パトリオット対ミサイル・システムなどの売却について話

し合う。PAC-３については、イスラエルのArrowミサイルが競合すると見

られている。 

９月29日： Indian Express が 29日「Eric Edelman 米国防次官及びShekhar Dutt

印国防長官を団長とする代表団が、11 月 21～22 日ワシントンで印へのミ

サイル防衛システム売却について協議する」と報じた。 

10月３日： 印が３日「印・パは地対地弾道ミサイルの飛行試験を事前に通報する協

定に署名した」と発表した。印は、両国が“突発的又は無許可による核兵

器使用のリスクを減少させる手段”に関するMOUを提示中としている。 

11 月 18 日： 米国土安全保障省の移民関税執行局(ICE)は 18 日「米企業２社とその

執行役員２名が、違法に印へミサイル関連機器輸出を企図して有罪を宣告

された」と発表した。FIBER MATERIALS, INC.と子会社 MATERIALS 

INTERNATIONAL of Action及び各経営責任者WALTER L. LACHMANとMAURICE 

H. SUBILIA, Jr.で、1988 年に複合材料整形用のホット・アイソスタティ

ック・プレス用制御盤を、印国防研究開発試験所(DRDL)へ輸出しようとし

た。 

11月24日： 印国防研究開発機構(ORDO)の開発責任者が「印政府は原則的にAkash、

Trishul、Naag、Brahmosの各ミサイル輸出に同意したが、輸出が許可され

る国については未だ明らかにしていない｣と語った。南アフリカ及び中東諸

国がミサイル購入に興味を示している。 

12月４日： 印・露が共同開発した巡航ミサイルBrahmosの輸出が外交的に行き詰ま

っており、印国防省は外務省の外交努力を促した。国防省がBrahmosは国

際市場で有望であると開発に努めたにもかかわらず、外務省は印が兵器拡

散国家と非難されるのを避けるため売り込みに積極的でないと指摘してい

る。 

12月28日： Press Trust of Indiaによると印は28日、核弾頭も搭載できる短射程
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弾道ミサイル Prithvi／Dhanush の試験発射を行い成功した。Dhanush は、

射程が156マイルでペイロードは1,100ポンドである。 

＊ 2006年 

１月 10 日： 印初の月宇宙船 Chandrayan-Ⅰに、米国が貨物搭載を働きかけている。

米国はこれまで“ハイテク・デュアルユース技術を印宇宙企業へ輸出する

のは規制に抵触する”との姿勢であったが、方針を転換したものである。

印はこの働きかけが対パキスタン及び中国への核抑止力に繋がるとともに、

サテライト技術や核エネルギーの分野に利益をもたらすと見ている。 

２月７日： AFP 通信が３日、印国防研究開発機構（DRDO）の責任者 Natarajan 氏の

発言として「インドは、射程が3,000kmで１トンの核弾頭を搭載可能なAgni

３ミサイルの発射諸元を整えた」と報じた。更にDRDOは、対弾道ミサイル

防衛プログラムについてイスラエル、露及び米と交渉していることを明ら

かにした。 
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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で演説を行い「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

いるものと考えられる。 

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。 

2005年には、米国の輸出規制に違反してハイテク製品の購入、オシロスコープや核

起爆装置構成品などの輸入（４月）、オランダでカーン博士に気圧計、オー・リング、
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ボール・ベアリング、トリエタノールアミンなどを不正に移転したとして告訴されて

いるオランダ人の裁判（10月）等、不正輸出に関する制裁などが散見された。 

2005年８月ムシャラフ・パキスタン大統領は共同通信に対し“カーン博士が北朝鮮

へ遠心分離機を提供していた”ことを認めた。カーン博士は約20基の遠心分離機を北

朝鮮に提供したが、核兵器開発は支援していなかったと強調した。10月には外務省報

道官が「パキスタンが、リビア、イラン及び北朝鮮に核技術を移転したカーン博士に

強い姿勢で臨んだ結果、パキスタン内に拡散ネットワークは存在しなくなりIAEAもこ

れを認めた」と語り、核のブラック・マーケットの調査に幕引きするとの考えを表明

している。       

またパキスタンは、2015 年からの 10 年間で６～８基の原子炉を70～100 億ドルで

中国から購入し、3,600～4,800MWの電力を賄う計画であることを表明し、英国や米国

に対しインドと同様に原子力エネルギーの平和利用を支援するよう要請している。         

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
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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。 

2005年８月19日のPakistan Daily Timesが「印が保有する核兵器75～110発に対

し、パキスタンは2005年末までに50～110発分の兵器級ウランを製造するだろう」と

報じた。カーネギー国際平和財団の研究によると、両国の核兵器主要運搬手段は車両

であるが、核兵器を運搬する戦闘爆撃機の少数を数日から数週間で展開できるとみて

いる。 

また 2005 年９月９日の The Daily Times 紙は、米国の科学・国際安全保障研究所

（ISIS）Albright 所長の発表として「核兵器の推定保有数はインド 80 発、パキスタ

ン70発、イスラエル145発、北朝鮮６発」との見解を示した。 

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したりすることはない」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。 
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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） 

：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） 
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：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。 

2005年の調査では存在が知られていない拠点が多くあるとしながらも、次のとおり

研究生産施設が挙げられている。 

＊ カラチ：カラチ原子力発電所（KANUPP）は 137MWe の CANDU（カナダ型加圧式重

水炉）であり、天然ウランを燃料とする。KANUPPは、カナダ企業から設備の供給を受

けた、IAEA 保障措置の対象施設である。この発電所は年間 15MT の重水生産能力を持

ち、原子力トレーニングセンターもある。 

 ＊ Sihala：この施設はウラン濃縮用の超遠心分離実験プラントで、54 の遠心分離

カスケードがあるとされているが、保障措置の対象外である。 

＊ Khushab：Khushab にある重水研究炉はパキスタンの 新式小型核弾頭に使用す

るプルトニウムとトリチウムを生産するための核プログラムの核心部分である。この

施設もIAEA査察の対象外である。 

＊ Kahuta：Kahuta施設はパキスタンの核プログラムの中心である。Kahuta施設に

は、パキスタンの主要な核兵器研究所であり、新設の長距離ミサイル開発センターで

もあるカーン研究所（KRL）がある。またパキスタンの主たる核分裂物質生産施設もあ

り、そこではガス遠心分離技術を使用して高濃縮ウラン（HEU）が生産されている。更

にこの施設では、HEUが核兵器のコアに加工されていると考えられている。 

＊ Golra Sharif：この現場には保障措置対象外のウラン遠心分離濃縮施設があると

されている。施設の現状は公表されておらず不明であり、その活動にはKahutaで使用

する装置のテストが含まれている可能性がある。 

＊ バー：バー宿営複合施設（Wah Cantonment Ordnance Complex）は、近隣するバ

ー（パキスタン軍需品工場 － POF）、Kamra（航空兵器複合施設 － AWC）、およびタク

シラ（Taxilia）（タクシラ重工業 － HIT）の3つの軍事施設から構成されており、こ

れら施設の1つ以上はパキスタンの核兵器作りに関与しているものと思われる。 

＊ ラワルピンジ － パキスタン核科学技術研究所（PINSTECH）：PINNSTECH は公表

されている中ではパキスタンの核研究開発プログラムの 重要施設であり、ここでパ

キスタンの核プログラムが1965年に5MWの研究炉からスタートした。 

PINSTECHは、分析化学、核物質、金属学、燃料開発、デジタル電子工学、制御計測
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や計算物理学をはじめとする燃料サイクルの研究開発活動に従事しており、大学と研

究機関の科学者／技術者のために基礎研究施設が開放されている。 

＊ Dera Ghazi Khan：原子力委員会がウラン鉱床を見つける地質調査を開始した結

果、複数の箇所にウラン鉱床が発見された。Dera Ghazi Khan の西方に位置するシワ

リク丘陵は将来性のもっとも大きな位置として認定された。 

＊ ラホール：この都市には原子力鉱物センターがある。この施設はパキスタンのウ

ラン開発に使用されていて、パイロット規模のウラン製錬施設もある。 

＊ Kundian：この地には燃料生産施設がありKANUPPの原子炉に使用する燃料を生産

している。1978年から1979年にかけて操業を開始したが、IAEAの保障措置の対象施

設ではない。 

＊ Multan：この地には、ベルギーから1980年に調達した年間生産能力が13メート

ルトンの保障措置対象外の重水生産施設があるとされており、Khusab原子炉に重水を

供給している可能性がある。 

＊ チャガイ山地：南西部のバルチスタン州チャガイ山地は広大で、1998 年 5 月に

パキスタンは核兵器実験を実施したと発表した。この場所の近くには空軍基地があり、

基地の敷地内には核兵器関連資機材の保管施設があるものと思われる。 

＊ Oabul Khel：北西辺境州のOabul Khel（Lakki）に近い位置にウラン鉱山がある。

この地には鉱山以外にもウラン製錬所を建設する計画があり、それらは鉄道路線で結

ばれているため重要性が増している。 

⑤ 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。 
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＊ 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5

5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としている(１.21)。核兵器の

開発、核政策の立案、戦略組織の開発管理など核兵全般について管理・統

制する「国家司令本部」を新設した(2.2)。Institute for Science and 

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

要な原料を保有している(5.15)。McGraw-Hill's Nuclear Fuel Newsletter 

の記事によれば、パキスタンは今や年間８～10Kgの割合でプルトニウムを

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 ムシャラフ将軍は核爆発実験３周年記念日に「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。（4.28）ブッシュ

米国大統領は「1998 年に核実験の応酬後に両国に科してきた制裁措置は、
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米同時多発テロの結果もはや米国の国家安全保障に益するものではない」

と述べ、印・パへの制裁解除を決断した。（9.25）パキスタン 高の核管理

当局は「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（10.23）。国連総会に出席したムシャラフ大統領が「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（11.10）。 

＊ 2002年 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（1.5）。ム

シャラフ将軍は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（4.6）。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（6.2）。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」と述べた（11.29）。 

＊ 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、
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前向きな回答の書簡が届いたことを認め｢パキスタンは諸問題について討

議を希望する｣と述べた。 

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

相、軍の代表者が参加して行われた国家統制権者(NCA)の会議後「パキスタ

ンは軍備競争としてではなく、 低限の核抑止力を国家の安全保障のコン

セプトとする」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。 

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

記者会見で「パキスタンは、外部に脅威が存在する以上核及びミサイルの

開発を行うし、将来どこかで脅威が発生しても同じように対応する」と述

べ、核及びミサイル開発の正当性を強調した。 

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

ーン氏が、イランの核計画との繋がりを疑われている」と述べた。国連の

原子力機関の報告によると、パキスタンの核兵器計画に使用されたのと同

じ遠心分離器のデザインが、イランでも使用されているという。 



 - 57 - 

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７日： パキスタン情報相が７日、パキスタンの科学者達が核兵器に使用するウ

ラン濃縮技術をリビアに提供していた、と米国紙が報じたのに対し「その

報道には根拠がない」と否定した。パキスタンは核に対し責任能力を有し、

拡散を防止するための輸出管理制度も確立していると強調した。 

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

加えおそらくイランと北朝鮮にも核の先進技術を提供していた、という陳

述には失望した」と述べた。大使は米国との関係を損なう可能性への憂慮

を示すとともに、ムシャラフ政権下での核技術流出は否定した。 

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

して、国の主要研究施設の科学者８人を拘束した」と発表した。拘束者の

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

な利益のために動いた」と述べ、核の拡散に科学者の関与があったことを

認めた。パキスタン政府はイラン、リビア、北朝鮮などに兵器技術の移転

を許可していない、と関与を否定している。 

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

提供していた、とする調査結果をまとめる。情報関係の高官が匿名を条件

に「南アフリカ、ドイツ、オランダ、スリランカなどのブラック・マーケ

ットのブローカーが、1980 年代から 90 年代前半にパキスタンの科学者に

よるシリア及びリビア支援を仲介し、見返りに既に破産している外国銀行

の科学者の口座へ、数百万ドルを振り込んでいた」と述べた。 

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

開発でブラック・マーケットからの調達品に依存していたし、科学者がイ

ラン及びリビアとブラック・マーケットを共有していたかもしれないが、

犯罪行為をしていたわけではない」と述べ、対インドの核抑止力に貢献し

た科学者達を犯罪者として取り扱わないよう擁護した。 

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

明らかになってきているが、マクレラン・ホワイトハウス報道官が28日「そ

れは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
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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。 

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
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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。 

＊ 2005年 

２月３日： 米国のアナリストや当局者は、ブッシュ米政権が今週「北朝鮮は六フッ

化ウランガス（UF6）をリビアに供給した」と主張した証拠がパキスタンに

あると見ている。カーン博士のネットワークを調査しているIAEAや米情報

機関は、北朝鮮がUF6をパキスタンに出荷しパキスタンがリビアに売却し

たか、北朝鮮がウラン原料をパキスタンに出荷しパキスタンがUF6に変換

してリビアに売却したものであるとしている。 

２月６日： ６日付のTime誌によると、米国はパキスタンのカーン博士が核技術をサ

ウジアラビアなどの国家に売り渡したかどうかについて調査中であるとい

う。カーン博士は北朝鮮、イラン及びリビアに核技術を漏洩したと認めて

いるが、その他にもサウジアラビア、エジプト、スーダン、コートジボア

ール、ニジェールを旅行している。 

２月７日： パキスタンの情報相が７日「“カーン博士が核技術をサウジアラビアに売

り渡した”と報じた米国誌の報道は事実無根である」と否定した。Time誌

の 新号が「米国は、カーン博士がサウジアラビアやその他の国家に核技
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術を売り渡したかどうか調査中である」と報じている。 

２月18日： ワシントンポストが18日匿名による西側外交官の話として「確かな証

拠はないが、パキスタンのカーン博士は18年前にドバイにおける秘密会談

で、イランへ核兵器製造計画の売込みを図っていた」と報じた。イランは

先月“独自に核エネルギーを開発した”とする文書をIAEAへ提出している。 

３月15日： 米政府高官が15日「ライス国務長官はムシャラフ・パキスタン大統領

に“カーン博士が核兵器開発計画でイランを支援した情報”を更に提供す

るよう強く要求するだろう」と語った。 近になって“18年前にイランは

カーン博士のネットワークと、核兵器技術の取得について話し合っていた”

と指摘する文書が国際調査機関に提出されている。 

３月16日： パキスタン外務省の報道官が16日「パキスタンは、核兵器の拡散を阻

止しようとする国際社会のグループに加わることについて、来訪するライ

ス米国務長官と話し合いたい」と語った。核供給国グループ（NSG）への加

盟希望を表明したもの。 

３月21日： 米国を含む核の調査官達は、パキスタンのカーン博士がブラック・マー

ケットを利用して、核燃料の濃縮技術及び核兵器の設計図のみならず核弾

頭を製造する秘密で高度な技術も売り渡していたと見ている。昨年リビア

から回収された書類や、イランへ提供された物資などの調査から判明して

いるという。 

３月21日： パキスタン外務省の報道官が21日「核兵器の拡散防止に携わる国際的

な調査の専門家チームが、来月パキスタンを訪問する」と語った。パキス

タンは先週原子力供給グループ（NSG）への参加希望を表明しており、調査

チームは核兵器を製造可能な物資の輸出管理に協力する目的で訪問する。 

３月24日： ムシャラフ・パキスタン大統領が24日「パキスタンは、イランによる

核兵器開発疑惑を確認するため、IAEAの査察官に遠心分離機の部品を提出

する」と語った。IAEAはイランで発見された高濃縮ウランが、イランで製

造されたものかパキスタンから輸入されたものかを調査中である。 

３月30日： カスリ･パキスタン外相が30日「印・パ間でミサイル･テストの実施を

事前に通報する協定は、射程や発射設備について両国間で食い違いがあり

保留となっている」と語った。またIAEAによる「イランで発見された遠心

分離機の部品を調査するため、パキスタンの核施設に立ち入りたい」との



 - 62 - 

申し出は拒否したことを明らかにした。 

４月３日： ３日付のロサンゼルスタイムズ紙が「米犯罪調査機関は、パキスタン政

府が米国の法律に違反して核兵器プログラムに使用するハイテク製品を購

入していたことを明らかにした」と報じた。欧米の核拡散の調査官が「パ

キスタンは30年前の核開発プログラムを更新するため、パキスタンのデー

ラーを通じて米国製のオシロスコープや精密電子スイッチを入手した」と

述べたという。 

４月６日： 複数の米政府当局者によると「ワシントンDCの連邦大陪審は６日、パキ

スタン人のHumayun A. Khan氏が核拡散防止のための米輸出規制に違反し

た罪状について、有罪の答申をした」という。また連邦当局者は、Khan氏

を支援したイスラエル国籍の南アフリカ人Asher Karni氏が“米原産のオ

シロスコープや核起爆装置構成品などを違法にパキスタン及びインドに輸

出した”と認めていることを明らかにしている。 

４月８日： 米連邦の司法当局者が８日“パキスタンの武器商人が、核兵器及び戦略

ミサイルの開発やテストなどに使用できる構成品を、米国から南アフリカ

を経由してパキスタン及びインドへ違法に輸出したとして起訴された”と

明らかにした。情報は１年以上前から、パキスタン商人の仲間であった南

アフリカ人からもたらされていたという。 

４月11日： パキスタン外務省の報道官が11日「カーン博士による核の闇市場疑惑

のある中で、国際的な核不拡散の専門家がパキスタンの当局者と会談した」

と語った。パキスタンは1998年の核実験以来、原子力供給グループ（NSG）

から禁輸措置を受けているが、カーン博士の活動を継続して調査するとと

もに重要物資や技術の輸出を管理するよう規制したとして、NSG への加入

希望を表明している。 

４月12日： 米司法省は、イスラマバードにあるPakland PME Corporationのオーナ

ー兼CEOであるパキスタン人のHumayun A. Khan氏が、核兵器や戦略ミサ

イルに使用される構成品を違法に輸出したとして起訴した。起訴状による

とKhan氏は、米国で規制されている核起爆装置構成品の高速電子スイッチ

及びオシロスコープを、南アフリカ経由でパキスタンに輸出したという。 

４月 20 日： Hi Pakistan 紙の報ずるところによると、米国務省及び国際援助庁

(USAID)は、カシミール問題や核及びミサイルの抑止などについて印・パが
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対話することを求めるとともに、パキスタンの民主化や安定及び繁栄を米

国が支援する“南アジアの戦略プラン”を示したという。この戦略プラン

は、訪印したムシャラフ大統領とシン印首相が会談した後に明らかにされ

た。 

４月20日： AFP通信が20日「ムシャラフ・パキスタン大統領が、パキスタンはIAEA

の核査察官に必要な情報を提供するが、核査察官がカーン博士に質問をす

ることや核施設を査察することには応じられないと語った」と報じた。 

４月27日： シン・インド外相が27日「30年間に亘りパキスタンが秘密裏に核兵器

を開発しているのは重大な懸念であり、インドはこれを注意深く監視し続

けるとともに、米国を含む対話の相手国と安全保障上の措置について連携

を保っていく」と発表した。 

５月１日： Arms Control Today ５月号が「パキスタンの核調達ネットワークを調査

している国際的な機関により、核兵器の製造に使用される物質や装置の供

給者であり顧客でもあるパキスタンの役割が浮かび上がってきた」との記

事を掲載した。パキスタンがイラン、北朝鮮及びリビアへ遠心分離機ある

いは六フッ化ウランなどを供給し、米国からは核爆弾用の起爆装置構成品

などを違法に調達したと報じている。 

５月16日： ロサンゼルスタイムズ紙が16日「カーン博士の核密輸ネットワークに

ついてパキスタン当局が知っていたのか、あるいは関与していたのか依然

として不明のままである」と報じた。ムシャラフ大統領を初め前政府当局

や軍関係者は、インドへ対抗するために原子爆弾を製造する方がカーン博

士の活動をコントロールするよりも重要であったことから、密輸の証拠が

あったにもかかわらずカーン博士に対する捜査を避けてきたと述べている。 

５月24日： 米国の議会調査機関(CRS)は「パキスタンが新型のF-16ジェット戦闘機

を取得することは、パキスタンの核兵器運搬能力を増強する懸念もあるが、

既に配備している核戦略ミサイルを新たに取得した F-16 に搭載替えする

なら、地域の核衝突リスクを減ずることにもなる」とする報告書を提出し

た。報告書は更に、インドが米国の提案したF-16又はF-18E/Fジェット戦

闘機を購入すれば、パキスタンとの通常兵器バランスは変わらないと述べ

ている。 

５月26日： ロイター通信が26日、パキスタン外務省の報道官発言として「パキス
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タンは、IAEAによるイランの核プログラム調査を支援するため、ウラン遠

心分離機の構成品を提出した」と報じた。 

５月30日： AP通信が30日｢マレーシアは、スリランカ人商人Tahir 氏とカーン博

士に繋がりのある、国際的な核の密輸組織を調査中のドイツ検察に協力す

る｣と報じた。ドイツ検察の報道官によると、ドイツ当局は“2001 年から

2003年の間にTahir氏の要請で遠心分離機をリビアに供給した”として３

人の南アフリカ人を調査している。 

６月２日： アジズ・パキスタン首相が２日、トルコの大学で講演し「パキスタンは

低限の核抑止力保持政策を厳守するとともに、戦略兵器の安全と適正な

指揮管制を保証する」と述べた。また南アジアの和平会談、中東の危機、

国連改革などにパキスタンが果たす役割に触れたほか、自国の核及びミサ

イル開発が純粋に自衛目的であることや、不拡散のため国際的な輸出規制

の枠組みに参加していることを強調した。 

６月９日： ９日のGuardian紙が「パキスタンのカーン博士によりブラック・マーケ

ットに提供されたウラン遠心分離機および核弾頭の設計図は、現在でも違

法に売買されている」と報じた。IAEAはリビア及びイランの核プログラム

を調査しているが、当局者によると数組提供された設計図の内リビアから

回収した１組しか確認されておらず、残りのデータや機器は依然として行

方不明のままであるという。 

６月14日： Pakistan Linkに掲載された記事。ムシャラフ・パキスタン大統領が14

日、訪問先の豪州において「戦略兵器が無法者の手に渡るのを排除するた

め、パキスタンは核の拡散防止に努めている」と語った。パキスタンが戦

略兵器に責任を有する国家として、それらを防護する指揮管制システムを

確立しており、国際的な輸出管理レジームにも加わっていると強調した。 

７月７日： ６日のAP通信によると、パキスタンのカーン博士に核技術を移転したと

して起訴されているオランダ人ビジネスマンHenk Slebos氏の裁判は、手

続きの問題で10 月 19 日に延期された。Slebos 氏とその従業員の一人は、

1999 年から 2002 年の間に５回に亘ってデュアルユース技術を違法に輸出

したという。 

７月21日： パキスタン外務省のNaeem Khan報道官が21日「パキスタンの核プログ

ラム及び戦略兵器は、厳重かつ幾重にも亘ってコントロールされており、
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シン印首相の発言は不適切で誤解を招くものである」と語った。シン首相

はCNNとの会見で「パキスタンのムシャラフ大統領が打倒されたら、イス

ラム活動家によって核兵器がコントロールされる危険性がある」との懸念

を指摘していた。 

７月25日： パキスタン外務省のカーン報道官が25日、米国がインドの原子力エネ

ルギーの平和利用を支援する決定をしたことを受け｢パキスタンは米国と

の戦略的関係を、原子力エネルギーや宇宙技術の分野にまで拡大するよう

望んでいる｣と語った。また、米国が他の核諸国に諮らずにインドを核のア

リーナに入れたことから、パキスタンが望むNSG加入についても米国の協

力を求めた。 

８月４日： 米司法省（DOJ）が４日「米地裁は、南アフリカ人Asher Karni被告に３

年の刑を宣告した」と発表した。南アフリカで高周波電子機器を製造し輸

出入するTop-Cape Technology社の経営者Karni被告は、2003年に核兵器

やミサイルの開発・テストにも使用できるオシロスコープを、米

Tektronix,Inc.から購入し米商務省の輸出許可を得ないで南アフリカを経

由しパキスタンへ輸出した。更にKarni被告は2003年、米ブローカーを経

て腎臓結石の治療に用いられ核兵器を起爆するのにも使用できる、米

Perkin Elmer Optoelectronics社製の高速電子スイッチ“triggered spark 

gap”を南アフリカへ輸入し、アラブ首長国を経由してパキスタンに再輸出

した。なおパキスタンでの協力者はPakland PME Corporationの経営者で

ビジネスマンのHumayun Khan氏であった。 

８月９日： オランダのルベルス前首相が９日「米CIAは1980年代と1990年代に、

オランダ企業に勤めていたパキスタンのカーン博士が違法な核移転を行っ

ているとして訴追するのを、２度に亘って見合わせるよう要請した」と語

った。CIA は、更なる詳細を暴く必要があるためカーン博士を拘束しない

よう求めたという。 

８月19日： 19日のPakistan Daily Timesが「印が保有する核兵器75～110発に対

し、パキスタンは2005年末までに50～110発分の兵器級ウランを製造する

だろう」と報じた。カーネギー国際平和財団の研究によると、両国の核兵

器主要運搬手段は車両であるが、核兵器を運搬する戦闘爆撃機の少数を数

日から数週間で展開できるという。 
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８月24日： ムシャラフ・パキスタン大統領が今週、共同通信に対し“カーン博士が

北朝鮮へ遠心分離機を提供していた”ことを認めた。カーン博士は約 20

基の遠心分離機を北朝鮮に提供したが、核兵器開発は支援していなかった

と強調した。 

８月26日： ムシャラフ・パキスタン大統領がカーン博士による北朝鮮への核術移転

を認めたことについて、マコーマック米国務省報道官は「ムシャラフ大統

領の声明は、北朝鮮にプルトニウムのプログラムに加えてウラン濃縮プロ

グラムが存在することを裏付けるものである」と語った。 

８月29日： パキスタン外務省のKhan 報道官が29日「IAEA は遠心分離機の部品を

パキスタンへ返却した」と語った。パキスタンは、イランの核プログラム

を検査するための旧式な遠心分離機用部品をIAEAに送るとともに、専門家

を派遣していた。 

９月３日： ３日付のNew Scientistが「ムシャラフ・パキスタン大統領は、IAEAが

要求するカーン博士へのインタビューを拒み続けている」と報じた。ムシ

ャラフ大統領は先週共同通信に対し、カーン博士が遠心分離機とその設計

図を北朝鮮に提供していたことを認め、更に六フッ化ウランも提供したか

もしれないと述べている。 

９月12日： ムシャラフ・パキスタン大統領が11日、ニューヨークタイムズ紙に対

し「カーン博士が12基の遠心分離機を北朝鮮に提供していた」と語った。

リビアで発見された中国製核兵器の設計図が、イラン及び北朝鮮にも提供

されたか否かは“証拠が発見されていない”と述べている。ムシャラフ大

統領は、ライス国務長官に対しパキスタンとの自由貿易協定を促進するよ

う求めたが、米から印への民生用核協力については言及しなかった。 

９月13日： パキスタン外務省のKhan報道官が、中国に平和目的の核技術が提供さ

れたのを引用して「欧米諸国は、平和的な核エネルギーの利用について協

力を拡大すべきである」と述べ、パキスタンが 2030 年までに建設する

8,800MW の民生用核施設へエネルギーを提供するよう求めた。さらにイラ

ンからパキスタン経由でインドへガスを輸送するパイプライン建設のプロ

ジェクトについて、イランとパキスタンは既に合意に達しており、パキス

タンとインドも２ヶ月以内に合意に達することを明らかにした。 

９月23日： “愛国者から拡散者へ”と題する、パキスタンのカーン博士による核技
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術の拡散に関する記事。パキスタン会計監査庁（National Accountability 

Bureau）が1999年末からカーン博士に対する調査を行い、核技術がカーン

博士の築いた闇市場を経由して拡散した経緯を、カーン博士の欧州におけ

る遠心分離機研究時代、パキスタン帰国後の核プログラム推進時代、核実

験実施により国家の英雄の地位確保、会計監査庁の調査により明るみとな

ったイラン・北朝鮮・リビアへの核技術売り渡し、などの項目に分けて記

述している。 

９月29日： 韓国を訪問中のアジズ・パキスタン首相が29日「パキスタンは朝鮮半

島の非核化を支持するとともに、北朝鮮の核プログラムに関する情報を韓

国と共有する」と述べた。カーン博士が昨年２月に北朝鮮、イラン及びリ

ビアへ核技術を提供したと認めて以来、パキスタンと北朝鮮の関係が国際

的な関心となっていた。さらにアジズ首相は、現在行われている六カ国協

議が成功裏に進行することを望んでいると表明した。 

９月29日： アジズ・パキスタン首相が29日「IAEAの規定する範囲内で核技術を平

和的に利用することは、イランを含む総ての国家の権利である」と語った。

しかしIAEAの規定に違反する国家に対しては、パキスタンを含む多くの国

家が核技術の利用を思いとどまらせるだろうと強調した。 

10月５日： パキスタンを訪問中のリード英国防相が５日「英代表団が来週パキスタ

ンを訪問し、当局者と平和的核エネルギー協力について話し合う」と語り、

英はパキスタンへ核エネルギー提供の用意があると表明した。両国防相の

会談では、英軍事製品の対パキスタン輸出緩和政策についても話し合われ

たという。 

10月11日： パキスタン軍の報道官が11日「８日に発生した地震で多数の死傷者が

出たが、震源地から75km離れたKahutaの核兵器施設に被害は無かった」

と発表した。Kahutaにはカーン研究所があり、核分裂物質の製造、核兵器

工場、ミサイル開発などの主要施設がある。 

10 月 19 日： “パキスタンのカーン博士に核技術を移転した”として告訴されてい

るオランダ人 Henk Slebos 氏の裁判が、19 日にオランダで開始される。

Slebos Research BVの経営者Slebos氏と従業員１人は、1999年から2002

年までの間に気圧計、104 個のオー・リング、ボール・ベアリング、20kg

のトリエタノールアミン（triethanolamine：香水及びウランの精製にも使
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用される）などのデュアルユース製品を不正に出荷したという。 

10月26日： 26日のNew Keralaによると、パキスタン外務省のTasnim Aslam報道

官が「パキスタンが、リビア、イラン及び北朝鮮に核技術を移転したカー

ン博士に強い姿勢で臨んだ結果、パキスタン内に拡散ネットワークは存在

しなくなりIAEAもこれを認めた」と語った。一方で「印は民生用技術を軍

事用に転用しようとしており、南アジアにおける核拡散をスタートさせて

いる」と述べ印を非難した。 

11 月１日： パキスタンの国連副代表 Chaudhry 大使が１日の総会で「パキスタンは

増大するエネルギー需要のため、将来原子力発電所及び関連する民生用技

術を輸入するつもりである」と述べた。パキスタンは現在２ヵ所の原子力

発電所で425Mwを発電しているが、2030年までに8,800Mwへ拡大する必要

があるとして国際社会の支援を求めた。 

11月７日： 1999年から2002年にかけてパキスタンのカーン博士に黒鉛、Ｏ－リン

グ、その他デュアルユース機器などを送付した、として起訴されているオ

ランダ人のHenk Slebos氏が７日「パキスタンは力のバランスを維持する

ため、核兵器を保持する必要があった」と述べ、核技術移転が正しかった

ことを主張した。 

11月４日： パキスタン外務省のAslam報道官が４日「ムシャラフ・パキスタン大統

領が、核の闇市場に関する情報は必要に応じてIAEAに提供してきたと言明

している」と述べ、パキスタンはIAEAが要求するカーン博士への面会を認

めない方針を示した。 

11月22日： パキスタン紙のThe Newsが22日「１月17日～18日に印で開催される

Khanパキスタン外務次官とSaran印外務次官を団長とする会談で、核及び

通常兵器の信頼醸成措置についても話し合われる」と報じた。 

11月27日： パキスタン外務省が27日「核及び生物兵器並びにそれらの運搬システ

ムに関連する輸出を厳しく規制した」と発表した。パキスタンはエネルギ

ー需要を補う原子力発電プラントの促進を念頭に置いており、作成された

規制リストは欧州連合（EU）の規制を手本としもので NSG、AG 及び MTCR

などの国際的標準に従っていると述べている。なお化学兵器関連について

は、2000年のCWC署名以後に規制済み。（27日のPakistan Link掲載記事）    

(MISC 12.27) 
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12月９日： Donnerオランダ司法相が９日「“オランダにおいてパキスタンのカーン

博士が核技術を盗んだ”とする裁判記録の紛失に、米CIAが関与している

証拠は見当たらなかった」との書簡を国会に送付した。Donner司法相は書

簡で「1983 年の評決及び 1985 年の上訴審の決定の重要な記録は残されて

おり、それ以外の記録は焼却されたものと考える」と述べている。 

12月22日： パキスタン紙のThe Newsが22日「１月17日～18日に印で開催される

Khanパキスタン外務次官とSaran印外務次官を団長とする会談で、核及び

通常兵器の信頼醸成措置についても話し合われる」と報じた。 

12月27日： パキスタン外務省が27日「核及び生物兵器並びにそれらの運搬システ

ムに関連する輸出を厳しく規制した」と発表した。パキスタンはエネルギ

ー需要を補う原子力発電プラントの促進を念頭に置いており、作成された

規制リストは欧州連合（EU）の規制を手本としもので NSG、AG 及び MTCR

などの国際的標準に従っていると述べている。なお化学兵器関連について

は、2000年のCWC署名以後に規制済み。 

12 月 28 日： アジズ・パキスタン首相が 28 日、Chashma Nuclear Power Plant

（CHASHNUPP-2）におけるセレモニーで、CHASHNUPP-2をエネルギー・セキ

ュリティ推進の“第３原子力発電プラント”と命名した。 CHASHNUPP-2は、

７億ドルで建設する協定が2003年３月に中国との間で締結されている。 

＊ 2006年 

１月１日： パキスタン外務省の発表によるとパキスタンと印は１日、相互の核施設

リストを交換した。このリスト交換は、1988年に締結した“相互の核設備

を攻撃しない”とする協定に基づいているという。 

１月３日： “パキスタンは６～８基の原子炉を中国から購入する計画である”との

フィナンシャルタイムズ紙の報道について、パキスタン外務省のAslam報

道官が３日「パキスタンはエネルギー需要の増大から安全な核エネルギー

獲得を検討しているが、中国から６～８基の原子炉を購入するとの談話に

根拠はなく、報道は真実でない」と語った。 

１月５日： 英Guardian紙が“パキスタンのカーン博士が築いた核のブラック・マー

ケットは今も稼働している”と報じたのに対し、カスリ・パキスタン外相

が５日「パキスタンは、適切な手段を取りブラック・マーケットを撲滅し

た」と反論し、更に「闇市場に関与した外国人科学者が80～100人居るが、
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それらの科学者達が犯罪者として処置を取られたとは聞いていない」と非

難した。 

１月17日： 核及びミサイルの議題を含めた印・パの平和会談が今週開催される。パ

キスタン外務省のAslam報道官が17日、核の事故及び核兵器の無許可使用

を防止するプランを明らかにするとともに「ミサイル発射試験の事前通報

協定に、巡航ミサイルを含めるよう印に要求する」と語った。 

１月23日： ブッシュ米大統領や政府当局者と会談のため訪米中のアジズ・パキスタ

ン首相が23日「パキスタンは、核保有国として信頼のある 小限の抑止力

を保持するとともに、地域の兵器競争や核の拡散に反対する」と語った。

更にインドが大陸間弾道弾を開発していることや、中国が多数の短・長射

程ミサイルを保有していることが地域の不安定化を招いていると述べた。

また“イランが平和的に核エネルギーを使用する権利”を支持するととも

に、この問題解決に露及び中国が建設的な役割を果たすよう期待している

と述べた。 

１月 23 日： ブッシュ米大統領と会談のため訪米中のアジズ・パキスタン首相が 23

日ワシントンでのフォーラムにおいて、アジアにおける兵器競争に反対す

ることなどを表明したほか「パキスタンは化石燃料不足国として核燃料開

発を必要としており、民間分野の核施設に保障措置を受け入れるべく準備

中である」と語った。 

 

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

が、パキスタン国営の科学肥料工場を査察した。外務省当局者は、査察が健康及び環境

基準に基づく検査であったことを強調するとともに、査察官が「輸入化学品の使用に関

し、工場で働く人々の健康及び環境は満足できるものであった」と述べたと発表した。 

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

がアルカイダに化学、生物及び核兵器の開発技術を教えており、西側の都市に攻撃が加

えられるのは“時間の問題”である」と警告した。背信の科学者には言及しなかったが、

2001.9.11 の米国に対する同時多発テロ攻撃の前にパキスタンの科学者がオサマ・ビン

ラディンと接触していたと推察されている。 

2004 年の調査によると、パキスタンには CW ガス剤の運搬に使用できる砲弾、航空爆

弾やミサイルをはじめとするさまざまな運搬手段がある。パキスタンの民間化学産業は

インドよりも少し遅れているが、 終的には、化学兵器を保有するのに必要な前駆化学

物質のすべてを生産できる能力を持つことになると見られている。 

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。 

2004年の調査によると、民間に生物工学部門を持つ発展途上国のパキスタンには、一

応のインフラはあるがインドよりも少し遅れている。その施設は、数こそ少ないものの、

死をもたらす生物病原体を取り扱う作業に耐え得る。さらに、パキスタンには局地生物

戦闘の研究開発を支えるのに必要な資源と能力があると考えられている。しかしパキス

タンに過激な生物兵器プログラムが存在することを示す証拠はほとんどない。 
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(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 

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 

2005年に発行された“THE MILITARY BALANCE 2005･2006”によると、パキスタン軍

の戦術ミサイル保有数は次のとおりである。 

SSM・Hatf１            ：95基 

SSM・Hatf３（PRCM-11） ：50基 

SSM・Hatf５（Ghauri）  ：15基（ 大20基） 

SSM・Hatf４（Shaheen１）：６基 

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 Development 

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
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年に人工衛星を打ち上げた Pakistan Space and Upper Atmosphere Research 

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が、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へ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

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
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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-Ⅰ

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

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
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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。 

③ プロジェクトの内容等 

1) 開発されているHatfミサイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 年３月 23 日の独立記念日パレードにおいて、パキスタンに新編された戦略軍

（ASF）が５種類のミサイル(Hatf-2/Abadali、Hatf-3/Ghaznavi、Hatf-4/Shaheen-1、

Hatf-5/Ghauri、Hatf-6/Shaheen-2）を展示した。ASFは戦略兵器を保管するとともに、

国内の秘密の場所に配備する任務を遂行している。 

2005年８月パキスタンは射程が310マイルで核弾頭も搭載可能な初の巡航ミサイル

Babur の試験発射を行い成功した。しかしパキスタンは、ミサイル・テストの事前通

報についてインドと合意した直後にもかかわらず“通報が必要なのは弾道ミサイルで、

巡航ミサイルは該当しない”として、事前通報を行わなかった。この後両国は10月に

「あらゆる地対地弾道ミサイルの飛行試験を事前に通報する協定に署名した」と発表

した。 

 型 式   射  程  ペイロード  備  考 

Hatf１ 70km／100km 500kg  

Hatf２ 180km 250／450kg Abdali 

Hatf３ 290km 700／1,200kg Ghaznavi 

Hatf４ 750km 700kg Shaheen１ 

Hatf５ 250km 700／1,200kg Ghauri 

Hatf６ 2,500km 700kg Shaheen２ 
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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 Organization(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. A.Q.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。 

2004年の調査によると、パキスタンの弾道ミサイル開発プログラムは、中国と北

朝鮮からミサイル・システムとそのサブシステムを輸入するかたわら、ミサイルの

自国開発を推進するという、二本立てのアプローチを採用している。 

カーン研究所はガウリミサイルを開発したが、シャヒーンミサイルはパキスタン

原子力委員会の作品である。シャヒーンプロジェクトは、パキスタン原子力委員会

の下部組織である国防複合施設（National Defense Complex）によって直接管理さ

れている。このように、運搬手段の開発は2つの機関の競争を原動力として推進さ

れているようである。液体燃料のガウリとは異なり、シャヒーンには固体燃料が使

用される。固体燃料は液体燃料とは異なりミサイル内に無期限に充填しておけるた

め、ミサイルを発射するまでの時間が大幅に短縮されて抑止力が増す。 

＊ 製造施設 

Heavy Mechanical 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） 
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：パキスタン航空宇宙関係産業の中枢で配下に４工場を持ち、空軍高官が管

理。特に航空機製造工場と航空電子製造修理工場の２工場のミサイル計画

関与疑惑が大。 

Pakistan Air Weapon Complex（在：ワフカント） 

：航空機搭載兵器の設計、開発、製造及び維持整備を請け負う。 

Pakistan International Airlines（在：カラチ） 

：外国航空機産業へも部品供給。精密工学部門内の非公開部分でミサイル関

係に関与している疑惑大。 

Pakistan Machine Tools Factory（在：カラチ） 

：民需品を主力とするが精密工作能力に富み、非公開部門でミサイル計画に

関与している疑惑あり。 

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いる疑惑大。 

Space and Upper Atmosphere 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 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（3.11）。建国記念日の軍事パ

レードで未実験の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祝った（3.23）。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、米国情報機関に監視されていた (8.6)。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（8.9）。Shaheen 型ミサイルの父で傑出した

科学者のムバラクマンド博士が「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」と述べた(9.

2)。 
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＊ 2002年 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。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（5.21）。

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。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(4.28）。パキスタン紙Jang記事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（8.2）。 

＊ 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射程200km。 

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、
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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。 

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。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。また同日、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も掲載された。 

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
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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。 

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。 

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。 

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。 

＊ 2005年 

３月19日： パキスタン軍の発表によると、パキスタンは19日射程が2,000kmの地



 - 81 - 

対地ミサイル Shaheen-Ⅱ（Hatf Ⅵ）の試験発射を実施した。発射に立ち

会ったムシャラフ大統領は「核能力は国家の安全保障のため開発されたも

ので、高い優先順位をもって開発を継続する」と語った。 

３月23日： パキスタンに新編された戦略軍（ASF）が、23日の独立記念日パレード

において５種類のミサイル(Hatf-2/Abadali、 Hatf-3/Ghaznavi、

Hatf-4/Shaheen-1、Hatf-5/Ghauri、Hatf-6/Shaheen-2）を展示した。ASF

は戦略兵器を保管するとともに、国内の秘密の場所に配備する任務を遂行

している。 

３月30日： カスリ･パキスタン外相が30日「印・パ間でミサイル･テストの実施を

事前に通報する協定は、射程や発射設備について両国間で食い違いがあり

保留となっている」と語った。またIAEAによる「イランで発見された遠心

分離機の部品を調査するため、パキスタンの核施設に立ち入りたい」との

申し出は拒否したことを明らかにした。 

３月31日： パキスタン軍が発表した声明によると、パキスタンは射程が180kmで各

種弾頭を搭載可能な国産の HatfⅡ／Abdali ミサイルの試験発射を行い成

功した。インドとの間でミサイル・テストを事前通報する協定は遅れてい

るが、テストはパキスタンからインドへ事前通報されたという。 

６月21日： 21日のIndian Expressによると、MTCRの代表団がパキスタンを訪問し

関係者と会談した。パキスタン外務省の報道官は「MTCRの訪問は、パキス

タンの弾道ミサイル計画に対する普及啓蒙活動であった」と述べた。 

７月 23 日： 23 日の Hindustan Times が「米国がインドへの核制裁解除を考慮して

いることは、来週印パ間のサミットで調停される予定の“ミサイル・テス

トの事前通報に関する協定”を台無しにするかもしれない」と報じた。パ

キスタンは印パ協力を前に、印・米間の協定について見直すという。 

７月25日： ムシャラフ・パキスタン大統領が25日「インドは米国から“パトリオ

ット３ミサイル防衛システム”を購入しようとしているが、そのシステム

がパキスタンのミサイル能力を無力化することはないので懸念していな

い」と語った。パトリオット３の迎撃率は40%であるうえ迎撃に18分を要

するが、パキスタンのミサイルは６分で（インドに）到達するし、10ftの

大きさの弾頭は降下中にミサイル本体と切り離されるため、撃墜するのは

困難としている。 
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８月11日： 米国務省のAdam Ereli副報道官は11日、パキスタンが初の巡航ミサイ

ル実験を行ったことについて「そのミサイル・テストは挑発的でも脅威で

もなく、テストが事前通報なしに行われたことも、印・パの標準手続きに

沿ったものである」と述べ、懸念を表明しなかった。 

８月22日： パキスタンは“今週弾道ミサイルのテストを行う”とインドに通知した。

これは印・パが弾道ミサイルの事前通報に合意して以来で初めてのもので

ある。発射されるミサイルの細部は通知されていないが、パキスタンは３

月に核弾頭搭載可能で射程が 1,250 マイルの Shaheen２をテストし成功し

ている。 

８月 23 日： 23 日のパキスタンタイムズによると、印とパキスタンは９月１日～２

日の平和会談で弾道ミサイル・テストを事前に通報する協定に署名する。

更に両国の外相同士を結ぶホットラインの設置についても、協定が結ばれ

ると見られている。 

10月３日： 印が３日「印・パは地対地弾道ミサイルの飛行試験を事前に通報する協

定に署名した」と発表した。印は、両国が“突発的又は無許可による核兵

器使用のリスクを減少させる手段”に関するMOUを提示中としている。 
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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、KEDOの理事

会は2005年11月、北朝鮮による米朝枠組合意への違反を理由に、この軽水炉建設事

業を廃止することとしている。 

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。同年５月には寧辺の

原子炉から8,000本の核燃料棒の取り出しを完了し、９月には再稼働が確認されてお

り、核開発活動は現在も進展している模様である。また、2005年６月までに北朝鮮は、

1994 年の米朝枠組み合意で凍結した寧辺の50メガワット及び泰川の200 メガワット

原子炉（いずれも黒鉛減速炉）の建設作業を再開している。 

 ④ プロジェクト内容等 

      ＊  核関連施設 

        ・  平壌(PYONGYAN)施設 

                未臨界実験装置 

        ・  寧辺(YONGBYON) 

核物理学研究所、放射線化学研究所、核燃料製造工場、核燃料棒貯蔵施

設、核燃料再処理施設等、核兵器製造能力を有する多くの核施設がこの地

域に集中している。この地域にはソ連製実験用臨界炉、同じくソ連から導

入の４メガワットのIRT研究用実験炉（プール型）及び1986年から稼働し

ている５メガワットの国産の実験用黒鉛減速炉があり、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、
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1999 年５月及び 2000 年５月に米専門家チームによる査察が行われた。 

        ・  泰川(TAECHON) 平安北道原子力発電所 

                （200メガワットの原子炉を建設中であったが、現在中断） 

        ・  新浦(SINPO)原子力発電所 

                （３基の原子炉の建設計画） 

        ・ 羅南（RANAM） 

                研究開発施設 

        ・ 吉州（KILJU） 

研究開発施設、核兵器訓練センター？ 

        ・  博川(PAKCHON)                 

                ウラン鉱山、ウラン精練工場、研究開発施設 

        ・ 平城（PYONGSUN） 

研究開発施設 

        ・ 元山（WONSAN） 

                研究開発施設 

        ・  亀城(KUSONG) 

                ウラン鉱山、ウラン精練工場、（起爆装置実験場？） 

        ・  平山(PYONGSAN) 

                ウラン鉱山、ウラン精練工場 

        ・ ヨンジョ洞（金亨稷郡） 

        ウラン濃縮施設？ 

        ・ ハガプ（煕川(HICHON)市） 

                ウラン濃縮施設？ 

    ・  雄基(UNGGI)  

                ウラン鉱山 

        ・  先鋒(SONBONG)  

                ウラン鉱山 

        ・  興南(HUNGNAM)  

                ウラン鉱山 

        ・  順川(SUNCHON)  
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                ウラン鉱山 

        ・ 琴湖（KUMHO） 

KEDO により、1,000 メガワット軽水炉２基を建設中であったが、2005 年

11月、KEDOは事業を廃止することを決定した。 

 

    ⑤ 近の動向 

＊ 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
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加速させた場合、本年６月か７月には５、６個の核爆弾を製造できる

プルトニウムの抽出が可能と見ている」と述べた。 

１月 31 日： フライシャー・ホワイトハウス報道官は、「北朝鮮はさらに挑発的

行動をとり、国際社会からの孤立を深めようとしている」として、米

偵察衛星が寧辺の使用済み核燃料保管施設で、覆いを掛けたトラック

が荷物を搭載するのを探知したと発表。確認できないが、これらのト

ラックが使用済み核燃料棒を再処理のために運び出した可能性があ

るとしている。 

２ワシントンポストトンポスト紙は、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
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の脱退に懸念を表明したが、北朝鮮を非難する安保理議長声明も報道機

関向け声明もまとめることができず、話し合いは事実上決裂したままで

終わった。 

４月10日： 北朝鮮は今年１月10日に核拡散防止条約（NPT）脱退の宣言を行い、

条約上では３ヶ月経過したこの日に脱退が発効する。しかしながら、国

連安保理はこの問題を無視する姿勢でおり、北朝鮮のNPT脱退の発効に

ついては不明確なままとなっている。 

４月10日： CIAが10日発表した議会への報告書によれば、北朝鮮は昨年の早い

時期に、毎年２個以上の核兵器を製造可能なウラニウム製造施設の建設

を行っていたとしている。「米国は北朝鮮が数年にわたってウラン濃縮

を行っていたとの疑念を有している。しかしながら、北朝鮮が遠心分離

濃縮施設を建設していることを示唆する明確な証拠は得ていない」と述

べている。また、北朝鮮が既に１、２個の核兵器を保有している可能性

があるとしている。 

４月23日： 23日の北京における米朝中三カ国会談で北朝鮮は核兵器保有を認め、

近い将来核実験を実施すると警告した。なお、北朝鮮が核兵器開発計画

放棄の条件として、米国が敵視政策をやめるだけでなく、日本及び米国

との国交正常化の即時実現を要求した。さらに、核問題に関する米国等

との合意成立の暁には、弾道ミサイル発射実験とミサイル輸出の凍結に

も応じる方針を示した。 

６月２日： ５月 30 日から３日間の日程で北朝鮮を訪問した米国議員団はソウル

で記者会見を行い、団長のウェルドン下院議員（下院軍事委員会副委員

長）は、北朝鮮側が使用済み核燃料棒の再処理をほぼ終了し、数ヶ月内

にさらに核兵器を製造可能である、と伝えたことを明らかにした。なお、

米国務省当局者は、北朝鮮が使用済み核燃料棒の再処理を開始するには

時間がかかるとして、再処理をほとんど終了したとの北朝鮮の主張には

疑念を呈している。 

６月 11 日： イランの核問題専門家が今年、３回にわたって秘密裏に北朝鮮を訪

問していたことが明らかになった。11 日付産経新聞は朝鮮半島筋の情

報として、今年の３月から５月にかけ、３回にわたりイランの核科学者

等が北朝鮮を訪問しており、「査察団を受け入れた場合の対処方法など
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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

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、独情報当局が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
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朝鮮の発表の信頼性に対する懸念を表明するとともに、米国等５ヶ国が

北朝鮮に対し、検証可能、かつ再開不能な形での核開発計画放棄を要求

していくことの重要性を確認した。 

11月21日： 朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）は北朝鮮の軽水炉建設事業を

１年間停止すると発表した。この措置は12月１日に発動、以後の対応

については、この停止期間終了までに決定する、としている。 

12 月 31 日： 韓国情報筋によれば、北朝鮮が核開発凍結を約束した 1994 年の米

朝枠組み合意の５年後（99 年）に、ウラン濃縮関連技術を学ぶためパ

キスタンに３人の技術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
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にウラン濃縮計画を始めた可能性がある。プルトニウム及び高濃縮ウラ

ンを用いた核爆発装置を、核実験無しに設計・製造し得る能力を有して

いる。 

    ２月４日： パキスタン政府は４日、同国の「核開発の父」アブドルカディル・カ

ーン博士がムシャラフ大統領と同日会談し、北朝鮮やイランへのウラン

濃縮技術供与の責任と違法性を全面的に認め、謝罪したと公式発表した。

なお、政府当局者は１日、カーン博士が1986-97年にかけて北朝鮮、イ

ラン、リビアにウラン濃縮技術を供与したと供述したことを明らかにし

ている。 

２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
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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

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
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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２日： １日付の米紙ニューヨークタイムズは、核開発計画を廃棄したリビア

から米国に搬出された関連物質を米政府が分析した結果、北朝鮮からリ

ビアに加工ウランが渡っていたとの見方を固めたと報じた。なお、濃縮

ウランの原料となる６フッ化ウランをリビアが北朝鮮から入手してい

た可能性については、国際原子力機関（IAEA）が昨年、指摘していた。 

    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。 

２月13日： モントレー国際研究所の不拡散研究センターが13日発表した報告書

は、北朝鮮が核兵器や核資材を外国やテログループに売却しているとい

う証拠はなく、大規模なウラン濃縮施設を稼働させている証拠もないと

している。 

２月14日： 韓国の鄭東泳・統一相は14日、「核兵器の保有を宣言したが、北朝鮮

を核保有国と認めるのは早急である。何故なら北朝鮮は核実験を行って

いないし、核兵器の存在が確認されたわけでもない」と表明した。2003

年以降、北朝鮮は公式、非公式のチャンネルを通じ、少なくとも 10 回

は核兵器を持っている、と言ってきている、と述べた。 

２月15日： 北朝鮮の核兵器製造能力について、国際原子力機関（IAEA）が、2004

年以降、再処理施設が完全稼働に近い状態にあり、 低でも１年に核兵

器１、２個分のプルトニウム 10kg の量産が可能と推定していることが

15日、分かった。（邦字各紙の報道） 

２月16日： 米国のマイヤーズ統合参謀本部議長は16日、下院軍事委員会に提出

した報告書で、北朝鮮が 2010 年までに核兵器を増産することが想定さ

れ、弾道ミサイルの開発も継続しているとの見解を明らかにした。 

２月24日： 韓国の国家情報院（NIS）が24日議会に提出した報告書によれば、北

朝鮮はいくつかの部分資材は入手しているが、未だ核兵器を製造するに

は至っていない、と結論付けている。北朝鮮は 2000 年にプロトタイプ

の遠心分離装置製造用の資材を購入したが、厳しい国際監視が他の重要
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な装置の入手を妨げており、「我々は、北朝鮮がウラン濃縮施設を建設

できていない、と信じている」としている。 

２月27日： 日本の新聞が27日伝えるところによれば、中国は北朝鮮が秘密裏に

ウラン型の核開発計画を進めている、との米国の主張に同意していたこ

とが分かった。中国は米国に対し、昨年後半に、ウラン濃縮計画が北朝

鮮に存在すると信じていることを伝えていた。 

３月１日： 共同通信が１日、中国政府筋の情報として報ずるところによれば、北

朝鮮の金正日総書記は２月 21 日の王家瑞、中国共産党対外連絡部長と

の会談の席上、北朝鮮の核兵器の保有について表明していた。なお、核

兵器の種類及び性能については明らかにしなかった、という。 

３月１日： パキスタンのムシャラフ大統領は１日、大統領官邸で共同通信と会見

し、国際的な「核の闇市場」を構築した同国の核科学者カーン博士が、

北朝鮮とイランに「複数の遠心分離器かノウハウを与えた可能性があ

る」と言明した。 

３月５日： ５日付の朝日新聞が政府当局者の話として報ずるところによれば、米

国の国家安全保障会議（NSC）のマイケル・グリーン・アジア部長は、

細田官房長官等に、北朝鮮がリビアに、パキスタンのカーン博士の関係

する核の闇市場を通じ６フッ化ウランを輸出していたことを伝えた、と

いう。 

３月21日： 韓国のYonhap通信が21日報ずるところによれば、北朝鮮の朝鮮中央

通信は「敵の侵攻に備えるため、我々は核兵器庫の増強のための厳しい

措置をとる」との論評を伝えた。これは北朝鮮が２月 10 日に核兵器の

保有を表明して以降、核兵器の増強に関して表明する初めてのもの。 

４月６日： ６ヶ国協議の米国代表であるヒル氏は６日、朝鮮半島の平和のための

市民ネットワークとの 90 分に及ぶパネルディスカッションにおいて、

「米国は、北朝鮮が６フッ化ウランをパキスタンのブローカーを通じリ

ビアに輸出した、との明確な証拠を有している」と、言明した。 

４月15日： 韓国外交通商省のKim Sook北米局長は15日、北朝鮮が寧辺の原子炉

を停止しており、使用済み核燃料からプルトニウムを抽出する可能性が

あると発表した。なお、 近北朝鮮を訪問した米国の専門家ハリソン氏

は、北朝鮮の当局者が、寧辺の原子炉から向こう２ヶ月以内に燃料を取
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り出すため、準備中であると告げたことを、今月早々に明らかにしてい

る。 

４月18日： 北朝鮮のHan Song Ryol国連代表は18日、原子炉停止からプルトニ

ウムを抽出する可能性を示唆、プルトニウムの処理によって「我々の抑

止力を増大させることになる」と表明した。 

５月11日： 北朝鮮外務省は11日、寧辺の原子炉からの8,000本の使用済み核燃

料棒の抽出作業を完了したと発表、「我々は自衛目的で、核兵器庫を増

やすための必要な措置を引き続き講じている」と表明した。専門家は、

この使用済み核燃料には、核兵器５～８個を作るに十分なプルトニウム

が含まれているとしている。 

    ５月18日： 米シンクタンク、ウッドロー・ウィルソン・センターは18日までに、

北朝鮮が核兵器開発を追求し始めたのは 1963 年にさかのぼることが旧

ソ連や東欧諸国の外交公電などから裏付けられたと発表した。同センタ

ーによると、平壌駐在の当時のソ連大使が同年８月、北朝鮮が核兵器に

関する情報入手のための協力を東ドイツに依頼したとモスクワに打電。

同年９月には、核兵器の原料を自前で調達することが可能になるようウ

ラン鉱山の開発を北朝鮮が望んでいることも報告した。また、ハンガリ

ー大使は 67 年、当時の金日成主席がモスクワを秘密訪問し、原子力発

電所の建設をソ連に求めたが拒否されたと、本国政府に伝えている。 

    ５月24日： 北朝鮮が核実験を実施するとの観測が高まったことに関し、中国政府

が北朝鮮に外交ルートを通じて「朝鮮半島の非核化政策と相容れない」

として、強行しないよう強く警告したことが 24 日分かった。複数の６

ヶ国協議筋が明らかにした。 

６月８日： 北朝鮮の金桂寛外務次官は８日、ABC ニュースのインタビューで、北

朝鮮は核爆弾を追加製造中であると述べたが、ミサイルの米本土攻撃能

力については明言を避けた。（以下、主なやりとり）－北朝鮮は核爆弾

を保有しているか。「保有している」。－いくつ持っているか。「米国の

攻撃から守るに十分な核爆弾を保有している。正確な保有数は秘密だ」。

－現在、さらに多くの核を製造中か。「その通り」。－米本土を攻撃可能

なミサイルを保有しているか。「我々の核開発計画に、米国攻撃の意図

はない」。－それが目的でなくとも、到達する能力はあるのか。「米国を
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攻撃する意図はない、したがって、そのようなことを憶測する必要はな

い」。－長距離ミサイルに核弾頭を装備する能力はあるのか。「我々の科

学者は世界中の科学者に比べても、（十分な）知識を有している」。－イ

エスかノーか。「好きなように解釈してもらってよい」。 

６月30日： 30日付の日経新聞が報ずるところによれば、北朝鮮は1994年の米朝

枠組合意で凍結された原子炉の建設を再開した。建設を再開したのは寧

辺の50メガワット原子炉及び泰川の200 メガワット原子炉（注、いず

れもプルトニウムの抽出に適した黒鉛減速炉）。米当局者及び他の情報

筋からの情報。北朝鮮は間接的に本件を米国に伝えたとされ、偵察衛星

等の情報がこの事実を裏付けている、とのこと。 

７月７日： Reuterの入手した情報機関の報告書によれば、北朝鮮は秘密裏にイラ

ンの核開発計画を支援していた。両国の協力関係は 1990 年代末には開

始されていた。北朝鮮の高いレベルの科学者及び技術者達が技術及び実

務情報を優秀な学生に付与する特殊秘密教育課程があり、この教育課程

では、汎用品活用技術の教育も行われている、という。 

７月12日： 12日付のニューヨークタイムズによれば、北朝鮮外務省のLi Gun氏

は、「50メガワットの原子炉は今年か来年には完成するだろう」と述べ

た。さらに、「我が国の主権と体制を守るためには、抑止力としての核

兵器の数を増やす以外に道はない」とし、「200 メガワットの原子炉は

２、３年先に完成するであろう」と語った。 

７月27日： 北京において26日から始まった第４回６ヶ国協議において北朝鮮側

は27日、2004年の米国の提案を正式に拒絶した。前回、2004年６月の

協議で米国は、核開発計画完全放棄の見返りに援助と安全の保証を提案

していた。北朝鮮は、米国の要求にまず応じ、後に見返りの得られるこ

とに反対している。（以上 Washington Post）28 日の米朝二国間協議に

おいて米国は、北朝鮮の核施設に対する査察を９月に実施することを要

求した。なお、協議に詳しい外交筋によれば、今年２月の核兵器保有宣

言について北朝鮮は、核起爆装置の技術を完成したことを意味する、と

中国に知らせていたという。（以上Interfax） 

７月 29 日： 29 日付のニューヨークタイムズによれば、６ヶ国協議において米側

は、北朝鮮がプルトニウム抽出に加え秘密裏にウラン濃縮計画を進めて
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いるという、米国の主張を裏付ける明確な証拠を北朝鮮に提示した。米

代表団は、北朝鮮がパキスタンのカーン博士の地下ネットワークを通じ、

技術を入手したという文書を提出した、という。 

８月21日： Reuterが21日報ずるところによれば、北朝鮮は寧辺の原子炉を再稼

働させた。米国の偵察衛星が、原子炉建屋に隣接するボイラー施設から

蒸気の立ち上っているのを確認した。なお、韓国政府当局者は、このニ

ュースについて未確認ながら不正確、として否定した。 

８月24日： 共同通信が24日報ずるところによれば、パキスタンのムシャラフ大

統領は同国の核科学者カーン博士が、北朝鮮に遠心分離機や設計図等を

提供していたことを確認した。約 20 台の遠心分離機を北朝鮮に供与し

たが、カーン博士の研究所はウラン濃縮技術のみに関与し、起爆装置の

開発等、核爆弾の製造に関わる技術移転には関わっていない、と述べた。 

９月15日： 科学・国際安全保障研究所（ISIS）が入手し発表した衛星写真によれ

ば、北朝鮮は寧辺の 50 メガワット原子炉の建設作業を再開した。また

別の衛星写真によれば、北朝鮮は寧辺の５メガワット原子炉（プルトニ

ウム生産用と推定されている）を再稼働した模様である。Reuter が 15

日に報じた。 

９月19日： ６ヶ国協議の第４回会合が13日北京において再開され、北朝鮮はエ

ネルギー支援、経済協力及び安全保障を見返りとして、核開発計画の放

棄に同意した。19日発表された第４回６ヶ国協議の共同声明によれば、

①北朝鮮は全ての核兵器及び既存の核計画を放棄すること並びに核拡

散防止条約（NPT）と国際原子力機関（IAEA）の保障措置に早期に復帰

することを約束した。各国は北朝鮮の核の平和利用の権利を認めるとと

もに、適切な時期に北朝鮮への軽水炉提供問題について議論することに

同意した。②米朝は相互の主権を認め、国交正常化に向けての措置をと

ることで合意した。米国は朝鮮半島に核兵器を持たないこと及び北朝鮮

に対して核兵器または通常兵器をもっての攻撃もしくは侵略の意図を

持たないことを確認した。③日朝は国交を正常化するための措置をとる

ことを約束した。等の内容が盛り込まれた。 

11月８日： （米国立ロスアラモス研究所のヘッカー元所長の８日の発言）同氏は

2004 年及び今年８月に北朝鮮を訪問、寧辺原子力施設の Ri Hong Sop
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所長等、北朝鮮の高官と議論を行った。Ri 所長は、建設の中止されて

いた 50 メガワット黒鉛減速炉の再設計が終了し、作業員は工事再開に

備え待機中であり、２年以内には完成するだろうと述べた。完成すれば、

毎年核爆弾約10個分のプルトニウムの生産が可能。（Washington Post） 

11月11日： Associated Pressの報ずるところによれば、９日から北京で開催の

第５回６ヶ国協議は11日、何ら進展の兆候なく終了した。中国は、９

月の共同声明で合意した「朝鮮半島の検証可能な非核化」という目標

を確認する短い議長声明を発出した。米国のヒル代表は、寧辺の原子

炉施設で実施中の全ての活動を停止するよう要求、北朝鮮の金桂寛代

表は、WMD 移転に関与したとする北朝鮮企業に対する制裁を解除する

よう要求した。外交筋は、次回協議は明年１月頃になるだろうとの見

通しを示している。 

11月15日： 北朝鮮が10月に訪朝したリチャードソン米ニューメキシコ州知事に

対し、核爆弾２、３個を完成させたと言明したことが明らかになった。

今年４月に寧辺の実験用黒鉛減速炉から新たに使用済み核燃料棒を取

り出し、再処理を完了したことも確認した。訪朝に同行したナムクン

同州知事上級補佐官が日本経済新聞に対し語った。 

11 月 22 日： 朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）理事会メンバーである米国、

日本、韓国、欧州連合（EU）は 22 日開いた公式会合で、2003 年末か

ら停止している北朝鮮の軽水炉建設事業の廃止で合意した。米国の代

表デトラニ朝鮮半島和平担当特使が22日語った。 

12月20日： Agence France-Presseによれば、北朝鮮の朝鮮中央放送（KCNA）は

20日「我々の技術、潜在力に依拠した我々式軽水炉を建設し、平和的

核活動に拍車をかけることになるであろう」との論評を報じ、軽水炉

建設プロジェクトを開始する計画であることを表明した。さらに、1994

年以降凍結している２基の黒鉛減速炉の事業を再開すると述べている。

この黒鉛減速炉により、毎年200kgのプルトニウム、核兵器30個分の

生産が可能である。 

12月20日： 北朝鮮の朝鮮中央放送（KCNA）は20日、米国の核先制攻撃から国家

を防衛のための「必要」かつ「合法的」手段である、として核兵器の

保有を再確認した。「技術的に我々は米国と戦争状態にあり、我々は正
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当防衛のために核兵器を製造し、それを不断に強化している」と述べ

ている。この報道は我々式軽水炉の建設を行うとするKCNAの声明に引

き続いてなされたもの。（Kuwait News Agency） 

(２)化学兵器 

    ① 総 括 

    北朝鮮は現在世界第３位の化学・生物兵器保有国とされている。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、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%は化学兵器と見積もられて

いる。 

    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、人民武力部の下に「化学局」を新設、化学剤開発に着手した。

朝鮮人民軍は、1954年に初めて化学・生物戦部隊を創設した。ソ連と中国が第二次大

戦時に保有していた化学・生物戦に関する技術・防護装備品、捕虜の日本人技術者及

び中国が保有していた化学剤の一部を提供した、といわれている。 

        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
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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 

        ・  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 

＊  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
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トンの貨物輸送を差し押さえた。この貨物は表向き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 

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、
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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。 

   ＊ 2005年 

２月 16 日： 米中央情報局（CIA）のゴス長官は 16 日、議会で証言し「北朝鮮は

化学兵器及び生物兵器の活発な開発を行っており、使用可能な状態に

あると信じている」と述べた。 

  (３)生物兵器 

    ① 総 括 

        北朝鮮は生物兵器禁止条約（BWC）を批准しているが、生物兵器の研究開発を実施し

ているものと思われる。北朝鮮の生物兵器開発は、朝鮮戦争時、米国が生物兵器を使

用したとの疑惑を持ち、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。 

1980年11月の金日成主席の化学・生物兵器の開発指示（労働党軍事委員会）に従

い、医学科学院の微生物研究所、国防科学院の医学研究所及び 25 号工場などに専門

の技術者を配置し、開発・生産に力を入れ、かなりの成果をあげているようであり、

1980 年代に人体実験を終了したとされる。また、1990 年代に招いたソ連崩壊後失職
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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。現在、推定

年間１トンを生産する能力を有していると推定される。 

    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) 、 

    ⑤ 近の動向 

   ＊ 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。 

   ＊ 2005年 

２月16日： 米中央情報局（CIA）のゴス長官は16日、議会で証言し「北朝鮮は化

学兵器及び生物兵器の活発な開発を行っており、使用可能な状態にある

と信じている」と述べた。 

９月７日： 米国務省は「軍備管理、不拡散及び軍縮に関する合意・コミットメン

トの遵守」と題する議会報告書を発表した。報告書では、イラン、北朝

鮮、ロシア及びシリアが現在も生物兵器計画を維持しており、中国も生

物兵器開発計画の一部を有していると見ている。キューバは限定的な生

物兵器の研究開発を行っているとしている。 
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９月12日： 北朝鮮は12日、米国務省の報告に対し、「我が国は生物兵器を保有し

ていない」と表明した。労働党機関誌「労働新聞」は、「我が国は1987

年に生物兵器禁止条約（BWC）に調印して以来、これまで誠実にその義

務を履行してきた」とし、米国こそ朝鮮戦争において生物兵器を使用し

た、と米国を非難した。 

  (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、スーダン、シリア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。また、1990

年代初めから、さらに射程の長いテポドン１号および２号を開発に取り組み、ほぼ完

成しているものと見積もられる。パキスタンのガズナビはテポドン１号の可能性があ

る。 

    1998 年８月 31 日、北朝鮮は、我が国を飛び越えてミサイル発射を行った。その一

部は日本海、三陸沖、さらに遠方の３ヶ所に落下した。このミサイルはテポドン１号

と見られるが、９月４日、北朝鮮は初の人工衛星の打ち上げであると発表した。 

    ② 保有状況 

    北朝鮮は、多数のミサイルの開発を行い、現有しているミサイルには、スカッドＢ、

スカッドＣ、ノドン及びテポドン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
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ている。 

    1990年代初めからテポドンの開発を開始した。テポドンの実用化の時期については

諸説があったが、1998年８月、北朝鮮はテポドン１号と見られるミサイルの発射実験

を行った。 

    北朝鮮は1999年９月にミサイル発射の当面の凍結を表明、その後2001年５月３日

に金正日総書記が訪朝の欧州連合（EU）代表団に、2003年までの発射凍結の継続を明

言している。しかしながら、年３～４回のエンジンテストを実施しており、開発はそ

の後も継続中と見られる。 

2003 年２月、米中央情報局（CIA）は北朝鮮が既に米西岸に到達可能なミサイルを

保有していることを明らかにしており、テポドン２号は既に完成しているものと考え

られる。 

    なお、北朝鮮を脱出した北朝鮮の技術者が2003年５月に米国で記者会見を行い、北

朝鮮のミサイルの部品のほとんどは、日本からの輸入品であると語った。 

    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) 、 
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            新渓(SINGGE)、平山(PYONGSAN)、鉄山(CHOISAN）、 

      玉坪(OKPYONG)  

 

    ⑤ 近の動向 

＊  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
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報道によると、ミサイルは北朝鮮東部の咸鏡南道から発射され、60km

離れた日本海に着弾した。また、防衛庁などによると、北朝鮮の発射

したミサイルは射程の短い地対艦ミサイル「シルクワーム（HY-1）」の

改良型「YH-4」か「サムレット（SSC-2B）」のいずれかとみられ、２発

を発射、１発目は失敗し、２発目が日本海に着弾した。 

    ３月10日： 韓国国防省は、北朝鮮が10日に日本海に向け巡航ミサイルの発射試

験を実施したことを発表した。このミサイルは２月24日に同海域で実

施したミサイルと同タイプのものとみられている。 

３月 31 日： 米政府は昨年８月に北朝鮮が弾道ミサイル技術をパキスタンに売却

したとして、北朝鮮及びパキスタン企業に新たに制裁を科することとし

た。米政府担当者が28日語った。パキスタン政府参加の核研究機関であ

るA.Q.カーン研究所が４基のノドン中距離弾道ミサイルを購入、パキス

タン空軍のC-130輸送機で輸送したというもの。 

４月１日： 米国防総省及び防衛庁は、１日早々に北朝鮮が黄海に向け地対艦ミサ

イルを発射した、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」
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に対する制裁を発動したと発表した。2007 年まで米政府との商取引が

禁止される。 

８月６日： ６日付産経新聞の報ずるところによれば、北朝鮮とイランは、北朝鮮

の長距離弾道ミサイル・テポドン-2のイランへの輸出と核弾頭の共同開

発の計画を進めていることが明らかになった。両国は約１年にわたり協

議を実施しており、10月中旬にも合意に至るものと思われる。北朝鮮は

ミサイル部品をイランに輸出し、北朝鮮の技術者を送ってミサイルをイ

ラン国内で組み立てる、という。 

10月２日： 北朝鮮が今年に入りミャンマー軍事政権にミサイル技術や関連部品を

売却しようとしていたことを米政府関係者が２日明らかにした。実際に

売却されたかどうかは確認されていないが、米政府は北朝鮮とミャンマ

ーが通常兵器の取引も活発化させているものと推察している。 

    10月20日： 韓国合同参謀本部の発表によれば北朝鮮は20日、地対艦ミサイルの

発射を行った。発射の時刻及び場所は明らかにされなかったが、通常

訓練の一環としている。北朝鮮は今年、２月 24 日及び３月 10 日にも

東岸から日本海に向けて短距離対艦ミサイルの発射を実施している。

なお、既に報じられた４月１日の試験発射については、韓国国防省は

否定している。 

    10月21日： 防衛庁の発表によれば北朝鮮は21日、東岸から日本海に向け短距離

ミサイルの発射を行った。前日に発射したものと同じ対艦ミサイルで、

約 100km を飛翔した。なお、この発射は北朝鮮の宣言した弾道ミサイ

ルの凍結に違反するものではない。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
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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。 

    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・ウィークリーによれば、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。 
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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

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。 

３月３日： 北朝鮮は３日、長射程ミサイル発射試験の自主凍結の解除を宣言し、

米国の敵対的な政策が核兵器庫の開発を強要している、と非難した。 

４月 28日： 米国・国防情報局長のジャコビー海軍中将は28日、議会公聴会にお

いて、民主党のヒラリー・クリントン上院議員の質問に答え、北朝鮮は

米本土を攻撃可能なミサイルに核弾頭を搭載可能であることを明らか

にした。北朝鮮が核をミサイルに搭載する能力を有しており、米本土に

到達可能な２段式大陸間弾道ミサイルを配備する能力を既に有してい

ると述べた。 

５月１日： １日に北朝鮮が中射程ミサイルの発射実験を行ったが、丁度その時期

に北朝鮮の代表団が密かにベネズエラ・ボリバル共和国を訪れていた。

Front Page Magazine（５日付）によれば、北朝鮮はベネズエラのチャ

ベス大統領に多彩な武器のメニューを提示したと思われ、スカッド・ミ

サイルは当然その中に含まれていたであろう、としている。 

６月 17 日： 北朝鮮の金正日総書記と会談し帰国した韓国の鄭東泳・統一相が 17

日明らかしたところによれば、金総書記は、米国が北朝鮮をパートナー

と認め敬意を表するなら、７月にも６ヶ国協議に復帰可能である、と述

べたとし、問題が解決するなら、核兵器不拡散条約に再加入し、国際査
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察官を受け入れるであろう、と語ったという。さらに、米国との関係が

修復するなら弾道ミサイルを廃棄する、と述べたとしている。 

６月27日： 産経新聞が26日、日本の関係筋の情報として報ずるところによれば、

ウクライナが 2001 年にイランに輸出した核兵器搭載可能な X-55（注、

Kh-55）長射程巡航ミサイルの技術が、北朝鮮に移転していた疑惑が浮

上した。米国情報機関からの情報。イランと北朝鮮は大量破壊兵器の開

発に関し水面下のネットワークでつながっているとされる。 

10月16日： イランのミサイル開発をめぐり16日付の英日曜紙サンデー・テレグラ

フは、ロシアの元軍人が北朝鮮とイランの仲介役を務め、イランから

欧州まで射程に入る中距離ミサイルの開発を支援していたと伝えた。

これにより、イランはロシアを通じて、北朝鮮の弾道ミサイル「テポ

ドン２号」などの技術を極秘に入手したという。 

10月25日： 次期在韓米軍司令官のブルウェル・ベル陸軍大将は25日、上院軍事委

員会の公聴会で証言、北朝鮮の弾道ミサイルは日米両国にとって脅威

だとの認識を示した。北朝鮮が500発以上のスカッド・ミサイルを保有

し、日本全土をほぼ射程に入れたノドン・ミサイルの製造と配備を続

けていると指摘した。 

11月24日： 大量破壊兵器拡散に詳しいワシントンの情報筋は産経新聞に対し、北

朝鮮のミサイル輸出企業、チャングァン信用社の代表がミサイル部品

提供について協議するため、10月後半にイランを訪れたと指摘した。

同社は北朝鮮の朝鮮労働党内で軍需物資調達を担当する「第二経済委

員会」傘下の企業で、中東向けミサイル輸出の中心的存在。 

12 月 16 日： Bild 紙がドイツ連邦情報局の情報として報ずるところによれば、北

朝鮮は射程を 2,200 マイルに改良延伸したロシアの潜水艦発射ミサイ

ルの構成品18基分をイランに売却した。 
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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。 

2005年６月の大統領選挙で強硬派のアフマディネジャド・イラン市長が当選、８

月に就任したアフマディネジャド大統領は“イランの平和的核エネルギー使用権”

を主張し、イランがEU３ヶ国と続けていた核交渉が行き詰まりとなった。９月にな

ると、EU との協定で停止していたイスファハンの施設で IAEA の監視のもとにウラ

ン転換作業を開始した。 
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2005 年 9 月の IAEA 理事会は、イランを国連安保理へ付託する一歩前の決議案を

採択し核活動の停止を求めたが、イランは直ちに｢IAEA の決議は政策的で違法かつ

非論理的である｣と拒絶した。 

2006 年１月イランは自発的に停止していたとするナタンツなど３ヵ所のウラン

濃縮施設の封印を解除し、ウラン濃縮の研究活動を再開したと発表した。これに対

し欧米が反発、２月のIAEA緊急理事会でイランを国連安保理に付託する決議案を賛

成多数で採択した。IAEA決議案では、イランがすべてのウラン濃縮活動を停止する

とともに過去の核プログラムを明確にするよう求めているが、アフマディネジャ

ド・イラン大統領は直ちにこれを拒否し、イラン原子力エネルギー機構に対し停止

していたウラン濃縮活動を再開するよう命じた。またイランはIAEAが来週末までに

イランの核プログラム開発の監視用器材を撤去するよう要求するとともに、IAEA査

察官の活動を制限した。これにより米国では軍事力の行使も示唆されるなど、３月

に開催される安保理でイランへの制裁を巡る論議が活発化するのは必死となった。 

②保有状況 

欧米の情報筋が「イランは数年以内に核兵器を製造する技術を獲得した」との

見積もりを発表しているが、核兵器保有に関する情報は特にない。 

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。 

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
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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)。 

1999 年３月 17 日付のニューヨークタイムズ紙によると、ロシアは、米政府が

ロシア国内の２カ所の核研究施設に対する制裁措置を撤回することを条件に、イ

ランへの核開発協力を中止する意向を表明した。米国は今年１月、ロシアが重水

やグラファイト技術を提供するなど、イランへの核開発協力を拡大する可能性が

あるとの懸念から、ロシアの電力技術科学調査設計研究所、及びメンデレーエフ

化学技術大学の２カ所に対する制裁措置を発動した。 

④プロジェクトの内容等 

・ブシェール原子力発電所 

VVER-1000型100万キロワットの原発１号機を1996年からロシアの支援で建設中、

2003年に完成の見込み、その後引き続き同型の２号機、次いでVVER-440型44万キ

ロワットの３，４号機の建設が予定されている。 

・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。 
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・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

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
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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

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 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（1.17）。サファリ・イラン駐露大使がブシェールの原子力発

電所建設は40％完成、１号炉は2002年までに稼動すると語った（5.23）。

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（9.19）。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（10.7）。 

＊ 2001 年 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
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停止協定を遵守していないとしている。またイランは中、露両国から核

技術と核物質を調達していると見ている（2.22）。米紙は「露の金属取

扱い会社が、イランへ核兵器用ウラン濃縮・抽出のために使われるガス

遠心分離機の回転翼用強化アルミニウムを輸出した」との米政府見解を

報道、露は航空機製造用と否定した（6.15）。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（7.9）。テネット米

CIA長官は、イランが露、中、北朝鮮から技術を導入し核・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（9.6）。

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（11.7）。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（12.26）。 

＊ 2002 年 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（1.30）。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（6.24）。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（7.27）。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（8.16）。露製原子炉の組立作業がイランで開始された(9.2)。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
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ないとし、懸念を否定した（9.24）。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（12.25）。 

＊ 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、

訪露する際に強い懸念を露に表明するとした。 

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と、露は既に同原発向け核燃料90t

につき輸送準備を完了しており、2003年５月に搬入される予定。米はイラ

ンがウラン濃縮を計画していることに懸念を表明した。濃縮施設は防空シ

ステムと武装兵により警備されている模様。 

３月11日： パウエル米国務長官はイランの核開発状況について、これまで考えられてい

たものより高度な核開発が進んでいることがわかったと述べ、強い懸念を表明

した。IAEAが先月にイラン中部ナタンツで建設中のウラン濃縮施設に対し実施

した調査等を踏まえた発言と思われる。 

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
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おける米の立場を支持するよう要請した。米露専門家が先週同件につき会合を

開催、６月のIAEA幹事会の準備における協力の可能性にも触れたという。 

５月８日 ： イランが南部ナタンツのウラン濃縮施設等を通じ核兵器開発を進めていると

懸念する米は、露、仏、英、独等35か国から成るIAEA理事会に対し、イラン

がNPTに違反しているとの宣言を要求している。英外務省も米の懸念を共有し

ているとし、次回理事会の事務局長報告に注目しているとした。エルバラダイ

事務局長も高度な濃縮施設には驚嘆したとされている。 

５月19日： ルミャンツェフ露原子力相は、同国がイランに対し進める原子力面での協力

を凍結しない意向を明らかにした。米政府はイランが核兵器開発を進めている

と主張しているが、イランは関係する国際的合意に違反しておらず、イランと

の関係の凍結について触れることは見当違いであると述べた。 

５月 27 日： イラン反体制派のイラン国民抵抗評議会(NCRI)は、イランが核兵器開発の

ため、テヘラン西方40kmのLashkar-AbedとRamandehに極秘ウラン濃縮施設

を建設中と発表した。発表によると両施設共イラン原子力機関(AEO)直轄で、前

者は林の中に建設され遠心分離機は既に設置済で試験待ちとし、後者は倉庫内

に隠されているという。両施設は、以前に発見された大規模施設が米或いはイ

スラエルに空爆された時に備え建設されている模様。 

６月２日 ： 英 BBC はイランが核拡散防止条約追加議定書への調印を拒否したことを受

け、露は核物質のイラン向け輸出を停止すると報じた。G8首脳会議においてプ

ーチン露大統領が表明した。 

６月４日 ： G8 サミットで首脳らは、イランの核兵器開発は容認できず、国際法に則り

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
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及び用途、物質の貯蔵・処理施設に関する報告義務を怠り、それが協定違反に

該当すると指摘している。同報告書は16日にウィーンで開催されるIAEA理事

会で、エルバラダイ事務局長より発表される予定。 

６月10日： アザガデ・イラン副大統領兼原子力庁長官は、イランが1991年に中国から

ウラン1.8tを輸入したことを確認、更に 近IAEAに申告を済ませ、現在はIAEA

の保障措置協定の対象となっていることを明らかにした。IAEA は報告書内で、

イランが1991 年にウランを輸入した際に申告せず、それがどこでどのように

処理されたか申告漏れがあると非難している。 

６月11日： イランの核専門家が今年、３回にわたり秘密裏に北朝鮮を訪問していた

ことが明らかになった。11日付産経新聞は朝鮮半島筋の情報として、今年

の３月から５月にかけ、３回にわたりイランの核科学者等が北朝鮮を訪問

しており、査察団を受け入れた際の対処方法等のノウハウを北朝鮮から受

ける狙いがあったのではないかと報じた。同筋は査察への対策だけでなく、

核開発に向けた協力についても話し合われたのではないかともしている。 

６月 14 日： イランが今年５月にIAEA に対し、プルトニウムを生産可能な40MW 級の実

験用重水炉を西部アラクに建設する計画を通知していたことが判明した。同計

画には数年前からイラン反体制派が指摘、米政府が再三イランの核開発の証拠

として挙げていたが、同国がIAEAに公式に認めたのは初めて。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。 
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７月３日 ： 露天然資源省は使用済核燃料の返還を受けるための環境調査を完了、来

週その報告書が露原子力省に送付され、イランと露の間で交渉中であった

核燃料供給契約は近く締結される見込み。核燃料供給については昨年８月

に合意されていたが、露国内法で定められる環境調査のため契約締結は遅

れていた。 

７月８日 ： イラン反体制派のイラン国民抵抗評議会(NCRI)は、イランの核開発に関す

る新施設２か所の存在を告発した。テヘラン郊外Kolahdouz産業施設の実験用

ウラン濃縮施設と、同国中部Ardekanの核燃料製造施設だが、NCRIは米当局と

IAEAに通報するとしている。両施設はイラン軍産当局により運営されている模

様。米上院外交委員会のブラウンバック議員(共・カンザス)はそれを受け、そ

れら施設の内 Kolahduz の施設は主要軍事施設内に位置していると指摘、2005

年末までにイランは核兵器を保有するとの見通しを示した。 

７月 18 日： 外交関係者によると、IAEA 査察官はイランの大気サンプルから濃縮ウ

ランの痕跡を検出した。イラン政府がIAEAへの深刻なしでウラン精製を行

った可能性。IAEAが懸念を示すのに十分な濃度という。 

８月 12 日： IAEA 報道官によると、同機関査察団が定期核施設査察のためイラン入りし

た。４人の査察官は特に核燃料濃縮施設に重点を置き、水、空気、土壌のサン

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など数か国から輸入しようとしていたことが、

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
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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い

たが、IAEA査察団は兵器級濃縮ウランの痕跡がある２か所目の施設を発見した

と述べた。同筋は匿名を条件にカライ電機会社で採取した環境サンプルから発

見されたと明かした。 

９月29日： EUはブリュッセルで開催された加盟15か国の外相会議で、イランに対

し核開発を巡り疑惑を払拭しなければ EU との通商協定が脅かされると警

告を盛り込んだ声明文を発表することで合意した。声明文には他にも、核

兵器に転用可能な核物質の製造につながる核燃料サイクルの廃棄要求も盛

り込まれる模様。 

10 月 21 日： イランはウラン濃縮計画を停止し、国際原子力機関（IAEA）が要求してい

る核開発の意図の無いことを証明するための査察を受け入れる旨表明した。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
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きを牽制したもの。 

12 月７日： エルバラダイIAEA 事務局長は、NPT は有効であるが、核兵器開発に転用可

能な資機材の入手を規制できるよう強化すべきと述べた。またウラン濃縮やプ

ルトニウム分離が禁止されていないことが問題であると指摘、国際管理下に移

すべきと主張した。 

12 月 10 日： ラメザンザデ・イラン政府報道官は、同国内閣が外務省にNPT追加議定書

署名を許可したとの声明を発表した。10 月21 日には欧３国外相が署名を促す

ため訪問したが、署名させることができずにいた。イラン憲法では全ての国際

的合意事項は、議会と護憲評議会による批准手続きが必要とされている。 

12 月 18日： サレヒ・イランIAEA大使がウィーンのIAEA本部で、NPT追加議定書に署

名した。同国反体制派が核開発疑惑を暴露してから18か月後の署名となった。

エルバラダイIAEA事務局長は、署名により同国核開発は平和目的であるとの確

信を広めることができるとする一方、イランに対し早期批准を要求した。露と

EUは署名を歓迎する声明を発表している。 

12月26日： IAEAによるイランの核開発に関する調査が進行しているが、遠心分離技術

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
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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 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
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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、
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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

は核兵器開発を求めていないが、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。イラン側は同施設が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
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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。 

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。 
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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
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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製造した
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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。 

＊ 2005年 

１月５日： エルバラダイ IAEA 事務局長は、イランが米から秘密の核兵器開発計画

と関係があるとされる軍事施設に対し、IAEA査察団が立ち入るのを承認、

２、３日中には査察団がイラン入りすると語った。また、米がエルバラ

ダイ事務局長の電話と盗聴しているとの報道については、盗聴はIAEAの

独自性を低下させると非難した。 

１月９日： アセフィ・イラン外務省報道官は、テヘラン南東 30km の大規模軍事施

設、Parchinの環境サンプル採取をIAEAに許可したことを発表した。報

道官は同軍事施設への査察ではなく、米等の要求によりIAEAは同施設の

緑地帯から環境サンプルを採取するとしている。米は同施設で核爆弾内

部の研究のため、中心に劣化ウランを使用した模擬爆弾による実験を行

っていると非難している。 

１月11日： イランがウラン濃縮を停止したことを受け、EUはイランの核疑惑等問
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題解決に圧力をかけ続けるとしながらも、18か月間停止されていたイラ

ンとの通商協議を再開すると発表した。EU 外務担当委員

Ferrero-Waldnerが発表した。しかし米は引き続きIAEAに対し、イラン

の核問題の国連安保理付託を要求している中での発表。 

１月 12 日： EU は、核疑惑により 18 か月間中断されていたイランとの通商協議を

再開させた。欧州委員会が発表したもので、イランがウラン濃縮活動凍

結に合意したことを受け、再開されたという。しかしイラン代表のロウ

ハニ氏は、同国がIAEA管理下でウラン濃縮を近く再開するとの方針を示

し、また米の主張によりIAEAが「スパイ」活動を軍事施設内で行うこと

は容認しないとも述べており、先行きに影を落としている。 

１月 18 日： ライス次期米国務長官の上院外交委員会公聴会での発言。イランと北

朝鮮は、核兵器開発の野望を捨てるよう世界は団結すべきである。中東

では、選挙が行われ女性と少数派の保護と政治的多元性が実現しつつあ

ると評価、パレスチナにも民主主義が根付き始め対立は終わるだろうと

し、アフガンとイラクは進歩の道を進もうとしていると評価した。露は

民主化の成果が確実ではないが共通の問題を解決できるだろうと楽観視

し、中国についても率直で協力的、建設的な関係を構築しつつ価値観の

違いは認識しているとし、印は世界 大の民主国家として経済や安全保

障面で協力、パキスタンとも対テロ戦における同盟国であり転換中であ

ると評価した。 

１月 18 日： 露は、イランの核開発計画の平和的性格を疑うような事実は全くない

と表明した。前日ブッシュ米大統領が“イランが軍事的意図のないこと

を示せない場合、攻撃する可能性を示唆した”ことに対するもの。 

１月 19 日： ブッシュ米大統領は、イランの大量破壊兵器開発に関与したとして、

中国及び北朝鮮企業に対し制裁を科すと発表した。12月１日付米官報に

よると、中国のLiaoning Jiayi Metals and Minerals Co., Q.C. Chen, 

Wha Cheong Tai Co., Shanghai Triple International Ltd.と北朝鮮の

Changgwang Sinyong Corp.を指定、１月付でもう３社が追加された。米

の2000年イラン不拡散法に基づく制裁。 

１月 21 日： チェイニー米副大統領は、世界の平和と中東の安定に対する 大の脅

威は、米に対するテロを支援し強力で新しい核計画を開発中であるイラ
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ンであると述べた。MSNBC とのインタビューで述べたもので、米とその

同盟国がイランとの対立を外交的に解決できなければ、イスラエルが軍

事的に先制攻撃をかけイランの核能力排除に乗り出す可能性を示唆した。 

１月23日： 英サンデー・タイムズ紙は、ストロー英外相が「イランの核計画」(Iran’s 

Nuclear Programme)報告書を英下院に配布した。ブッシュ米大統領就任

前夜に配布された同報告だが、米との対立を避けるため秘密裏に配布さ

れた。来月予定されているブリュッセルでのブレア英首相とブッシュ米

大統領の首脳会談において、中東における新たな戦争には参加できない

との方針を伝える予定。 

１月 24 日： ペレス・イスラエル副首相は、イランの核に対する野望が中東の安定

を脅かしており、世界は一致して対処すべきと述べた。ダガン・モサド

局長も、イランの核問題は後戻りできない点に近付きつつあると同様の

発言をしている。エジプトについては発電用の平和目的のもの、サウジ

は第三国の支援を受け独自の計画を進めているとし、シリアも核開発計

画を持っているとしている。 

１月 25 日： ライス次期米国務長官と会談したストロー英外相は、イランに関し軍

事行動ではなく外交による解決を図るよう支持を求めた。イランの核問

題を米の 大の懸念としたチェイニー米副大統領も、イラン問題を外交

的に解決することに賛成しているという。同外相は、英政府の方針とし

て外交的解決を目指す報告書をまとめたと報じられている。 

１月26日： イラン国営通信は、ブッシュ米大統領が17日にイランに対する軍事行

動の可能性はなくならないとし、またライス次期米国務長官も世界はイ

ランの核兵器開発を防ぐよう、また国連安保理に同問題を付託するよう

呼びかけた。これに対しラメザンザデ・イラン政府報道官は、米の脅し

には26年間で慣れたとし、米はイランを攻撃する能力がないと反論した。 

１月26日： 英仏独のEU３国は核開発を行うイランに対し、核兵器開発につながら

ないよう核燃料サイクル計画を完全に解体するよう求めている。現在イ

ランは、信頼醸成のためウラン濃縮を停止しているが、イランは NPT が

平和目的の核濃縮活動を認めていると主張している。 

１月28日： シュローダー独首相は、核の軍事利用をしないよう要求すると同時に、

国際社会の要求に応じると同時に武力行使の可能性は否定した。出席し



 - 135 - 

ていた世界経済フォーラムでの発言で、中東は既に問題を抱えており、

新たな軍事行動は避けたいと述べた。 

１月 31 日： イランの核問題協議の代表ロウハニ氏は、現在続けられているウラン

濃縮停止措置は、短期間となるとする一方で、米が主張するように中東

地域における脅威とはならないとの見方を主張した。ボルトン軍備管

理・国際安全保障担当米国務次官は、イランの核計画は中東における米

同盟諸国への大きな脅威であるとしている。 

２月３日： イラン反体制派のイラン抵抗評議会(NCRI)は、イランが核兵器の中性子

発生に不可欠なポロニウム 210 とベリリウムを製造或いは購入したと暴

露した。同国は既に試験目的で製造を行い、近く量産が可能な体制にな

るとの見方を示した。そしてこれら活動はIAEAからは隠されており、イ

ランは核保有に向け進んでいるとし、早ければ2005年上半期にも核兵器

開発に成功するとした。 

２月６日： ライス米国務長官は訪問先のイスラエルで、イランの核兵器開発可能性

を懸念、同国は国際的システムにおける問題であると述べた。またシリ

アについては、テロ支援を止め、レバノン介入も止め国際的政策に責任

を持つべき時期にあると述べた。そして中東和平問題前進のため、痛み

のある決断をする必要があるとして、イスラエルに暗に譲歩を求めた。 

２月６日： チェイニー米副大統領は、イランの核問題について EU が進める外交的

解決案を支持するとする一方で、全ての選択肢を排除しないと付け加え

た。イランに対しては、正しいことをし、透明性確保と世界に対し核兵

器を取得しないと宣言すべきと述べた。そしてEUとの協議が決裂したら、

IAEA理事会に持ち込み、制裁を科すため国連安保理に付託すべきとした。 

２月７日： イランの核開発問題についてイランと EU が協議しているが、イランの

ウラン濃縮中止という も重要な点で合意に至れず、双方共協議が進ま

ないことに不満を呈している。イランは WTO 加盟等のインセンティブを

求める一方で国際条約に基づく権利として核燃料サイクル維持を主張、

EUは核燃料サイクルの全廃を要求、合意できていない。 

２月 10 日： 米中央軍副司令官のスミス中将は、米軍は対イラン戦のための作戦計

画を見直していることを認めたが、定期的な見直しでありイランの核問

題解決には軍事よりも外交手段が用いられるべきと述べた。ライス米国
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務長官は、米欧が不拡散要求を明確にしているが、イランに対し期限は

設定していないと述べている。 

２月 12 日： 米政権・議会筋によると、米情報当局は現在、核計画に対する新たな

視点、将来の指導者、イランに対するイラク戦の影響等、イランに関す

る情報の大幅な見直しを行っているという。国家情報評価(NIE)、及びイ

ランの核・生物・化学兵器能力に関する報告には、今回の再調査が反映

される見込みで、ブッシュ米政権の対イラン政策の基本となる。 

２月13日： フィッシャー独外相は13日、イランの核兵器開発を防ぐため、米に対

しEUが進める外交努力において積極的な役割を果たすよう要求した。米

がEUに対し、イランが核開発は平和的なものと立証できなければ国連制

裁を科すと警告していることへの対応。 

２月 14 日： ハラジ・イラン外相は、イランは国際テロリズムの支援国ではなく被

害国であると主張、そしてアルカイダの標的であるとし、イランはテロ

と戦う世界に協力するとの声明を訪問先のブダペストで発表した。イラ

ンは13日に、重水炉建設中止の見返りに軽水炉を供与するとの英仏独の

EU３国の提案を拒否している。 

２月15日： エルバラダイIAEA 事務局長が15日「過去６ヶ月間の調査で、イラン

が核爆弾を秘密に製造しようとしている物証を発見することはできなか

った」と語った。またイランの核問題に外交的な参加をしようとせず、

北朝鮮の核問題で外交的な解決を図ろうとする米国の政治姿勢は、首尾

一貫していないと述べた。 

２月17日： イランのKamal Kharazi外相が17日独紙とのインタビューで「イラン

は、核プログラムの交渉期限が３月中旬に設定されるのを拒否する」と

語った。仏英独のEU３国は、政治的・経済的な見返りと引き換えにイラ

ンが兵器級のウラン濃縮を放棄するよう求めて、外交努力を続けている。 

２月17日： イラン原子力エネルギー機構の副総裁が17日「イランは26日、ロシ

アとの間でブシェール原子力発電所の使用済み核燃料を返還する協定に

サインする」と語った。米政権は１週間前に「イランが核開発を放棄し

ないなら軍事力の行使を放棄しない」と表明していた。米国やイスラエ

ルは、イランが使用済み核燃料を用いて放射能爆弾や核兵器を製造する

可能性があるとして原発プロジェクトに反対していたが、ロシアは原発
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の無害を保証するとしてプロジェクトを推進していた。 

２月18日： プーチン露大統領が18日「ロシアは、イランが核兵器を製造する意志

がないと確信している」と述べ、核エネルギーを含めたイランとの協力

関係の継続を表明するとともに、イランに対してはロシアと交わした民

間原子力開発計画を忠実に守るよう警告した。 

２月 21 日： EU３国はイランにウラン濃縮を放棄するよう求めているが、交渉に当

たっているイランの主席代表が21日「イランが核の能力全部を放棄する

ことはない」と述べEUの要求を拒否した。 終的な協定では、イランの

ウラン濃縮再開が基本になるとしている。 

２月 23 日： ハラジ・イラン外相は、西側が核兵器開発につながるとして懸念して

いるウラン濃縮をイランは再開する決意を示した。訪問先の印で述べた。

米はイランが核兵器開発を進めているとして武力行使の可能性を示して

いるが、ハラジ外相はいじめと評し、脅しと圧力をかけることしかでき

ないと反発、同国のウラン濃縮計画は燃料サイクルのためのものである

と主張した。 

２月24日： アセフィ・イラン外務省報道官は、EUと行っている核協議への米の参

加を拒否した。米が参加した場合、 良の場合でも協議に貢献せず 悪

の場合は全てに反対するとし、欧との協議継続を求めた。ブッシュ米大

統領はプーチン露大統領と会談後、イランの核問題について外交的解決

を期待するとし、米欧は同じ立場にあると述べている。 

２月 25 日： ブッシュ米大統領は訪問先の独でシュレーダー首相と会談、イランの

核問題について協議した。大統領は、協議をしなければならない理由を

イランが条約に違反しウラン濃縮を行っているからであると指摘したが、

NPT では活動を報告すれば核燃料製造のための濃縮活動は認められてい

る。このことについては見直す動きも出てきている。 

２月25日： ロンドンのアラブ系紙Al-Hayat記事。訪問中のイラン 高国家安全保

障会議のロウハニ事務局長は、仏のシラク大統領及びバルニエ外相と会

談、イランのウラン濃縮は20,000MWの発電のために核燃料を自給するた

めとし、日、独、ブラジルのように原子力を発電目的で利用したいと主

張した。 

２月26日： ２月26日に予定されていたイランと露との核燃料供給・引取協定だが、
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直前になり合意が崩れ署名は延期となった。イラン原子力局(AEOI)サー

ディ副局長は今回の署名延期の理由を、第１回燃料搬入とブシェール原

発運転開始の時期で合意できなかったためとしている。スロバキアでの

米露首脳会談でもこの件は協議されたが、プーチン露大統領はイランが

核兵器開発を行っておらず露の協力は続くと述べている。 

２月 28 日： マクレラン米大統領報道官は、EU３国が進めるイランの核兵器計画放

棄交渉への支持を表明した。またイランの WTO 加盟の可能性については

EUが検討していると述べた。米ワシントンポスト紙は、イランが核兵器

開発をしないとの宣言と引き換えに、老朽化した旅客機の交換部品供給

に応じる可能性を検討していると報じている。 

２月28日： エルバラダイIAEA 事務局長は、イランはIAEA 査察団への協力を強化

すべきとする一方、イランが核兵器開発を行っているかを確認にはまだ

時間がかかるとの見方を示した。事務局長は、イランが1987年にパキス

タンのカーン博士から核兵器関連技術供与打診の書簡を受け取っていた

ことが判明したことも明らかにした。 

３月１日： エルバラダイ IAEA 事務局長は、イランに対し更なる文書提出を要求す

る一方、 近の協力ぶりを歓迎し、イランが核兵器開発を行っていたと

の証拠はないと述べた。IAEA 理事会が２月 28 日に開会されたが、米が

EU３国との協議において見返りを与える方針を支持した直後での会合と

なり、今後が注目されている。 

３月１日： ライス米国務長官は、核問題に関する国際社会との対立において、国連

安保理への付託の可能性は残すとしながらも、欧州諸国が試みているよ

うな外交の重要性を強調した。イランへの軍事行動の可能性については、

否定はしないが外交的解決を図ると述べている。 

３月１日： ゴールドシュミットIAEA副事務局長(保障措置担当)は、昨年11月にイ

ランが合意した核燃料濃縮凍結時に、既に濃縮を始めていた分について、

２月 18 日にイランがイエローケーキから４フッ化ウラン(UF4)粉末への

転換を終え、現在同施設は清掃中であり今後数週間かかる予定と述べた。

この転換には予定より長い期間がかかったとしながらも、既に全てのUF4

は保障措置下に置かれていると述べた。 

３月１日： イランJomhuri-ye Eslami紙報道。ブシェール原発に関する協定がイラ
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ン原子力局(AEOI)と露の間で締結された。米の影響を受けた露は、２年

前から使用済核燃料返還問題を重要視していたが、原発から出る使用済

核燃料を露に返還することについても合意された。 

３月２日： アビザイド米中央軍司令官は米議会公聴会に出席、イランの核開発は良

い考えではなく、中東地域の有力国全てがイランの核保有を容認すると

考えていると証言した。そして核兵器が他国からの攻撃の要因となる可

能性を考慮する必要があると述べ、核武装したイランは不安定化すると

の見方を示した。 

３月３日： 米をはじめとした IAEA 理事国は、イランのウラン濃縮活動を凍結する

との合意に、多くの点で違反しているとしてイランへの圧力を高めてい

る。三ダース米代表はIAEAに対し、イランが合意に違反しているとして、

２年間米が求めていたが、EUはじめ多くの国に反対され実現しなかった、

国連安保理への付託を呼びかけた。 

３月３日： ライス米国務長官はモエラー・デンマーク外相との会談後、EU３国が進

める核協議に対し、イランが関心を示している兆候はないと述べた。そ

して長官は、イランの行動に満足できなかった場合、国連安保理による

制裁の可能性が残されているとし、EUがイランに対し核関連活動放棄の

見返りを与える提案をしていることについて、米は検討中であると述べ

た。 

３月４日： IAEA 理事国の米をはじめとした各国は、イランが全てのウラン濃縮関

連活動を凍結するとの合意において、数々の違反を犯したとして圧力を

高めた。３か月毎に開会される理事会でサンダース米代表は、イランが

従っていないとして過去２年間にわたり呼びかけていたが他の理事国の

賛同が得られなかった国連安保理への付託を再度呼びかけた。 

３月６日： イラン代表のムサヴィアン氏は、ウラン濃縮計画の完全解体は容認でき

ないと主張、イラン制裁を科すために米が同問題を国連安保理に持ち込

んだ場合、中東地域の安保と安定に問題が出ると警告を発した。３人の

米国人学識者も招待された、テヘランでの核技術に関する会合での発言

で、同時に現在EUと進む協議の進展具合に不満を呈した。 

３月７日： ブッシュ米大統領はNPT署名国に対し、NPTは核兵器拡散に関する法的

障害の鍵であり、国際社会の安全保障に重要な貢献をしているとし、民
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生用原子力計画を隠れ蓑に核兵器開発ができないよう抜け穴を塞ぐべき

であると主張した。名指しはしなかったもののイランを念頭に置いた発

言と思われる。 

３月 16 日： ブッシュ米大統領は、従来の強硬路線を先週転換、イランが核兵器開

発を放棄すれば経済的な見返りを与えるという EU の提案を支持するこ

とを表明、仮にイランが提案を拒否すれば国連安保理に同件を付託する

と警告した。見返り案には、イランのWTO加盟に米が反対しないことと、

イランの民間航空機用部品輸出を認めることが含まれている。 

３月17日： ハタミ・イラン大統領は、ウラン濃縮計画は止めないが、英仏独のEU

３国が要求している「客観的保証」を提供する用意があると述べた。英

仏独はイランに対し、濃縮計画を止めるよう要求する一方で、イランは

民生用発電計画であると主張している。ブッシュ米政権は核計画放棄の

見返りとして、イランの WTO 加盟に反対しないことと民間航空機用部品

輸出を認める方針を示したが、イランは提案を拒否している。 

３月18日： 軟化した米の提案を拒否したイランは、EUとの核協議を再開した。12

月に始まった同協議だが、両者共に歩み寄る姿勢を見せていない。イラ

ンは大統領選を６月に控えており、核戦略が争点になる可能性を秘めて

おり、米は軍事行動の可能性は否定していないものの、EUが主張するウ

ラン濃縮凍結に見返りを与える提案に乗る姿勢を見せている。 

３月21日： エルバラダイIAEA 事務局長は、行き詰まっているイランとEUとの核

協議について、交渉が進展した場合、中東の安全保障における欧州の役

割は小さいとして、米に対し安全を保証するよう要請した。AFP 通信が

入手した資料によると、EUはテロ、中東の非核化、大量破壊兵器関連輸

出管理、麻薬密輸の取り締まり等についても話し合う姿勢。 

３月 24 日： ムシャラフ・パキスタン大統領は、同国はイランによる核兵器開発疑

惑を解明するため、IAEA査察団に同国の遠心分離機の部品を提出すると

述べた。IAEAはイランで発見された高濃縮ウランが、イランで生産され

たものか、パキスタンから輸入された部品に付着していたものかを調査

中であるという。 

３月29日： ロイター紙が３月29日報じたところによると、仏・独・英はイランが

“少量のウラン濃縮プログラムを保持していたい”とする要求に妥協する
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ことを検討しているという。核兵器レベルのウラン濃縮は90％以上である

が、EUが認めようとするウランの濃縮は3.5%までとしている。 

３月30日： 米国務省の副報道官が30日「イランは核兵器疑惑について潔白を証明

することが重要であり、少量のウラン濃縮活動を継続したいとの申し出を

米国は拒否する」と語った。ハタミ・イラン大統領は報道陣に「欧州は、

イランが遠心分離機 50 基を使用してウラン濃縮活動を続けることを検討

している」と述べている。 

４月６日： イラン政府の高官が６日“イランは遠心分離機を500基に制限してウラ

ン濃縮を行いたい、との申し入れを行った”とする報道を否定した。イラ

ンは既に追加議定書に署名するなど核の平和利用に関する４つの保証を示

しているが、欧州連合（EU）の交渉団は“燃料サイクルが核兵器の製造に

繋がらない”という具体的な保証を望んでいる。 

４月10日： イラン外務省の報道官が10日｢イランは仏独英欧州３ヵ国との核交渉に

おいて、ウラン濃縮の放棄に応ずることはない｣と述べ、現在のウラン濃縮

停止が一時的かつ短期間のものであると語った。 

４月11日： イランの核交渉責任者Rowhani 氏が 11日、Moeller 外相との会談にお

いて「“核兵器は製造しない”とするイラン 高指導者の宗教規範が、署名

された条約よりも強い力を持つ」と述べ、核不拡散条約や追加議定書より

もハメネイ師の教えの方が優先するとの姿勢を示した。 

４月13日： ロイターが12日「IAEAは、イランが転換済のウランを厳重な監視下の

施設から秘密の場所へ移動したとして調査中である」と報じた。欧州の外

交筋によると“イランは大量の４フッ化ウランを、イスファハンのウラン

転換施設から査察官の知らない場所に移した”として転換施設にある物資

の在庫調査を開始したという。一方ロシアは、今月出荷を予定していたブ

シェール原子力発電所向けの動力炉用核燃料を“秋までは出荷する必要が

ない”として延期する決定をした。 

４月13日： イラン外務省の報道官が13日「イランの核活動は透明でIAEAの監視下

にあり、核技術の追求は平和目的で秘密裏に移動する意味はない」と述べ、

転換済みウランの移動が行われていないことを表明した。 

４月 13 日： 13 日のロイター紙が「シラク・フランス大統領は、膠着しているイラ

ンの核プログラム問題を打開するため、イランに少量のウラン濃縮能力を
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残すことについて欧州連合（EU）が容認すよう希望している」と報じた。

これに対し米国務省報道官は「米国やその他の諸国が求めているのは、イ

ランがウラン濃縮活動を永久に停止することである」と語った。 

４月１９日： イランは、核兵器疑惑で米国及び欧州からの制裁に直面していること

から、膨大な石油やガス資源を武器にこれを打開しようとしている。イラ

ンの指導者達はエネルギー販売に努めるとともに、大量のエネルギーを消

費するインドや中国など世界に影響力のある国家と強い友好関係を築こう

としており、昨年は日本とも石油開発契約を締結している。 

４月21日： フィナンシャルタイムズ紙が21日、アナリストの話として「イランの

核活動を巡る交渉は行き詰っているが、イランが一定期間核施設を凍結し

ウラン濃縮を停止することに同意すれば、解決できる余地がある」と報じ

た。一方シャロン・イスラエル首相はロイター通信に対し「イランの核問

題は、国連安保理へ付託しイランに外交的・経済的圧力をかけて解決する

以外にない」と語った。 

４月27日： AP通信が26日「欧州議会は26日、イランに対しIAEAによる査察のた

め全ての核施設を開放するよう求める決議を行った」と報じた。29日から

始まる次回の核交渉を前に、イランに圧力をかけたもの。一方ロイター通

信は「米国防省が“GBU-28バンカー・バスター弾100発をイスラエルに売

却する予定”と議会で報告した」と伝えた。 

４月29日： イランは29日、ロンドンにおける欧州連合（EU）との核交渉でウラン

濃縮活動の再開を唱えて欧州に圧力をかけた。米国はEUの外交交渉を支持

しているが、イランは秘密裏に核兵器開発を行ってきたと主張し、もしイ

ランがウラン濃縮を再開するなら国連安保理に提議して国際的な制裁を科

す構えである。 

５月 3 日： AFP 通信によると、イラン外務省の報道官が３日「イランは、核活動の

再開を１週間以内には決定するであろうが、ウラン濃縮については論議し

ていない」と述べた。一方フィッシャー独外相は「イランがウラン濃縮を

再開したら核交渉は崩壊し、イランの核問題は国連安保理に付託されるこ

とになる」と警告した。 

５月４日： 外交筋が４日「米国とイランの不一致が、今週開始された核不拡散条約

（NPT）見直し会議を妨害している」と語った。ロイター通信によると、米
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国はイランや非同盟諸国が提案した核軍縮、中東和平、非核兵器保有国へ

の核攻撃禁止の３議題に反対しており、AP通信によると、イランは米国が

提案したイランの核計画を追加議題とすることに反対しているという。 

５月５日： AP通信によると、Kharaziイラン外相が５日「イランは、核プログラム

に関する欧州との交渉に留まる」と語った。イランが態度を変えたのは、

フランスの国連大使が「核不拡散条約（NPT）に定める義務を完全に履行す

る国は、民間の核技術を得ることができる」と語ったためとされるが、外

交筋によるとイランと欧州が新たな交渉を行う予定はないという。 

５月８日： AFP 通信が８日「イランは、国際核保護協定の追加議定書を批准するた

めに法案を準備中である」と報じた。追加議定書は、IAEAが更に多くの核

施設を査察できるよう求めているもので、イラン外務省の報道官によると

その法案は政府の承認を得て国会に提出される予定であるという。 

５月９日： イラン原子力エネルギー機構の副総裁が９日「イランは2,3日中にイス

ファハン核施設において、ウラン濃縮関連の活動を再開する」と語った。

これに対し欧州連合（EU）の外交筋は「イランが濃縮活動を再会するのは

問題で、EUはもし核交渉が失敗に終われば国連安保理への付託を支持する

ことになろう」と述べ、米国務省は「米国がイランのウラン濃縮再開を黙

認することはない」と警告した。 

５月11日： 12日のワシントンポスト紙が「英仏独の外相が11日“もしイランが核

活動を再開したら、欧州連合（EU）は核交渉を放棄する”との書簡を、Hassan 

Rohaniイラン 高安全保障委員会事務局長へ送付した」と報じた。これに

関しイランの外交筋は「イランは、ウラン転換再開意図のIAEAに対する通

知を遅らせ、２週間以内にこの書簡を検討するだろう」と語った。またブ

レア英首相や米当局者は“イランが核活動を再会したらこの問題が安保理

に付託されることになる”との見通しを示す一方、ロシアの当局者は“イ

ランの核活動再開は合法的”と主張している。 

５月15日： ニューヨークタイムズ紙が16日「イラン国会は15日、核燃料の製造を

再開するよう求める法案を承認した」と報じた。法律が制定されるまでに

は、更にイラン護憲評議会の承認を必要としている。核交渉代表のRohani

氏は「イランが直ちにウランの製造を再開することはないが、EUとの交渉

を漫然と続けることはできない」と警告した。 
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５月 19 日： イランの核問題は膠着着状態に陥っているが、19 日の米上院外交委員

会で専門家が｢イランは 終的に核兵器を獲得することになるだろう｣と証

言した。一方バーンズ国務次官は「イランは核活動の停止を維持しながら

交渉を続け、 終的に核燃料サイクルを放棄するだろう。さもなければ欧

州がこの問題を国連安保理に付託することになる」と証言している。 

５月20日： イランで反体制派の外交官が20日「イランは、国際的な禁輸に背いて

通常兵器及び核兵器の製造にも使える、黒鉛と黒鉛化合物を密輸入してい

た」と語り、イランの亡命者Alireza Jafarzadeh氏がAP通信に｢イランは

黒鉛などをブラック・マーケットから調達する必要があった｣と述べたのを

追認した。黒鉛は鋼鉄の製造に使用されるが、核弾頭の兵器級ウランを包

含する容器や、通常弾頭ミサイルの耐熱円錐容器にも使用できる。 

５月20日： バウチャー米国務省報道官が20日「米国は、イランの “ロシアの支援

を得てイエローケーキをガスに転換したい” とする要求を拒絶する」と述

べるとともに「イランの要求は核兵器の製造を狙ったものであり、欧州連

合（EU）、IAEA、米・露とも“イランは核兵器の製造に必要な能力を開発す

べきでない”と合意している」と語った。 

５月24日： 欧州連合（EU）の当局者は、イランの核の野望を制裁で封じ込めること

により世界の原油価格が更に高騰することについて検討に入っている。コ

ロンビア大学の主任研究員が「イランに対する も厳しい制裁は原油をボ

イコットすることであるが、日糧300万バレルが止まれば原油価格が急騰

することから、制裁を主唱する英・仏・米が検討している」と述べた。 

５月 25 日： AFP 通信によると、ハタミ・イラン大統領は25日、イランと英仏独の

外相がジュネーブで交渉を始めた時期に「イランは妥協する用意ができて

おり、欧州が米国の影響を受けない決断をするよう望んでいる」と語ると

ともに「ウラン転換施設での活動再開は、ウラン濃縮の再開を意味するも

のではない」と強調した。 

５月26日： ライス米国務長官が26日｢欧州３ヶ国（EU-３）との会談後、イランが

“ウラン濃縮活動の停止を継続する”と決定したことは、交渉を進展させ

るものである｣と、イランを賞賛した。AFP通信によると、ライス長官は「機

微な核活動の停止は永久であるべき」と述べているが、イランの Rohani

核交渉代表は「EU-３の新提案をイランにおいて検討するが、受け入れられ
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なければイスファハンでのウラン転換活動を再開する」と述べている。 

５月 29 日： AP 通信が「イラン護憲評議会(IGC)は 29 日、イラン政府がウラン濃縮

活動を再開し核開発を継続するよう求める法律を承認した」と報じた。イ

ラン国会の保守派議員は「IGC による法律の承認は、欧州がイランに核活

動の永久停止を求めるべきではないことを意味する」と述べた。一方ロイ

ター通信は「エルバラダイIAEA事務局長が27日、イランによる濃縮活動

停止の継続を賞賛した」と報じている。 

５月31日： ロイター通信の報道によると、カーネギー国際平和財団の拡散防止局長

が31日「ブッシュ米大統領は、イランの核兵器能力に至らないウラン濃縮

を認めるかもしれない」と述べ、記者会見における大統領発言に触れ政策

転換の可能性を示唆した。しかしマクレラン大統領報道官は「大統領の政

策は変わっていない」とその見解を否定した。 

６月９日： AP通信が９日、IAEAの外交官の話として「イランで発見された濃縮ウラ

ンの一部が“パキスタンから密輸入された遠心分離機に付着していたもの”

と確認されても、濃縮ウランの原産国が総て特定されることにはならない」

と報じた。発見されたウランは異なる濃縮レベルと組成であり、イラン原

産のウランも含まれている可能性があるという。 

６月 10 日： ロイター通信が10日、西側外交筋の話として「IAEA の専門家は先週、

イランのナタンツ地下施設で機微な核活動が停止されたままであることを

確認した」と報じた。一方12日の英Telegraph紙によると「地下掩蔽壕（え

んぺいごう）の構築を支援するために、北朝鮮の建築専門家がイラン入り

した」という。 

６月16日： 16日に発表されたIAEAの声明によると、イランがプルトニウム抽出実

験について国連へ誤った情報を提供していたと認めたという。イランは

1993 年をもってプルトニウムの実験を停止したと報告しているが、IAEA

は 近イランから提供された物質をテストした結果、1995 年と 1998 年に

プルトニウムの実験が行われていたと指摘していた。 

６月16日： ラドメーカー米国務次官補が16日「イランからインドへガスのパイプ

ラインを建設することは、イラン政権に大量破壊兵器製造の資金を提供す

ることであり間違いである」と語った。武器管理担当のラドメーカー次官

補は、拡散防止構想への参加、ミサイル防衛、機微な物資の輸出管理など
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について話し合うためインドを訪問中である。 

６月 17 日： IAEA の当局者が 16日｢イランはプルトニウムの実験に関して、不正確

な報告を行っていたと｣非難したが、イラン大使は17日のIAEA理事会にお

いて「イランは1993年以降にもプルトニウムの浄化や廃棄物管理の活動は

行ったが、プルトニウムの分離および製造は行っていない」と述べて非難

を否定した。 

６月22日： 欧州連合（EU）の当局者が22日｢イランの核計画に関する外交交渉が行

き詰っている現在、これを進展させるため24日に行われるイラン大統領選

挙の決選投票でラフサンジャニ元大統領が勝つよう切望している｣と語っ

た。ラフサンジャニ候補が勝てば交渉が容易になるわけではないが、強硬

派のアハマディネジャド・テヘラン市長が勝つと穏健派のRohani核交渉代

表などが追放される等、何が起こるかわからないという。 

６月 24 日： イラン外務省の報道官が「24 日の決選投票で誰が次期大統領になって

も、ウラン濃縮の恒久的な停止は実現しない」と語った。AP通信によると

強硬派のアフマディネジャド候補は、欧州連合（EU）との核交渉にもっと

強硬な姿勢を採ると主張している。一方ロイター通信によると、ブッシュ

政権のタカ派はラフサンジャニ候補が当選したならば欧州と米国が分断さ

れる恐れがあるとして、アフマディネジャド候補の当選を望んでいるとい

う。 

６月27日： ブッシュ米大統領は27日、シュレーダー独首相との会談において「欧

州３国は、イランが核兵器開発を放棄するよう圧力をかけ続けるべきであ

る」と語った。ロンドンの国際戦略研究所(IISS)の拡散防止専門家は AFP

通信に対し「アフマディネジャド・イラン新大統領による核交渉への影響

は未だ判断できないが、７月末か８月初めに行われる核交渉でEUの提案に

イランの核燃料生産が含まれていなければ、イランはウラン濃縮を再開す

ると威嚇する姿勢を変えない」と述べた。 

６月 30 日： 30 日付のフィナンシャルタイムズ紙が「英仏独の外交官の中には、強

硬派のアフマディネジャド氏が大統領に当選したことで、イランとの核交

渉に悲観的な見方がある」と報じた。欧州は８月初めに核燃料の保障や、

1994 年に米国と北朝鮮が合意したような技術支援などをイランに提案す

る計画であるが、そのような提案は過去に拒否されている。 
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７月４日： ストロー英外相とフィッシャー独外相が４日「アフマディネジャド次期

イラン大統領が1979年のアメリカ人人質事件に関与していたとの追求は、

欧州連合（EU）とイランの核交渉に影響しないだろう」と語った。またロ

シアの当局者は「10日カリニングラード（露）で行われる露仏独間の大量

破壊兵器拡散防止会談では、イランの核プログラムについても話し合われ

る」と述べた。 

７月７日： 国営イラン通信が８日｢イランは、数年以内に20基の原子力発電所を建

設する予定である｣と報じた。ブシェール原子力発電所への燃料補給を促進

するため訪露中のKazem Jalali国家安全保障・外交政策委員長が７日に明

らかにした。 

７月11日： 11日にChina Viewに掲載された記事によると、南アフリカのAziz Pahad

外務副大臣が11日「平和目的での原子力利用を阻止することは認められず、

南アフリカはイランの原子力開発を支持する」と述べた。南アフリカにと

ってイランは２番目の石油供給国で、更に両国は商取引についても開拓中

である。 

７月12日： ８月３日に就任するアフマディネジャド次期イラン大統領が12日「イ

ランは核及び外交政策を転換する」と述べたが、詳細には言及しなかった。

一方ロイター通信によると、Rohani 核交渉代表は｢アフマディネジャド次

期大統領は、新たな核交渉団を任命するだろう｣と述べるとともに、新代表

団が昨年11月に欧州連合（EU）と協定した機微な核活動の停止を覆すかも

知れないと警告した。 

７月15日： ロイター通信が15日「仏独英及び欧州連合（EU）のソラナ対外関係担

当委員は、EU諸国の外相に対し来月行われるイランとの核交渉におけるEU

の提案について説明する予定である」と報じた。EUの当局者の一人は、強

硬派のアフマディネジャド氏が次期大統領に当選したことで“核交渉の終

了は国連安保理への付託しかない”との悲観的な見方を示している。 

７月17日： 17日の Al Jazeera が、イラン 高安全保障委員会のMoussavian 事務

局長の発言として「欧州連合（EU）は、イランとの核協議において原子炉

の建設支援と燃料提供について検討している」と報じた。同事務局長は「こ

のような提案は、制裁の可能性もある安保理付託を数ヶ月延ばそうとする

ものであるが、もしEUがウラン濃縮停止の延長をイランに強制しようとす
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るなら、イランは機微なウラン濃縮を再開する」としている。 

７月22日： シラク仏大統領が22日、イスラエルのHaaretz紙に「EUとイランの核

協議が、拡散の危険なしに円満に終了するよう望んでいる。さもなければ

この問題は国連安保理に付託されることになる」と述べた。アフマディネ

ジャド次期イラン大統領は21日に「原子力エネルギー計画を放棄しない」

と繰り返し述べ、シャロン・イスラエル首相は22日に「イランが核戦力を

得ようとするのを見過ごすことはできない」と述べ、イランへの経済制裁

に言及している。 

７月25日： 独の週刊誌Der Spiegelが25日「イランは、昨年11月に欧州連合（EU）

と核活動凍結の協定を結んだ後も、韓国から２件の核関連技術を購入して

いた」と報じた。昨年 12 月イランの Partoris 社が、韓国の Kung-Do 

Enterprise から核爆発に使用される放射性物質の“ニッケル 63”を 300

ユニット購入した他、イランは韓国の仲買人を通じて仏のEADS Sodern社

から、核兵器の連鎖反応を起こさせるのにも使用できるトリチウム極板

（tritium target）を購入したとしている。 

７月27日： ハタミ・イラン大統領が27日「欧州連合（EU）の提案が、イランの核

活動再開の権利を含むか否かに拘らず、機微な核活動を再開する」と述べ、

EU の提案を受けた後イスファハンにおけるウラン転換作業を再開する意

向を示した。EUの当局者によると、EUは８月３日アフマディネジャド氏の

大統領就任直後に、イランの核プログラム放棄と引換えに貿易の見返りを

提案すると見られるが、核交渉の再開には更に数週間を要するという。 

7 月 28 日： イランの反体制派が28日「イランは、アラブ首長国連邦経由でマレー

シアから超強力鋼を密輸入していた」と指摘したことについて、IAEAの報

道官が「IAEAはその主張について見直しを行う」と語った。一方ニューヨ

ークタイムズ紙は29日、米CIAによる写真分析の結果として「米当局は、

1979 年の米大使館人質事件にアフマディネジャド次期大統領が関与して

いた証拠を発見できなかった」と報じた。 

８月１日： イランが“ウラン転換作業を再開した”と発表したことについてエルバ

ラダイIAEA事務局長は、イスファハンに査察官を派遣するため 大２日間

転換作業再開を延期するよう求め、イランはこれを了承した。しかしIAEA

の報道官は「IAEAはイランに対し監視装置を設置する手段を取るなどのた
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め、 低１週間は転換作業を延期するよう求める書簡を送った」と語った。

一方マクレラン米大統領報道官は「イランがもし転換作業を再開したのな

ら、国連安保理に付託すべきである」と述べ、Philippe Douste-Blazy 仏

外相は「欧州連合（EU）は、IAEAの緊急理事会を召集する予定である」と

語った。 

８月１日： 米情報局の新情報見積りによると「イランは核兵器能力を求めているが、

十分な核分裂物質を生産するにはあと10年は必要である」という。米当局

は1995年以降“イランは５年以内に核兵器を取得する”としていたが、本

格的な見積りの見直しは2001年以来のものである。 

８月３日： イランは３日“イスファハンの機器に貼られたシールを取り除く”との

宣言を撤回し、ウラン転換作業の再開を延期すると発表した。IAEAは、査

察官を派遣するためとして転換作業の再開を１週間遅らせるよう申し入れ

ているが、これについてRohani核交渉代表が「転換作業の再開は準備の完

了する来週初めになる」とロイター通信に語った。 

８月５日： 欧州連合（EU）は5日イランに対し「原子力エネルギー計画に基づく核

燃料取得をイランに認めるが使用済み核燃料は海外へ輸送する、イランと

の技術提携を行う、イランの貿易や安全を保証する、などの見返りにイラ

ンが恒久的にウランの転換や濃縮を放棄するよう期待する」との提案を示

した。イランの当局者は 終的な協定に程遠いとしており、EUは来週のイ

ランによるウラン転換や濃縮再開に供え国際的な協力を得るため、IAEA理

事会における特別会議の召集を求めた。 

８月８日： イランは、欧州連合（EU）が６日に核交渉の行き詰まりを打開するため

提示した包括的な見返りを拒絶し、８日イスファハンにおけるウラン転換

作業を再開した。イラン外務省のAsefi報道官は「EUの提案は、NPT及び

パリ協定の趣旨に反してイランが核燃料を生産する権利を認めておらず受

け入れ難い」と述べた。 

８月９日： IAEAのNaseriイラン首席代表が９日、IAEAの緊急理事会が決議を得な

いまま延会になった後「イランは、EU３国及びEUとの核交渉準備を行って

いる」と交渉継続の意志を述べた。一方“EUの提案はイランに対する侮辱

である”と非難していたアフマディネジャド大統領は｢イランは組閣後に

EU との核協議に関する新たな構想を示す用意がある｣と電話でアナン国連
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事務総長に伝えた。 

８月９日： イランは８日、10ヶ月間のウラン濃縮活動の停止を終わらせウラン転換

を開始した。IAEAの議長国カナダは、９日に開かれる特別会議で米及び欧

州連合（EU）とともに国連安保理にイラン制裁を要求することを検討して

いる。IAEAの外交筋は｢IAEA35ヶ国は、イランを直ちに国連安保理に付託

するのでなく、核燃料の製造を中止する 終期限を設けて警告する方向に

ある｣と述べた。また国連安保理で制裁決議の採決になれば、イランへ８億

ドルの原子炉を売却する露は拒否権を発動すると見られている。 

８月 11 日： イランは核施設の封印を除去したと８日発表したが、IAEA の Melissa 

Fleming報道官は10日これを確認するとともに、核物質の一部が移動され

たことを明らかにした。緊急のIAEA理事会は休会となっているが、外交筋

によるとイランの核活動停止を求める決議案に強硬な文言を求める米、露、

中、西欧諸国などと、軟らかい表現を求める印やブラジルなど発展途上国

の間で協議が続いている。 

８月11日： IAEAの理事会は11日、全会一致でイランに機微な核活動を中止するよ

う求める決議を採択したが、イランを安保理へ付託することには言及しな

かった。EUの外交官は、もしイランが決議に従わないなら９月に開催され

る安保理に付託されると述べているが、イラン原子力エネルギー庁の

Mohammad Saeedi 副総裁は“決議は受け入れ難い”と表明している。一方

エルバラダイ IAEA 事務局長は、イランと EU３国は核交渉を再開するだろ

うとの楽観的な見解を示した。 

８月11日： 南アフリカは、イランが11日に核燃料製造を再開するため国連の封印

を除去したのを受け、外交的な危機を打開するための譲歩案を示した。外

交筋によると、Thabo Mbeki 南アフリカ大統領は２週間前にイランの

Rowhani 核交渉首席代表と会い、６フッ化ガスに転換するためのイエロー

ケーキを南アフリカからイランへ出荷し、イランで転換された６フッ化ガ

スを再び南アフリカに輸送して核燃料に濃縮することを話し合ったという。 

８月12日： AFP通信によるとブッシュ米大統領は以前に、イランの核プログラム停

止のため外交圧力を強める必要があり、これに失敗したら国連安保理が制

裁を科すべきと表明していたが、12日イスラエル・テレビ局とのインタビ

ューで「イランが国際的な要求に従わないなら、あらゆる選択肢を採択す
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る」と述べ、米国の安全保障のためなら力の行使もあり得ることを警告し

た。 

８月 13 日： 13 日のロイター通信によると、シュレーダー独首相はブッシュ米大統

領が“イランに核プログラムを放棄させるためには、 終的に力の行使も

排除しない”と述べた１時間後に「軍事行動は有効とは言えず、力の行使

をテーブルに載せるのは止めよう」と、イランに対する軍事力行使の否定

を欧米に呼びかけた。 

８月14日： インディペンデント紙が14日「IAEAはイランに関する次回報告におい

て“2003年にイランで発見された兵器級濃縮ウランは、パキスタンから持

ち込まれた”との報告を行う」と報じた。この報告は「核の闇市場でパキ

スタンから違法に調達した遠心分離機に付着していた」とするイランの主

張を裏付けるものである。 

８月14日： イランはアフマディネジャド大統領が強硬派の閣僚を指名し、西欧との

対立を明確にする一方で、欧州政府とウラン濃縮について協議することを

要求した。またブッシュ米政権が軍事作戦の選択肢に言及したことについ

て、Asefi外務省報道官が14日「ブッシュはイランの選択肢が米国以上に

多いことを知るべきで、もし米国が大きな間違いを犯したら我々は自衛の

ため更なる選択を行う」と述べた。 

８月16日： イランの核プログラムに関する記事。ブッシュ米大統領が言及したイラ

ンへの軍事攻撃は、イランの核施設が散在するうえ巧妙に隠蔽されており

攻撃後１ヶ月で修復が可能なこと、イランが古典的なナショナリズム国家

で攻撃を受けたら一段と核プログラムへの支持を強めること、原油の価格

が１バレル66ドルに高騰していることなどから、賢明な選択ではない。更

に米軍がイラクとアフガニスタンに約15万人も展開しており、イランが反

撃する手段がいくらでもあること、イランへの経済制裁に賛成が得られて

もイランの原子炉建設を支援する露や、イランから原油及び天然ガスを購

入しようとする中国が経済的な結びつきを断つとは考えられず、イランの

核プログラムを停止又は遅延させる努力は進展していないと述べている。 

８月16日： イスラエル軍の情報長官Aharon Zeevi将軍が16日、非公開の議員説明

会で「米国ではイランが10年以内に核兵器能力を獲得すると報道されてい

るが、不測の遅れがない限りイランは2008年までには核兵器を生産できる
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ようになる」と述べ、イランがウラン濃縮技術を修得する前に国際社会が

対応する必要性を主張した。 

８月16日： 15日にイラン国家安全保障委員会の事務局長に就任したAli Larijani

氏が、イランの核交渉首席代表として16日インタビューに応じ「イランは、

８日に再開したウラン転換活動を中止することはないが、欧州連合（EU）

との核交渉継続を望んでいる」と述べ、改革派の大統領から強硬派の大統

領に替わっても、核政策に変更のないことを示した。 

８月16日： シュレーダー独首相は今週、意味のない軍事オプションは考えないよう

にと述べたが、実際には も効果が出ないとされるのは議論されている経

済制裁である。クリントン前米政権が10年前にイランに単独制裁を科した

際、イランは多額の債務を負い外国からの投資を欲していたが、今のイラ

ンには250億ドルの外貨準備があり、制裁は高騰している石油価格を押し

上げ、アフマディネジャド新政権は経済的に明るくなく制裁には屈しない

と見られている。西側諸国はペルシャ湾岸のアラブ諸国との関係と軍事支

援を強化すると同時に、同地域における米軍のプレゼンスを強化、イラン

の脅威下にある国を防衛する姿勢を表明、封じ込めと抑止を同時に遂行す

べきである。 

８月17日： イランの外相に指名されたManouchehr Mottaki氏が17日「イランはイ

スファハンでのウラン転換作業を再開して以来、欧州連合（EU）と無条件

での交渉再開を求めている」と述べ、EUがイランへ警告するのを止めて交

渉に応ずるよう強調した。一方ロシアは、米国が核の野望を阻止するとし

てイランに武力を使うことの無いよう警告した。 

８月18日： アフマディネジャド・イラン新政権は就任１か月に満たない中で、IAEA

の封印を破りイスファハンでのウラン転換再開を始め、国連安保理に付託

される危険性を冒している。次の外交場面は、９月３日から始まる予定の

IAEA理事会と目されている。イランがEU３国の提案を拒否した場合、IAEA

理事会は９月末に国連安保理への付託を検討するため再度開催され、その

際は露と中の対応が、またその際の制裁案として米英仏がどのレベルで合

意できるかも注目されている。 

８月18日： イランの反体制派“抵抗国民評議会（NCRI）”が18日「イラン当局は核

交渉を要求しながら、核燃料および核兵器に使用できる数千個の遠心分離
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機を秘密裏に設置している」と主張した。遠心分離機は、軍や革命防衛隊

の国連が立ち入れない施設に隠されているとしている。 

８月20日： パキスタンからイランへ密売された遠心分離機に、高濃縮ウランが付着

していたとする問題について、IAEAの当局者とパキスタンが今週話し合い

を行う。IAEAは付着した高濃縮ウランがイラン内での濃縮活動によるもの

でないと結論付けたが、外交筋はこの結論がイランの言い分を証明するこ

とにはならないと見ている。一方欧州連合（EU）の提案についてイラン外

務省のAsefi 報道官が 20 日「EU がイランの権利を認める新たな提案をす

るなら、イランはそれを検討する」と述べ、先の提案によるウラン転換活

動の停止には応じない姿勢を示した。 

８月22日： イランは大統領選挙の結果、核問題の影響で米国及びその連合国との関

係を悪化させた。先週イランの法執行当局が、英情報局とつながりのある

国際的なテロ組織を一掃したと発表し、アフマディネジャド新大統領が国

内及び国外の政策を発表した結果、関係の悪化が明白になった。大統領は

国内での平和的な核燃料技術の獲得を唱え、外交的にはイスラエルの排除

及び対米関係の段階的な凍結を図る一方、欧州諸国やIAEAの監視員及び国

連安保理への協力を表明した。 

８月23日： 仏外務省の報道官が23日「イランがパリ協定を停止してウラン転換作

業を再開したため、31日に予定されていた欧州連合（EU）３国とイランの

核交渉は取りやめになった」と語った。しかしEUはイランとの接触を続け

るとしており、イランもEUとの交渉継続の希望を表明している。 

８月 23 日： イランのエネルギー事情と原子力開発の経緯に関する、Asia Times の

記事。米国内では“イランは豊富な石油及び天然ガス資源を有しており、

核開発はエネルギーでなく核兵器のためである”との論議が一般的である。

しかし 1967 年に 初にイランへ平和目的として５メガワットの研究用原

子炉を提供したのは米国であり、1974年にはイラン国王が２万3,000メガ

ワットの核エネルギー政策を発表している。1979年のイラン革命以降国内

での石油消費量が増大し1990年代後半には40%の原油が国内消費されるよ

うになり、天然ガスもほとんどが国内消費に当てられるようになった。更

に対イラク戦争後は経済の復興に電力が必要となり、1990年代後半からブ

シェール原子力発電所の再建要求が強まった、などと述べている。 
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８月23日： ２年前にイランで発見された36％の兵器級濃縮ウランは、IAEAの招集

した米仏日英露の科学者達によりパキスタン政府から提供されたれた遠心

分離機に付着の物質と一致することが裏付けられ、イランに秘密の核兵器

プログラムが存在する証拠にはならなかった。この結論は９月初めのIAEA

理事会に提供され、非公開で詳細が論議されることになった。 

８月23日： 核兵器管理に関するウィスコンシン・プロジェクトのディレクターGary 

Milhollin氏が23日「米国は“イランが核兵器を取得するのは６～10年後”

と見積もっているが、それより早くなるだろう」と警告した。その記事は

ニューヨークタイムズ紙に“米国人は情報本部の 新情報を鵜呑みにして

はならない”と題して掲載されたもので、Milhollin 氏によるとイランは

今月天然ウラン37トンの転換作業を開始したが、約１ヵ月後にはウラン濃

縮の準備が整い、毎年2,000基の遠心分離機を設置するとして３年後には

３発分、４年後には６発分の濃縮ウランを製造できるようになるという。 

８月 24 日： IAEA 担当の Greg Schulte 米国連大使が、Voice of America（VOA）と

のインタビューで「イランが核兵器を製造している証拠は多数ある」と述

べた。Schulte 大使はイランが原子力施設を隠蔽し、地下に濃縮施設を建

設して農業設備と偽り、これらが軍事と一体になっている理由をIAEAに説

明していないと指摘したほか、イランは多くのテロリスト・グループを資

金、物資、訓練の面で支援し、テロを外交政策の一つにしていると非難し

た。 

８月25日： イランのAli Larijani新核交渉首席代表が25日「イランには“何故欧

州３ヶ国のみと核交渉を行わなければならないのか”という深刻な疑問が

ある」と述べ、更に多くの国家が核交渉に参加することを求めた。この突

然の発言は、イランが主張する“核の平和的な利用”を勝ち取ろうとする

戦略の一環である。 

８月25日： 25日のAFP通信によると、欧州連合（EU）の外交筋が｢イランを国連安

保理に付託してもロシアが反対することから、米国及びEUはイランが９月

３日までに核活動の再凍結を行わなくても、IAEAの緊急理事会を要求しな

いことに決定した｣と述べたという。一方26日にエルバラダイIAEA事務局

長と会談したイランのAli Larijani核交渉首席代表は「イランは国連安保

理に付託されることを全く恐れてはいない」と述べた。 
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８月26日： イランのAli Larijani核交渉首席代表が25日｢イランは、核交渉がIAEA

のメンバー35 ヶ国や発展途上の 116 ヶ国に拡大されるのを歓迎する｣と述

べたが、英外務省報道官は｢イランが責任を果たすまで交渉の余地は無い｣

と語った。またスウェーデンやポルトガルの外務省報道官も、欧州３ヶ国

による交渉経過を支持すると表明した。 

８月29日： シラク仏大統領が29日イランに対し「イランが2004年11月に合意し

たパリ協定に基づく核活動の凍結に復帰しなければ、国連安保理の譴責に

直面する」との厳しい 後通告を発した。 

８月29日： イラン原子力エネルギー庁の研究者が29日の国営テレビで｢イランは論

争中の核プログラムに関し、バイオ技術を使って鉱石から純粋ウランを取

り出す打開策を開発した｣と発表した。開発したのはバイオ濾過法

（bioleaching）と呼ばれる技術で、ある種のバクテリアにより鉱石の鉄硫

黄(iron sulphur)を硫黄酸（sulphuric acid）に変えた後、鉱石からウラ

ンを分離するものであるという。 

８月31日： イランのLarijani核交渉首席代表が31日、インドの首相及び外相等と

核分野での協力を含む戦略的な関係推進について会談した。両国はエネル

ギー分野で、天然ガスをイランからパキスタン経由インドへ輸送するパイ

プラインの建設プロジェクトについても話し合ったという。 

９月１日： イラン国民抵抗評議会（NCRI）が１日「イランは、民生用にも原子爆弾

にも使用できる金属を大量に中国から得ている」と発表した。NCRIの声明

によると、イラン国防省は核兵器開発のため2004年に中国から20kgの密

輸入を含めてベリリウムを盛んに取得しようとしていたとしている。 

９月１日：欧州連合（EU）のJavier Solana対外関係担当委員が「我々は必要とあれ

ば国連に行く用意が出来ている」と述べ、イランに核プログラムの交渉テ

ーブルへ戻るよう促し、もしイランが交渉に戻らないならば制裁の可能性

もある国連安保理に付託すると警告した。１日に行われたEU外相会議で英

仏独外相がイランとの核交渉決裂を説明したうえ「国連の関与が残る唯一

の選択肢になろう」と述べている。 

９月２日： IAEAが２日「イランは核技術の獲得に関する重要な情報を提供せず、欧

州連合（EU）と合意して停止していた核活動を再開した」との報告書を、

IAEA理事会のメンバー国に送った。報告書は新たなイラン告発を述べてい
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ないが、説明責任を果たそうとしないイランの姿勢はEU及び米国の外交活

動を勢いづけるものとなる。 

９月２日： IAEAが２日「２年半の調査にも拘らずイランの核プログラムは秘密に覆

われたままである」とする報告書をIAEA理事会のメンバー国に送付したこ

とは、19 日から始まる IAEA の理事会で西欧とイランの緊張を高めること

になる。その報告書は、核機器の取得や数ヵ所の核施設における活動への

疑問に、イランが積極的に答えようとしないと総括している。 

９月４日： 英独仏３ヶ国が３日、イランに対しIAEA理事会開始の19日までにイス

ファハンでの核活動を停止するよう要求したが、イランの Ali Larijani

核交渉首席代表は４日「イランが脅しに屈することはない」と述べ、核プ

ログラムの停止を拒否した。エルバラダイIAEA事務局長も２日、イランと

の核協力失敗を含んだ懸案事項の報告書を提出している。 

９月７日： ロイター通信が７日「仏独英３ヶ国は、核活動を再開したイランを国連

安保理に付託する準備を整えた」と報じた。独のRuediger Luedeking核交

渉代表は「次はIAEAがこの問題を国連安保理に報告すべきであるが、欧州

はイランが核活動を停止し核交渉に復帰することを望んでおり、直ちに制

裁を望んでいるわけではない」と語っている。 

９月 11 日： AFP 通信が 11 日「ライス米国務長官は先週、イランの核活動を国連安

保理に付託することについて中、印及び露へ協力を呼びかけた」と報じた。

ライス長官は“欧州３ヶ国や米国のみでなく、露・中・印やその他の諸国

も連合してイランへ核活動の停止を求めるメッセージを送る必要がある”

としているが、外交筋によると露やブラジルなど非同盟の13ヶ国はイラン

の安保理付託を望んでいないという。 

９月12日： イランの核プログラム責任者Gholamreza Aghazadeh氏がロシアを訪問

し、イランの核プログラムが国連安保理に付託されるかどうかを話し合っ

た。イランのビジネス・パートナーであるロシアは、来年末に運転開始予

定のブシェール原子力発電所建設を支援しており、イランがウラン転換作

業を再開したことについても停止するよう求めていない。 

９月13日： ブッシュ米大統領が13日、国連サミットに参加しているプーチン露首

相や胡錦濤・中国首席との会談で「イランは、核兵器を製造するための技

術や物資を獲得するつもりが無いなら、民生用の核プログラム開発の権利
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を有している」と語った。米国は８月に“イランはウラン濃縮の専門技術

を取得する必要は無いが、濃縮ウランを第三国から調達する核プログラム

は容認する”との姿勢を示していた。 

９月13日： 13日のthestar.com.my掲載記事によると、イラン国民抵抗評議会（NCRI）

が「イランは、核兵器用の濃縮燃料が製造可能な遠心分離機を5,000基作

成しており、３分の２は使用できる状態である」と発表した。イランが

終的に目標とする５万基の初期段階であるが、理論的には年に数発核兵器

を製造できる量の兵器級ウラン濃縮が可能であるとしている。 

９月14日： IAEA内でイランの安保理付託が危ぶまれる中、ドビルパン仏首相が14

日「NPTの義務を履行しない国家との交渉が決裂したら、IAEAがその国家

を国連安保理に付託するのは適法である」と述べた。一方国連総会ではア

フマディネジャド・イラン大統領の演説が14日及び18日に予定されてお

り、同大統領は欧州連合（EU）との交渉復活と安保理付託を回避する狙い

を表明すると見られている。 

９月 14 日： 14 日に国連総会で初演説を行ったアフマディネジャド・イラン大統領

は、欧州及び米国との核論議を回避した。しかしイランの国連安保理付託

について国際社会が米国の圧力に屈しないよう警告するとともに、自身の

国連サミット参加ビザについて論争を巻き起こした米国を非難した。 

９月15日： イラン国営通信によるとアフマディネジャド大統領は15日「イランは

大量破壊兵器を求めていないが、他のイスラム国家に核技術を提供する準

備は整っている」と述べた。これに対して米国務省のエレリ副報道官は即

座に「イランは核兵器の開発やテロの支援を行った過去があることから、

イランのいかなる提案にも懸念を抱かざるをえない」との声明を発表した。 

９月19日： アフマディネジャド・イラン大統領が17日に核燃料を製造する権利を

再主張したのに対し、エルバラダイIAEA事務局長が19日「イランはIAEA

に過去の核活動が平和目的であったと主張する更なる情報を提供すべきで

ある」と語った。19 日の IAEA 理事会では、イランを安保理へ付託しよう

とする決議案の提議が欧米間で高まっているという。 

９月 20 日： IAEA 理事国の英外交官が、アフマディネジャド・イラン大統領の国連

演説後イランへの態度を硬化させた理事国が増えたことを明らかにした。

イランの国連安保理付託を支持するのは35理事国のうち欧州連合（EU）、
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米、豪、ペルーなど約20ヶ国で、非同盟諸国の12ヶ国が反対しており、

露は強い調子で反対を唱えているという。 

９月 22 日： 欧州連合（EU）３ヶ国は、IAEA 理事会でイランを国連安保理に付託す

る決議案が露・中及び約14非同盟諸国からの反対表明を受けたことで、新

たな戦略を探っている。EUは、イランを直ちに安保理付託としない新決議

案提示で理事会一致を目指しているが、以前ほど外交的支持が得られず困

難を伴っている。 

９月24日： IAEA理事会は24日、イランを国連安保理へ付託する一歩前の決議案を

採択したが、イランは直ちに｢IAEA の決議は政策的で違法かつ非論理的で

ある｣と拒絶した。決議についてエルバラダイIAEA事務局長が「国際社会

はイランが示した信頼醸成措置に満足しなかった」と述べ、米のIAEA首席

代表は「イランが透明性を示さなければ重大な結果を招くとの警告である」

と歓迎の意を述べた。 

９月25日： Mottakiイラン外相が25日、イランを安保理に付託しようとするIAEA

の決議は“違法で非論理的”と拒絶するとともに、米国による決議案の操

作であると非難した。一方イラン国会議員290人中180人の超保守派議員

が、イランの自由意志に基づく核活動停止を取りやめるとともにIAEAへの

協力を縮小するよう求める書簡を、アフマディネジャド政権に送った。決

議案は35理事国中22理事国が賛成しベネズエラ１国が反対した他、12理

事国が棄権した。 

９月26日： イランは26日、欧州に対し核交渉の再開を呼びかけるとともに「もし

イランが国連安保理に付託されたら、イランはIAEAへの協力を縮小する」

と警告する外務省の声明を国営テレビで発表した。 

９月27日： イラン外務省のAsefi報道官が27日「イランは、24日にIAEAの決議

案に賛成した諸国との貿易を縮小する」と語った。特にインドの決議案支

持には驚かされたといい、６月に締結した2009年から25年間に亘って印

に液化天然ガスを輸出する220億ドルの契約が、世界的にも影響を及ぼす

ことになる。 

９月29日： IAEAの139メンバー国が29日、35理事国の内10理事国の交代を承認

した。新たな理事国には反欧米のベラルーシ、キューバ及びシリアが加わ

り、非同盟諸国ではイランに柔軟姿勢を示す国が14ヶ国から16ヶ国に増



 - 159 - 

えたが、欧州連合（EU）３ヶ国を支持する国家は引き続き多数であるとい

う。 

10月３日： ラドメーカー米国務次官補が３日、国連総会の第一委員会において「IAEA

理事会がイランの核不拡散義務不履行を指摘したことから、総ての国家は

自国の政策を見直しイランに対する新たな核技術の移転を停止するととも

に、イランは進行中の核プログラムを中止すべきである」と述べた。 

10月４日： イラン国民抵抗評議会（NRCI）のMohaddessin外交委員長が４日「アフ

マディネジャド大統領は、イランの核プログラムを軍に移管した」と語っ

た。更に革命防衛隊司令官の数人が主要な政治的地位を得たと指摘し“イ

ランが平和的な核プログラムを追求する体制はほとんどなくなった”とし

ている。 

10 月 10日： 10日の Iran Focus によると、イラン 高安全保障委員会のLarijani

事務局長が先のIAEA決議に関連して「もしイランに対し脅しの言葉が使わ

れるなら、NPT は脱退しないが追加議定書を拒絶する」と述べ、場合によ

っては国連の査察停止もあり得ると警告した。更に“国際社会が核問題で

イランを北朝鮮と同等に取り扱っていない”との不満を述べるとともに、

Nasseri核交渉代表が交渉チームから去ったことを明らかにした。 

10月11日： IAEAの次席であるOlli Heinonen氏が、イランの当局者及び国連査察

官と会談するためイランに向かった。エルバラダイ事務局長がイランから

招待を受けているが、現時点での事務局長訪問は適切でないと見られてい

る。会談の議題は、カーン博士がイランへ売り渡したパキスタンの核技術

についてであるという。一方ブレア英首相は、イランが核プログラムに関

し国際社会の意に従うことや、中東などへのテロ支援を中止するよう要求

した。 

10月14日： EU幹部らは欧州議会において、イランに核転換活動を中止しなければ

国連制裁に直面すると警告を発した。またイランに対し、EU３国(英仏独)

との協議を再開し、人権問題を改善すべきと指摘した。 

10 月 18日： エルバラダイIAEA 事務局長が18日「イランは国際的な核査察に協力

的であり、第三国もイランが核交渉に復帰するよう求めている」と述べ、

イランは核交渉に復帰するとの自信を示した。一方イランは、IAEA決議で

イランへの非難を支持したアルゼンチン、チェコ、韓国、英国等からの輸
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入を停止すると表明しており、韓国は19日に外交チャンネルを通じてイラ

ンの対応を確認するという。 

10月20日： 20日のAP通信が「イランは機微な資料をIAEAへ提供するとともに、

核関連当局者へのインタビューを認めた」と報じた。IAEAは、イランがウ

ラン濃縮技術を闇市場から調達したかどうかを判断するため資料の提出と

当局者への面会を求めていたもので、イランは未だ当局者への面会は許可

していないが、米の当局者は「イランによる重大な譲歩である」と述べた。 

10月24日： Sergei Lavrov露外相とManuchehr Mottakiイラン外相が24日会談し

た後「両国は、イランの核プログラムをIAEAの場で解決していくことに合

意した」と明かした。これについてLavrov露外相は、イランが平和的な核

エネルギーの権利を追求できる解決策が必要であると述べた。 

10 月 24日： 訪露中のStephen Hadley 米安全保障顧問が24日、プーチン大統領、

ラブロフ外相及びAlexander Rumyantsev原子力エネルギー庁長官とイラン

の核プログラムについて話し合い、同日午後にはラブロフ外相が Mottaki

イラン外相と会談した。23 日の露日刊紙 Kommersant によると、露はイラ

ンのウラン濃縮放棄を条件に合弁でウラン濃縮企業の設立を提案したが、

イランは核燃料の国産にこだわっているという。 

10 月 25日： 国際戦略研究所（IISS）の John Chipman 所長が25日「もしイランが

核兵器を装備したら、周辺諸国も核兵器を求めることになる」と述べ、ト

ルコ、エジプト、サウジアラビアなど湾岸アラブ諸国が状況を再考するよ

う求めた。イランが核兵器を取得できるのはまだ先であり、協議する時間

はあるとしている。一方IAEAの外交筋は「もし露の合意が得られなければ、

11月24日から始まるIAEAの会議でイランを安保理に付託することは出来

ない」と述べ、欧米が露の説得を続けていることを明らかにした。 

10月25日： アフマディネジャド・イラン大統領が25日、テヘランに集った学生に

「イスラエルは世界地図から抹消されるべきである」と語りかけたことに

対し、シャロン・イスラエル首相は即座に「国連は、自由世界の脅威であ

り も危険なイランを除名すべきである」との声明を発表した。また米国

務省のマコーマック報道官は「アフマディネジャド大統領の演説は、イラ

ンの核兵器追及に対する国際社会の懸念を過小評価している」と述べ、加

のPettigrew外相は「そのように憎悪で狭量かつ反ユダヤ的な発言は容認
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できない」と批判した。 

10 月 27 日： アフマディネジャド・イラン大統領が“世界地図からイスラエルの抹

消”を唱えた翌27日、ブレア英首相が「イラン大統領が述べたような発言

は欧州で非常に強い怒りを買うもので、英国民からイランに対し何らかの

行動を起こすよう促されるかもしれない」と述べ、軍事行動の可能性をも

示唆した。一方マコーマック米大統領報道官は、イランが国連の一員とし

て責任ある行動を取るよう求めたが“イランを国連から除名すべき”とす

るイスラエルの要求は否定した。またラブロフ露外相は“全体的にはイラ

ン大統領発言を受け入れられない”としながらも、露がイランへの姿勢を

変えることはないと述べた。 

10月29日： イラン外務省が29日「イランは国連憲章の宣言に従う」との声明を発

表した。イランが他国に力を振るうことはないことを表明し、アフマディ

ネジャド大統領が“イスラエルは地図から抹消されるべきである”と述べ

た発言を後退させた。 

10 月 31日： イランのAli Larijani 核交渉代表が31日「イランはウラン濃縮用遠

心分離技術の情報を国連核査察官に提供した」と語った。IAEAの査察官は

28日にイランへ到着したが、イランの核関係高官へのインタビューは行っ

ていないという。またLarijani代表は｢西欧は２正面での戦争を望んでお

らず、原油制限などの制裁が可能とは考えていないだろう｣と述べ、イラン

が制裁や軍事行動に対する懸念を持っていないことを強調した。 

10 月 31日： エルバラダイIAEA 事務局長が31日の国連総会における年次報告で、

５月のNPT会議及び９月の国連サミットは軍縮への前進がなかったことを

認めた上で「IAEAは、今年中に北朝鮮がNPTに復帰し、核プログラムの疑

問についてイランから回答が得られることを望んでいる」と述べた。 

11月３日： 国連核査察官によるとイランは３日、核兵器開発のテストを行っている

と米国が主張するParchinの軍事施設へ、IAEA査察官が立入ることを認め

た。仏国会においてPhilippe Douste-Blazy外相が「もしイランが欧州連

合（EU）３ヶ国との核協議に復帰しないなら、国連安保理にエルバラダイ

報告が再提出されることになる」と述べ、イランへの圧力を強めていた。 

11 月８日： イランの Ali Larijani 核交渉首席代表が８日「６日に提案した仏独英

との核交渉再開要求は、イランからの 終的な申し出である」と語るとと
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もに、イランが中・露及び非同盟諸国とも核交渉を行っていると明らかに

した。またイランのラジオ放送は“Mottaki外相が８日にIAEA理事国やEU

の大使と非公開の会議を行う”と伝えた。 

11 月８日： イランの Larijani 核交渉首席代表が、６日に欧州連合（EU）３ヶ国の

外相に送った核交渉の再開を求める書簡で“イランは核燃料サイクルを達

成するため、ウラン濃縮を放棄するつもりはない”と述べていることが明

らかになった。また７日にストロー英外相が「イランはIAEAの決議に基づ

き、ウラン濃縮に関連する全ての活動を中止すべきである」と述べたこと

に対し、Larijani代表は怒りを込めて「欧州人はイラン人の意志決定に心

理的圧力をかけようとするが、それは間違いである」と語り、英外相のコ

メントを拒絶した。 

11月14日： ハタミ前イラン大統領が14日「宗教指導者達は核爆弾や化学兵器を放

棄し、世界を救うべきである」と強調した。世界の宗教指導者に、イラン

と欧米の核交渉行き詰まりの打開を支援するよう呼びかけたもの。 

11月17日： 17日のロイター通信によると、IAEAがイランに機微な核活動の停止を

求める決議を採択したにも関わらず、イランはウラン処理を再開したとい

う。これを受けエルバラダイIAEA事務局長は“露とイランの合弁企業でウ

ラン濃縮を行う”という提案をするため予定していたイラン訪問をキャン

セルした。欧州連合（EU）は 16 日、イランに EU３ヶ国との核交渉再開を

呼びかけていた。またバーンズ米国務次官は、露及び欧州の当局者と協議

するため17日に英国を訪問する。 

11月18日： IAEAが18日「イランは、核の闇市場から核弾頭の核心に関する設計図

を受け取っていた」と明らかにした。またイランが“第二弾のウラン転換

作業を開始したと”発表しており、米国とその同盟国は24日から行われる

IAEA35ヶ国の理事会において、イランを国連安保理に付託する圧力を強め

ている。    

11月21日： 亡命中の前イラン国民抵抗評議会報道官が21日「イランはテヘラン南

東部にあるトンネルで、核弾頭及び核弾頭搭載可能なミサイルの製造を行

っている」と語った。そのプロジェクトはハメネイ 高指導者の命令によ

るもので、地下施設の建設を北朝鮮がアドバイスしているという。 

12月３日： イランの強硬派が占める護憲評議会は３日“もしイランが国連安保理に
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付託されたならば、原子力施設に対する国際的な査察を拒否する”との法

案を承認した。11月の国会で圧倒的多数により議決されていたこの法案は、

大統領の署名をもって発効することになる。 

12 月４日： イスラエル軍司令官の Halutz 中将が「欧州連合（EU）及び米国はイラ

ンがウラン濃縮を放棄するよう説得しているが、イランは“平和目的の核

プログラムである”としてウラン濃縮の権利を主張し続けており、外交交

渉でイランの核兵器取得を阻止するのは困難である」として、現時点では

考えていないが“軍事行動の選択肢もありうる”ことを述べた。 

12 月４日： イランのアフマディネジャド大統領と内閣は４日、露の協力を得て

Bushehr に続く２基目の原子炉を Khuzistan 地方に建設する決定をした。

イランは 終的に20基の原子炉建設を企画しており、露はプロジェクトへ

の協力を申し出ている。一方、露がイランとの間でミサイル・ディフェン

ス・システムなど10億ドルの武器供与を協定したことについて、露を訪問

するバーンズ米国務次官は「露に説明を求める」と語った。 

12 月５日： イランの Larijani 核交渉首席代表が５日「イランは、欧州連合（EU）

３ヶ国との交渉後にウラン濃縮を開始するつもりである」と述べ、ウラン

濃縮を国内で維持する意向を表明した。EU３ヶ国は、露が示している“ウ

ラン濃縮を露内において合弁で行う”との譲歩案を支持している。 

12月９日： 軍縮及び国際安全保障担当のジョセフ米国務次官が９日「国連制裁を恐

れない攻撃的なイラン政府が、核兵器の製造を間もなく開始する」と語っ

た。イランがウラン濃縮を開始したら核兵器製造の 終段階に突入するこ

とになるが、米国は外交交渉によるイランの野望放棄に期待するほか、露

及び中の支援を得てイランを国連安保理に付託し経済制裁を科する策も進

めていることを明らかにした。 

12 月９日： エルバラダイ IAEA 事務局長が９日「イランは国際調査を受け入れ、米

国他多くの国が核兵器開発疑惑を指摘する核エネルギー計画をもっと明確

にすべきである」と警告した。イランが国連核査察の受け入れを繰り返し

延期しているのに対し、米国がイランを国連安保理へ付託する圧力を強め

ていると述べた。 

12月10日： アフマディネジャド・イラン大統領が10日ホロコーストの存在を否定

するとともに、イスラエルが欧州へ移動することを求める発言を行い西側
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の非難を浴びた。また 終的には石油省のベテランKazem Vaziri-Hamaneh

氏が11日に石油相への承認を得たが、指名した石油相が３度も国会で否決

され国内基盤の弱さも露呈した。一方ウラン濃縮をめぐる欧州連合（EU）

との核交渉は、21日にウィーンで再開される予定となっている。 

12 月 12日： イスラエル軍参謀総長のDan Halutz 中将が12日、議会の外交・国防

委員会において「イランは核兵器を製造するノウハウを獲得しつつある」

と述べた。Halutz 参謀総長によると“イランは早ければ 2008 年に、遅く

とも2015年迄に核爆弾を製造することが出来るようになる”という。 

12 月 12日： エルバラダイIAEA 事務局長が12日、核交渉再開におけるイランへの

見返りの一環として、米国に“イランを攻撃しない”との保証を与えるよ

う求めた。これについてエレリ米国務省報道官は同日「米国がイランに保

証を与えることについて検討するにしても、先ずはイランが国際協定違反

を停止すべきである」と語った。 

12月13日： イランのLarijani核交渉首席代表は13日、エルバラダイIAEA事務局

長が米国にイランへの安全保障上の保証を求めたことについて「イランは

そのような保証を受けるまでもなく、自国を防御するに十分な能力を備え

ている」と述べ、提案に興味がないとの姿勢を示した。 

12 月 16日： 欧州連合（EU）は EUサミット終了後の16日、イスラエルの廃滅とホ

ロコースト否定の発言をしたアフマディネジャド・イラン大統領に対する

非難の声明を発表した。またEUは、ミサイル・システムをイランへ売却す

る露に対しても異議を申し立てた。一方Najjarイラン国防相は同日「イス

ラエルから攻撃を受けたら、直ちに破壊的な報復攻撃を行う」と警告した。 

12月17日： 17日のAFP通信が「アフマディネジャド・イラン大統領が先週、イラ

ンの核プログラムが国連安保理に付託されたなら、IAEA査察官による核施

設立ち入りを制限する法案に署名した」と報じた。この法律に明示されて

はいないが、保障措置についてIAEAと協定した追加議定書も取り消される

ことになるとしている。 

12 月 21 日: イランの代表団及び欧州連合（EU）３ヶ国の外務省当局者が21日、新

ラウンドの核交渉を１月にオーストリアで開催することで合意した。Javad 

Vaidi イラン代表団長が述べたものであるが、アフマディネジャド・イラ

ン大統領が核交渉のメンバーを一変させており、EUの外交筋は“先行きが
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不透明”と述べている。 

12 月 22日： イラン 高安全保障委員会のHossein Entezami 報道官が22日、欧州

連合（EU）３ヶ国との核交渉について「核問題の行き詰まりは打開され、

歩み寄りへの展望が開けた」と語った。しかし不拡散の専門家や外交筋は

“イランの核燃料製造への固執と欧米のイランに対する根強い核兵器疑惑

は、１月に開かれる交渉での譲歩を困難にする”と見ている。 

12月25日： イランは25日、核交渉の行き詰まりを打開するため欧州が示した“イ

ランの濃縮施設をロシア内に移す”との提案を拒否した。ロシアは24日“イ

ランへ正式な提案を送付した”と発表しているが、イランは“提案を受け

とっていない”として同盟国に拒否回答するのを避けたと見られる。 

12 月 28 日： 欧州の外交筋や専門家が「米国が“イランのミサイル及び化学兵器プ

ログラムを支援している”として中国の国営企業に制裁を科したのは、核

プログラムを巡る欧州連合（EU）とイランの外交交渉行き詰まり打開に、

目途が立たないと看做している表れである」と述べている。 

12月29日： イラン 高安全保障委員会のVaeedi副委員長は、ロシアが核廃棄物の

処理を実施の後にイランに返還するとの露の提案について、イランが原子

力用燃料のみを製造し、兵器級レベルのウラン濃縮はできないことを証明

することになることから、真剣かつ熱意を持って検討中である、とベルリ

ンにおいて表明した。 

＊ 2006年 

１月２日： イラン政府のElham報道官が２日「もしロシアの提案がイランのウラン

濃縮権利を保証するものなら、その提案を検討する」と述べた。また

Larijani核交渉代表は国営テレビで「イランのウラン濃縮権利を排除する

提案は認められないが、提案は 終的なものではない」との考えを示した。 

１月３日： IAEA事務局が３日「IAEAは、イランのIAEA代表部から“停止していた

平和的核エネルギーの研究開発プログラムを９日から再開する”との覚書

を受けた」と発表した。エルバラダイ事務局長はこの情報をIAEA理事国に

伝えるとともに、事務局は決定の詳細を明らかにするようイランに要求し

ている。 

１月３日： エルバラダイ IAEA 事務局長が３日「IAEA 理事国は、イランが信頼醸成

の鍵となる“総ての濃縮関連活動の中止”を継続するよう期待している」
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との声明を発表した。声明は、イランを含むNPT署名国の平和的な核技術

利用権を認めた上で、イランの核プログラムに関する諸問題を解明してい

くと述べている。 

１月４日： 2005年７月１日付の西欧の情報評価報告が「イラン政府は先進企業、公

共企業体、学術研究所等のウエブサイト及び仲買人などを通じて、西欧及

び旧ソ連の専門技術や訓練法、核プログラム・ミサイル開発・生物化学兵

器用の各種装置などを幅広く収集していた」と述べている。この情報評価

はいわゆる“ならず者国家”への輸出に警報を発するもので、イランは獲

得した専門技術をミサイル設計用の風洞建設、ナビゲーション・システム

の開発、金属やカーボン技術の取得、シミュレーターや試験装置の設計な

どに利用したという。 

１月４日： 米財務省の海外資産管理室（OFAC）が４日、イランの MESBAH ENERGY 

COMPANY及びNOVIN ENERGY COMPANYの２社を、WMDの拡散に関与したとし

てSDNのリストに追加したと発表した。両社は、物資輸送企業や重水プロ

ジェクト企業としてイラン原子力機構（AWOI）の核プログラムに貢献して

いるとして、大統領令13382号（2005.6.29）に基づき米国人との契約を禁

止されるとともに、米管轄下にある資産を凍結される。 

１月５日： 外交筋によると、核活動再開についてエルバラダイIAEA事務局長へ説明

すると約束していたイランの代表団が、突然会合をキャンセルして５日帰

国した。IAEA当局者によると、帰国は露の核関係当局者と会談するためで

あるという。これについてライス米国務長官は「イランの行動は、国連安

保理への付託圧力を強めるものである」と警告した。またマコーマック米

国務省報道官は、アフマディネジャド・イラン大統領が“シャロン・イス

ラエル首相が亡くなるのを望んでいる”と述べたことに「憎悪と嫌悪を感

ずる」と語った。 

１月６日： イラン政府のElham報道官が６日「イランは本日、IAEAの監視下で核燃

料の研究活動を再開する」と発表した。イランは５日、露の示す譲歩案に

ついて露当局と話し合ったが 終的な話し合いは２月 18 日にモスクワで

持たれるという。核施設の封印解除に立会うIAEAの査察官は１月31日イ

ランに到着しているが、エルバラダイIAEA事務局長はイランの“研究活動

は議論済み”とするやり方に不満を表明している。 
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１月11日： IAEAが11日「イランが濃縮に関連する装置及び物質の封印を取り除い

たのを、IAEA査察官が確認した」と発表した。ナタンツの濃縮施設並びに

Pars Trash及びFarayand Techniqueにある保管と試験の施設で、P-1遠心

分離装置、超強力鋼・超張力アルミニウム・遠心分離機等の品質管理及び

製造装置、UF6 を保管した円筒などの封印が解除された。なお遠心分離機

室（カスケード・ホール）、UF6の供給、燃料濃縮パイロット・プラント（PFEP）

の回収装置は、IAEAによる封じ込めと監視下にある。 

１月13日： イランのMottaki外相が13日「イランが国連安保理に付託されたら、

任意に協力している核施設への国際査察を終了させる」と語った。仏独英

３ヶ国は12日、イランとの外交交渉中止を発表したが“イランを国連安保

理へ付託し制裁を科するのは時機尚早”として見送ることを決めた。イラ

ンのLarijani核交渉代表は「欧州連合（EU）と真剣かつ建設的な交渉再開

の用意があると」アナン国連事務総長に伝えた。 

１月１８日： 仏、独、英、中、露、米の６ヶ国は、イランの核プログラムに関する

IAEA緊急理事会を２月２日及び３日に開催することで合意した。マクレラ

ン米大統領報道官は17日「ロンドン協議参加の６ヶ国は、イランによるウ

ラン濃縮及び再処理活動再開が 終的に核兵器生産に繋がることになる、

との認識で一致したものである」と語った。 

１月１８日： IAEA が 18 日「イランの核プログラム問題を協議する緊急理事会を、

２月２日から開催する」と発表した。欧米はイランが要求する核交渉を拒

否するコメントを述べた。またこの問題について、ライス米国務長官と欧

州連合（EU）のソラナ外交委員が18日ワシントンで会談、イランと中国の

外相が18日に電話会談、露と仏の外相は19日にモスクワで会談の予定で

ある。 

１月２２日： イランのLarijani核交渉首席代表が22日「もしイランの核プログラ

ムが国連安保理に付託されたら、イランは産業ベースのウラン濃縮を開始

する」と警告した。更にこれまで任意に履行していた措置は総て終了させ

ると述べたが、NPT からの脱退は否定した。また“イランはパキスタンの

カーン博士から、核弾頭を組み立てる説明書を受け取っていた”とする欧

米の主張も退けた。 

１月２５日： 米国務省のマコーマック報道官やボルトン国連大使が 25 日、IAEA の
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緊急理事会においてイランの核問題を国連安保理に付託することに自信を

示した。しかし AP 通信は「IAEA の主要理事国である中・露・印は、イラ

ンの安保理付託に消極的である」と伝えている。アナン国連事務総長も、

IAEAがイランに関する報告書を準備する期間の不足や、イランが露の譲歩

案を検討しているという状況などから、IAEA理事会が安保理付託を決議で

きるかどうかに疑問を呈した。 

１月３０日： イランの核プログラムについて中、仏、独、露、英、米６ヶ国の外相

が30日ロンドンで協議し、ストロー英外相が声明を発表した。声明は「６

カ国外相は、イランの核プログラムが重大な懸念であると認識し、イラン

と信頼を醸成する期間が必要であると認め、イランに研究を含むウラン濃

縮活動を停止するよう求め、2日のIAEA特別理事会はイランに必要な処置

を取るよう求めるため安保理に報告することで合意した」などと述べてい

る。IAEA事務局長から安保理への報告書は、３月の理事会までに提出され

る。 

２月６日： 露のKislyak外務副大臣が６日「もしイランが合弁でロシア内において

ウラン濃縮を行なおうと望むなら、再開したウラン濃縮プログラムを停止

すべきである」と述べ、IAEAの決議後も露の提案が有効であることを強調

した。イワノフ露国防相も「イランは国益のため、分別ある譲歩をするよ

う望む」と語った。 

２月６日： IAEAが4日イランの核プログラムを安保理に付託する決議を行なったの

に対し、イランはIAEAが来週末までにイランの核プログラム開発の監視用

器材を撤去するよう要求した。決議案はイランが核プログラムを停止し、

重水炉でプルトニウムを製造するのを中止し、イラン内でIAEAが活動する

のを認めるよう求めている。なおイランの当局者は16日に露を訪問し、露

でウラン濃縮を行う提案について論議する。 

２月 6日： エルバラダイIAEA 事務局長が６日「イランは、総ての核施設からIAEA

のカメラやシール等を来週末までに撤去するよう求めるとともに、IAEA査

察官の活動を制限した」と述べた。米国務省のジョセフ軍縮担当次官は「イ

ランは欧州連合（EU）との交渉で時間を稼ぎ、核兵器開発能力を獲得しそ

の運搬手段を備えたと言える」と語った。またラムズフェルド米国防長官

は独Handelsblatt紙とのインタビューで「軍事力の使用を含めたすべての
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選択肢がある」と述べ、米が軍事行動も検討していることを示唆した。  

 

 (２)化学兵器 

①総 括 

イランは化学兵器禁止条約（CWC）を1997年11月に批准しており、生物兵器禁止条

約（BWC）も 1973 年８月に批准している。ハーグにある化学兵器禁止機関（OPCW）技

術事務局は、化学兵器禁止条約の実施状況を監視しているが、1999年２月に、イラン

の申告済み地区と施設の査察を行って、化学兵器禁止条約に基づくイランの第１回申

告内容を検証した。現在のところ化学兵器禁止機関は、イランが化学兵器禁止条約を

完全に遵守しているという見解を示している。2000 年 12 月８日に、化学兵器禁止機

関のホセ・モーリシオ事務局長が公式声明を発表し、その中で「事務局としては、イ

ランが化学兵器禁止条約を完全に遵守していることを疑問視する理由が存在しないこ

とと、イランにおける査察措置の適用が同条約に厳格に基づいたものであるというこ

とを繰り返し述べておく。この点に関して、疑念や不明確性を主張する根拠は存在し

ない」と述べている。イラン側も、イラン・イラク戦争中にイラクの化学兵器攻撃を

抑止する目的で化学兵器関連の施設・建造物・装置を開発したが、これら残りの施設

等が破壊されていること、そしてイラン政府としては「同条約の全規定を完全、無条

件かつ無差別に履行することが極めて重要性であると考えている」との見解を発表し

た。 

それにも関わらず、米国政府においては、イランが化学兵器禁止条約を遵守してい

ないという疑惑や、イランが生物兵器開発プログラムを設けているとの疑惑が存在す

る。2000年 10月５日に、CIA不拡散センターのジョン・A・ローダー所長は、米国上

院外交委員会に対する声明文の中で「テヘランが化学兵器禁止条約（CWC）を批准する

決定を下しているにも関わらず、同国の［化学兵器］開発プログラムが依然として廃

止されていないと考えている。イランは化学兵器生産能力を向上させており、化学兵

器用ガス（神経ガス、発泡性ガス、窒息ガス、血液ガス）をすでに生産している。少

なく見積もっても、イランは数千トン程度の兵器用ガスを大量貯蔵していると考えら

れる」と述べている。また、イランの生物兵器開発プログラムに関しても「イランは、

民生用バイオ・テクノロジー関連活動と細菌戦争（BW）プログラムを同時並行で実行

している。（中略）このプログラムは、今のところ研究開発の後半段階にあるが、イラ

ンがすでに生物兵器用ガスや兵器を貯蔵していると確信している」と述べている。さ
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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。 

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 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（1.24）。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(5.22)。イラン及びロシアは 5 日 CWC 条約を批

准した（11.5）。 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
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（12.4）。 

＊1998年 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（11.3）。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（12.8）。 

＊1999 年 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（1.26）。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（2.21）。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（9.23）。 

＊2000年 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（5.11）。 

＊2005年 

12月21日： Mottakiイラン外相が21日「1980年～1988年のイラン－イラク戦争中

に、イランに対する化学兵器の使用を命じたフセイン前イラク大統領は裁

判にかけられるべきである」と語った。更に「フセイン大統領の化学兵器

取得を支援した西欧の政府及び企業400社に対しても、イランは法的措置

を取る権利がある」と主張した。これに関連する情報以外に、イランの化

学兵器開発に繋がる情報は見受けられなかった。 

④プロジェクトの内容等 

・バンダル・ホメイニ 

ラージー・ケミカル社（石油省のラージー石油化学工業施設とは無関係の企業）

が操業する、イラン・イラク戦争中に設けられた化学兵器生産施設が存在する。 

・イスファハン 
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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。 

・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 
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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 

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 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（2.22）。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（8.1）。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（11.20）。 

＊ 2002年 米国務省は、中国企業Liyang Chemical Equipment, Q.C. Chen, China 
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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（1.24）。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（6.2）。 

＊ 2003年 

３月 21 日： アザル駐蘭イラン大使が化学兵器禁止機関(OPCW)の理事会副議長に選

出された。 

４月 30 日： イラン政府はハーグの化学兵器禁止機関(OPCW)に代表団を派遣、イランの

化学兵器禁止条約(CWC)への取組みは、過去のイラクの大量破壊兵器による攻

撃という経験に根ざす、法的義務を超えたものであると説明した。 

５月 20 日： イラン反体制派組織であるイラン抵抗 高評議会(NCRI)が、イランは炭疽

菌、コレラ、腺ペストをはじめとした生物兵器開発を行っていると批判した

ことに対し、アセフィ・イラン外務省報道官は、同国はイラクの大量破壊兵

器の被害国であるとし、否定した。 

９月 17 日： ボルトン軍備管理・国際安全保障担当米国務次官は、米国際関係委員会の

中東・中央アジア小委員会で証言し、シリアが北朝鮮やイランの支援を受け、

生物・化学兵器や長距離弾道ミサイルを開発したと非難した。 

＊ 2004年 

11 月 30 日： イランは、フセイン前イラク大統領並びにその側近らに対し、化学兵

器使用及び戦争犯罪に関する国際法廷での裁判を要求した。イランの司

法・国際問題担当外務副大臣は、ハーグで開催する第９回化学兵器禁止条

約会議での演説で、フセイン氏による化学兵器使用の残酷な実情を明らか

にした。 

＊ 2005年 

７月26日 英Independent紙が26日「イランは、イラクと戦争中の1980年代にサダ

ム・フセイン前イラク大統領が、化学兵器を使用したとする法廷調査を提

供しようとしている」と報じた。戦争中に約10万人のイラン人が化学物

質に汚染され、4万5,000人の兵士と7,000人の民間人が今も治療中であ

るという。フセイン前大統領はイラク人に対する犯罪とクウェートへの侵

攻によって裁かれようとしているが、イラン当局は化学兵器攻撃について

も裁かれることを望んでいる。 
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12月21日 Mottakiイラン外相が21日「1980年～1988年のイラン－イラク戦争中に、

イランに対する化学兵器の使用を命じたフセイン前イラク大統領は裁判

にかけられるべきである」と語った。更に「フセイン大統領の化学兵器取

得を支援した西欧の政府及び企業400社に対しても、イランは法的措置を

取る権利がある」と主張した。 

 

 (３)生物兵器 

①総 括 

生物兵器については、イランが毒素及び微生物とその他の生物兵器剤を研究して

いるのはほぼ確実で、米国のCIAは、イランはほとんど外国の援助なしに1996年ま

でに大規模な生物兵器計画を支えるための技術的基盤を持つに至ったと見ている。

米国軍備管理軍縮局によれば、イランの生物兵器計画は、国内のバイオ・テクノロ

ジー及び製薬産業の中に浸透してその活動は目立たないものとなっているが、科学

工業研究機構及び革命防衛隊の指導の下、テヘラン東方のダムハン及びテヘランの

施設でカビ毒(素)(MYCOTOXIN 及び AFLATOXIN)、炭疽菌(ANTHRAX)及びボツリヌス菌

等の研究を進め、1995年現在おそらく生物兵器剤をすでに生産しており、少量の生

物剤は兵器に装填されていると見られている。 

イスラエルの情報機関によれば、イランはテヘラン北西のタブリズ市に少量の炭

疽菌とボツリヌス菌を貯蔵しており、より多くの量を速やかに増産できる態勢にあ

る。 

イランのバイオ・テクノロジー関連能力に関して、公開情報はほぼ皆無に近い状

況である。バテル記念研究所が米国政府提出用に作成した調査報告書によると、1996

年２月時点で、イランは主要技術（発酵能力、植物組織培養、DNA 技術など）を保

有しているが、遺伝子組替型のウィルスやバクテリアを生産する能力はないという。

イランの科学出版物を検討した結果、この調査報告書では「出版物を検討したが、

バイオ・テクノロジーや遺伝子工学に関する高度な技術（例、遺伝子のクローニン

グなど）が用いられている痕跡は示されていない」という結論に至っている。1985

年に、イラン科学技術研究機構は、600 種類のペルシャ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
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「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 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（1.24）。 

＊ 1998年 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（12.8）。 

＊ 1999 年 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（1.26）。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(9.23)。 
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＊ 2000年 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（5.11）。 

＊ 2005 年 これまで、イランの生物兵器の研究･開発及び製造に繋がる情報は得   

られていない。 

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 

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 
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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。イスファハン、

シーラーズ、タブリズとマシュハドの４ヶ所に支部を設けている。 

・タブリズ 

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 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（2.22）。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（8.1）。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（11.20）。 

＊ 2002年 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（1.24）。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（6.2）。 

＊2003年 

５月 20 日： イラン反体制派組織であるイラン抵抗 高評議会(NCRI)が、イランは炭疽

菌、コレラ、腺ペストをはじめとした生物兵器開発を行っていると批判した

ことに対し、アセフィ・イラン外務省報道官は、同国はイラクの大量破壊兵

器の被害国であるとし、否定した。 

９月 17 日： ボルトン軍備管理・国際安全保障担当米国務次官は、米国際関係委員会の

中東・中央アジア小委員会で証言し、シリアが北朝鮮やイランの支援を受け、

生物・化学兵器や長距離弾道ミサイルを開発したと非難した。 

＊2004年 

          特に情報はなかった。 

＊2005年 

 特に情報はなかった。 
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 (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。

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。 

2006年２月に独DDP通信が、西側情報筋が明かしたとして「イランは１月、射程

が2,200kmで３個の核弾頭を搭載可能なShahab４ミサイルをテストした」と報じた。

テストは１月17日に行なわれた模様である。またイランは、射程が3,000～5,000km

のShahab５を来年にもテストするだろうと報じている。  

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。 



 - 180 - 

・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。 

2005年４月イスラエルのハアレツ紙が「イランは、射程が2,000kmで固形燃料を

使用した新型ミサイルを29日試験発射した」と報じた。更に７月にはAP通信が「Ali 

Shamkhani 国防相が固形燃料のテストは短射程の Fateh 110 ミサイルで行われ、そ

の技術は射程810 マイル～1,200 マイルのShahab３弾道ミサイルに使用されると述

べた」として固形燃料を使用するミサイル技術の開発を終了したと報じた。 

2005 年 11 月には、ドイツが自国の企業数社のに対し“露の犯罪集団が独のミサ

イル先端技術をイラン及びシリアに移転した”として警告を発した。合法的に露の

企業や研究所に移転されたドイツのミサイル技術が、直ちにイラン及びシリアのミ

サイル工場に送られたという。 

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
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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。 

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。 

2005年の“THE MILITARY BALANCE 2005･2006”は、イラン軍の戦術ミサイル配備

状況を次のとおり掲載している。 

＊ Shahab１およびShahab２： 旅団×１ 

＊ Shahab３：         大隊×１ 

2005年３月ウクライナ外務省が、核弾頭を搭載可能なX-55巡航ミサイル12基が

ウクライナから中国及びイランへ密輸された、と発表した。2000年に偽造文書を用

い X-55 ミサイル６基が中国に輸出され、2001 年５月及び６月に同様の手口で６基

のミサイルがイランに密輸されたという。イラン外務省は、この発表を同年４月に

否定している。 

③開発の動向 

＊ 1996年 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 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（4.13）。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（9.10）。(筆者注：

ゼルザル３号及び４号と同一の可能性が大) 

＊ 1998年 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（7.23）。北朝鮮は31日、新型ミサイ
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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（8.31）。 

＊ 1999年 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（2.7）。米国情報機関の高官は、

ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌に、イランが開発中の弾道ミ

サイル・シャハブ４は、1950年代の旧ソ連の中射程ミサイル、SS-4 サン

ダルの技術を大幅に取り入れた派生型である、と語った（2.17）。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・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（7.15）。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（11.5）。 

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 
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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

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 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（3.22）。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（7.3）。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（7.15）。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（8.9）。イランは「シャハブ 3D」ミサ

イルの試射を行った。イラン初の国産「固体・液体」燃料型とのこと（9.21）。 

ハタミ大統領は、ミサイル開発の件で北朝鮮から技術供与を受けていると

の報道を否定、独自に防衛目的で開発していると主張（10.31）。 

＊ 2001年 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。米CIAは露が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（1.30）。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（5.31）。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。中国が同ロケットの射程延長に技
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術協力しているとの情報もある（8.1）。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（8.29）。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報告（9.6）。 

＊ 2002年 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た。今後150基を

製造する予定（5.17）。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（9.6）。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。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

（10.17）。日本の警視庁公安部はセイシン企業がジェット・ミルをイラン

国防軍需省傘下のイラン航空公社(AIO)の関連会社に違法輸出したとの見

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、2000年11月に再度大学研究所に輸出されていた

（12.19）。 

＊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。 
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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、

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
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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

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 
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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 

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
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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
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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.

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。 

12 月３日： 今週米議会に提出された情報報告によると、イランは欧州の他、米ま

でも標的にできる ICBM を密かに開発しているとの疑惑が強まっている。

イランは昨年末まで北朝鮮、中国及び旧ソ連諸国の一部から、弾道ミサ

イルの部品や専門技術の提供を受け、現有ミサイルの長射程化を図って

いるという。 

＊ 2005年 

２月５日： イラン国営テレビ報道。シャムハニ・イラン国防軍需相は、イランには

新たなアイディアを製品に変えるのに必要な力があるとし、同国国防産業

とその技術は海、空、陸、航空宇宙の世界における必要を満たすことがで

きるとした。一方で射程3,000kmを超えるミサイルについては、欧州が射

程内に入ってしまい微妙な問題となることを理解しているとし、その必要

は感じていないとした。 

３月１日： 先週開催された米露首脳会談直前に、プーチン露大統領はロウハニ・イ

ラン 高国家安全保障会議事務局長と会談、イランは核兵器開発を行わ

ないとの確証を得、プーチン大統領はミサイルと関連技術の拡散を止め

る必要があると主張した。しかしウクライナ当局は 2000 年に、START I
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条約に基づき露に返還されるべき射程3,000kmの旧ソ連製X-55巡航ミサ

イルをイランが極秘裏に入手していたと指摘している。イランがミサイ

ルだけでなく保守機材も購入した模様。同ミサイルは核弾頭搭載が可能

で、ブシェール原発用に供給される核燃料が転用される危険性がある。 

３月30日： 露、ウクライナ及びオーストラリア人が、核弾頭搭載可能なX-55巡航

ミサイル 12 基のウクライナから中国及びイランへの密輸に関与してい

たと、ウクライナ外務省が明らかにした。2000年に偽造文書を用いX-55

ミサイル６基を中国に輸出、2001年５月及び６月にも同様の手口で６基

のミサイルをイランに密輸したという。露人は2004年７月にチェコで逮

捕あれ、他の２人は2002年及び2004年に交通事故で死亡したという。 

４月10日： イラン外務省の報道官が10日“イランは核弾頭も搭載可能なX-55巡航

ミサイルをウクライナから購入した”との報道を否定した。今月初め AFP

通信が「武器業者によってX-55がウクライナからイランへ密売された」と

するユーシェンコ・ウクライナ大統領のコメントを報じている。 

４月24日： イラン外務省の報道官が24日「イランが戦略ミサイル計画のためドイ

ツからクレーンを購入した、との報道は根拠のない話である」と語った。

25日付の独週刊誌Der Spiegelが「ドイツ当局のブラックリストに載って

いるMizan Machine社が、昨年８月イランのシャハブ・ミサイルの製造を

支援するためクレーンを購入した」と報じている。 

５月29日： イスラエルのハアレツ紙が31日「イランは、射程が2,000kmで固形燃

料を使用した新型ミサイルを29日試験発射した」と報じた。イランは 近、

液体燃料を使用したShahab３の射程を2,000km以上に改良している。 

７月 27 日： AP 通信によると、イランは固形燃料を使用するミサイル技術の開発を

終了したと発表した。Ali Shamkhani 国防相が、固形燃料のテストは短射

程の Fateh 110 ミサイルで行われたが、その技術は射程が 810 マイル～

1,200マイルのShahab３弾道ミサイルに使用されると述べた。 

８月１日： １日のPersian Journalが「イスラエルはウクライナに対し、前ウクラ

イナ政府がイランへ違法に売却した12基の中射程巡航ミサイルKh-55の取

引を撤回するよう要求した」と報じた。NATO で AS-55 Kent と呼ばれるそ

のミサイルは、Shahab３の射程1,300kmに対し2,000～3,000kmの射程を有

している。 
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８月９日： イラン革命防衛隊のAhmad Vahid将軍が９日「Shahab３ミサイルは、1,200

マイル離れた１ヤードの目標を攻撃することが可能である」と語った。改

良前のShahab３の射程は800マイルであった。 

11月５日： 独は５日、数社の独企業に対し“露の犯罪集団が独のミサイル先端技術

をイラン及びシリアに移転した”として警告を発した。国立モスクワ工科

大学を含む 15 の露企業体等が技術移転に関与しているという。５日付の

Focus誌が「合法的に露の企業や研究所に移転された独のミサイル技術が、

直ちにイラン及びシリアのミサイル工場に送られた」と報じていた。 

12 月 29 日： “弾道ミサイル防衛：イスラエルとイランの核バランス”と題する記

事。現在世界中で も危険な戦略核兵器レースを繰り広げているのは、北

朝鮮周辺や印・パではなくイスラエルとイランである。両国はお互いに先

制攻撃を受ける恐れがあると見ており、イランはウクライナから12基の巡

航ミサイルを購入し、イスラエルはPAC-3やアロー・ミサイル防御システ

ムの取得及び開発に努めているほか、両国とも核兵器に関する管理ミスな

どの抑制力も低い、などと論述している。 

＊ 2006年 

２月３日： 米連邦検察局が３日「二人のドイツ人をスパイ容疑及び独の輸出法違反

容疑で告発した」と発表した。振動装置の会社を経営するVolker St.（46

才）と、その会社で開発及び輸出を担当するPeter Paul K.（65才）で、

二人は2002年１月にイランの中射程ミサイルShahab計画で使用される振

動試験装置を第三国経由でイランへ輸出し、同年５月従業員に装置の設置

と使用法の訓練を行なわせたという。独の報道によると会社名はTira GmbH

である。 
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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

れていないが、核爆

弾の保有量は 80 発

と ISIS が推定。

(DTIMES2005.9.9) 

 

保有数量は公表さ

れていないが、核爆

弾の保有量は 70 発

と ISIS が推定。 

(DTIMES2005.9.9) 

 

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６～12 個の核

爆弾を保有してい

るものと推定され

る。 

プロジェ

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。IAEA との合意

で信頼醸成のため

運転を停止してい

たが、2006 年１月

にウラン濃縮の研

究作業を再開と発

表。このため IAEA

はイランの核プロ

グラムを安保理に

付託する決議案を

採択した。 

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」及び

「先制不使用」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

されるインドから

の攻撃を抑止する

のを目的とし、通常

戦が劣勢となれば、

核の先制使用も辞

さないとして開発

に力を入れている。

イラン革命のパー

レビ王朝時代から

核兵器開発に関心

があり、同地域にお

ける大国の地位維

持を目指した。また

化学兵器攻撃を行

な っ た 前 フ セ イ

ン・イラク政権と、

核保有国であるイ

スラエルに対抗す

る目的であった。 

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。イ

ンドが 2005 年現

在、科学兵器を製

造・蓄積している

か不明であるが、

産業・学術界に化

学 物 質 や 薬 品 の

強 力 な 研 究 基 盤

を有することは、

容易に CBWを製造

出来るといえる。 

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。2004

年現在、パキスタン

の民間化学産業は、

終的に化学兵器

保有に必要な前駆

化学物質を生産で

きる能力があると

見られている。 

CWC を批准してお

り、OPCW もイラン

の化学兵器保有の

証拠はないとして

いる。しかし米国等

は イ ラ ン が イ ラ

ン・イラク戦争時に

保有していた製造

能力を引き続き温

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。 

プロジェ

クト 

内容 

 

 

2004 年に化学兵器

攻撃から民間人を

防護するための医

薬品開発に乗り出

すと発表した。防御

プログラムに名を

借りて化学兵器開

発を行っている可

能性もある。 

2004 年の報道で、

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

当局者が発表して

いる。 

イランには多数の

民生用農薬、化学工

場が点在、その一部

で化学兵器が製造

の可能性がある。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

ている可能性大。 

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 

 

 

 

 

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

究するとしている。 

化学兵器の脅威に

対処するためとし

て作業部会を設置

している。 

イラン・イラク戦争

でイラクに化学兵

器を使用され、その

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

察を実施した。 

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。 

2004 年の調査によ

ると、民間に生物工

学部門を持ち、一応

のインフラがあり、

少数の生物病原体

を取扱うことが出

来る。しかし生物兵

器プログラムが存

在する証拠はほと

んどない。 

正確な保有状況は

不明。1995 年時点

で生物剤を生産、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。 

プロジェ

クト 

内容 

 

 

2004 年に生物兵器

攻撃から民間人を

防護するための医

薬品開発に乗り出

すと発表した。防御

プログラムに名を

借りて生物兵器開

発を行っている可

能性もある。 

研究開発に必要な

能力と資源はある

が、生物兵器プログ

ラムが存在する証

拠はほとんどない。

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、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。年

間約１トンを生産

する能力を有する

と す い て い さ れ

る。 

開発意図 

 

 

 

 

2002 年にあらゆる

生物兵器からの攻

撃に備えつつある

と発表、生物兵器の

使用を早期に探知

し、汚染された人々

の解毒と汚染エリ

アの中和に関する

研究を行なうとし

ている。 

生物兵器の開発に

関する情報はほと

んどない。 

核・化学兵器同様、

イラク及びイスラ

エルに対する抑止

力として開発した

ものと考えられる。 

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。2005 年現在で

Prithvi が戦略軍

に３個連隊 45 基、

Agni が戦略軍に２

個群 24 基配備され

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。

2005 年現在 Hatf１

が 95 基、Hatf３が

50 基、Hatf４が６

基、Hatf５が 15 基

陸軍戦略部隊に配

備されている。 

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、生物・

化学弾頭を含め国

産量産体制を整え

ている。2005 年現

在 Shahab１/２旅

団×１及び Shahab

３大隊×１が実戦

配備についている。 

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。 

プロジェ

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。2005 年には核

弾頭も搭載可能な

短射程 Prithvi の

試験を行なった。報

道によると、射程が

9,000 ～ 12,000km

で多弾頭を搭載可

能なミサイルの試

験準備が、2008 年

までに完了すると

いう。 

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。2005 年には射

程が 310 マイルで

核弾頭も搭載可能

なミサイルのテス

トをおこなった。 

より射程の長いシ

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

いる模様で、2005

年には射程 2,000 

km の固形燃料を使

用する新型ミサイ

ルがテストされた

との報道があった。 

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。 
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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 

 

 

 

 

「 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

道ミサイルは対パ

キスタン用、中距離

弾道ミサイルは対

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

の確保という核戦

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

前政権及びイスラ

エル並びに中東・中

央アジアに展開す

る米軍に対する抑

止力を目的に、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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