
日機連２０事業環境－１ 
 
 
 
 
 

平成２０年度 

機械産業の国際競争力強化に資する安全保障 

貿易管理制度の調査研究報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２１年３月 

 
 
 
 

社団法人 日 本 機 械 工 業 連 合 会 

財団法人 安全保障貿易情報センター 
 
 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
http://ringring-keirin.jp/ 

  



 

 

 
序 

 

 我が国の機械工業を取り巻く事業環境は、グローバル経済の進展の中で、資

源・エネルギー問題、環境問題、等も含め、世界規模で取り組まなければなら

ない数多くの深刻な問題を抱えております。  

また、BRICs をはじめとした新興工業国は、生産技術力を著しく向上させて

おり、先進国間の差別化・高付加価値化等の技術競争も厳しさを増し、技術競

争力で優位にあるとされた我が国機械産業の相対的な地盤低下が懸念される

ようになってきております。  

さらに情報通信・輸送手段の発達がそうした競争を一層激化させ、世界中で

生き残りをかけた企業競争が展開される状況下にあります。  

世界 市 場 での 競 争 力強 化 に 有効 な 対 策や 、 将 来性 の あ る新 興 国 市場

への進出 に向けた 対応等も 求められ る一方 、そうした技術競争の中にも、

国際的な社会責任を果たすために守らなければならない安 全 保 障 管 理 制 度

や貿 易 制 度調 和 が あり 、 今 後よ り 緊 密に 各 国 間の 協 調 をは か る 必要が

でてきて おります 。  

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の事業環境に係わる調査のテーマの

一つとして財団法人安全保障貿易情報センターに「機械産業の国際競争力強化

に資する安全保障貿易管理制度の調査研究報告書」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２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 

 

   



 

 

はしがき 

 

 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。最近では北朝鮮、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。  

 世界各国においても安全保障輸出管理の法制度化が進んでおり、最新の法制

度状況を把握することは国際的な制度の調和と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

の国際競争力強化に資する安全保障貿易管理制度の調査研究」事業として、米

国の機微技術規制に関する調査研究を行いました。本報告書が、わが国企業に

よる的確な自主輸出管理並びに機械産業関連企業の国際化の一助として活用

願えれば幸甚であります。  

 最後に、当財団法人安全保障貿易情報センターに対して、本調査、研究の機

会を提供して頂きました社団法人日本機械工業連合会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 21 年３月  

財団法人  安全保障貿易情報センター  

理  事  長   黒 田   眞   
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総論 
 
1．調査目的 

 
海外に広く事業展開する我が国機械産業が国際競争力を発揮するためには、安全保障貿

易管理において、我が国と諸外国、特に米国の制度と十分な整合性をとることが重要であ

る。一方、米国では近年、一部技術の輸出規制が古い規制根拠に基づいているため、新た

な視点での規制リストの見直しが必要との声が強まっている。このため、米国商務省産業・

安全保障局（BIS）は 2008 年５月に、政府諮問機関である Technical Advisory Committee 
(TAC)で先端技術・研究諮問委員会（ETRAC：Emerging Technology and Research 
Advisory Committee）を設立し、規制リストのゼロベースでの見直し作業に着手した。こ

うした米国の抜本的な規制見直し、特に従来未規制だった先端技術に対して課せられると

みられる新たな規制は、我が国企業の輸出管理にも大きな影響を与えることになる。 
 
本調査では、こうした状況に鑑み、米国の規制見直しの背景にある中国の国先端技術開

発計画などの情報を整理すると共に、軍事転用の恐れがある先端技術あるいは先端技術を

活用した武器装備品等をリストアップし、ETRAC などの活動状況を踏まえながら米国が

どのような先端技術の規制を強化しようとしているのかを把握することを目的としている。 
 
2．調査内容 

 
 本調査では、まず、米国における輸出規制違反摘発状況を整理して、米国で問題となっ

ている輸出規制違反の対象品目・技術や手口などの特徴や傾向をまとめた。次に中国の先

端技術開発計画などを踏まえながら米国が重視する対中国輸出管理政策を整理する一方、

米国企業の輸出管理の取組み事例や米国産業界の規制緩和要求を紹介した。そして、規制

見直しを加速させることになった米会計検査院（GAO）の報告書などを基に米国の規制リ

ストの問題点を明らかにし、 近の先端機微技術の規制見直し動向を踏まえながら、米国

が規制を強化する可能性のある先端機微技術にどのようなものがあるかをまとめた。なお、

調査に当たっては、以下の項目について情報収集・分析を行った。 
 
（１）米国の輸出規制と違反摘発状況 
（２）米国の対中国輸出管理政策 
（３）米国企業の機微技術輸出規制への対応 
（４）規制リスト（MCTL）の問題点－米会計検査院（GAO）の指摘 
（５）米国における先端機微技術に対する規制見直し動向 
（６）米国等が注力するネットワーク時代の機微技術－C4ISR 技術 

 （７）米国が注目する先端機微技術 
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3．調査の結果と得られた結論 

 
 米国は先端兵器を開発するため、ナノテクノロジーをはじめとする先端・収斂技術の研

究を進めている。これらの技術は研究開発段階であり、軍事用途への利用も未知数である

ことから、未規制のものも少なくないが、今後は新たな規制品目・技術に追加されるもの

も出てくると予想される。しかし、先端・収斂技術（特にナノテクノロジー、バイオテク

ノロジー、情報技術など）の多くは、世界中の数多くの大学や研究機関により民生分野へ

の応用を目的として開発されてきた経緯があることから、効率良く輸出規制を行うことは

非常に難しいと考えられる。外国の大学に協力する形で（それが悪意のない民生用途であ

ったとしても）米国が開発した技術へのアクセスを認めることで生じる潜在的な国家安全

保障の問題は規模が大きくまた広範囲に及ぶものである。ETRAC をはじめとする米国政

府機関は、明確なデュアルユースまたは単に軍事用途のみを持つ技術だけに制限すると考

えられるが、そのような強制や規制の実態はまだ完全に評価されていない。しかし、本報

告書で取り上げた未規制の先端技術の一部が少なくとも近い将来に規制対象となることは

確実であると考えられる。日本企業は、こうした点を踏まえ、米国の 新の規制動向に注

意を払っていくことが必要であると思われる。 
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各論 
 
１．米国の輸出規制と違反摘発状況 
 
米国では、複数の省庁が独立あるいは連携して輸出管理を行っている。米国の規制で国

際レジームが も顕著に現れている規制は、米国商務省産業安全保障局（BIS）による EAR
の規制品目リスト(CCL)と米国国務省による ITAR の米国軍事品目リスト(USML)である。

EAR は、デュアルユース技術の提供を規制しており、EAR の規制対象の品目はソフトウ

ェア・技術を特定した規制品目リスト（CCL；Commerce Control List）に掲載されてい

る。ITAR は、軍事品目及びサービスに関連する技術資料の開示を規制しており、ITAR で

規制されている品目・ソフトウェア・技術は、米国軍事品目リスト（USML: U.S. Munitions 
List）に掲載されている。 
 
1.1 2008 年に報道された米輸出規制違反事例の概要1 

 
 2008 年１月から 2009 年 12 月にかけて報道された主な米輸出規制違反事例は、〔図表 1〕
に示す通りで、中国およびイラン向け輸出にからむ違反事例が多い。中国向けは、コンピ

ュータ用等の半導体や赤外線撮像装置、加速度計、炭素繊維といった汎用品の輸出違反事

例が多いのが特徴である。一方、イラン向けは、老朽化した F14 戦闘機用の部品や暗視装

置等の武器・装備品関連の違法輸出が多いのが特徴となっている。中国やイラン以外では、

ロシアをはじめ、ウクライナ、ベラルーシなどの旧ソ連諸国、インド、パキスタン、シリ

ア、北朝鮮、タイやベトナムおよびインドネシアなどの東南アジア諸国、メキシコ、ブラ

ジルなどの中南米諸国向けの違法輸出が摘発されている。 
 
 違法輸出あるいは違法輸出違反を犯す企業あるいは違反者の多くは、輸出先の国と密接

な関係を有するケースが目立っている。例えば、中国への違法輸出事件に関与する企業・

個人の多くは、中国系企業や中国系米国人であり、イランへの違法輸出事件に関与する企

業・個人の多くは、イラン系企業やイラン系米国人系企業である。 
 
 また、違法輸出行為の内容は、輸出許可を取得せずに輸出する無許可輸出、輸出文書偽

造による違法輸出、外国籍の従業員に規制対象技術を開示するみなし輸出、第三国を経由

して規制対象国に輸出する迂回輸出などがあるが、報道されている事件は無許可輸出、輸

出文書偽造、みなし輸出が相対的に多いようである。 
 

                                                  
1 CISTEC が収集した報道情報に基づいて作成した。確認できなかった事件は取り上げていない点に注意。 
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〔図表 1〕2008 年に報道された米輸出規制違反事例の概要 

中 イ 露 印 パ シ 北 他
2008年1月 ○ ○ コンピュータチップ みなし輸出 米LAM Research社

2008年1月 ○ 送信ノイズ低減装置 無許可輸出 中国人

2008年1月 ○ F14戦闘機用の部品 違法輸出 イラン系米国人

2008年2月 ○
スペースシャトル、C-17軍用輸送機、
デルタⅣロケット

産業スパイ 中国系米国人

2008年3月 ○ 軍用及び民生用航空機部品 違法輸出 シンガポール企業

2008年3月 ○ ミサイル技術等 無許可輸出
米Cirrus Electronics
社社長

2008年4月 ○ ○
無人航空機用のプラズマアクチュエー
ター

みなし輸出
米AGT社、
米テネシー大教授

2008年4月 ○ 赤外線撮像装置 違法輸出未遂 中国系米国人

2008年4月 ○ ○ 航空機ナビゲーションソフト 違法輸出
米Northrop Grumman
社

2008年4月 ○ 極低温用水中ポンプ 違法輸出未遂 仏Cryostar SAS社

2008年4月 ○ 暗視装置 違法輸出未遂 イラン人女性

2008年7月 ○ F14戦闘機、戦闘ヘリ（AH-1,CH-53） 違法輸出未遂
米Kesh Air
International社
（イラン系）

2008年7月 ○ F-5戦闘機部品 違法輸出
米Air Shunt
Instruments社

2008年7月 ○ ジャイロスコープ 違法輸出
米Air Shunt
Instruments社

2008年8月 ○ コンピュータチップ 違法輸出 台湾・榮師電機

2008年8月 ○ ○ 工作機械 みなし輸出
米Ingersoll Machine
Tools社

2008年8月 ○ ○ ○ 水中ナビゲーション装置
無許可輸出、
再輸出

デンマーク・RAS社

2008年9月 ○ 加速度センサー 違法輸出未遂 在米中国人

2008年9月 ○ ロケット打上げ技術 違法輸出
米AMAC
International

2008年9月 ○ コンピュータチップ 違法輸出
英、独、UAE、マレー
シア、シンガポール
企業など

2008年9月 ○ 加速度計 違法輸出未遂 イラン空軍士官

2008年10月 ○ 炭素繊維 違法輸出
シンガポール人、
米国人

2008年10月 ○ ○ ○ WMD開発関連装置 輸出（制裁対象） 中露企業

2008年10月 ○ A/D変換装置 違法輸出
米America Ⅱ
Electronics社

2008年11月 ○ ○ ○ ○ 集積回路、同関連部品 みなし輸出
米Maxim Integrated
Products 社

2008年11月 ○ ○ ○ ○ レーザー設備 違法輸出
米Marysol
Technologies社

2008年11月 ○
燃料電池技術、遠心分離技術、
コンピュータ機器及び関連資材

迂回輸出 イラン系米国人

2008年12月 ○ 不明 違法輸出
米Chitron Electronics
社（中国系）

2008年12月 ○ 赤外線撮像装置 違法輸出 中国系米国人

2008年12月 ○ ○ ○ トリエタノールアミンを含む切削油 無許可輸出 米Buehler社

2008年12月 ○ プリンター 違法輸出 不明

2008年12月 ○ ○ ○ ソフトウェア
迂回輸出、
違法輸出

米COADE社

2008年12月 ○ 核兵器関連情報 みなし輸出 米国人

2008年12月 ○ 暗視装置 違法輸出未遂 米企業

2009年1月 ○ 半導体チップ 違法輸出
米Cheerway社
（中国系）

2009年1月 ○ F14戦闘機など軍用機部品 違法輸出
米Kesh Air
International社

凡例）中：中国、イ：イラン、露：ロシア、印：インド、パ：パキスタン、シ：シリア、北：北朝鮮

違反者
輸出先

報道年月 品目 違反内容
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1.2 中国向けの違法輸出摘発状況 

 
 米国が2008年１月から2009年１月にかけて摘発した主な中国向け違法輸出摘発事件は

〔図表 2〕に示す通りである。摘発された規制品目・技術は、送信ノイズ低減装置、スペ

ースシャトルや C-17 貨物機及びデルタⅣロケットに関わるボーイング社の機密技術、無

人航空機（UAV）関連技術、集積回路などの半導体、ロケット打上げ技術、炭素繊維、レ

ーザー設備、赤外線撮像装置など、デュアルユース品目・技術が多い。一方、容疑者の多

くは中国系米国人あるいは中国系米企業であるが、台湾企業が台湾経由で米国に違法輸出

するケースもみられる。 
 

〔図表 2〕米国における対中違法輸出摘発状況（2008 年１月～2009 年 1 月） 

報道年月 
（報道機関/媒体） 

報道された違反内容 

2008/01/28 
(Saipan Tribune) 

【中国人が送信ノイズ低減装置を無許可輸出】 
米国移民執行関税局捜査官は、北マリアナ諸島で 2 人の中国国籍者

Zhengxing と Su Yang を軍事物資である送信ノイズ低減装置を許可無し

に中国へ輸出していたとして逮捕した。 
2008/02/11 
(BBC、AP 通信) 

【中国系米国人が軍事機密情報を漏洩】 
米国市民権を持つ Dongfan Greg Chung（72 歳）は、スペースシャトル、

C-17 貨物機およびデルタⅣロケットに関わるボーイング社の企業秘密を

中国へ流出したとして逮捕された。1979 年に中国政府から指示を受けて

いたという。 
2008/04～2008/08 
(AP 通信など各紙) 

【米大学教授が UAV 関連機密情報をみなし輸出】 
テネシー大学の J・R・Roth 教授と AGT 社が、テネシー大学の中国人や

イラン人など外国籍の学生に無人航空機（UAV）関連の機密情報を違法に

開示した。 
2008/08/22 
(BIS) 

【台湾企業がコンピュータチップを違法輸出】 
台湾の榮師電機（Johnson Trading & Engineering）がコンピュータチッ

プを無許可で米国から台湾・香港経由で中国に違法輸出。 
2008/09/26 
(bizchina) 

【中国系米国人がロケット打上げ技術を違法輸出】 
AMAC International 社（バージニア州）の Shu Quan-Sheng 社長は、

ロケット打ち上げの技術データ等を中国へ違法輸出した容疑で逮捕され

た。 
2008/10/28 
(RTT News) 

【シンガポール人ら 3 人が中国へ炭素繊維を違法輸出】 
シンガポール人（2 人）とニューヨーク在住の米国人が炭素繊維を違法に

中国に輸出したとして告発された。これら３人は共謀して、中国政府が人

工衛星を製造する際に使用する炭素繊維を航天技術研究院に違法輸出し

たという。 
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2008/11/04 
(BIS) 

【米半導体企業が集積回路等を中国に不正輸出・再輸出】 
 米 Maxim Integrated Products 社が、集積回路やその関連部品（NS 規

制品目）をイラン国籍保有者や中国国籍保有者などに規制対象技術を開示

した罪（みなし輸出規制違反）で容疑を認め民事罰金を支払うことに同意

した。 
2008/11/04 
(BIS) 

【米 Marysol Technologies 社がレーザー設備を違法輸出】 
米 Marysol Technologies 社（フロリダ州）が、中国、インド、ベラルー

シ、ロシアへレーザー設備を無許可で輸出したことを認めて罰金の支払い

に合意 
2008/11/17 
(AL-Jazeera) 

【中国系米企業社長、宇宙ロケット技術を中国に違法輸出】 
 米国の AMAC International 社の Quan-Sheng Shu 社長（68 歳）は、

2003 年から 2007 年 10 月にかけて中国の極低温燃料システムの設計開発

を支援すると共に、液体水素タンクやポンプ、バルブ、フィルター等の設

計・製造に関する技術情報も中国に提供したことを認めた。 
2008/12/09 
(AP 通信) 

【中国系米企業従業員、中国への違法輸出で逮捕される】 
中国系米企業 Chitron Electronics Inc.（マサチューセッツ州）の従業員

が、2005 年初めに香港のフロントカンパニーを通じて中国に輸出規制品

目を輸出する際、輸出関連文書を偽造したとして逮捕された。なお、輸出

品目の詳細は不明である。 
2008/12/30 
(AP 通信) 

【米、赤外線撮像装置を中国に違法輸出した男２人を逮捕】 
赤外線撮像装置 10 台を米国から中国・上海に違法輸出したとして２人の

男が 12 月 30 日に米国で逮捕された。 
2009/01/12 
(Fudzilla) 

【中国系米企業社長、半導体チップの違法輸出で告発される】 
中国系米企業社長が１月 12 日、 新の通信・レーダー装置に使用される

可能性のある半導体チップを中国に違法輸出した罪で告発された。 
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1.3 イラン向けの違法輸出摘発状況 

 
米国が2008年１月から2009年１月にかけて摘発した主なイラン向け違法輸出摘発事件

は〔図表 3〕に示す通りである。摘発された規制品目・技術は、F14 戦闘機用部品、民生

用航空機用部品、極低温用水中ポンプ、暗視装置、無人航空機（UAV）関連技術、ミサイ

ル関連技術、集積回路、燃料電池技術、遠心分離機、コンピュータ機器、ソフトウェア、

化学剤などとなっている。イラン向け違法輸出は、中国向け違法輸出と異なり、武器及び

武器装備品関連の品目・技術が多いのが特徴である。これは、米国とイランの関係が悪化

する前に米国からイランに輸出された F14 戦闘機等の兵器が老朽化し、イランがこれらを

補修するための部品等を必要としていることが背景にあると考えられる。 
 

〔図表 3〕米国における対イラン違法輸出摘発状況（2008 年１月～2009 年 1 月） 

報道年月 
（報道機関/媒体） 

報道された違反内容 

2008/01/28 
(Washington 
Post) 

【イラン系米国人、F14 戦闘機用部品の密輸未遂】 
元フライト・インストラクターのイラン系米国人（51 歳）がイランに

F14 戦闘機用部品を密輸しようとして摘発された。密輸を企てた部品

は 13,000 点におよび 54 万ドルに相当するとされている。 
2008/03/31 
(UPI 通信) 

【米国人経営のシンガポール企業、軍民航空機部品を違法輸出】 
シンガポールで会社を経営する米国人の Woodford 夫妻が軍事及び民

生用航空機の部品をイランに違法輸出した罪で告発された。 
2008/04/10 
(BIS) 

【仏企業、極低温用水中ポンプを違法再輸出】 
仏 Cryostar SAS 社が、極低温用水中ポンプをイランに違法再輸出し

たこと、及び違法輸出を企てていたことを認めた。 
2008/04/25  
(Sun Sentinel) 

【イラン人女性が暗視装置を違法輸出未遂】 
米国で起訴されていたイラン人女性（S・M・Gholikhan〔30 歳〕）が

イランに暗視装置を違法輸出しようとした罪を認めた。 
2008/07/30 
(AND Kronos 
International) 

【イラン系武器ディーラー、F14 等を違法輸出未遂】 
米 Kesh Air International 社のイラン系社長とその共謀者が、イラン

に F-14 戦闘機や AH-1、CH-53 戦闘ヘリを違法輸出しようとした罪で

告発されている。 
2008/04～2008/08 
(AP 通信など各紙) 

【米大学教授が UAV 関連機密情報をみなし輸出】 
テネシー大学の J・R・Roth 教授と AGT 社が、テネシー大学の中国

人やイラン人など外国籍の学生に無人航空機（UAV）関連の機密情報

を違法に開示した。 
2008/09/23 
(AP オンライン) 

【イラン空軍士官による違法輸出未遂事件、タイは米の控訴を却下】

米国は、イラン空軍士官 Jamshid Ghassemi (57)が、2006 年 10 月に

米国カリフォルニア州サンディエゴでミサイルの誘導装置に転用可能

な 12 の加速度計の購入を試み、無許可でイランへ輸出しようとしたと
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して控訴していた。しかし、同容疑者を拘留していたタイ側は、米国

側の域外規制の要望を認めず、同容疑者の釈放を行っている。 
2008/10/24 
(ロイター通信) 

【米国、イラン等にミサイル技術等を売却した中・露企業を制裁】 
米国務省が中国、ロシアなどの計 13 の企業・団体と米政府機関との取

引を禁止したと伝えた。制裁の対象となったのはロシアの国営武器輸

出公社「ロスオボロンエクスポルト」などで、これらの企業・団体は、

ミサイル開発あるいは大量破壊兵器（WMD）開発を支援する可能性

のある装置をイラン、シリアおよび北朝鮮に売却したという。 
2008/11/04 
(BIS) 

【米半導体企業が集積回路等を中国やイランに不正輸出・再輸出】 
 米 Maxim Integrated Products 社が、集積回路やその関連部品（NS
規制品目）をイラン国籍保有者や中国国籍保有者などに規制対象技術

を開示した罪（みなし輸出規制違反）で容疑を認め民事罰金を支払う

ことに同意した。 
2008/11/18 
(AFP 通信) 

【米政府、イランへの違法輸出容疑でイラン系移民を逮捕】 
 米国政府は、燃料電池技術、遠心分離機、コンピュータ機器及びその

他の関連資材をイランへ販売し、禁止されているイランとの貿易取引

を違法に行ったとして、イラン系移民 2 名を告発した。両容疑者は

UAE 経由でイランに迂回輸出していたという。 
2008/12/29 
(Boston Globe) 

【米 HP 製プリンター、第三者を介してイランに輸出される】 
イランのプリンター市場で、米ヒューレット・パッカードの製品が

41％のシェアを占めトップになっているという。米国からイランへの

輸出は禁じられているが、第三者を介してイランに輸出されていると

見られている。 
2008/12/31 
(BIS) 

【米コーエイド社、ソフトウェアをイラン等に違法輸出】 
米コーエイド社（COADE Inc.）がイラン及び Entity List に掲載され

ている企業にソフトウェアを違法輸出したことを認め、民事罰金 13
万ドルを支払うことに同意した。同社は、規制対象ソフトウェアをア

ラブ首長国連邦経由でイランに輸出したほか、BIS の Entity List に掲

載されている印企業とパキスタン企業に違法輸出したという。 
2008/12/31 
(BIS) 

【米科学機器製造会社、輸出管理規則違反で罰金 20 万ドル】 
米国の Buehler Limited 社に対し、EAR の許可申請義務を怠ったとし

て、罰金 200,000 ドルが課せられた。違法輸出したのは、トリエタノ

ールアミン（TEA）を含む切削油（潤滑油）“Coolmet”で、2001 年

11 月から 2006 年 7 月の間に中国・香港・タイ・インド・ブラジル・

イスラエルへ、許可申請を行わずに違法輸出したという。 
2009/01/26 
(ロイター通信) 

【イラン系米国人、F-14 等の部品をイランへ違法輸出】 
イラン系米企業社長が、F-14 戦闘機や他の軍用機の部品をイランへ違

法輸出したことを認めた。 
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1.4 インガソル・マシン・ツール（IMT）社による“みなし輸出規制”違反事件 

 
 本事件は、米国準大手の工作機械メーカーである IMT 社が 2003 年 11 月から 2007 年 1
月にかけて、ファイバー・プレースメント・マシンの生産・開発技術、5 軸フライス盤の

生産技術を同社のインド籍エンジニア及びイタリア籍エンジニアに漏洩するなど、計 8 件

のみなし輸出規制違反を犯したというものである。同社のファイバー・プレースメント・

マシン〔図表 4〕及び 5 軸フライス盤〔図表 5〕は軍用機やミサイル等の製造に用いられ

る機械として輸出が規制されており、同社は 2008 年 8 月、12 万 6,000 ドルの民事罰金を

支払うことに同意した。 
 
 この IMT 社のみなし輸出規制違反事件で注目すべき点は、同社が 2003 年にイタリア企

業に買収された直後から米国内の施設で同社台湾籍マネージャーが機微技術に関する情報

を違法に漏洩したという点である。イタリア籍エンジニアに漏洩した情報は中国に流出し

たとされている。同社は、適切な法令遵守計画を有し、問題となった技術が厳しく規制さ

れていることも熟知しており、イタリア企業に買収される前までは、輸出管理関連フォー

ラムにも積極的に参加するなど厳格に輸出管理を行っていたとされている。外国企業に買

収された途端に企業が違反に手を染めた今回の事件は、外国企業による企業買収が安全保

障上大きなリスクを伴うことを示す格好になった。 
 
〔図表 4〕インガソル・マシン・ツール社のファイバー・プレースメント・マシン 

  
（出所）インガソル・マシン・ツール社ホームページ 
 

〔図表 5〕インガソル・マシン・ツール社の５軸横型フライス盤 

   
（出所）インガソル・マシン・ツール社ホームページ 
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インガソル・グループ企業、経営難で 2002～2003 年に中・伊企業に分割買収される 

 
IMT 社は 120 年以上の歴史を有する老舗の工作機械メーカーで、大型工作機械等を得意

としている。当初は、オハイオ州の中小企業に過ぎなかったが、GE、GM あるいはボーイ

ングといった大企業に工作機械を供給して 1970 年代には全米 250 社中 15 位の準大手企

業にまで成長し、特殊工作機械の分野では世界有数の企業となった。その後、企業買収な

ども経て、航空機やロケット等の製造に用いる各種工作機械等2を製造する IMT 社、エン

ジンの構成部品の１つであるクランクシャフトの加工に用いる各種工作機械3を製造する

インガソル・プロダクション・システム社、トランスファーマシン4を製造するインガソル

CM システム社で構成されるインガソル・グループを形成、インガソル・インターナショ

ナル社が同グループを率いてきた。しかし、同グループは 2000 年に入って経営が行き詰

まり、2002 年にインガソル・プロダクション・システム社を中国の大手工作機械メーカー

である大連機床集団に売却、それでも同グループの経営は改善せず、2003 年に 4,200 万ド

ル（約 42 億円）の負債を抱えて経営破綻した。これにより、IMT 社はイタリアの Comozzi
社に買収され、インガソル・CM システム社は中国の大連機床集団に買収された。そして、

前述のように伊 Comozzi に買収された IMT 社がみなし輸出規制違反を犯したのである。

なお、中国及びイタリア企業によるインガソル・グループ企業の買収と今回のみなし輸出

規制違反の概要をまとめると〔図表 6〕のようになる。 
 
〔図表 6〕中・伊企業によるインガソル・グループ企業の買収とみなし輸出規制違反 

 

                                                  
2 NC ボール盤、ファイバー・プレースメント・マシン、大型３軸マシニングセンタ、大型５軸フライス

盤、高速プロファイラーなど 
3 NC ボール盤、NC 旋盤、ターンブローチングマシン、２ヘッド・フライス盤など 
4素材から製品までの機械加工を自動的に行なう自動工作装置。素材を加工する順序に配置された自動工

作機械群，素材の取付け･取りはずし装置，素材の運搬と位置決め装置，加工品の寸法精度の測定装置，

工具交換装置から構成されている 

インガソル・インターナショナル（インガソル・グループ） 

インガソル・プロダクション 

・システム 

インガソル・CM・システム 

インガソル・マシン・ツール 

大連機床集団 
（中国） 

伊 Comozzi

2002 年買収

2003 年買収

2003 年買収

みなし 
輸出規制 
違反 

台湾人 
マネージャー

イタリア籍エンジニア

インド籍エンジニア 

情報

 
漏洩

情報 
漏洩 

中国
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1.5 米 AGT 社とテネシー大学教授による UAV 関連機密情報みなし輸出事件 

 
 本事件は、テネシー大学の J. Reece Roth 教授と Atmospheric Glow Technologies（AGT
社）が、テネシー大学の中国人やイラン人など外国籍の学生に無人航空機（UAV）関連の

機密情報を違法に開示したというもので、事件の概要は〔図表 7〕に示す通りである。 
 

〔図表 7〕米 AGT 社とテネシー大学教授による UAV 関連機密情報漏洩事件の概要 

 

 
 本事件で問題となった技術は、AGT 社がライト・パターソン空軍基地の米空軍研究所

（AFRL）の軍事品局との間で研究契約を結んでいた UAV 用プラズマアクチュエータに関

するものである。この研究で用いられるグロー放電パネル（OAUGDP）というプラズマ

技術は、テネシー大学で開発され、テネシー大学研究財団が特許を有していたが、同財団

は 2000 年に OAUGDP の使用、開発、マーケティングに関する専用実施権（exclusive 
license）を AGT 社に供与していた。その AGT 社の幹部が J・Reece Roth 教授の教え子

だった Daniel Max Sherman 被告だった。AGT 社は、この研究に関してテネシー大学の

J・Reece Roth 教授と共同研究の契約を結んだが、Sherman 被告と Roth 教授は契約の間

に大学院生助手に研究を手伝わせることで意見が一致し、2004 年から 2006 年にかけて同

J. Reece Roth 

教授 

テネシー大学 

Atmospheric Glow Technologies

（AGT）社 

Daniel Max 

Sherman 元社員 

Xin Dai（中国人大学院生研究助手） 

イラン人など・・・・・・・ 

元教え子 

米空軍研究所(AFRL)・軍事品局（Munitions Directorate）

UAV 用 
プラズマアクチュエータ 

の研究 

契約 

（出所）報道記事等を基に CISTEC 作成 

契約 

研究報告書へのアクセス 

を無許可で認める 
アクセス 



 12

教授の下で研究活動を行っていた中国人やイラン人など外国籍の学生に米国政府の許可を

得ないまま、この研究に関する報告書へのアクセスを認めたとされている。その大学院生

助手の一人が Xin Dai という中国人である。 
 

Sherman 被告は 2008 年 4 月 15 日に、ノックスビル連邦地裁において武器輸出管理法

（AECA）違反の罪を認め、同年 5 月 20 日には AGT 社とテネシー大学の元教授 J・R・

Roth が無人機（UAV）に関する軍事機密データを無許可で中国人らに開示した罪で起訴

された。2008 年８月、AGT 社は罪を認めたが、R・Roth 教授は容疑を否認した。Roth
教授は 1989 年ごろからテネシー大学職員の立場で中国に複数回渡航し、中国電子科技大

学（UESTC）、復旦大学、精華大学をはじめとする中国国営の学術組織や大学でプラズマ

分野の科学技術の講義を行っていたとされ、1992 年に UESTC から、2006 年には精華大

学から名誉教授の称号を与えられているという。そして 2006 年に講演で中国を訪れた際

に、中国への持ち出しが禁止されている研究成果などの機密情報をノートパソコンに入れ

て持ち込み、中国の大学教授のネットワーク経由でこれら機密情報を E-mail で送付した

容疑でも告訴され、公判中の身となっている。 
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２．米国の対中国輸出管理政策 
 
中国の 2008 年度の国防予算は 20 年連続で２桁増となる前年度比 19.1％増の 4,178 億

元（約５兆 6,400 億円）と伸びており、中国が軍事力の増強と近代化を進めていることは

明白であるが、その具体的な内容は不透明である。米国は、中国の軍事大国化を重大な脅

威と位置づけており、中国の軍事力近代化につながる先端技術の対中輸出に神経を尖らせ

ている。米国の対中輸出管理政策は、こうした米国の中国に対する懸念、すなわち、1) 中
国の軍事力増大への懸念、2) 中国経由による懸念国への軍事技術拡散の懸念、3) 軍事増

強に資する恐れのあるデュアルユース品目・技術の対中輸出の増加に対する懸念等を反映

したものであり、米国の対中輸出管理政策を見極める上で、中国が開発を目指す先端技術

の概要を把握することは重要である。中国政府が公表している「先端技術産業発展のため

の第 11 次５カ年計画」には軍事転用可能なデュアルユース品目・技術が多数含まれてお

り、米国も注目していると考えられる。こうした点を踏まえ、ここでは中国の先端技術開

発計画の概要を紹介すると共に、米国の対中キャッチオール規制の概要について解説して

いく。 
 
2.1 中国の先端技術産業のための第 11 次５カ年計画の要点 

 
 中国の先端技術産業発展のための「第 11 次５カ年計画」は、中国国民経済と社会発展

の第 11 次５カ年計画綱要を貫き実行するための 2006 年から 2010 年における具体的な計

画である。国家中長期科学技術発展計画綱要を実施する行動計画であり、中国の先端技術

産業の迅速かつ健全な発展を推進する指導的文書でもある。 
 
本計画は、「発展目標」と「重点分野」、そして目標を実現化させるための「専門プロジ

ェクト」で構成される。重点分野として、「電子情報産業」、「バイオ産業」、「航空宇宙産業」、

「新素材産業」、「先端技術サービス」、「新エネルギー産業」、「海洋産業」、「先端技術を利

用した従来産業の改造とグレードアップ」の８分野が挙げられ、各分野について重点的に

取り組むべき項目が示されている。更にこれら重点分野の中から専門プロジェクトして、

「集積回路とソフトウェア産業専門プロジェクト」、「第三世代移動通信専門プロジェクト」、

「次世代インターネット専門プロジェクト」、「デジタル AV 産業専門プロジェクト」、「先

進的コンピュータ専門プロジェクト」、「バイオ医薬専門プロジェクト」、「民間航空機産業

専門プロジェクト」、「衛星産業専門プロジェクト」、「新材料産業専門プロジェクト」を立

ち上げ、各プロジェクトで達成すべき目標が示されている〔図表 8〕。 
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〔図表 8〕中国の先端技術産業のための第 11 次５カ年計画の構成 

 
 

 
①自主発展能力の向上、②産業構造の改革、③国際化の推進、④産業規模の拡大 

発展目標 

 

1) 電子情報産業 

 （集積回路、ソフトウェア、電子部品、通信、デジタル AV、コンピュータ、電子専用設備） 
 

2) バイオ産業 

 （バイオ医薬、バイオ農業、バイオエネルギー、バイオ製造） 
 

3) 航空宇宙産業 

 （民間航空機、航空産業総合力、衛星研究開発・製造、衛星応用産業） 
 

4) 新素材産業 

 （電子情報材料、航空宇宙材料、エネルギー材料） 
 

5) 先端技術サービス 

 （情報インフラの建設、電信サービス、E コマースと電子政府、デジタルコンテンツ、技術サービス） 
 

6) 新エネルギー産業 

 （再生可能エネルギー、原子力エネルギー、水素エネルギー） 
 

7) 海洋産業 

（海洋生物、深海資源産業、海水総合利用） 
 

8) 先端技術を利用した従来産業の改造とグレードアップ 

（先端技術農業、省エネルギー、環境保護産業、産業情報化、重大技術・設備、中心的技術） 
 

重点分野 

 
ⅰ) 集積回路とソフトウェア産業専門プロジェクト 

ⅱ) 第三世代移動通信専門プロジェクト 

ⅲ) 次世代インターネット専門プロジェクト 

ⅳ) デジタル AV 産業専門プロジェクト 

ⅴ) 先進的コンピュータ専門プロジェクト 

ⅵ) バイオ医薬専門プロジェクト 

ⅶ) 民間航空機産業専門プロジェクト 

ⅷ) 衛星産業専門プロジェクト 

ⅸ) 新材料産業専門プロジェクト 

専門プロジェクト



 15

2.1.1 発展目標 

 
中国は「第 11 次５カ年計画」期間中の先端技術産業の主要発展目標として、1) 自主発

展能力の向上、2) 産業構造改革、3) 国際化の推進、4) 産業規模の拡大を掲げている。 
 
【1】自主発展能力の向上 
先端技術産業の自主発展能力を高め続け、国家の競争力と安全に関するコア技術を掌握し、

国内先端技術企業の発明特許数を倍増し、自主的な発展による先端技術製造業の増加率は

50％以上に到達させ、先端技術製品輸出における独自の知的財産権と自主ブランドの割合

（輸出額）を 15％前後に高め、国家工程センター、国家工程実験室と企業技術センターを

建設、中心的技術や設備の研究開発能力を大きく高める。 
 

【2】産業構造の改革 
先端技術産業構造をさらに合理化し、電子情報産業、バイオ産業、航空宇宙産業などの重

点分野の技術レベルや製品グレードを大幅に向上させ、年間売上収入が 100 億円以上の大

型先端技術企業を育成し、優位性を持つ地域、主な中心都市で革新能力が高く、産業チェ

ーンが整った産業クラスターを形成する。 
 
【3】国際化の推進 
先端技術産業の国際化で新たな進展を実現し、2010 年の先端技術製品輸出の輸出総額に占

める割合を 8000 億 US ドルに到達させ、輸出が貿易に占める割合を 30％以上に引き上げ、

先端技術製品輸出の基幹企業を育成、国際市場でのシェアをさらに高め、外資利用の水準

を向上させ、大型先端技術企業のグローバル経営能力を増強する。 
 
【4】産業規模の拡大 
先端技術産業規模の拡大を維持し、2010 年の先端技術産業の増加額が GDP に占める割合

を 10％前後に引き上げ、先端技術製造業の売上収入は 9 兆元に、先端技術サービス業の売

上収入は 2.2 兆元に到達させる。 
 

2.1.2 重点分野 

 
先端技術産業のための第 11 次５カ年計画は、先端技術の基礎的な中核産業と戦略的新

興産業の発展に注力し、産業全体の技術水準を向上させ、経済成長を牽引する新たな技術

を育成するというものである。重点分野として、電子情報やバイオ、航空宇宙、新材料、

新エネルギー、海洋などの先端技術製造業と電信、ネットワーク、デジタルコンテンツな

どを代表とする先端技術サービス業が挙げられている。 
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2.1.2.1 電子情報産業 

 

本計画では、電子情報産業を国民経済の戦略的、基礎的、先導的な支柱産業と位置づけ

ている。世界的にデジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化の波が押し寄せる現

状を踏まえ、「電子情報産業の革新能力とコア競争力を強化し、集積回路、ソフトウェアな

どの基礎的コア産業の発展に注力、次世代ネットワーク、第三世代移動通信、デジタル電

子、高性能コンピュータ、ネットワーク設備などの新興産業グループを重点的に育成し、

電子情報産業の発展をスピードと規模の重視から革新と効率の重視へと転換させることを

推進する」としている。 

 

【集積回路産業の全面的グレードアップ】 

・ 対外開放と自主発展の両立を堅持し、集積回路産業発展政策の整備と実施を行い、産業

チェーンの整備に努める。 

・ 集積回路設計業を優先的に発展させ、重要なチップの自主開発能力を高め、システムオ

ンチップ（SOC）を重点的に研究製造する。 

・ ナノクラスの集積回路生産ライン建設を奨励し、半導体製造技術の水準向上に努力し、

集積回路のパッケージングとテストの能力を高める。 

・ 半導体専用設備、計器および材料の研究開発と産業化を進める。 

・ 「第 11 次５カ年計画」末には、比較的整った集積回路産業チェーンを基本的に形成し、

年間売上収入を 3000 億元以上にする。 

 

【ソフトウェア産業の大規模化】 

・ 情報化構築と伝統的産業の改造に対応し、基礎ソフトウェアを優先的に発展させ、大型

アプリケーションソフトを積極的に開発、ソフトウェア産業のプロジェクト化を進め、

ソフトウェア企業の技術水準と国際競争力を高め、ソフトウェアのアウトソーシングを

拡大する。ソフトウェア産業の公共技術サービスシステムの確立および整備を行い、自

主革新能力を大きく向上させる。 

・ OS やデータベースおよびツールソフトウェアを重点的に発展させ、セキュリティソフ

ト、ミドルウェア、コンポーネント、組み込みソフトなどの研究開発と応用を大きく支

援し、電力、金融、民間航空、税務、通信などの重点業界の大型アプリケーションソフ

トの開発能力とインテグレーションサービスの水準をより高める。 

・ ソフトウェア産業の構造をさらに合理化し、大型の基幹ソフトウェア企業や競争力のあ

る製品を育成、国際的に有名なソフトウェア企業との協力を拡大し、ソフトウェアの国

際アウトソーシング業務を積極的に行う。 

・ 2010 年のソフトウェア産業売上収入を 1 兆元に、ソフトウェア輸出額を 100 億 US ドル

以上にする。 
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【電子部品産業の調整と合理化】 

・ 重点的なブレイクスルーを実現し、基礎を強化し、電子部品産業を大きく発展させる。

液晶（TFT-LCD）、プラズマ（PDP）、デジタルライトプロセッシング（DLP）、および

反射型液晶（LCOS）などの新型ディスプレイを積極的に発展させ、コア技術の一部を

掌握し、ディスプレイ産業の新型ディスプレイ産業への戦略的移行を速める。 

・ 中心的技術におけるブレイクスルーを実現し、エコ技術を積極的に採用し、高感度、高

精度、高信頼性のセンサーや感知装置、環境保護型の電子部品を重点的に発展させる。

・ フレーム化、小型化、集積化、高性能化された各種新型部品を大きく発展させ、比較的

強い国内での組み合わせ能力を形成する。 

・ 「第 11 次５カ年計画」末には、電子部品産業の年間売上収入を 2.7 兆元に到達させ、

完成品生産のニーズを基本的に満たす。 

 

【通信製造業の強化】 

・ 技術融合の進化傾向を把握し、国際的な通信産業調整のチャンスをつかみ、基準制定を

強化し、グローバル企業を育成、世界一流の通信製品研究開発生産基地を建設する。 

・ 第三世代セルラーフォンやデジタルクラスター、モバイルブロードバンド接続製品を重

点的に発展させ、インテリジェント光ネットワーク、超長距離・超高速の光伝送、有線

ブロードバンド（xDSL）などの技術の研究開発および産業化を重点的に推進し、ハイ

エンドルータやネットワークスイッチなどの新しい産業成長ポイントを形成する。 

・ 「第 11 次５カ年計画」末には、通信製品製造業の年間売上収入を 1.5 兆元に到達させ

る。 

 

【デジタル AV 産業の重点的育成】 

・ 市場メカニズムの役割を充分に発揮し、デジタル化、ネットワーク化された娯楽製品を

全面的に発展させ、視聴覚産業のアナログ技術からデジタル技術への戦略的転換を推進

する。 

・ デジタルテレビ産業を重点的に発展させ、コア部品から完成品、ハードウェアからソフ

トウェア、システムから端末、製造から運営サービスにいたるデジタルテレビ産業シス

テムを構築する。 

・ デジタル AV 放送の発展を推進し、デジタルビデオのエンコーダやデコーダ、コンテン

ツ保護などの中心的技術においてブレイクスルーを実現する。 

・ 次世代高密度レーザーディスクなど新型の家庭用デジタル娯楽製品を迅速に開発する。

・ 「第 11 次５カ年計画」末には、視聴覚産業のアナログからデジタルへの転換を基本的

に完了し、業界全体の年間売上収入を 6500 億元に到達させる。 
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【コンピュータ産業の発展】 

・ コンピュータの開発設計能力をより高め、産業規模を拡大し、国際競争力を強め、産業

の組合せシステムを構築する。 

・ スーパーコンピュータの研究開発を積極的に行い、1 テラフロップスのスーパーコンピ

ュータの産業化を実現し、高性能パソコンとハイエンドサーバを大きく発展させる。 

・ コンピュータのバスコントローラ、ネットワークアダプタ、外部設備とモバイルコンピ

ュータ端末の研究開発および産業化を推進する。 

・ 大容量の磁気、光、半導体ストレージ設備と高速、ネットワーク化、高解析率、多機能

出入力設備を重点的に発展させる。 

・ 「第 11 次５カ年計画」末には、コンピュータ産業の年間売上収入を 2.9 万億元に到達

させ、世界のコンピュータ生産基地から研究開発・製造基地へと進展させる。 

 

【電子専用設備産業の発展】 

・ 国内市場に立脚し、国際協力を展開、導入・消化吸収・再革新を強化し、電子設備製造

をハイエンド、全体的方向へと発展させる。8 インチおよび 12 インチの集積回路チッ

プの製造、パッケージング、テスト設備の研究開発と産業化水準を重点的に向上させる。

・ TFT-LCD、PDP などの新型部品や表面加工の中心的生産設備の研究開発と産業化能力を

重点的に強化する。 

・ デジタルテレビ、第三世代通信製品などの専用テスト計器および電子製品の高精度モー

ルドの開発能力を高める。 

・ 「第 11 次５カ年計画」末には、一部の中心的設備の研究製造においてブレイクスルー

を実現、電子情報産業の自主発展を支援する能力をより向上させる。 

 
2.1.2.2 バイオ産業  

 
 本計画では、バイオ産業を未来の経済発展における新たな主導産業と位置づけ、「中国特

有の資源と技術の優位性を充分発揮し、バイオ医薬、バイオ農業、バイオエネルギーおよ

びバイオ製造の発展に注力し、特有の生物資源の保護と開発を行い、生物の安全を保障す

る」としている。 

 

【バイオ医薬産業の優先的発展】 

・ 中国人民の生命や健康を脅かす悪性腫瘍、心臓・脳血管疾病、エイズ、鳥インフルエン

ザなどの重大な疾病の予防および生物防御のニーズに対応し、バイオ技術の優位性を充

分発揮し、遺伝子薬、合成薬、バイオ医学エンジニアリング製品、現代漢方薬などを重

点的に開発する。 

・ 独自の知的財産権を持つ新型ワクチン、バイオ試薬、遺伝子操作薬を集中して開発し、

産業化の実現を加速する。一般的な病気や重大疾病に対して顕著な効果を持つ低分子薬
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を積極的に発展させ、キラル合成、ホルモン合成、抗生物質の半合成などの分野で新た

なブレイクスルーを実現する。 

・ バイオ医学材料、バイオ人工器官、臨床診断・治療設備などバイオ医学エンジニアリン

グ製品の大規模な発展を加速する。 

・ 技術水準が高く、漢方薬の特長と優位性を備えた新しい漢方薬の産業化を奨励する。 

・ 年間売上高が 10 億元を超える革新的薬品の種類と、売上規模が 100 億元を超える大型

企業グループを育成し、年間売上高が 500 億元を超えるバイオ医薬産業基地を建設す

る。 

 

【バイオ農業を大きく発展】 

・ バイオ農業技術の積極的な開発と普及を行い、バイオ農業製品の産業化を進め、高生産、

高効果、高品質の農業発展を促進する。 

・ バイオ技術を広く応用し、スーパーハイブリッド米、高品質かつ高生産の小麦、ハイブ

リッドとうもろこしおよび大豆、遺伝子組換え綿、畜水産などの飼育業、遺伝子工学に

よる環境や害虫に強い優れた木材の新品種を積極的に育成し、バイオ農薬、バイオ肥料、

動物の新型ワクチンの大規模生産を推進する。 

・ バイオ農業技術の革新能力を向上させ、バイオ生産基地を建設する。「第 11 次５カ年計

画」末には、バイオ農業の研究開発、産業化、普及応用システムを基本的に形成する。

 

【バイオエネルギーを積極的に発展】 

・ 非穀物系作物や植物、農林廃棄物を充分利用し、低コスト、大規模化、集約化されたバ

イオエネルギー技術を大々的に開発し、バイオエネルギー産業を積極的に育成する。成

長が速く、高生産性で油やでんぷんの含有量が高いエネルギー植物の新品種を選抜して

発展させ、育種の大規模化を実現する。 

・ サトウモロコシ、キャッサバなどの非穀物系作物を原料としたアルコール燃料のモデル

プロジェクトを重点的に建設し、木質繊維からアルコール燃料を生産する技術の研究開

発と産業化を加速する。ナンヨウアブラギリ、カイノキなどの油糧作物を原料とするバ

イオディーゼルオイルの大規模生産を積極的に推進する。 

・ わらや木くずなどの農林廃棄物のガス化、固体化による熱供給と発電、大型メタンガス

モデルを展開する。 

・ 年間生産量 10 万トンクラスの非穀物を原料とするアルコール燃料やバイオディーゼル

オイル、年間処理量 10 万トンクラス以上のバイオ発電モデルプロジェクトを建設する。

・ 我が国のバイオエネルギーの技術基礎と産業基礎を基本的に形成する。 
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【バイオ製造の発展を加速】 

・ 低コスト、大規模化を目標に、発酵工学、酵素工学、微生物応用を重点とし、バイオ製

造技術の積極的な普及と応用を行う。 

・ 経済価値を持ち、部分的に石油化学工業製品と代替できるバイオベース材料の産業化を

積極的に推進し、生分解可能なバイオ高分子材料、高性能の木質系複合材料などのバイ

オ新材料の発展を奨励する。 

・ リシン、グルタミン酸などのバイオベース化学品の生産技術水準を向上させ、微生物と

発酵製剤の伝統的工業における応用を加速する。 

・ 年間生産量 10 万トンクラスの乳酸ポリマー、20 万トンクラスの完全な生分解性材料の

生産モデルプロジェクトを建設、独自の知的財産権を持つバイオベース製品の工業化と

応用を積極的に拡大する。 

 
2.1.2.3 航空宇宙産業 

 
 本計画では、「航空宇宙産業の発展水準が国家の総合的な実力をはかる重要な指標」であ

るとし、「長期と短期の結合、軍と民の結合、自主開発と国際協力の結合という要求に基づ

き、航空機や衛星、重要部品の大規模発展を推進し、航空宇宙産業の市場開発、科学研究

生産、サービスシステムの構築を加速する」という目標が掲げられている。 

 

【民間航空機産業規模を拡大】 

・ 自主研究製造と国際協力の結合という原則を堅持し、民間航空機産業を積極的に発展さ

せる。新型の支線用ジェット旅客機 ARJ21 の研究製造を加速し、国産小型旅客機のシ

リーズ化と産業化を推進、汎用航空機、ヘリコプター、練習機、無人機、飛行船を全体

的に発展させ、国産の各シートタイプの小型旅客機および汎用航空機の大量生産を実

現、積極的に輸出拡大を行う。 

・ エアバス A320 シリーズ航空機の組立生産ラインの建設を加速し、大型航空機の研究製

造を起動、大型航空機の設計、製造、テスト、耐空性審査などの中心的技術の研究開発

において新たな進展を得る。 

 

【航空産業の総合能力向上】 

・ 民間航空機産業の自主発展能力と関連の基礎的能力の向上を目標に、航空エンジン産業

を大きく発展させ、航空電子システムや航空機搭載設備、部品の産業化と大規模化を積

極的に推進し、国際的な航空工業のアウトソーシング生産とリスク分担・投資協力を拡

大、航空機の修理改装業務の発展を奨励し、空中管制設備の産業化能力を高め、新世代

航空運輸サービス装備とシステムの研究開発および製造を積極的に展開する。 

・ 国際競争力を持ついくつかの部品の専門生産基地を形成し、我が国の航空産業の関連設

備システムを基本的に確立する。 
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【衛星研究開発・製造の水準向上】 

・ 応用を主導に、高信頼性、長寿命、高性能、大容量の衛星における研究開発能力を大き

く向上させる。新世代の放送および通信衛星の研究製造を加速する。 

・ 互換性のある衛星ナビゲーションシステムの中心的技術においてブレイクスルーを実

現し、ナビゲーション・GPS の応用衛星システムを発展させる。 

・ 気象、海洋、資源、災害防止および環境などのリモートセンシング衛星と低コスト、多

機能の小型衛星およびマイクロ衛星のシリーズ化生産を実現する。 

・ 衛星の荷重の研究を加速し、中心的部品の自主的な関連設備の開発能力を高め、衛星完

成品の輸出を大きく促進する。新世代の打ち上げロケットを研究製造する。 

 

【衛星応用産業の発展】 

・ 地上と空の全体的な計画を堅持し、人工衛星資源を充分利用し、地上の支援システム、

総合応用システムを統合、整備し、応用システムを総合的に利用、通信放送、ナビゲー

ション・GPS、リモートセンシングの三大衛星応用システムの構築と整備を行い、宇宙

産業のテスト・応用型から業務・サービス型への転換を積極的に推進する。 

・ リモートセンシング衛星技術を採用し、土地資源と鉱産物資源、農作物と森林被覆、バ

イオ資源などの観測や評価を強化、都市計画、災害、環境モニタリング分野における応

用を発展させる。 

・ 衛星データの加工処理およびサービス能力を高め、情報共有メカニズムを構築、地球観

測業務システムを基本的に形成する。 

・ 国民経済と社会発展の各分野における衛星 GPS の大規模な応用を加速する。通信衛星

資源の統合と開発を行い、衛星中継業務を積極的に発展させる。 

 

 
2.1.2.4 新素材産業 

 
 本計画では、新素材を産業の革新的発展を促進する重要な物質の基礎と位置づけている。

情報、バイオ、航空宇宙、重要装備、新エネルギーなどの産業発展のニーズに対応すべく、

特殊機能材料、高性能材料、ナノ材料、複合材料、環境保護省エネ材料などの産業群を重

点的に発展させ、新素材の革新体系の構築と完備を行うとしている。 

 

【電子情報材料の水準を高める】 

・ 自主発展と導入・消化との結合の姿勢を堅持し、重点のブレイクスルー、水準アップ、

規模拡大という要求に基づき、電子情報材料のローカライズされたシステムの構築と整

備を行う。 

・ 大規模な集積回路生産に必要な多結晶シリコン材料、単結晶シリコン材料、シリコンお
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よびシリコンゲルマニウムのエピタキシャル材料やパッケージング材料の開発に注力

し、フラットディスプレイ材料、半導体照明材料の発展を加速し、半導体レーザー材料、

レーザー結晶材料、光ファイバー母材ロッド、光ファイバーセンサー材料、エコ電池用

の中心的原材料への使用などの発展を積極的に支援する。 

 

【航空宇宙材料の研究製造を加速】 

・ 航空宇宙製品の軽量化、高性能、安全性の要求に基づき、軽量強化金属材料、高温合金

材料、高性能炭素繊維およびその複合材料、機能性セラミック材料、先進的樹脂複合材

料、機能性塗装材料など、航空宇宙産業の発展において早急に必要な中心的材料を重点

的に研究製造し、産業化を推進し、大規模な生産能力を形成する。 

 

 

【参考：中国の炭素繊維開発状況】 

 

〔図表 9〕は 2008 年 11 月に上海光大会展中心で開催された「2008SAMP 中国国際先進

材料及び加工技術展示会」に展示された炭素繊維である。左の写真は、吉林市吉研高科技

繊維有限責任公司が展示していた炭素繊維（1K）で、右の写真は、中鋼集団吉林炭素股份

有限公司の傘下にある吉林市神舟炭繊維有限責任公司が展示していた炭素繊維である。中

国では複数の企業が炭素繊維の開発に取り組んでおり、吉林市神舟炭繊維有限責任公司は、

1K、3K、6K、12K といった炭素繊維を生産しているが、中でも 1K 及び 3K が多いとい

う。吉林市吉研高科技繊維有限責任公司は、12K の炭素繊維の生産が主で、断熱材などの

用途向けに販売されているという。 
 

〔図表 9〕2008SAMP 中国国際先進材料及び加工技術展示会で展示された炭素繊維 
（左：吉林市吉研高科技繊維有限責任公司、右：吉林市神舟炭繊維有限責任公司） 

  
（出所）CISTEC 
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【エネルギー材料の生産を拡大】 

・ 我が国のリサイクルエネルギー、原子力エネルギー、水素エネルギーなどの新エネルギ

ーの急速な発展に対する巨大なニーズに対応し、太陽電池に使用する高純度シリコン材

料、燃料電池の新型催化剤および電解質膜、水素貯蔵材料、核燃料部品、核反応の耐中

性子放射材料、大型発電設備専用材料などを発展させ、我が国の自主的な新エネルギー

材料の研究開発と生産システムを基本的に形成する。 

 

 
2.1.2.5 先端技術サービス 

 
 本計画では、先端技術サービス業を現代サービス業の重要な組成部分と位置づけ、基礎

強化、応用強化、分野拡大、規模拡大、サービスの模範化の要求に基づき、先端技術サー

ビス業の発展環境をさらに合理化し、サービス能力とサービスシステムの構築を強化し、

中心的分野と新型業務形態の発展を推進するとしている。 

 

【情報インフラの建設を強化】 

・ 通信、テレビ・放送、インターネットの普及を強化し、「3 つのネットワークの融合」

を積極的に推進する。 

・ ブロードバンド通信ネットワークの重点的な建設と整備を行い、ブロードバンドユーザ

のアクセス網の発展を加速し、第三世代移動通信ネットワークの建設を堅実に推進し、

国際通信ネットワークの建設を強化する。 

・ 次世代インターネットのバックボーンおよび地域ネットワークを構築し、ネットワーク

容量と伝送能力を高め、IPv4 から IPv6 への移行を導く。 

・ ケーブル、地上、衛星伝送が一体化し、全国をカバーするデジタルテレビネットワーク

を構築する。 

・ 情報セキュリティのインフラ建設を強化し、情報セキュリティの保障能力を高める。ネ

ットワーク基準の制定と完備を行い、業務の融合とネットワークの相互通信、資源共有

を促進する。 

・ 20 世帯以上の自然村でのテレビ放送開通、各村に電話を開通、各郷でのインターネッ

ト接続を基本的に実現する。 

 

【電信サービス能力を強化】 

・ 基礎業務を改善し、付加業務を発展させ、新興業務を開発、一般サービスを促進し、電

信業の情報サービス型への転換を推進する。 

・ ネットワーク資源を充分利用し、電信業務の革新に努力し、サービスの価値を増加させ、

サービスの品質を高める。 

・ 電信のユニバーサルサービスプロジェクトを実施、ユニバーサルサービス基金の補償メ
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カニズムの構築と整備を行い、電信ユニバーサルサービスの水準をより高め、使いやす

く便利な農村通信サービスを大きく発展させる。 

・ 2010 年の全国の電話利用者の総数を 10 億以上とする。 

 

【E コマースと電子政府の発展を推進】 

・ ニーズによる主導、応用の深化、安全かつ高操作性、実用的で高効率という要求に基づ

き、情報化サービスの能力と応用の水準を高める。Ｅコマースを積極的に発展させ、健

全なＥコマースインフラ、法律環境、信用および安全の認証システムの構築と整備を行

い、安全で迅速なオンライン送金サービスプラットフォームを設け、企業間のＥコマー

スを発展させ、中小企業、重点的業界および地域を対象とするサードパーティ取引およ

びサービスを推進する。 

・ 電子政府を推進し、ネットワーク資源を統合し、統一された電子政府ネットワークを構

築、政府情報ネットワークプラットフォーム、データ交換センター、デジタル認証セン

ターを構築し、政府部門間の情報共有と業務提携を推進し、重点業務のシステムを整備

し、政府、企業、民衆のインタラクティブなポータルサイトを整備し、政府情報を法に

基づき公開し、公益性のある情報サービス機構を育てる。 

・ 2010 年には企業による商品やサービスのオンライン調達の総額が調達総額に占める割

合は 25％となり、行政許可業務のオンライン処理の割合を 50％以上にする。 

 

【デジタルコンテンツ産業を積極的に発展】 

・ 情報資源開発の利用を強め、民族の先進的な文化を発揚し、民衆のニーズを満たし、経

済社会の発展を促進するデジタルコンテンツ産業を大きく発展させる。 

・ 教育、文化、出版、映画、テレビなどの分野のデジタルコンテンツ製品を重点的に発展

させ、オンラインゲーム、アニメ、マンガなどの新興デジタルコンテンツ産業を育成し、

伝統的メディアによるオンライン情報コンテンツサービスへの発展を推進する。基礎的

な地理情報資源の充実化と開発を行い、公共情報の基礎データベースを構築、情報資源

の開放度を高める。 

・ 海外に向け、優秀な伝統文化を持つデジタルコンテンツ製品を積極的に宣伝する。デジ

タルコンテンツ製品の知的財産権を法に基づき保護する。2010 年には数千億元規模の

デジタルコンテンツ産業を形成する。 

 

【技術サービス業の育成】 

・ 技術サービスシステムを完備し、技術仲介機構を大きく支援、技術サービス業の迅速な

発展を促進する。 

・ 技術移転センター、創業サービスセンターおよび生産力促進センターなどの機関の建築

を重点的に強化し、サービスの施設と手段を改善する。 

・ 各種技術仲介機構の専門化、大規模化と規範化を進め、地域を越え、多層的で構成が合
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理的である科学技術の公共サービスシステムを構築する。 

・ 研究開発、技術普及、交流のネットワーク化を大きく促進し、社会全体を対象とした技

術拡散や成果の転化、科学技術コンサルティングの奨励と支援を行い、技術サービス業

の秩序ある迅速な発展を実現する。 

 

 
2.1.2.6 新エネルギー産業 

 
 本計画では、再生可能エネルギー、次世代原子力エネルギー、水素エネルギーなどの新

エネルギーは国のエネルギー発展戦略の重要な構成部分であるとの認識に立ち、これらの

エネルギーの一連の技術の開発と産業化モデルとしての力を強め、新エネルギー産業の技

術設備水準を高め、産業の発展を技術面で支えるとしている。 

 
【再生可能エネルギーの発展】 

・ 政策による支援と投資の誘致を強化し、高効率で低コストの再生可能エネルギーの一連

の技術を重点的に開発する。 

・ 2MW 以上の風力発電ユニットおよびその中心的部品の研究開発と産業化を積極的に推

し進め、大型風力発電ユニットのビジネスモデルを発展させる。 

・ 熱効率と光電池変換効率の高い新型太陽エネルギー発電産業の発展をさらに推し進め、

大規模発電を実現する。太陽エネルギーの一体化建設の設備を発展させる。 

・ 地熱エネルギーや海洋エネルギーの技術と設備を積極的に開発利用し、広く普及、応用

させる。 

 

【先進的な原子力エネルギーの発展を加速】 

・ 原子力エネルギー発展の全体的ニーズに基づいて、原子力発電の設計、製造、建設の標

準システムを構築、原子力発電の中心的技術を開発し、一連の設備や技術を研究開発す

る。 

・ 大型で先進的な加圧水型原子炉の導入技術と設備の消化・吸収と再革新に力を入れ、第

三世代の大型で先進的な加圧水型原子力発電所および設備の設計・製造技術を重点的に

開発、掌握する。 

・ 第四世代の原子力エネルギー技術を研究開発し、高温ガス冷却炉の集成・設計技術をさ

らに改良し、モデルプロジェクトを作り上げる。 

・ 高速増殖炉の基本技術をマスターし、高速増殖実験炉を建設する。 

 

【水素エネルギーを積極的に発展】 

・ 水素エネルギー燃料電池に重点を置き、水素の大規模な製造や貯蔵、燃料電池炉（高速

ガス炉）、燃料電池補助装置、燃料電池エンジンなどのシステムのインテグレーション
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技術の開発を全力で推し進め、産業化モデルとして発展させ、水素エネルギー燃料電池

を交通や通信などの分野で応用していく。 

 
 

2.1.2.7 海洋産業 
 
 本計画では、海洋技術の発展の加速、海洋産業の積極的育成、海洋資源の開発を浅海か

ら深海へと発展させるといった目標が掲げられている。 

 

【海洋生物産業の育成】 

・ 海洋生物資源の発掘と選別に注力し、深海生物の遺伝子資源の研究を進め、重要な応用

価値を持つ海洋生物の遺伝子を鑑定する。高品質で高効率、強い抵抗力を目標に、海水

養殖の新品種を選定し育てる。 

・ 海洋生物の活性物質の分離や抽出、純化技術の研究と産業化を加速し、重大な疾病を予

防治療する海洋薬物と新型の海洋生物製品を開発し、海洋農業の効率的な開発利用を促

進し、海洋生物企業を育成する。 

 

【深海資源産業の発展を加速】 

・ 海洋と海底資源の開発利用計画を制定し、深海技術の発展に注力し、海底資源の探査や

採掘の重大な技術装備の開発と高精度の海底探査技術の開発を支援、段階的に深海技術

装備システムを整え、熱水硫化物、コバルトリッチクラスト、ガスハイドレートなどの

世界の海底資源の探査と開発を加速させ、国家深海技術基地を建設、国際開発資源の開

発利用に技術支援を提供する。 

 

【海水の総合利用を積極的に推進】 

・ 海水の直接利用や海水の淡水化技術を発展させ、海水循環冷却技術、海水の前処理技術、

濃塩水の総合利用技術、大規模で応用可能な海水の淡水化装備を重点的に開発する。 

・ 熱法や膜法の低コスト淡水化技術および中心的材料の開発と産業化を支援し、海水総合

利用のモデル基地を建設、海水利用産業の規模を拡大する。 

 
 

2.1.2.8 先端技術を利用した従来産業の改造とグレードアップ 
 
 中国は、先端技術の活用による伝統的産業の近代化を、産業構造の調整と技術進歩を促

すための重要な措置と位置づけている。新しい工業化路線を進むというニーズに沿って、

先端技術の普及と応用を加速し、立ち遅れている生産と管理方式を改革し、資源の消耗と

環境汚染を緩和させ、製品の品質と経済効果を高め、伝統産業のコア競争力を高め、経済
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の成長方式の転換を促進するとしている。 

 

【先端技術農業の普及と応用を強化】 

・ 農業の科学技術水準を大きく高め、先進的で利用しやすい農業技術の普及を拡大し、現

代的農業を積極的に発展させる。 

・ 現代的な育種業の生産技術や農業節水、保護的耕作技術、動植物の重大な病害虫の予

防・制御技術、農業情報技術、デジタル化された精密な農業生産技術、農業バイオ技術、

設備を使った栽培や資源の効率的利用の技術、特殊資源の効率的な生産や健全な養殖技

術、農業環境の汚染防止や修復技術、農業の新型装備による生産技術、農業製品の転化

や価値向上技術などを重点的に開発し、我が国の農業科学技術の革新能力を高め、農業

の効率化と農民の増収、農村経済の持続可能な発展を促進する。 

 

【省エネとエネルギー消耗の低減促進に努める】 

・ 「第 11 次５カ年計画」の省エネ目標に沿って、重大な省エネとエネルギー消耗低減の

中心的技術の研究開発と応用を速め、エネルギーの開発利用効率と効果を高め、エネル

ギー資源の浪費を減らし、エネルギー資源における圧力を緩和する。 

・ エネルギー資源の合理的開発利用の技術、項目別省エネ改造技術、省エネ技術のシステ

ム統合、省エネ型生産技術、高性能のエネルギー利用設備、直接的あるいは間接的にエ

ネルギー消費量を削減できる新材料、エネルギーを節約し、利用効率を高める管理技術

の普及と応用に注力する。 

・ 鉄鋼、非鉄金属、石炭、電力、化学工業、建設資材など、エネルギー消費の大きな産業

の省エネ・エネルギー消耗低減技術の応用・モデルプロジェクトを作り上げる。 

 

【環境保護産業の発展の加速】 

・ 国民経済と社会発展の「第 11 次５カ年計画」綱要の汚染排出削減目標の実現を中心に、

経済社会の発展に対する影響、特に人民の健康に深刻な被害を与える突出した問題の解

決に重点を置き、環境保護技術の自主革新能力とエンジニアリング化能力を大きく高め

る。汚染の深刻な産業のクリーンな生産集積技術、廃棄物の減量化、資源化利用、安全

処置などの中心的技術を重点的に開発する。 

・ 流域の水環境と地域の大気環境汚染の総合的整備、生態機能の衰えが見られる典型的な

地域の総合的整備の技術統合とモデル化を推し進め、飲用水の安全保障技術と生態系や

環境のモニタリング・事前警告技術を開発する。 

・ 大型環境保護設備と機械設備を研究開発し、環境保護設備の技術水準を高める。 

・ 環境保護国家プロジェクトセンターを建設し、環境保護の科学技術成果の転換と普及を

加速し、自主的な革新能力が強い環境保護の先端技術企業を育成する。 
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【積極的な産業情報化推進】 

・ 情報技術を広く応用し、企業の情報化を強く推進、伝統的産業の生産効率と経済効果を

高める。農業情報のインフラ建設を重点的に推進し、農業関連の情報資源の集成と統合

を進め、農業関連の総合情報サービスシステムを育成する。 

・ エネルギー、原材料、設備製造などの工業分野の情報化に力を入れ、生産と設計の協同

化、生産設備のデジタル化、生産プロセスのインテリジェント化、企業管理の情報化を

促進する。 

・ 情報技術に基づく現代的物流システム、新型の金融・信用サービスシステムの発展を加

速し、ビジネスや観光などのサービス業の情報資源を開発、伝統的なサービス業から現

代サービス業への転換を推進する。 

 

【重大技術・設備の研究開発に注力】 

・ 経済建設のニーズに基づき、国家重点プロジェクトを拠り所に、自主開発と導入・消化

吸収を結合させ、組織間の協調や政策による支援を強め、重大な技術設備の研究開発を

速め、設備製造業全体の水準を上げる。 

・ 効率的でクリーンなエネルギー設備や高速鉄道の運輸設備、大型の精密電気機械設備な

どの分野における重大な一連の技術装備の研究開発に重点を置き、設計や製造、システ

ム統合の能力を高め、国家の経済の安全や技術進歩、産業のグレードアップに大きな影

響と牽引作用を持つコア技術および設備を研究開発し、我が国の設備製造業をさらに新

しい段階へと到達させる。 

 

【中心的技術の開発と産業化の加速】 

・ 我が国の産業構造の調整とグレードアップを中心に、技術革新を強化し、重大産業の中

心的技術の開発を加速し、先進的で適用可能な技術の産業化と普及、実用化を促進、我

が国の産業技術の水準を高め、我が国の産業発展の技術的ボトルネックによる制約の解

決に努力する。 

・ 機械、冶金、電力、石油、石炭、化学工業、船舶、自動車、建材、建築、軽工業、紡績

などの産業に重点を置き、共通性のある中心的な技術においてブレイクスルーを実現、

重大な産業技術のシステムインテグレーションと革新に力を入れ、企業の新技術、新製

品の研究開発を促し、産業化のモデルプロジェクトを構築、産業発展の品質と水準を高

める。 

 
 

2.1.3 専門プロジェクト 

 
 専門プロジェクトは、「第 11 次５カ年計画」の先端技術産業発展目標と発展の重点に基

づいて立ち上げられたものである。計画では、1) 集積回路とソフトウェア産業、2) 第三
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世代移動通信、3) 次世代インターネット、4) デジタル AV 産業、5) 先進的コンピュータ、

6) バイオ医薬、7) 民間航空機産業、8) 衛星産業、9) 新材料産業の 9 つの先端技術産業専

門プロジェクトを組織し、独自の知的財産権を持つ先端技術産業クラスターを育成し、電

子情報、バイオ、航空宇宙などの産業の中核技術の競争力を大きく高めるとしている。 

 
2.1.3.1 集積回路とソフトウェア産業専門プロジェクト 
集積回路の研究開発水準を引き上げ、国家集積回路研究開発センターと技術テスト用ラ

インを建設し、国家の安全に関わる、大量かつ使用範囲の広い集積回路チップを重点的に

開発する。90nm（ナノメートル）以下の集積回路製造技術の産業化を推し進め、高密度パ

ッケージング技術を発展させる。集積回路の重大プロジェクト技術のグレードアップを支

援し、90nm、12 インチの集積回路チップの生産ラインを建設する。集積回路の露光装置、

エッチング装置などの中心的設備と 12 インチのシリコン片材料、露光用化合物などの中心

的材料の発展を加速する。設計業を先頭に、製造業に重きを置き、設備製造と付帯産業を

基礎とした、比較的整備された集積回路産業チェーンを形成する。 

 

 強大なソフトウェア産業とコア競争力の向上をめぐり、重点分野と地域の公共ソフトウ

ェア開発のプラットフォームと産業用ソフトウェアテストプラットフォームを構築、ソフ

トウェア産業基地と輸出基地を引き続き建設し、重点分野のソフトウェア国家技術研究セ

ンターや重点実験室を設け、Linux システムに基づく電子政府モデル、OS やミドルウェア

などの中心的なソフトウェアの産業化、産業用大型アプリケーションソフトウェアシステ

ムの開発と普及、応用を計画し、基幹企業と競争力を備えた商品を育成し、ソフトウェア

のアウトソーシング輸出の専門プロジェクトを実施する。 
 

2.1.3.2 第三世代移動通信専門プロジェクト 
 通信産業を率先して強化するというニーズに基づき、次世代移動通信システムおよび端

末技術の開発を強化し、関連基準の制定を推し進める。TD－SCDMA などの第三世代移動

通信とそのエンハンスト技術の産業化を引き続き推進し、システム設備や端末、コアチッ

プ、中心的部品、ソフトウェア、計器などの産業の関連システムを構築する。次世代移動

通信ネットワークに基づくアプリケーションソフトとサービス、コンテンツ産業を発展さ

せる。次世代移動通信ネットワークを計画し、適時建設する。「第 11 次５カ年計画」末に

は、グローバル移動通信の研究開発と生産基地を建設する。 
 

2.1.3.3 次世代インターネット専門プロジェクト 
 次世代インターネットの情報インフラの構築と国家情報能力の向上を目標に、全国をカ

バーする次世代インターネット基幹ネットワークの建設と整備を引き続き行い、大学や研

究機関、企業を対象とした地域ネットワーク 300 か所を建設、テストからビジネス用への

転換を実現する。次世代ネットワークの国家プロジェクト研究センターまたはプロジェク
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ト実験室をいくつか作り、中心的技術、業務応用、ネットワーク管理、安全性の監視と管

理といった面での開発とテストを計画し、関連技術標準を制定、これが国際基準となるよ

う推し進め、中心的設備、コア部品、中心的ソフトウェアの産業化を実施する。重要産業

と北京オリンピック、上海万国博覧会のニーズに沿って、一連の応用普及モデルの実施を

計画する。「第 11 次５カ年計画」の末には比較的高い機能を備えたビジネス用の次世代イ

ンターネットを形成し、中心的技術、応用技術、中心的設備をほぼ掌握する。 
 

2.1.3.4 デジタル AV 産業専門プロジェクト 
 オーディオ・ビジュアル産業のデジタル化推進を目標に、デジタルテレビの国家プロジ

ェクト研究センターを建設し、基礎技術、共通性技術、インターネットテレビ（IPTV）と

携帯電話テレビなどの新技術を重点的に発展させ、デジタル放送の一連の設備やデジタル

ホームネットワーク、デジタル AV 端末製品、次世代ハイビジョン大容量ディスクの産業化

を推進する。ケーブル、地上波、衛星伝送の相互補完システムを作り、全国を基本的にカ

バーするデジタルテレビ放送ネットワークを建設し、デジタルプログラム・コンテンツの

開発に注力し、デジタルテレビの基本業務と付加価値業務を拡大する。デジタル AV 産業の

関連基準の研究と制定、普及と応用をさらに強化する。「第 11 次５カ年計画」末には主要

都市においてアナログテレビからデジタルテレビへの移行を基本的に完了し、デジタル AV

製品の大規模生産を実現し、製造業、コンテンツ産業、運営サービスの三位一体となった

デジタル AV 産業を基本的に構築する。 
 

2.1.3.5 先進的コンピュータ専門プロジェクト 
 国際先進技術に照準を合わせ、ネットワーク技術を基礎に、次世代インターネットを支

柱とするスーパーコンピュータシステム、先進的コンピューティングのプラットフォーム

によって構成される、高性能、高信頼性、高効率の国家の先進コンピューティングと情報

サービスのネットワークを構築し、先進的コンピューティングの典型的応用モデルをテス

トし、普及させる。力を集中させ、新世代コンピューティング技術や先進的コンピュータ

のシステム構造の革新を重点的に強化し、独自の知的財産権を持つ高性能 CPU の産業化を

積極的に支援、1 テラフロップの高性能コンピュータのハード・ソフトウェアシステムの発

展に力を入れる。「第 11 次５カ年計画」末には主要先進国との技術的格差をさらに縮め、

新世代コンピューティング技術と先進的コンピュータシステム構造においてブレイクスル

ーを実現する。 
 

2.1.3.6 バイオ医薬専門プロジェクト 
 国家の医薬革新と産業化システムを構築し、新薬革新研究機関、国家プロジェクト研究

センター、国家プロジェクト実験室、動物実験センター、臨床実験基地と新薬生産中試基

地を建設し、標準システムを整備する。重大な疾病の治療に関わるバイオ革新薬品、現代

的漢方薬の専門プロジェクトを実施し、独自の知的財産権を持つ新薬の産業化を促進し、
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重大伝染病の新型ワクチンや診断用試薬専門プロジェクトを実施、高い効果のある新型ワ

クチンと試薬の大規模な実用を支援する。バイオ材料を用いた人工器官、臨床診断治療設

備を主とするバイオ医学エンジニアリング製品の大規模な発展を推進し、自主開発能力を

養成する。「第 11 次５カ年計画」末には、自主開発による新型病原体の診断試薬 20 種類、

重要な新薬 5～10 種類の産業化の実現を促し、独自の知識所有権を持つバイオ医学エンジ

ニアリング製品の国内外市場への進出を実現する。 
 

2.1.3.7 民間航空機産業専門プロジェクト 
 民間航空工業のインフラ建設を強化し、民間航空工業の自主革新能力を高め、新型の支

線用ジェット旅客機 ARJ21 の研究開発を行い、新舟 60 の改良を推し進め、中国・ブラジル

の協力による支線用ジェット旅客機 ERJ145 の協力水準をさらに高め、エアバス A320 旅客

機の中国における組立ラインを建設し、小型、中型、大型のヘリコプターを研究製造、公

務用飛行機などの汎用機を開発し、大型旅客機と高バイパス比エンジンの研究開発を開始

する。50、70、90 シートの支線用ジェット旅客機を大量生産し、汎用飛行機を大規模生産

する。航空技術プロジェクト実験室の建設を強力に推し進め、飛行機の開発力を高める。 
 

2.1.3.8 衛星産業専門プロジェクト 
 陸地、気象、海洋の三大衛星リモートセンシングシステムを構築し、長期的で連続的、

安定的、安全、自主的な宇宙空間インフラを整備する。我が国の陸地の衛星地上システム

を集中的に建設し、全国をカバーする衛星データ受信ネットワークと宇宙データの総合処

理とサービスの能力を形成し、衛星データの資源共有を推進する。独自の知的財産権を持

つ衛星プラットフォーム、衛星搭載、地上設備、端末製品、そのコア部品の研究開発と産

業化支援し、衛星産業の標準システムを健全化する。業界と地域のリモートセンシング応

用システムを作り上げ、資源調査、土地利用、農作物、森林、湿地、海洋、災害モニタリ

ング、環境モニタリングなどにおけるリモートセンシング衛星の公益性の応用を広く推し

進める。宇宙、地上、端末製品の製造や運営サービスが一体化した衛星産業チェーンを形

成する。 
 

2.1.3.9 新材料産業専門プロジェクト 
 国民経済の重点産業発展のニーズに応えることを目標に、新材料の革新システムの構築

と整備を行い、新材料の産業基地を建設する。航空宇宙と現代的交通システム専用のチタ

ン合金やアルミ合金、炭素繊維、高温合金などの高性能材料およびその設備技術の開発を

支援し、産業化生産を実現する。中心的な情報機能を持つ材料製造のコア技術においてブ

レイクスルーを実現し、先進的な半導体、大容量ストレージ、フラットディスプレイなど

の分野における電子情報材料の大規模生産を実現する。高性能のソーラー発電、エネルギ

ー貯蔵、省エネなどのエネルギー材料を開発し、エコ材料の産業化を実現する。特殊機能

材料、ナノ材料、複合材料などの新材料の産業グループを形成する。 
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2.2 中国の先端技術育成計画 

 
 中国は先端技術を育成するため様々な計画を策定・実行している。1982 年に中国初の国

家科学技術計画となる「国家科学技術難関攻略計画（1982 年～）」を開始したのを皮切り

に、大学や研究機関の基礎研究レベル向上を目的とした「国家重点実験室計画（1984 年～）」、

21 世紀初頭の経済発展と国防技術の近代化を目標に掲げた 863 計画（1986 年～）、国民

経済や社会発展に寄与する重点分野の技術革新を目標に掲げた火炬（タイマツ）計画（1988
年～）のほか、211 計画（1993 年～）、973 計画（1997 年～）、985 計画（1998 年～）、

111 計画（2006 年～）など様々な計画を打ち出している。ここでは、これら中国の先端技

術育成計画の概要を紹介する。 
 

2.2.1 国家科学技術難関攻略計画5 

 

中国名 国家科技攻関計画 
英名 Key Technologies R&D Programme 
実施部門 科学技術部 
開始時期 1982 年 
重 点 領 域

とテーマ 
農産物の高度加工 
製造業 
金融情報化 
環境保護と資源の合理的な利用 
漢方薬の近代化 
重要な社会公益性のある技術研究の強化、技術の標準的なシステムの確立 
西部開発項目 
北京オリンピック項目 

 
国家科学技術難関攻略計画は、国民経済建設に向けた、主に中国国民経済建設と社会発

展に生じる重大の科技問題を解決する発展計画であり、中国 初の国家科学技術計画でも

ある。本計画は、1982 年に始まり、それぞれ「六五（1982～1985 年）」、「七五（1986～
1990 年）」、「八五（1991～1995 年）」、「九五（1996～2000 年）」、「十五（2001～2005 年）」

科技攻関計画として実施されてきた。 本計画では次の５つの目標が掲げられている。 
 
1) 当面の国民経済と社会発展の中で解決すべき重大な科学技術問題に集中する。 
2) 産業技術のグレードアップ、産業の構造調整に大いに関与し、社会の持続可能な発展

を著しく促進できるキーテクノロジーと共通性技術を攻略する。 
3) 工業・農業生産に先進的な新技術、新材料、新工芸と新設備を次々と提供し、ハイ・

テクノロジー成果の応用と産業化を加速し、重点産業の国際競争力と国民の生活レベ

                                                  
5 2006 年 6 月時点 
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ルを高める。 
4) 計画の実施を通して、ハイレベルの技術チームを育成し、いくつかの国際レベルにあ

るイノベーション基地を作り上げる。  
 
 

2.2.2 国家重点実験室計画6 

 

中国名 国家重点実験室（計画） 
英名 National Key Laboratory（Programme） 
実施部門 科学技術部、教育部、中国科学院等 
開始時期 1984 年 
重点領域

とテーマ 
基礎研究 

 
【国家重点実験室－大学・研究機関等における研究開発拠点】 
 
 中国政府は、基礎研究のレベル向上と世界レベルへのキャッチアップを図るため、1984
年に科学技術部、教育部と中国科学院等が中心となり、国家重点実験室プロジェクトを開

始。現在までに 181 の国家重点実験室が建設された。国家重点実験室の影響を受け、教育

部重点実験室（157 実験室）と中国科学院重点実験室（73 実験室）をはじめ、大量の部門

別開放実験室や地方政府の重点実験室なども相次いで建設された。  
 
 重点実験室は大量の基礎研究課題に取り組み、中国の基礎研究ないし科学技術全体の発

展を推し進めるために極めて大きな貢献をしている。国家重点実験室を例にとると、2004
年に国家重点実験室は、国家科学技術攻関（＝難関突破）プロジェクト 208 件、863 計画

プロジェクト 1,000 件、973 計画プロジェクト 721 件、国家自然科学基金（NSFC）プロ

ジェクト 2,995 件を受け持っている。これに省・部委員会などが指導するその他のプロジ

ェクトを加えるとプロジェクト総数は計 12,030 件にものぼり、プロジェクト資金総額は

28 億 6,000 万元に達している。アウトプットとして、国家重点実験室から出された論文数

は 35,235 本に達し、このうち SCI 収録論文は 15,272 本である。 
 
【重点実験室の上位に位置づけられる“国家実験室”】 
 
 現在、重点実験室は次第に中国の基礎研究における重要な位置を占めるようになり、中

国国内で研究の進んでいる分野をより強化するのみならず、新しい研究分野を切り拓き、

ハイレベル科学技術人材の養成、招請、選定及び安定化を加速した。このことから、2000

                                                  
6 科学技術部国家重点実験室ホームページ他。2005 年時点 
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年より、重点実験室の上位に位置づく実験室として、「国家実験室」が新たに指定された。

この目的は国家戦略から出発し、国家目標領域、新興先端領域、そして中国の特色と優勢

領域に研究を展開し、イノベーション能力を向上させることにある。国家実験室は現在７

箇所（準備中のものを含む）指定されている。  
 
 

2.2.3 863 計画7 

 

中国名 863 工程 
英名 863 Program 
実施部門 国家科学技術指導者グループ 
開始時期 1986 年 3 月 
重点領域とテーマ ・生物技術領域 

・宇宙飛行技術領域 
・情報技術領域 
・レーザー技術領域 
・自動化技術領域 
・エネルギー技術 
・新材料領域 
・海洋技術領域 
・その他の特定項目  

 
863 計画は、先端技術研究を振興するための計画である。1986 年 3 月 3 日に 4 人の著

名な中国人科学者が中国政府に手紙を出し、世界の先端技術レベルへに追いつくため、中

国の先端技術を発展させるよう提言したことがきっかけとなった。鄧小平はこの提言を重

視し、専門家による半年間にわたる議論を経て、「ハイテク研究発展計画」（「863 計画」）

として実行されることとなった。本計画では、次の６つの目標が掲げられている。 
 
1) 幾つかの重要分野で世界水準に追い付き、先進国との技術差を縮める。 
2) 優勢分野でのブレークスルーを達成し、20 世紀末と 21 世紀初頭における経済発展・

国防安全の基盤を整備する。 
3) ハイレベルな科学技術人材を育成する。 
4) 関連分野の技術進歩を促進する。  
5) 21 世紀初頭の経済発展と国防のための先進的な技術の基礎を築き、ハイテク分野を

発展させるための好条件を提供する。  
6) 研究成果を実用化し、生産力へ転化させ、経済効果を発揮する。  

 
                                                  
7 2006 年 6 月現在 
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2.2.4 火炬（タイマツ）計画 

 

中国名 火炬計画 
英名 Torch Program 
実施部門 中国科学技術部 
開始時期 1988 年 8 月 
重点領域とテーマ 新材料 

バイオ技術 
電子・情報、 
光学・機械・電子工学 
新エネルギー 
省エネルギー 
環境保護 

 
火炬計画は、ハイテク産業支援を通じた地域振興策で、中国のハイテク産業を発展する

ための指導的計画である。1988 年８月、国務院に認可され、科学技術部により実施され

た。その目的は、「科教興国」（科学と教育による国家の振興）の発展戦略の遂行、改革開

放の方針の徹底のほか、中国の科学技術の優勢と潜在力を十分に発揮し、市場ニーズに応

じて、新ハイテク研究成果の商品化、新ハイテク商品の産業化及び新ハイテク産業の国際

化を促進することである。 
 
計画の主な内容は以下の通り。 

 
・ 火炬計画の宣伝キャンペーンを広範に行う。 
・ ハイテク産業の発展に対応し、関連政策、法律、規則を策定する。 
・ 良好な支援環境を整備し、ハイテク産業の発展に適応する管理システムと運営メカニ

ズムを確立する。 
・ 融資ルートを拡大させ、投資リスクのメカニズムを確立する。 
・ 国内外の情報ルートを拡大し、情報ネットワークを設立する。 
・ 現実に基づいた中長期の発展計画と実施計画を作成する。 
・ ハイテク産業開発区8及び創業サービスセンター9の設立 
 

                                                  
8 ハイテク産業開発区の設立と発展は、火炬計画の重要な構成要素であり、改革開放と社会主義市場経済

の発展の必然的な結果でもある。ハイテク産業開発区は、知識の密集と開放的な環境条件に依存し、主に

中国の科学技術と経済の実力に基づき、環境の局部改良を通じ、 大限に科学技術の研究成果を生産力に

転換するため設立された。ハイテク産業開発区は国内と海外市場に向け、中国のハイテク産業を発展させ

る集中地域である。 
9 ハイテク創業サービスセンターは、外国のインキュベータ開発の経験を参照にして、中国の実情を考慮

して設立された、新しい社会公益型の科学技術サービス機関である。その目的は、ハイテク企業の育成及

びハイテク企業の設立に総合的なサービスを提供することである。 
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【火炬計画プロジェクト】 
 火炬計画のプロジェクトは、計画の重要な構成部分であり、計画のスタートポイントで

もある。国内外の市場ニーズ、国・地方・各業界の「科学技術攻関計画」、ハイテク研究開

発計画及びその他の研究成果を踏まえて、ハイテク製品の発展と産業化を達成することを

目標に掲げている。先進的で経済波及効果のあるハイテクプロジェクトを選定・実行する

ことにより、ハイテク企業又は企業グループを構築しようとするものである。 
 
 

2.2.5 211 計画10 

 

中国名 211 工程 
英名 211 Program 
実施部門 教育部 
開始時期 1993 年 
重点領域とテーマ ・100 余りの大学の重点的発展 

・重点学科の構築（複数） 
・高等教育公共サービスシステムの構築 

 
211 工程は、21 世紀に向けて 100 余の大学を重点的に発展させるためのプログラムで、

2005 年までに 107 大学が認定されている。 
 

1) 10年以上の年月を通して、一部の大学と学科において優秀な人材を育成するとともに、

国家経済建設もしくは社会発展の中に生じる重大な科学技術問題を解決できる基盤を

構築する。 
2) 教育・研究・管理レベルとも国内先進レベルに位置し、国際的にも一定の影響力を持

つようになる。また、一部の大学と重点学科については世界先進レベルに到達する。 
 

                                                  
10中国教育部ホームページ 



 37

2.2.6 973 計画（国家重点基礎研究発展計画）11 

 

中国名 973 工程 
英名 973 Program 
実施部門 科学技術部 
開始時期 1997 年６月 
重点領域とテーマ ・農業領域 

・エネルギー領域 
・情報領域 
・資源環境領域 
・人口と健康領域 
・材料領域 
・総合・学際・先端領域  

 
 「973 計画」（「国家重点基礎研究発展計画」）は、1997 年 6 月 4 日に国家科学技術指導

者グループによって制定された基礎研究の振興策で、1998 年から科学技術部の指導の下で

実施されている。  
 
目標： 
1) 「原始性イノベーション」（原文：原始性創新）を強化し、国家経済と社会の発展中

に生じる科学問題をより深い次元と広い領域から解決し、中国の自主革新能力と重大

問題の解決能力を高め、国家の発展に科学的な支柱を提供する。 
2) 国民経済、社会発展と科学技術自身の発展に寄与する農業、エネルギー、情報、資源

環境、人口と健康、材料などの領域における重要な科学問題をめぐって、総合的な研

究を展開し、問題を解決する理論根拠と科学的な基礎を提供する。  
3) 重要又は探索性の強い先端的な基礎研究を実施する。  
4) 21 世紀の発展に適応する科学的な素質と革新能力を持つ優秀な人材を育成する。  
5) 国家の重要な科学技術任務を担うことができるハイレベルの科学研究基地を重点的

に複数建設するとともに、複数の学際的な総合科学研究センターを創設する。  
 
 「973 計画」では、主に情報、資源、人口と健康などの領域の重要課題について研究が

進められた。本計画の実施により、中国は、ナノ科学、ライフサイエンス、情報科学など

の領域で独創的な成果を挙げたとすると共に、中国の人口と健康領域における基礎研究レ

ベルも著しく向上し、一連の重大問題が解決されたとしている。 
 
 

                                                  
11 国家重点基礎研究発展計画ホームページ、国家「973 計画」によるいくつかの先端領域における原始性

イノベーション成果。2006 年 6 月現在 
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2.2.7 985 計画 

 

中国名 985 工程 
英名 985 Program 
実施部門 教育部 
開始時期 1998 年 
 

985 計画は、世界レベルの大学を建設するための重点政策である。1998 年 5 月 4 日、

江沢民が北京大学創立 100 周年大会で、「近代化の実現のため、中国は世界先進レベルの

一流大学を持つべき」と提言したのが本計画の発端となった。教育部はこの提言を受け、

「21 世紀に向けた教育振興行動計画」を実施する中で、「985 計画」として世界一流の大

学とハイレベルの大学を目指す一部の大学を重点的に支援することとなった。  
 
 

2.2.8 111 計画12 

 

中国名 111 工程 
英名 211 Program 
実施部門 教育部、国家外国専門家局 
開始時期 2006 年 
 
 大学でのハイレベルな研究拠点形成を目指した施策として、2006 年より 111 計画（大

学学科イノベーションインテリジェンス導入プロジェクト）が開始された。「世界のトップ

100 の大学・研究機関から、1000 人以上の科学者を招き国内の優秀な研究者との合同研究

チームを結成する。また、中国全土にこうしたチームを約 100 ヶ所設立する」ことから、

111 計画との名称がついた。 
 
 2006 年は 985 計画の対象校より 24 大学の 26 の学科が、2007 年には 211 計画の対象校

より 51 大学の 51 の学科が選出された。2008 年には国家重点学科より約 35 の大学・学科

が選定される予定であり、合計で約 100 箇所のイノベーション拠点が建設されることとな

る。プロジェクトの対象大学には、1 校あたり 5 年間に亘り 180 万元／年の助成が行われ

る。この 180 万元のうち、985 計画対象大学（34 大学、56 学科）については国家外国専

門家局と教育部がそれぞれ年間 90 万元、その他の大学（21 大学、21 学科）については国

家外国専門家局と各大学の所管機関がそれぞれ年間 90 万元助成する。 
 

                                                  
12 中国教育部ホームページ。2008 年３月現在。 
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2.3 米国が中国に抱く安全保障上の懸念 

 
米国の安全保障政策にとって、中国の軍事力の増大は重大な脅威と認識されており、米

国国防省（Department of Defense）は、2000 会計年度より 20 年間、中国の軍事戦略、

軍事技術動向、軍事組織等に関し、議会への報告を義務づけられている（The National 
Defense Authorization Act Section 1202）。2006 年 5 月 23 日、国防総省は議会に対する

年次報告書で、中国の物流改革は「民間部門と軍事調達部門の統合」と断言し、中国軍が

デュアルユースを市場から調達していると指摘している。更に、軍に属する民間企業の統

廃合により「約 3,000 社が地方自治体に移管、約 4,000 社は閉鎖、8,000～10,000 社が依

然として軍の指揮下にある」としている。また「中国は、ソフトウェアや集積回路の業界

において、貿易や民間の合弁企業からデュアルユース技術を取得する組織的な取り組み」

を続けているとしている。 
 
また同報告書では中国に関し懸念される事項として、 

 
1．不明瞭な軍事研究開発費 
2．中国の米国での研究活動 
3．産業スパイ 

 
を挙げ、「中国の軍需企業の基盤は、外国からの直接投資、民間の合弁企業、海外から帰

国した学生の専門知識、産業スパイの恩恵を蒙っている」と説明している。この報告は輸

出規制案公布への契機の一つになったものと考えられる。 
 

 米国は、中国の軍事力増強だけでなく、中国を経由して懸念国へ軍事技術が拡散するこ

とも懸念している。中国にとっては友好国でもあっても、米国からみれば懸念国であるケ

ースは少なくない。そうした国に米国起源の軍事技術や軍事技術を向上させるデュアルユ

ース技術が流出することは、米国にとって安全保障上の大きなリスクである。近年、軍事

力の増強に資するようなデュアルユース技術の対中輸出が増えていることも米国にとって

は懸念材料となっている。 
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2.4 中国向け軍事エンドユース規制（中国軍事用途キャッチオール規制） 

 
 米商務省産業安全保障局（BIS）は 2006 年 7 月 6 日、「中国軍事用途キャッチオール規

制」の導入等に関する米国輸出管理規則(EAR)の改定案を公示した。その後、パブリック

コメントを経て規制対象品目（ECCN 品目）を 47 から 31 品目に削減し、2007 年 6 月 19
日に中国向け軍事エンドユース規制（中国軍事用途キャッチオール規制）として施行した。 
 
改定内容は、①これまで中国向けにリスト規制されていない 31 品目(特定のテロ活動防

止(AT)規制品目及び核拡散防止(NP)規制品目)を対象とする「中国軍事エンドユース規制」

の新設、②中国向け取引に関する事前許可の審査基準の一部改定、③中国向け取引に関す

るエンドユーザ証明書（EUC）取得義務の対象範囲の拡大、及び、④適格エンドユーザ

（VEU）制度の新設である。 
 

2.4.1 「中国関連取引軍事エンドユース規制」の新設 

 
本規制は、米国の国家安全保障上の利益に反して中国の軍事能力が向上するのを阻止す

る政策の一環として導入されるもので、EAR Part 744 の Supplement No.2（中国軍時キ

ャッチオール規制対象品目リスト）に記載される品目の中国向け輸出・再輸出または中国

における国内移転を行う時点で、輸出者、再輸出者、または国内移転者が、当該品目の一

部又は全体が中国における軍事エンドユースに使用されることを「知っている」場合又は

米商務省から通知された場合(米商務省は企業に対して個別に通知するか公表するかのい

ずれかの形を取る)は、事前許可の取得が義務付けられる。 
 
本規制は、エンドユースのみを問うのが特徴で、この点でエンドユース及びエンドユー

ザの両方を問う EAR の他のキャッチオール規制とは異なっている（中国企業は何らかの

形で軍と関係するものが多いため、エンドユースに絞ることで輸出者・再輸出者の負荷を

軽減できるよう配慮したものと考えられる）。 
 
【本規制で使われる用語の解釈】 
「知っている(“knowledge”)」の解釈については、EAR Part 772(用語の定義)で“knowledge”
とは、「その状況が存在する、あるいは確実に起こるであろうことを明白に知っていることのみ

ならず、高い確率で存在する、あるいは、将来起きるであろうことに気付いている場合を含む」

と定義されている(EAR の他のキャッチオール規制で使用されている“know”と同じ意味)。但

し、“have”という言葉が前に入るため、“know”よりは範囲が狭く、緩いと考えられる。しか

し、「明白に知っている」(positive or actual knowledge)場合のみ規制の対象とするとしていた

今年 3 月の非公式ドラフト版より後退した形(企業に対して不利)になっている。 
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【規制の対象となる品目】 
 
本規制の対象となる品目は、EAR Part 744 Supplement 2 に記載されるが、以下の

ECCN で規制される 31 品目である（但し、中国関連取引軍事エンドユース規制の場合、

以下のアンダーラインを付した ECCN 規制品目については、Commerce Control List 
〔ECCN 規制品目リスト〕で規定している本来の規制値よりも限定）。 
 
1A290, 1C990, 1C996, 1D993, 1D999, 1E994, 2A991, 2B991, 2B992, 2B996 / 3A292.d, 
3A999.c, 3E292 / 4A994, 4D993, 4D994 / 5A991, 5D991, 5E991 / 6A995, 6C992 / 7A994, 
7B994, 7D994, 7E994 / 8A992, 8D992, 8E992 / 9A991, 9D991, 9E991 
 
（注）上記のいずれも米国独自規制品目。その内、多くを占める xx99x 品目（３桁品目及

び４桁品目が９である品目）は、大量破壊兵器不拡散と関係ない機微性の低い品目（規制

理由が反テロのみ）であって、従来の EAR においては原則としてテロ支援５カ国向けの

場合にのみ規制されていた。  
 

2.4.2 事前許可申請に関する審査方針の一部改定 

 
EAR Part 742.4(b)(7)項の中国向けに関する従来の審査方針は、特定の軍事エンドユー

ス(電子戦、対潜能力、制空能力、諜報活動等の能力向上に資するもの)を除いて、原則と

して許可を前提に審査し、他の旧共産圏よりも好意的に配慮するという内容になっている。

これを、中国向けの申請については、すべてケース・バイ・ケースで対応し、民生エンド

ユース向けは許可を前提に、また、中国の軍事能力向上に資する取引は不許可を前提に審

査するという内容に改めた。 
 

2.4.3 エンドユーザ証明書（EUC）取得義務の要件の拡大 

 
従来は、国家安全保障(NS)規制理由に基づいて規制される貨物・技術の中国向け取引に

ついて米商務省に事前許可を申請する場合、中国商務部(MOFCOM)が発行する「エンドユ

ーザ証明書(EUC: End-User Certificate)」を取得し、申請書に添付することが義務付けら

れていた。 
 
新規制では、このエンドユーザ証明書の取得義務の要件を国家安全保障(NS)品目以外の

品目にも拡大する。具体的には以下の場合、エンドユーザ証明書の取得が義務付けられた。 
 
① コンピュータ(金額の如何を問わない) 
② 総額 5 万ドルを超える品目(品目の如何を問わない) 
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③ 米商務省産業安全保障局（BIS）から要求された場合(金額の如何を問わない) 
 
申請者は中国の輸入者にエンドユーザ証明書の取得を依頼し、中国商務部の署名等が入

った証明書を入手する。取得したエンドユーザ証明書は、事前許可申請に添付する必要は

なく、証明書のシリアル番号を申請書に記載することのみが義務付けられる(但し、取得し

た証明書は EAR の文書管理規定に基づいて保管しなければならない)。 
 

2.4.4 適格エンドユーザ（VEU）制度の新設 

 
民生エンドユースのみに関連した活動を行い、米商務省が米国の国家安全保障上の利益

を阻害する恐れがないと認定したエンドユーザ（適格エンドユーザ［VEU: Validated 
End-User］）に対し、認定された仕向地、認定品目に限り、輸出、再輸出、国内移転を許

可する制度を新たに設けるもので、一種の包括許可制度である（当面は中国のみを対象と

する）。 
 
適格エンドユーザ申請は、輸出者、再輸出者、エンドユーザのいずれもが行うことがで

きる申請は通常の事前許可申請ルーチンではなく、米商務省に意見伺い(advisory opinion)
を行う形を取る(従い、申請窓口も通常の事前許可申請のそれとは異なる)。 
 
申請に際しては、当該エンドユーザと取引を予定している品目のリスト及びそれらの

ECCN 情報の提出が要求される。審査は米国務省、米国防総省等の関係省庁が参画し、米

商務省と協議する形で厳格に実施されるが、以下の要素が考慮される： 
 
① エンドユーザが民生エンドユースのみに関連した活動を行っているか 
② エンドユーザは米国の輸出規制を遵守しているか 
③ エンドユーザには、本制度の条件を遵守する能力があるか 
④ エンドユーザは、米政府の代表による現地でのエンドユース・チェックの受入れに同

意する者であるか。 
 
なお、ミサイル拡散防止(MT)規制品目、及び犯罪防止(CC)規制品目は認定の対象にはな

らない。 
 
適格エンドユーザ(VEU)は、EAR Part 748 の Supplement No.7 に掲載される。また、

申請者以外の者も認められた範囲の品目の輸出、再輸出、国内取引を行うことができる。 
 
しかし、この制度を利用する者には以下が義務付けられるため、本制度は必ずしも使い

勝手がよいとはいえない。 
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① VEU への 初の取引を行う前に VEU からエンドユース証明書を取得すること 
② 米商務省に年次実績報告(VEU の住所、名前、輸出数量、価格、ECCN 等)を行うこと

が義務付けられる。 
③ 米商務省は本制度の利用者(VEU 及び VEU への輸出者、再輸出者)に対し、定期的な

監査を実施する。利用者は米商務省の要請に応じて、査察の受入れ、及び関連書類の

検査に応じなければならない。 
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３．米国企業の機微技術輸出規制への対応 
 
3.1 米国企業による輸出管理の取組み 

 
 American Conference Institute（ACI）が主催する企業の輸出管理責任者あるいはアド

バイザーを対象とした米国国際技術移転フォーラムが、2008 年 9 月 22 日と 23 日の 2 日

間にわたってサンフランシスコの Hyatt at Fisherman’s Wharf で開催された。2008 年

で 4 回目となった同フォーラムでは、企業や法律事務所が「無形資産のみなし輸出・再輸

出防止への取組み」や「企業の社内法令順守プログラムの構築・運用」などを中心に解説

した。本稿では、このフォーラムで発表された米国企業の取組み例としてインテル社、テ

キサス・インスツルメンツ（TI）社、GE ファナックを取りあげて紹介する。 
 

3.1.1 インテル社の中国大連工場における輸出管理 

 
世界を代表する半導体企業のインテル社は、世界 50 カ国に 300 ヵ所の拠点と 8 万人の

従業員を有し、輸出規制対象となる中国等にも製造拠点や研究開発拠点を置いている。同

社は、規制対象国の国籍を持つ従業員に別のドメインを割当てて、その他の地域(米国、欧

州、アジアなど)のドメインとは区別して管理するなど様々な輸出管理体制を構築している。

ここでは中国・大連に建設する半導体量産工場における同社の輸出管理の取組みを紹介す

る。 
 

3.1.1.1 中国大連に半導体量産工場（Fab 68）を建設へ 
 
インテル社は 2007 年 3 月、25 億ドル（約 2,625 億円）を投じ、中国・大連に 300 ミリ

ウェハ対応の半導体量産工場(Fab 68)を建設する計画を発表した。Fab 68 は、インテルに

とってアジア初の半導体量産施設(前工程)となるものである。建設着工は 2007 年後半、製

造開始は 2010 年前半で、チップセットの製造施設として稼働する予定になっている。 
 

3.1.1.2 大連 Fab 68 における情報管理 
 
インテル社は、Fab68 が世界で も自動化が進んだ工場の１つになるとした上で、「シ

ステムとプロセスは、データ流出だけではなくデータ改ざんを防止できるよう従業員と機

密データを隔離するよう設計されており、コンピュータ専門家といえども、関係者以外は

データにアクセスできないようになっている」と説明した。また、機密データの管理担当

職員は、アクセス申請者に対してアクセスを許可する前に申請者の人物証明を義務付ける

よう教育されているとのことだった。同社は更に、知的所有権（IP）保護と輸出規制を遵

守するため、次のような措置をとると説明している。 
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・ 従業員雇用時には応募者の生い立ちや経歴等の情報を幅広く収集する。 
・ 英語と中国語による年１回の輸出法令順守研修を従業員に義務付ける。 
・ IP と輸出管理の倫理と規則に関する研修を義務付ける。 
・ 規制対象国籍の従業員と臨時従業員の許認可登録を行う（従業員の適格性を確認した

上で許認可条件を承認する）。 
・ 従業員研修計画を策定し確認する。 
・ システム評価とセキュリティチェックを実施する。 
・ 規制対象エリアを確認するための個人セキュリティ・プランを策定する。 
・ 外国籍従業員が米国に入国する際は、初日に輸出・IP に関する追加研修を実施する。 
・ 規制対象国の従業員を管理する職員に対して研修とオリエンテーションを実施する。 
・ 従業員による IP へのアクセスあるいは輸出への関与には担当部長の承認を得る。 
・ 高機密文書は、電子媒体に限定し、多重承認システムにより厳格に管理する。 
 
インテルは、上述の措置を実施するために IP 管理を担当する IP チームと輸出管理を担

当する輸出チームを編成し、それぞれ以下の任務にあたらせるとしている。 
 

IP チーム 輸出チーム 
アクセス問題の解決及びセキュリティ問題の

解決の確認 
アクセス権の無い人物によるアクセスの監視 
（IP に関する）従業員の混同と疑問の解決 
２重セキュリティとシステム管理者の調整 

方針の策定と調整 
半自動管理と監視の基盤の構築 
サプライヤー情報の交換と文書作成キャ

ンペーン、注意喚起とコンプライアンスの

徹底 
 
インテル社は 後に、知的所有権保護と輸出コンプライアンスが同社にとって非常に重

要であり、全社レベルで知的所有権保護と輸出管理に真剣に取り組んでいると強調すると

共に、Fab68 は成功すると結んだ。 
 

3.1.2 テキサス・インスツルメンツの外部機関との共同研究における輸出管理 

 
 全世界で事業を展開するテキサス・インスツルメンツ（TI）社は、3 万人を超える従業

員を抱え、その約半数が米国以外となっている。同社は、設計コストの削減を進めると共

に市場ニーズに迅速に対応すべく、世界各国の企業と設計開発分野での協力を進めている。

ここでは TI が世界各国のパートナーとの共同設計を行う際の輸出管理の取組みについて

紹介する。 
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3.1.2.1 共同設計体制－TI と外部パートナーとの関係 
 

TI 社は、顧客やサプライアヤーあるいは戦略的パートナーと様々な形態の共同設計を行

っている。簡易な共同設計の形としては、設計ツールをパートナーと共有せずに低コスト

で迅速に開発を行う“共同設計・納品システム（CDDS）”と呼ぶ形や、パートナーと共同

で同じ設計を同時に行う“設計ゾーン（DZs）”と呼ぶ形がある。しかし、こうした方式で

は対応できない共同設計プロジェクトは、重要案件として区別され、セキュリティに細心

の注意を払いながら実施されている。 
 

3.1.2.2 TI のセキュリティ対策 
 
重要案件では、TI のネットワークをパートナーの設計拠点に拡張してパートナーに内部

へのアクセス権を与え、電子設計自動化（EDA）ツールを含む TI の設計ツールへのアク

セス権を与える。その一方で、以下のような 高水準のセキュリティ対策が採られている。 
 
・設計データへのアクセスは個人毎に承認される。 
・あらゆるネットワーク活動を積極的に監視し、秘密裏にサイト検査を実施する。 
・全ての印刷物は自動的に TI のセキュリティポリシーに則って管理される。 
・パートナー企業の設計者は、パートナー企業から隔離される。 
・共同設計を行う場所は、TI のガイドラインに則ってセキュリティが強化される。 
・作業場に立ち入る際には、TI のバッジをつけることが要求される。 
・関係者のあらゆる行動はビデオで監視される。 
 
新規顧客と共同設計を行う場合は、TI と顧客の間で共同開発契約書（JDA）を交わして

共同設計の範囲を明確にすると共に、共同開発で利用する TI 所有あるいはサードパーテ

ィ所有の知的所有権（IP）を設計資料契約書（DMA）に明記することとなっている。 
 
既存の顧客との間で既存のプロジェクト変更を行うケースでは、新しいソフトがその顧

客に導入あるいはそのスコープが変更される場合に JDA の修正変更が必要とさる。また、

新しいハードウェアの知的所有権（IP）がその顧客に導入されるときは DMA の修正変更

が必要とされる。 
 

DMA を申請する際は、TI 法務部が、1)事業の情報を所有している者、2)サードパーテ

ィの EDA ソフトウェアが開示される予定の場合は国際資材調達部（WPL)、3）サードパ

ーティの非 EDA 知的所有権が公開される場合はサードパーティの知的所有権を管理する

担当マネージャー、からそれぞれ承認を得るほか、国際貿易法令順守チーム（GTC）から

輸出許可を得ることになっている。 
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輸出許可の取得にあたっては、開示される各設計資料を輸出規制に応じて分類し、GTC
が作成したツールを用いて輸出規制分類番号（ECCNs）を割り当てる。この ECCN 情報

は、GTC が管理するデータの中に取り込まれる。GTC の承認に要する時間は通常、1～2
営業日となっている。 
 

3.1.3 GE ファナックの輸出違反リスク管理 

 
 GE ファナックは、GE とファナックの合弁企業で、自動化用ハード及びソフト、組み込

みシステム、コンピュータ数値制御装置などを製造販売している。同社は、輸出管理を行

う上でのリスク評価分析を行っている。 
 

〔図表 10〕GE ファナックによる輸出管理プロセスのリスク評価結果 

 
（出所）GE ファナック 
 

リスク 

低 

高 

プロセス管理 強化 途上 
定期的にレビューすべき きちんと確認すべき

即刻注意すべき 確固たるプロセスを確立すべき 

●報告 

技術セキュリティ●

●スクリーニング 

● 教育・訓練 

● 権限／分類 

● 懸念報告

● 許認可・許可

● TAAs / MLAs 

● 記録保管 
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 GE ファナックは、自社の一連の輸出管理プロセスを複数に分類してリスクを評価・管

理している。第４回米国国際技術移転フォーラムでは〔図表 10〕に示すように①TAAs13（技

術支援契約）／MLAs14（製造許可契約）、②技術セキュリティ、③許認可・許可書、④ス

クリーニング、⑤教育・訓練、⑥（輸出管理の）権限／（輸出管理品目の）分類、⑦記録

保管、⑧報告、⑨懸念報告についてリスク評価を行った結果を紹介した。評価結果は、各

プロセスに係るリスクとプロセス管理の強化の重要度という観点から、４つのカテゴリー

に分類、すなわち、リスクが高くプロセス管理を強化する必要があるものを「確固たるプ

ロセスを確立すべき」とし、リスクは高いがプロセス管理の強化を急ぐ必要が無いものを

「即刻注意すべき」とし、リスクは低いもののプロセス管理の強化が必要なものを「定期

的にレビューすべき」とし、リスクが低くプロセス管理の強化を急ぐ必要がないものを「き

ちんと確認すべき」としている。 
 
 これらのリスク評価結果は、それぞれ各プロセスの詳細な評価結果に基づくもので、例

えば技術セキュリティについては、以下のようなソース・システム毎のリスク評価と確認

範囲が示された。 
 

ソース・システム リスク 確認範囲 
米国人が管理する ITAR 規制技術を保

管する IT システム及びサーバ 
非権限者によるアクセス： 
輸出違反 

全てのサーバの場所及び電子文

書の保管場所の確認、システム管

理者の確認 
IT システムへのアクセスと規制技術

のデータ移管の管理 
非権限者によるアクセス： 
輸出違反 

システム管理者及びアクセス権

を与えられた、あるいは与えられ

る可能性のある他の全てのスー

パーユーザーの確認 
パスワードによるアクセス制限 ― システムのパスワード保護とタ

イムアウトのレベルの確認 
許認可権限を変更する権限の制限 （権限の）格付けが不適切に

変更される可能性あり 
格付け権限が作成あるいは変更

する施設の役割をレビュー 
輸出規制製品、技術、ソフトウェアの

輸出手続きを一時的に止めるシステ

ム 

デジタル化したシステムは

許容されるかもしれないが、

マニュアルシステムでは十

分に管理できない恐れあり。

取引が一旦、輸出と認識されれ

ば、システムは適切な許認可が発

給されるまで、システムが出荷を

一時的に止める。 
（出所）GE ファナック 

 

                                                  
13 technical assistance agreements 
14 manufacturing license agreements 
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3.2 米国企業による輸出規制緩和要求状況 

 
3.2.1 商務省による対中パブリックコメントの募集 

 
3.2.1.1 中国における規制品目の海外入手可能性について 

 
商務省のボーマン副次官補は 2006 年 9 月 12 日、「規則及び手続きに関する技術諮問委

員会」（RPTAC）において、公聴会では「中国国内の軍事エンドユースに輸出する場合に

新たに許可要件を定められた 47 の ECCN 品目の多くが、中国を含む世界各国で広く入手

可能」との意見が出た、と述べた。副次官補は 47 の ECCN の品目を外国の調達先、とり

わけ中国から入手できることを示す、信頼できる客観的な証拠があれば、コメントとして

提出するよう企業に促した。 
 
副次官補は BIS が収集した情報に基づき 47 の ECCN のリストを作成したと述べたが、

「より新しく正確な情報を持っている方々がいることは明らかである」、「中国で事業を展

開中の企業が競合企業について情報を持っているのは間違いない」「問題は、中国メーカー

の所有者が誰かではなく、中国国内での入手が可能か否かということである」としている。 
 

3.2.1.2 軍事エンドユースの定義 
 
公聴会では「軍事エンドユース」の定義に質問が寄せられ、ある企業は中国沿岸警備隊

に対するアウトバウンド・モーターの輸出について、別の企業は人民解放軍に対するヘリ

コプターの輸出等、具体的な質問もなされた。ボーマン副次官補は「公聴会で質問が出る

度、コメントの提出をお願いしている」と述べた。 
 

3.2.1.3 Validated End User (VEU)の審査期間は 30 日 
 

BIS 担当官は、「適格エンドユーザー」の審査期間について「関係省庁間で決着したわ

けではないが、我々は 30 日と見ている。」と語った。「省内の作業は始まっており、まも

なく関係省庁との作業に入る」という。 
 

3.2.1.4 knowledge の基準 
 
ボーマン副次官補は、BIS が「47 の ECCN 品目の対中輸出に Knowledge の狭義の定義

（Actual Knowledge）を適用するとしたコメントを変更しようとしている」という輸出者

の不満について、「結局のところ、輸出者、政府双方にとって同一取引に２つの異なる

「knowledge」の基準を持てば複雑になる」と述べ、一部の輸出者の指摘を認めた。しか
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し「BIS が、Knowledge の基準の違反を理由に行政訴訟を起こしたのは、過去 10 年で 2
件だけ」とし、「規則案がそのまま 終規則になった場合でも、過去の記録から見て、

knowledge 絡みの事件が多発する可能性は小さいと思われる」と述べ、Knowledge の定義

については Actual Knowledge の基準を採用しないことを示唆している。 
 

3.2.1.5 中国側の対応について 
 
規則案により必要となるエンドユーザー証明書の増加に対し、中国政府の体制について

疑問が出されたがボーマン副次官補は「我々は中国政府と協議を続けているが、中国側か

ら「出来ない」との反応は出ていない」と述べた。 
 

3.2.1.6 米産業界から出された対中パブリックコメントの概要 
 
商務省の対中パブリックコメントの募集に対して、寄せられたコメントは 57 件（2006

年 12 月４日に公表された Federal Register）である。 
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3.2.2 米工作機械業界が提出した対中規制緩和要求の要点 

 
3.2.2.1 米国製造技術協会の要求事項 

 
米国製造技術協会（AMT）は 2006 年 11 月、商務省が募集した対中キャッチオールに対す

るパブリックコメントで、位置決め精度が9μm以下のNC工作機械を規制する「2. Category 

2 – Material Processing （ii）2B991」の条項を削除するよう求めるコメントを提出した。 

 
2. Category 2 – Material Processing 
（ii）2B991 Limited to “numerically-controlled” machine tools having "positioning 
accuracies", with all compensations available, less (better) than 9 μm along any linear 
axis; and machine tools controlled under 2B991.d.1.a. 
 
AMT は、条項削除を要求する理由として、「中国は規制対象とすべき高精度位置決め機能

を有する工作機械の生産能力を有している」「中国はこの種の工作機械を台湾メーカーあるい

は台湾メーカーの中国拠点から調達することができる」という点を挙げている。更に、ドイツ

などがワッセナー・アレンジメントの要求事項を採用しない場合は、中国は米国の規制に

よる影響を受けることなく、中国自国での需要および軍需需要を満たすことができると指

摘した。AMT は「中国が各国から輸入する NC 旋盤、フライス盤、研削盤のうち、米国のシェア

は 2005 年実績で 3.8％に過ぎないため、影響を受けるのは米国の工作機械輸出産業だけであ

る」とし、規制は米国産業にダメージを与えるだけだと主張している。 

 
3.2.2.2 世界 大の中国市場でのシェア激減に対する米産業界の危機感 

 
 中国は既に世界 大の工作機械消費国である〔図表 11〕。AMT は「中国の 2000 年の工

作機械消費量は米国の半分であったが、2002 年までに同水準に達し、2004 年には米国の

2 倍に達した。2006 年は米国の 3 倍にも達する見込みである」と急成長する中国の工作機

械市場の現状について言及、中国が重要な市場になっていることを指摘した。しかし、「米

国の工作機械産業はこの 10 年間で中国でのシェアを 38.8％失っている。このシェアの後退は、

中国が世界最大の工作機械市場となる過程で起きているのである」とする一方、「日本、台湾、

韓国のメーカーが逆に中国でのシェアを拡大している」とし、米国の工作機械業界がアジ

ア諸国に出遅れて中国市場での事業機会を失っていることに危機感を募らせていることを

明らかにしている。 
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〔図表 11〕世界の切削工作機械消費額の国・地域別構成比（2006 年） 

工作機械消費額の国別構成（2006年推定）

ドイツ
5.9%

その他
13.6%イタリア

2.2%インド
2.3%

ブラジル
2.3%
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4.1%

カナダ
2.8%

フランス
2.6%

韓国
9.5% 米国

13.4%

日本
14.2%

中国
27.1%

 
（注）消費額≒生産額－輸出額+輸入額として算出した。 
（出所）American Machinst, Gardner Publications を基に CISTEC 作成 
 
 

3.2.2.3 工作機械生産国としての中国の台頭と米国の衰退 
 
中国は 2003 年にイタリアを抜き、日本、ドイツに次ぐ世界第３位の工作機械生産国と

なっており、工作機械生産額は 51.8 億ドル（2006 年）、NC 工作機械の生産額は 21.8 億

ドル（2005 年）になっている〔図表 12〕。 
 

〔図表 12〕中国の工作機械生産額の推移 
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このように中国の工作機械市場が拡大する中、米国の工作機械産業も本来ならば中国で

の販売高を増やして総生産高も増やしたいところだが、現実はその逆となっている。AMT
は「米国の工作機械の生産高は、世界第 3 位（1995 年）から世界第 6 位（2005 年）に後退して

おり、生産高も 29％減少している。生産減の原因は、中国や台湾の生産高の増加によるところ

が大きい」としつつも、イタリア（世界第 4 位）と比較しても、米国の売上高が減少している点を

問題視している〔図表 13〕。 
 

〔図表 13〕工作機械生産高世界上位 10 カ国の生産高 

日本 1 13,259 10,573 25% 1 9,002 47%
ドイツ 2 9,509 8,959 6% 2 7,290 30%
中国 3 5,000 4,080 23% 7 1,857 169%
イタリア 4 4,879 4,530 8% 4 3,324 47%
台湾 5 3,295 2,884 14% 8 1,627 103%
米国 6 3,160 3,132 1% 3 4,468 -29%
韓国 7 2,816 2,362 19% 6 1,898 48%
スイス 8 2,635 2,333 13% 5 2,141 23%
スペイン 9 1,141 1,021 12% 12 662 72%
カナダ 10 949 814 17% 13 397 139%
（注）原文は数値に誤りがあったため訂正している

（出所）Gardner Publication, Inc.

1995年の
生産高（百万$）

2005年の
生産高（百万$）

2004年の
生産高（百万$）

1995-2005年
の増加率

1995年
の順位

2004-2005年

の増加率（注）
2005年
の順位

国

 

 
 

3.2.2.4 米国の工作機械業界からみた中国製工作機械の技術水準 
 

AMT は、規制対象となっている同時５軸制御可能な NC 装置及び工作機械を製造可能

な中国メーカーが複数存在し、規制が無意味であるとしている。また、中国製工作機械の

位置決め精度も向上しており、0.010mm（10μ）という規制値が意味の無いものになって

いると指摘している。但し、AMT の主張はあくまで展示会で得られた情報をベースにし

たものであり、これら展示された機械を使用している中国企業の数、中国企業による使用

方法（例えば、荒削りなのか、仕上げ加工なのか）、ユーザーの評価といった具体的な点に

は言及していない。 
 
(1) 中国の NC 装置メーカー 
 
【中国の同時 5 軸用 NC 装置メーカー】 
2006 年 6 月に AMT（製造技術協会)の主催により中国で実地調査を実施したが、その際に、

前輸出管理担当商務次官、Paul Freedenberg 博士と米国ワッセナー・アレンジメントの現

工作機械技術顧問である私 Paul Warndorf は、中国には NC 装置メーカーが 15 社余りあ

り、そのうち 5 軸工作機械用の NC 装置を生産しているメーカーが 5 社あることを確認し
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ている。それより 4 年前には、このような技術力を持つメーカーを中国では 1 社も確認で

きなったと Freedenberg 博士は明言している。 
 
【中国の有力 NC 装置メーカー】 
北京航天数控系統有限公司（Beijing Aerospace Numerical Control Systems）および武漢

華中数控股份有限公司（Wuhan Huazhong Numerical Control Company）の 2 社は、

も幅広い顧客層を持つメーカーであり、中国国防省と教育省から資金援助を受けて技術の

開発に努めてきた。中国の製造業者各社は、この 2 社の NC 装置を自社の機械に搭載し、

宇宙飛行機工場向け製品や、高度な用途で使用する製品として出荷している。このことか

ら、この 2 社の製品品質と信頼性の高さが実証されている。 
 

〔図表 14〕中国の NC 装置メーカーと代表的なＮＣ装置 
会社名 NC 装置 

名称 
大制御

軸数 
大同時 

制御軸数 
情報源 

北京航天数控系統有限公司 
(Beijing Aerospace Numerical Control 
System)www.casnuc.com.cn 

CASNUC 8 6 (CIMES & CMTF )
2006* 

北京凱奇数控設備成套有限公司 
(Beijing Catch CNC Equipment Co., Ltd) 
www.catch-cnc.com 

NC-110 16 6 パンフレット

(CIMES & CMTF )
2006 

成都関泰実業有限公司 
(Chengdu Great Industrial Co., Ltd) 
www.great-cnc.com 

Great-160iM
Great-180M 

5 
9 

5 
9 

パンフレット 
IMTS 
2006** 

中国科学院瀋陽計算技術研究所(LT-CNC) 
http://lt-cnc.sict.ac.cn/en_contact.asp 

NC110 16 8 ウェブサイト 
2006 

武 漢 華 中 数 控 股 份 有 限 公 司 (Wuhan 
Huazhong Numerical Control Co.(HNC)) 
www.huazhongcnc.com 

HNC-2000 
HNC-21M6 

16 
6 

5 
6 

パンフレット

(CIMES & CMTF )
2006 

*CIMES & CMTF：2006 年 6 月に開催された中国国際工作機械工具展示会 
**IMTS：イリノイ州シカゴで 2006 年 9 月に開催された国際製造技術展示会 
 
 
(2) 中国メーカーの同時５軸制御の工作機械 
 
2006 年 6 月 12 日から 16 日に北京で開催された CIMES 2006（中国国際工作機械工具展

示会）でも情報収集を行った。調査対象となった中国のメーカーは約 70 社で、そのうち

12 社以上（前述の NC 装置メーカーの他に）が 5 軸工作機械を生産していた。また、台湾

のメーカーは 35 社あり、そのうち 5 軸工作機械を生産しているのが 5 社、これに加えて

NC 装置メーカーが 1 社であった。台湾のメーカーは中国のメーカーに新しい技術を実質的

に供与することはなく、中国に自社の生産拠点を作り、高精度位置決め機能を備えた自社

の高品質な機械を中国市場に売り出しているのである。 
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 AMT は、「ティルティングスピンドル型については、中国はこの種類の製品の供給能力

を十分に有しており、さらに台湾などの他国からも入手が可能である」とし、この種類の

工作機械の例〔図表 15〕を提示している。 
 

〔図表 15〕中国で供給可能なティルティングスピンドル型の同時 5 軸制御の工作機械 
会社名 機種 型式 

北京第一機床廠 
(BYJC - Beijing No.1 Machine Tool Plant)

NC ターニング・ミリングセンタ

ガントリ形平削り盤 
CXHA6130 
 
 
XKAV2415 

北京機電研究院 
(BMEI Co., Ltd.) 

立形マシニングセンタ 
立形マシニングセンタ 

5C-VMC1250 
XKH400 

大連機床集団有限責任公司 
(Dalian Machine Tool Group Corp) 

NC ターニング・ミリングセンタ CHD25 

桂林機床股份有限公司 
(Guilin Machine Tool Co., Ltd.) 

門形ガントリ式 XK2316/4-5X 

漢川機床有限責任公司 
(Hanchuan Machine Tool Group Co) 

門形ガントリ式 XH2308 

江蘇多棱数控機床股份有限公司 
(Jiangsu Duoleng CNC Machine Tool Co.)

門形ガントリ式 
ガントリ形プロファイラ／MC 
横形マシニングセンタ 
立形マシニングセンタ 

TH42160B/5X 
XH2725/5X-10 
 
TH(TK)68125A 
XH716/5x 

寧江機床集団股份有限公司 
(Ningjiang Machine Tool Group Co., Ltd.)

横形マシニングセンタ NJ-5HMC40 

瀋陽機床責任有限公司 
(Shenyang Machine Tool Group Co.) 

NC ターニング・ミリングセンタ

ガントリ形プロファイラ／MC 
SSCKZ80A-5 
 
MB200x40/5x 

 
 
(3) 中国製工作機械の位置決め精度 
 

AMT は、「中国では 0.010mm より高い精度の製品を提供できる供給業者がますます増

加しているということに気づかなければならない。この事実は、中国製品の位置決め精度

の一連の表によりわかることと思う」としている。 
 

〔図表 16〕フライス盤 
会社名 機種 位置決め精度 情報源 

北京機床研究所 
(BMTI Precision Mechatronics Co.) 
http://www.jcsjm.com 

u2000/5-630H 
5 軸 

0.008 
GB/T17421.2(2000)
（オプションパッケ

ージ） 

ウェブサイト-2006

桂林機床股份有限公司(Guilin 立形マシニングセンタ 0.010 パンフレット 
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Machine Tool Co., Ltd) 
www.glmtc.com.cn 

XK716/2-5X 
5 軸 

GB/T17421.2(2000)
 

2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

青海一機数控機床有限責任公司 
(Qinghai No.1 CNC Machine Tool 
Co. Ltd) 
www.qh-machine.com.cn 

立形マシニングセンタ

VMC750 
0.010 
VDI3441 
 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

江蘇多棱数控機床股份有限公司 
(SDL-Jiangsu Duoleng CNC 
Machine Tool Co) 
www.czmtw.com 

立形マシニングセンタ

XH716/5x 5 軸 
0.010 
JB/T8771.4(1998) 

パンフレット-2005
 

江蘇新瑞機床（集団）有限公司 
(Shinri Machinery Co.) 
www.shinri.cn 

立形マシニングセンタ

VM55 
0.008 
ISO 

ウェブサイト-2006

山東魯南機床有限公司

(TLUNAN-Shandong Lunao 
Machine Tool Co.) 
www.lunanmachine.com 

立形マシニングセンタ

XH716 5 軸 
±0.005 
GB16462 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

南通科技投資集団股份有限公司 
(Tonmac International Co.) 
www.tonmac.com.cn 

立形マシニングセンタ

VMC600 
0.005 
JIS 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

 
〔図表 17〕旋盤 

会社名 機種 位置決め精度 情報源 
北京機床研究所 
(BMTI Precision Mechatronics 
Co.)http://www.jcsjm.com 

CNC 旋盤 
CKG250 

±0.002 
JIS 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

大連機床集団有限責任公司 
(DMTG-Dalian Machine Tool 
Group Corp.)www.dmtg.com 

CNC ターニングセン

タ 
DL-20MH 

0.010 
ISO230-2(1997) 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

重慶科菲精密機械有限公司(FED - 
ChongQing Kefei Precision 
Machinery Co.) 
www.fred.com.cn 

CNC 旋盤 
CNCP5 

0.007 
VDI 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

寧江機床集団股份有限公司 
(Ningjiang Machine Tool Group 
Co.)www.ningiang.com 

CNC 旋盤 
CKN6140 

0.006 
GB 中国の規格 

 

田貝機床有限公司(TianBei 
Machine Tool ) 
www.tjtbmachine.com 

CNC 旋盤 
CK6125B 

0.006 
GB16462 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

大連因代克斯機床有限公司

(Index-Dalian Machine Tool) 
www.dmtg.com 

CNC ターニングセン

タ 
TNA400（中国本土向

けのみ） 

0.008 
VDI3441 

ウ ェ ブ サ イ ト

-2006 

済南一機床集団有限公司(JFMT - 
Jinan Fust Machine Tool Group 
Co.) 
www.jfmt.com.cn 

CNC ターニングセン

タ 
MJ-18 

0.005 GB16462 
（ガラス製スケー

ルのオプション仕

様） 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

 



 57

 
〔図表 18〕研削盤 

会社名 機種 位置決め精度 情報源 
寧江機床集団股份有限公司 
(Ningjiang Machine Tool Group 
Co.) 
www.ningiang.com 

治具研削盤 
MK2945C 

0.007 
VDI 

ウ ェ ブ サ イ ト

-2006 

 
 
(4) 中国企業による外国企業の買収問題 
 

AMT は、中国企業に買収された外国企業をリストアップしているものの、その詳細に

ついては言及していない。外国企業の買収は、買収された企業から中国への技術流出リス

クが高まることも意味するが、ドイツ企業の買収が多いものの、米国企業が買収されてい

ることも背景にある可能性もある。 
 

中国企業に買収された外国企業 買収状況 

Zimmerman GmbH 2004 年、大連機床集団がドイツの大型ガントリ形機械メ

ーカーZimmerman GmbH の主要株主となった。 

Ingersoll Production Systems 2002 年に大連機床集団が米国企業 Ingersoll Production 
Systems を買収。 

Waldrich Coburg GmbH 北京第一機床廠が大型ガントリ形機械のメーカーである

ドイツの会社 Waldrich Coburg GmbH を買収。 

Schiess AG 瀋陽機床集団が 2004 年に大型ガントリ形機械のメーカ

ーであるドイツの会社 Schiess AG を買収。 

Wohlenberg 
Werkzeugmaschinen GmbH 

上海電気集団が 2005 年にターニングセンタとマシニン

グセンタのメーカーである Wohlenberg を買収。 

 
 
(5) 中国製工作機械の品質を支える外国製部品の問題 
 

AMT は「工作機械にとって重要な点は品質である。今日工作機械は世界各国で生産さ

れているが、中国のメーカーでも各国で生産された部品を使用している。資料などによる

と、中国の多くのメーカーが自社製品に使用している部品は中国以外の他国のメーカーの

もので、その大半がワッセナー・アレンジメント参加国のメーカーであることがわかる。

また、中国のメーカーは、従来の中国製品よりも高い品質の実現を可能にしたメーカー各

社との関係についても言及している。要するに、中国のメーカーは世界各国のメーカーが

使用しているのと同じ高品質な製品（フィードバックシステム、リニアウェイなど）を使
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用し、その応用方法についても教示を受けているのである」としている。 
 
 
(6) 中国に流通する台湾製工作機械の問題 
 
 AMT は「中国市場で入手可能な台湾の製品や、中国で生産された台湾メーカーの製品

が高精度であることも大変重要である」としている。AMT は 2006 年に開催された中国国

際工作機械工具展示会で、台湾に本社を置く「欧馬科技股份有限公司（EUMA-Spinner 
Corp.）」の社長にインタビューを実施したところ、「台湾だけでなく中国にも生産拠点が

あり、中国の拠点でほとんどすべての製品を製造している」との回答を得たという。同公

司は〔図表 19〕に示すとおり、高精度のフライス盤と旋盤を製造しており、こうした高精

度の工作機械も中国に流通している可能性を示唆している。 
 

〔図表 19〕台湾のメーカー 
会社名 機種 位置決め精度 情報源 

旋盤 
凱柏精密機器股份有限公司（Campro 
Precision Machine Co.） 
www.campro.com.tw 

CPL-20 0.004 
VDI3441 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

欧馬科技股份有限公司 
(EUMA - Spinner Corp.) 
euma.machine-tools.com.tw 

EL-52 0.002 
VDI3441 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

台湾麗偉電脳機械股份有限公司(Leadwell 
CNC Machines Mfg. Corp) 
www.leadwell.com.tw 

T-8S 0.005 
VDI3441 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

台中精機集団(OR) 
www.or.com.tw 

VTplus-15 0.004 
JIS 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

 
立形マシニングセンタ 
欧馬科技股份有限公司 
(EUMA - Spinner Corp.) 
euma.machine-tools.com.tw 

ME810S 
5 軸 

0.005 
VDI3441 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

福聯機械股份有限公司 
(Fulland Machinery Co) 
http://www.fullandtech.com 

DMC880-5X 
5 軸 

0.004/300 mm 
VDI3441 

ウェブサイト 
2006 

台湾麗偉電脳機械股份有限公司(Leadwell 
CNC Machines Mfg. Corp) 
www.leadwell.com.tw 

V-20 
5 軸 

0.005 
VDI 

2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

百徳機械股份有限公司 
(Quaser Machine Tools Inc.) 
www.quaser.com 

MK603U 
5 軸 

0.008 
ISO230-2 

ウェブサイト 
2006 
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横形マシニングセンタ 
瀋陽大立機械設備有限公司(DAHLIH - 
Dah Lih Machinery Industry Co) 
http://www.dalicnc.com 

MCQH-400 
5 軸 

0.005/300 mm 
規格明示なし 

パンフレット 
IMTS 
2006 

百徳機械股份有限公司 
(Quaser Machine Tools Inc.) 
www.quaser.com 

HX805B 
5 軸 

0.004 
JIS 

ウェブサイト 
2006 

門形ガントリ式 
欧馬科技股份有限公司(EUMA - Spinner 
Corp.) 
euma.machine-tools.com.tw 

DMH-1208i 
5 軸 

±0.004/300 mm 
JIS B 6336 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

龍昌機械股份有限公司(FIRST - Long 
Chang Machinery Co.) 
www.first.com.tw 

MCV2000 
5 軸（オプション） 

規格明示なし ウェブサイト 
2006 

協鴻工業股份有限公司(Hartford - She 
Hong Industrial Co.) 
www.hartford.com.tw 

HB-3210BC 
5 軸 

規格明示なし ウェブサイト 
2006 

喬福機械工業股份有限公司(Johnford) 
www.johnford.com.tw 

DMC-4000 GSA 
5 軸 

規格明示なし ウェブサイト 
2006 

ガントリ形プロファイラ／MC 
亜崴機電股份有限公司 
(AWEA Mechantronic Co. 
www.awea.com 

LG5025 
5 軸 

0.045 
VDI 

ウェブサイト 
2006 

 
 
ティルティングスピンドル型 
 

AMT は「長年の間、台湾各社は 4 軸までの工作機械の生産に重点を置いてきたが、近

年は 5 軸製品に力を入れ始めている」と指摘している。 
 

〔図表 20〕ティルティングスピンドル型工作機械の製造能力-台湾で供給可能な製品： 
会社名 機種 型式 
欧馬科技股份有限公司(EUMA - Spinner 
Corp.) 

門形ガントリ式 DM-2020 

喬福機械工業股份有限公司(John ford) 門形ガントリ式 DMC-4000 GSA 
台中精機集団(OR) 立形マシニングセンタ Vcenter-110 
百徳機械股份有限公司(Quaser Machine Tool 
Inc.) 

立形マシニングセンタ 
横形マシニングセンタ 

MK603U 
HX805B 

勝豊機械廠股份有限公司(Sheng Fang Yuan 
Technology Co.) 

門形ガントリ式 
横形マシニングセンタ 

5AX-1000 
HA-5AX6 
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４．米輸出規制リストの問題点－米会計検査院（GAO）の指摘 
 
4.1 GAO の２つの報告書 

 
米国の技術移転に関する議論は、古くは 1980 年代のみなし輸出規制の策定論議に遡る

が、この数年の規制見直しの論議の動向を探る上で大きなポイントとなっているのは、以

下の米国会計検査院（GAO）の２つの調査報告書である。 
 
 ・GAO-02-972: Export Controls 

Department of Commerce Controls over Transfers of Technology to  
Foreign Nationals Need Improvement 

 
・GAO-06-993: DEFENSE TECHNOLOGIES15 

DOD’s Critical Technologies Lists Rarely Inform Export Control and 
Other Policy Decisions 

 
2002 年９月に発表された前者の報告書「Export Controls」では、1999 年に出された

The Cox Report を受けて BIS が取締りを強化した「みなし輸出」について、その執行が

不十分であると指摘している。具体的には、みなし輸出規制の脆弱性が中国等の懸念国の

軍事力近代化に寄与しているとし、特にハイテク企業に就労する外国人のビザを十分に審

査していないことや、みなし輸出の許可申請が甘いために、企業のセキュリティが守られ

ていないとしている〔図表 21〕。 
 

〔図表 21〕米国における 2001 年のみなし輸出許可一覧 

他の懸念国
（113）
14%

残りの国々
（107）
13%

中国（602）
73%

　ロシア（77）
　イラン（19）
　インド（11）
　シリア（3）
　イスラエル（1）
　イラク（1）
　パキスタン（1）

 
（出所）GAO-02-972: Export Controls 

 

                                                  
15 GAO ウェブサイト http://www. gao. gov. から無料で入手可能である。 
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一方、2006 年 7 月 28 日に発表された後者の報告書「DEFENSE TECHNOLOGIES」
は、「防衛機微技術リスト（MCTL）と開発段階にある科学技術リスト（DSTL）の更新の

承認が適切に行われず、内容も古く、限定的価値しかもたない」としている。この報告書

は、調達・資源管理本部 Ann Calvaresi-Barr 本部長の名前で発刊されて、興味を示した

議会の委員会のほか、国防総省、商務省、国土安全保障省の各長官、行政予算管理局長、

国家安全保障担当大統領補佐官に送付された。以下、この「DEFENSE TECHNOLOGIES」
の要点を紹介する。 
 
 
4.2 GAO による規制リスト評価の目的 

 
米国防総省は、米国の軍事技術が他国（特に懸念国）に流出して米国の軍事的優位が揺

らぐリスクを抑えるため、軍事機微技術プログラムでそれぞれ 20 項目から成る防衛機微

技術リスト（MCTL）と開発段階にある科学技術リスト（DSTL）の 2 つの技術リストを

作成し定期的に更新している。このリストは本来米国の輸出管理決定への情報提供を意図

していたが、対諜報活動、研究計画、技術保護プログラムへの情報提供にも利用できる。

このように MCTL と DSTL は、米国の軍備の技術的優位性を確保するための判断に利用

できる情報を提供し、国家安全保障にとって不可欠な技術を特定する上で重要なものであ

ると考えられる。 
 
再定義された国家安全保障上の脅威、急激な技術の進歩、敵対者による米国の軍事兵器

システム技術情報を入手しようとする試みの増加を背景に、防衛機微技術を特定し保護す

るニーズが高まっている。GAO は、こうした MCTL と DSTL の重要性を踏まえ、（1）防

衛機微技術プログラムにおける MCTL と DSTL の更新プロセスを評価し、（2）輸出管理と国防

総省の政策決定にリストの情報がどのように利用されているかを明らかにすることを目的とし

て規制リストの評価を行った。 
 
 

4.3 規制リスト評価の範囲と方法論 

 
4.3.1 リストの更新方法の評価方法 

 
GAO はリストがどのように更新されているかを確認するため、防衛機微技術プログラ

ムと更新リスト製作の委託を受けた防衛分析研究所の担当官にインタビューを行い、また

関連するプログラム指針、指令、適用法令の条文を検討してきた。プログラム指針を利用

して、MCTL と DSTL の 近更新された 5 項目について、更新プロセスの評価を実施し

た。GAO は発行前の更新の承認を担当する国防総省内の 20 部門を特定し、そのうち 19
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部門でインタビューを実施した。そして過去 10 年にわたり MCTL と DSTL の各項目が

後に更新された時点とリスト更新に関するプログラム目標書との比較を行った。プログラ

ム担当官とのインタビュー、およびプログラム文書と適用法の検討を通して、MCTL と

DSTL の使用目的を確認した。リストの利用状況を調べるため、商務省の担当官の他、取

得・技術・兵站担当国防総省次官局、政策担当国防総省次官局、軍部、戦闘部隊の一部、

国防情報局など国防総省関連組織の各部門の担当官とのインタビューを実施した。さらに、

国防総省が機微技術の特定に利用したその他の方法を確認し、これらが MCTL と DSTL
とどのように調整されているかについて調べた。作業は 2005 年 10 月から 2006 年 6 月の

間、一般に受容されている政府監査基準にしたがって実施した。 
 

4.3.2 リストの利用状況の評価方法 

 
GAO は、リストがどのように利用されているかを明らかにするため、初めにプログラ

ム担当官らとのインタビューを行い、プログラム文書と適用法の条文の検討を通じて、

MCTL と DSTL の利用状況を特定した。リストの利用については、産業政策室、国防技術

保全管理局室、軍部、耐タンパ担当官、国防情報局、国防保安部、ミサイル防衛局、国防

安全保障協力局、国防脅威削減局、統合参謀本部、統合軍指揮官、特殊作戦指揮官、戦略

指揮官、輸送指揮官、国際プログラムと科学技術担当研究技術室国防本部、国防兵站局、

ペンタゴン防護局、国防契約監督局、特殊作戦低強度紛争室、国防高等研究計画局の担当

官、また商務省、本土安全保障省の担当官と協議した。さらに、これらの複数機関とのイ

ンタビューと提供された文書を検討し、国防総省が機微技術の特定に利用したその他の方

法を特定し、MCTL と DSTL とどのように調整しているかについて調べた。 
 
 
4.4 評価結果のポイント－更新プロセスに問題抱え、規制リストは時代遅れ 

 
防衛分析研究所は、規制対象とする防衛機微技術を特定するため、政府、産業界、大学

による専門家技術作業グループを立ち上げ、規制リストの更新を行っているが、GAO は「こ

の作業グループへの専門家の参加は任意であることから、専門家の中にはプロセスにあまり参

加しない者もいる。このため、国防総省が更新された項目を承認することが重要であるが、

現在の承認プロセスはリストの価値を保証するものになっていない」と指摘し、その理由とし

て次の３つの例を挙げている。 

 

① 審査担当者の 3 分の 1 以上が、更新の承認に必要な技術的専門性を持っていない。 
② 国防総省では、審査担当者が何らコメントをしなかったものは、更新に同意したものと想定し

ているが、4 分の 1 の審査担当者は、リストの審査を行っていない。 
③ リストは最新情報が反映されていない。 
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GAOは、「プログラム目標書では 低4年ごとにリスト全体を更新するよう求めているが、

武器、通信、生物兵器関連の技術を含む MCTL の 20 項目のうち 9 項目は 10 年間更新され

ていない。DSTL も同様に半分近くの項目が過去 5 年間更新されていない」とし、これら規制

リストが時代遅れになっていると指摘している〔図表 22〕。 
 

〔図表 22〕MCTL と DSTL の更新状況（2006 年 4 月 30 時点） 

MCTLの更新状況

1-4年以内に
更新
50%

10年以上
未更新

45%

未作成の
セクション

5%

 

DSTLの更新状況

1-4年以内に
更新
50%

5年以上
未更新

45%

未作成の
セクション

5%

 

 
このため、MCTL と DSTL は本来の意図とは異なり、国防総省の政策決定と輸出管理決定

にほとんど利用されていないという。GAO は国防総省と商務省輸出管理官へのインタビュ

ー調査で次の問題が明らかになったとしている。 

 

1) MCTL の情報はあまりにも具体性に欠けており、内容も古いため、輸出管理提案の作成や個

別の輸出認可決定に利用されていない。 
2) 事実、空軍は 1996 年、正確性と信頼性に関する懸念から MCTL を使用しないように人員に

指示している。 
3) DSTL もあまり利用されていない。そもそも GAO がインタビューした国防総省の部門の多く

が、リストの存在も知らなかった。DSTL の存在を知っていたメンバーも、MCTL と同様に、内

容が古いため、有用性が限定されていると考える者がいた。 
4) 国防総省と軍部には、世界の技術動向を調査する部門がある。そこでの調査はより広範囲に

わたり、リストの価値を浸食するものである。例えば、陸軍は、戦場において未知の兵器に驚

かずに済むように他国の軍備技術の研究状況に関する知識を蓄積し、国際的な協力機会を

探るための国際技術センターを設立している。 

 

GAO は、以上の点を踏まえ、「利用者の要求事項の調査や、MCTL の目的の再評価と明確化、

利用者の要求事項を満たすアプローチと実現に関する調査、DSTL の有用性の検討などのア

クションの実施」を国防長官に勧告した。 
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4.5 MCTL と DSTL の概要 

 
国防総省は軍事的優位性を維持することを 優先と考え、防衛関連技術を国家安全保障

の目的を遂行するため、投資を行い、保護する価値のある限られた国家安全資源として扱

うという組織全体の方針を確立した16。多数の国防総省関連機関とその他の連邦当局は、

技術に関連するプログラム活動計画を支援し、意思決定に情報を利用するため、防衛機微

にあたる技術を識別する必要を感じている。特に国防総省内部では防衛機微技術の知識が

以下の活動のために必要とされている。 
 
・防衛システムに関する機微技術の耐タンパの検討 
・拡散防止プログラムと活動  
・研究開発計画 
 
同様に、他の連邦当局は防衛機微技術を特定する上で、国防総省に依存している。例え

ば、商務省と国務省は輸出管理決定に必要な情報の一部を、国防総省の防衛機微に関する

情報に依存している。また、連邦捜査局も海外の諜報活動による情報の入手や悪用からど

の技術を保護すべきかの判断に、国防総省が特定した機微技術の知識を必要としている。 
 
軍事・民生両用途の品目の輸出を管理する 1979 年輸出管理法に対応して、国防総省は

1980 年に、軍備の優位性を保持するために不可欠な技術を定期的に特定し評価する防衛機

微技術プログラムを確立した17。防衛機微技術プログラムは MCTL と DSTL の両方の限定

版と公開版を作成するものである。国防総省は、このプログラムの発端がリストの作成と

維持に科学的・技術的支援を提供することであったため、連邦政府から研究開発費の助成

を受けている研究開発センターの 1 つである防衛分析研究所に業務を委託した。MCTL が

短期的に関心のある技術を対象とする一方、DSTL はより長期的に関心のある技術を対象

としている（リストの比較は図表 23 を参照）。プログラムの管理は国防総省の国際技術保

全局18が行っている。過去 5 年にわたり、国防総省は年間約 200 万ドルを防衛機微技術プ

ログラムの支援に投資してきた。 
 

                                                  
16  1984 年 1 月 17 日 国防総省指令 2040.2 
17 合衆国法典第 50 編 app.第 2401 条以下参照。2001 年 8 月 20 日に期限の終了した法律により与えられ

た権限。大統領令第 13222 号は輸出管理法および規制により確立された輸出管理体制を継続する。 
18 国際技術保全局は 2004 年度から国防研究技術局長に属しているが、それ以前は国防脅威削減局に属し

ていた。 
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〔図表 23〕MCTL と DSTL の比較 

 
 
リストは 20 項目の技術に分かれ（図表 24 を参照）、各項目はグループ長および共同グ

ループ長が主導し専門家が構成する技術作業グループが作成、更新している。各作業グル

ープは、輸出管理法19で確立された防衛機微の定義に基づいて、防衛機微技術の特定と、

機微であることのパラメーターの特定を行っている。各作業グループは、例えば航空技術

など、MCTL と DSTL の対応する項目を担当している。防衛分析研究所は、技術作業グル

ープ長向けの、更新プロセスの指針を策定している。この指針には、作業グループは政府、

産業、大学の専門家で構成され、機微に関するコンセンサスを得るように記載されている。 
 

〔図表 24〕MCTL と DSTL が対象とする技術カテゴリー 

•航空技術  
•軍備エネルギー技術  
•生物技術  
•生物医学技術  
•化学技術  
•指向性・運動エネルギー技術  
•エネルギーシステム技術  
•電子工学技術  
•地上戦闘システム技術  
•情報システム技術 

•レーザー・光学技術 
•製造製作技術  
•海洋システム技術  
•材料と加工  
•原子力技術 
•ポジショニング、ナビゲーション、時間技術  
•情報セキュリティ  
•シグニチャ管理技術  
•宇宙システム技術  
•兵器効果技術 

（出所）国防総省文書 
 

                                                  
19  輸出管理法は、商務省長官が輸出規制品目リストに加えることを検討すべき防衛機微製品と技術を、

国防長官が特定するプロセスを確立したものである。機微技術を特定するため、国防総省は次の点を考慮

する必要がある：（1）設計と製造ノウハウ、（2）製造、検査、試験装置、（3）高度な操作性、応用または

メンテンスのノウハウを伴う製品、（4）米軍事システムの設計と製造が明らかにされるか、解明される装

置。 

現在 ５年 以降 

MCTL DSTL

・国防省が特定した製品と技術の要約は、

軍事能力の開発、製造、利用に著しい進

歩をもたらす。 
・米軍システムの継続的な優位性にとって

不可欠であるか、あるいは米軍システム

の入手可能性の向上が可能かについて、

国防省が評価する技術分野の詳細な技

術的な説明を含む。 

（出所）国防総省文書 

・米軍の能力を著しく拡大または低減する

可能性がある、他国で開発される科学技

術能力の要約。 
・今後登場する可能性のある技術および基

礎研究、応用研究そして先端技術開発を

含む技術に焦点を当てる。 
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4.6 MCTL と DSTL の更新・承認プロセスの問題 

 
4.6.1 現行の更新プロセスで作成したリストの価値は限定的 

 
MCTL と DSTL の更新の際、技術作業グループは、防衛機微の定義の検討と解釈を行う

専門家の特定と契約などの課題に直面している。こうした課題があるため、国防総省が更

新された項目を承認（リストの完全性と正確性の確認において不可欠なチェック）するこ

との重要性は高い。しかし、プロセスは保証を十分提供するものとはなっていない。また、

リストは相当古く、価値に疑問がある。 
 

4.6.2 現行の承認プロセスではリストの完全性と正確性は保証されず 

 
GAO は、作業グループ長が MCTL と DSTL の更新に関する技術作業グループに参加す

る専門家の特定と選定を行う際に次の 2 つの大きな課題に直面していると指摘している。 
 
1) 作業グループへの参加は任意であり、国防総省と雇用関係にある者も含めて、選定し

た専門家の中には非公式に参加するだけの者や、仕事の優先順位から全く参加できな

い者がいるなど、専門家と契約することが難しい20。 
2) 作業グループの解釈の対象とする防衛機微技術のパラメーターの判定が難しい。1 人

のグループ長が作業グループの「防衛機微」を定義しているが、他のグループ長は

作業グループメンバーの個々の解釈と判断に委ねている21。 
 
プロセスには本質的な課題があるため、リスト承認のニーズはますます高まっている。

リストの完全性と正確性を確認するため、国防総省の部門が作業グループの更新を審査し

承認する（国防総省プログラムの担当官が、作業グループの作業に対する重要なチェック

と考えるプロセスの 1 つ）。〔図表 25〕に国防総省の審査担当者を示す。 
 

〔図表 25〕MCTL と DSTL の更新案の審査担当者 

•国防次官補局、国土防衛担当  
•国防次官補局、特殊作戦/低強度紛争担当  
•国防次官補局、国防安全保障協力局  
•国防高等研究計画局    •国防脅威削減局  
•国防研究技術本部次長  •国防契約監督局  
•輸送戦闘部隊 

•統合軍戦闘部隊、  •戦略戦闘部隊  
•特殊作戦戦闘部隊  •国防情報局  
•ペンタゴン防護局   •国防兵站局  
•空軍局             •国防保安部  
•陸軍局             •統合参謀本部 
•海軍局             •ミサイル防御庁 

（出所）米国防総省 
 
                                                  
20 GAO が数人のグループ長にインタビューした結果に基づく 
21 GAO が国防総省と防衛分析研究所の担当官にインタビューした結果に基づく。 
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しかし、GAO はこの重要なチェックについても次の３つの問題点を指摘した。 
 
1) 審査担当者は更新案の審査にあたって、更新案の承認法やどのような要素を考慮すべ

きかを明確に理解していない。 
例えば、ある審査担当者は、MCTL の目的は輸出管理決定に必要な技術情報を提供すること

であると理解しているが、当該技術を輸出管理の対象とすべきかを審査するのか、またリスト

に記載された技術のパラメーターの正確性を確認すべきかわからないと述べている。複数の審

査担当者が、前の更新から何が追加・削除・変更されたかを知らされていないと述べている。

更新に関する説明や情報がなく、リストの変更に対する承認は、審査担当者の推測の域を出て

いない。2 人の審査担当者は、更新案を審査する際に、「防衛機微」をどう解釈すべきかはっき

り理解しておらず、当然どうコメントすべきか知らなかった。また、承認の過程で考慮する要

素について何の指針も示されていなかった。 
 

2) 審査担当者が更新の承認に必要な技術的知識を持っていない場合がある。 
8 人の審査担当者が、自身または組織がリストの完全性と正確性を判断するのに必要な専門性

を欠いていると述べている。プログラム担当官らは、審査担当者の適性、あるいは審査担当者

が更新申請の承認を適切に行っているかを判断する仕組みがないことを認めている。 
 

3) プログラム担当官は、審査担当者が 30 日以内にフィードバックを提供しない場合、リス

ト内容に同意したもとみなしている。 
複数のプログラム担当官によれば、審査担当者が MCTL または DSTL の更新申請にフィード

バックやコメントを行うことは希で、仕組みが上手く機能しているらしい。しかし、審査担当

者の 4 分の 1 は、リストを審査していなかった。中でも、5 人の審査担当者は MCTL と DSTL
の更新を受け取ったが、コメントをしたことがないと述べている。さらに、 近の 5 回の MCTL
と DSTL の更新に関する GAO の分析によれば、8 人の審査担当者が少なくとも 1 回の更新にコ

メントを行っていた。 
 
4.7 MCTL と DSTL の信用性の問題 

 
防衛機微技術プログラムの目標は、MCTL と DSTL リストについて、毎年 5 項目を更新し、

最低 4 年ごとに全体を更新することである。しかし、GAO は「防衛分析研究所は、MCTL の

更新を 2004 年度に 1 回、2005 年度に 4 回の更新を行っただけである（図表 26 を参照）。さ

らに、MCTL の 20 項目のうち 9 項目は、最後に全体が更新された 1996 年以降、まったく更

新されていない」とし、目標は達成されていないと指摘している。 
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〔図表 26〕2006 年 4 月 30 日現在、年度別 MCTL カテゴリーの更新状況 
技術 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
航空技術 ●           
軍備とエネルギー論           ● 
生物学 ●           
生物医学a            
化学        ●    
指向性・運動エネルギ

ー ●           

電子工学 ●           
エネルギーシステム          ●  
地上システム ●           
情報セキュリティ        ●    
情報システム ●           
レーザー・光学           ● 
海洋システム ●           
材料と加工          ●  
原子力 ●           
ポジショニング、ナビゲ

ーション、時間 
         ●  

プロセスと製造         ●   
シグニチャ管理        ●    
宇宙システム          ●  
兵器効果 ●           
出典: 国防総省.  
aMCTL では生物医学項目は作成されていない。 
 

GAO は、DSTL についても同様にリストが古いと指摘している。防衛分析研究所は 2004
年度には 1 項目も更新せず、2005 年度に 1 項目だけ更新を行ったに過ぎず、過去 5 年間に更

新されたのは、DSTL の半分の項目のみであるという（図表 27 を参照）。 
 
複数のプログラム担当官は、一部の上級リーダー職の頻繁な入れ替わりによるプログラ

ムの内部崩壊の結果、遅延が生じたと説明しているが、目標とするリストの更新が達成さ

れたかを監視し測定する方法を開示しなかった。それでも、複数のプログラム担当官は、

リストの更新プロセスが機能していることに満足していると述べ、リストがウェブサイト

から入手可能で一般からのコメントを受け付けていることにも言及した。2005 年、プログ

ラム担当官らはフォーラムを開催し、リストの利用者と技術作業グループの参加者からリ

ストの更新プロセスに関するフィードバックを得ようとした。プロセスに懸念を示す利用

者のフィードバックに応えて、プログラム担当官らは MCTL と DSTL のリスト更新プロセ

スについて独立した評価を求めるアクションプランを作成したが、完成には至らなかった。

その代わり、プログラム担当官らは内部審査を始め、問題は資金不足とプログラムをサポ

ートする上級国防総省リーダー職の不在に起因すると結論付けた。 
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〔図表 27〕2006 年 4 月 30 日現在、年度別 DSTL カテゴリーの更新状況 
技術 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
航空技術  ●       
軍備とエネルギー論    ●     
生物学 ●        
生物医学  ●       
化学  ●       
指向性・運動エネルギー    ●     
電子工学  ●       
エネルギーシステム  ●       
地上システム     ●    
情報セキュリティ        ● 
情報システム  ●       
レーザー・光学  ●       
製造製作技術 ●        
海洋システム    ●     
材料と加工    ●     
原子力a         
ポジショニング、ナビゲーション、時間       ●  
シグニチャ管理     ●    
宇宙システム    ●     
兵器効果     ●    
出典: 国防総省  
aDSTL では原子力項目は作成されていない。 
 
 
4.8 政策決定に利用されない MCTL と DSTL 

 
4.8.1 当局の機微技術に関する決定は MCTL や DSTL 以外の情報に依存 

 
MCTL は管理すべき品目の決定を支援するために作成されたが、輸出管理や国防総省の

政策決定の情報としては殆ど利用されていないという。GAO は、「国防総省の複数の部門

では、ニーズを満たすため、機微技術リストの作成が試みられ、DSTL も殆ど利用されな

い上、国防総省のより広範な調査によって価値が低下すると思われる」と指摘した。 
  

4.8.2 MCTL は輸出管理や国防総省政策決定に殆ど利用されず 

 
軍部を含む国防総省の多数の部門が、商務省と同じように、輸出管理や国防総省の政策決

定を行う際、MCTL の情報を利用していないという。MCTL は輸出許諾申請や輸出管理決定

の審査への情報提供が期待される一方で、輸出管理決定に関して国防総省を代表する国防

技術保全管理局室は、輸出許諾決定に MCTL を利用していない。また、ワッセナーアレン

ジメント22として知られる多国間輸出管理体制による米国政府輸出管理提案の検討にも利

                                                  
22 ワッセナーアレンジメントは通常兵器と軍事・民生両用製品と技術の移転について、透明性とより大

きな信頼を促進するための 40 ヶ国間の合意である。 
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用されていない。その代わり、国防技術保全管理局室は、MCTL の更新に参加する防衛分

析研究所に関連する項目の専門家からの特定技術の情報を含め、MCTL 以外の情報源を利

用している。国防技術保全管理局の担当官らによれば、MCTL は幅広すぎて、内容が古く、

輸出許諾決定や輸出管理提案への情報提供ツールとして利用することは難しいという。 
 

主要な輸出管理規制当局23の担当官らは、MCTL が輸出管理決定に必要な信用性と専門性

を欠いていることに同意した。これは長年にわたる問題である。GAO は 1982 年に、商務省、

国務省、および民間企業は、輸出管理決定の日常の実務指針としては、MCTL の具体性に

欠けていることを懸念していると報告した24。現在、商務担当官らは、MCTL の各項目の更

新の遅延により、リストにはすでに管理や規制の必要がないと判断した品目も含まれているとの

懸念を表明している。さらに、防衛機微技術プログラムの電子工学技術作業グループ長は、

商務省の管理リストではすでに管理していないパラメーターに基づいて、MCTL ではマイ

クロプロセッサが防衛機微に含まれていることを認めている。複数の商務担当官は、

MCTL は信用性と専門性を欠いているため、管理する品目の判断に MCTL の情報を利用して

いないと述べている。その代わりに、国防技術保全管理局室の判断に委ねているという。 
 

軍部も輸出許諾申請の審査に MCTL をほとんど使用していない。空軍は 1996 年、人員に

輸出管理とその他の決定に、MCTL の情報を利用しないよう指示する指針を発行した。現

在も効力を持つこの指針では、特に空軍の輸出管理専門家、情報アナリスト、捜査官、システ

ム保全エンジニア、運用保全担当官、広報担当官に対し、輸出決定または軍事関連技術の重

要性の判断に MCTL を使用することを禁止している。さらに指針では、MCTL は内容が古

く、実用性が限られているため、卓上用参考書か特定の軍事・民生両用技術の辞典として

の役にしかたたないと記されている。輸出管理決定を担当する海軍当局者らは、MCTL は

決定の出発点として利用できることもあると述べているが、輸出管理政策については独自

の輸出許諾データベースを利用している。さらに、ある海軍上級当局者は、相当の時間と

工数を MCTL の作成と維持に注いでも、リストは大した価値を提供していないと述べてい

る。また、海軍当局者らは、MCTL は内容が古く、精度に疑問があると述べている。陸軍

安全保障協力資源輸出政策局長も、リストは構成要素（および材料）に重きを置きすぎで、

具体的なシステムを挙げていないため、MCTL を輸出管理決定に利用するのは適切ではな

いと述べている。 
 

GAO は、「輸出管理決定に関して、兵器システムに関する機微技術の特定と保護、機微技術

の諜報活動への対抗、および防衛産業基盤の保護に関する報告プログラムに関連するものを

含め、国防総省の政策決定に MCTL はほとんど利用されていないことが判明した」としてい

                                                  
23  米国輸出管理システム規制は、当初国務省と商務省とに分かれていた。国防総省は、国務省と商務省

両方の輸出許諾申請の審査担当者である。 
24 GAO、会計監査官：輸出管理規制は国家保安に影響することなく削減できる、GAO/ID-82-14（1982
年 5 月 26 日 ワシントン DC） 
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る。例えば、国防総省当局者らは、耐タンパ25を利用するかどうかの決定に、MCTL を直

接使利用していないと述べている。今でも、リバースエンジニアリングを阻止あるいは遅

らせるため、耐タンパ性を必要とする防衛システムの機微技術を特定する国防総省のプロ

セスにおいて、MCTL を主要な情報源として利用することを意図している。担当官らが、

MCTL は国防のための機微技術を選定する開始点だとする一方で、内容が古く、以前に特

定した機微技術や耐タンパが反映されていないという事実を含めて、MCTL には制約があ

るため、耐タンパ調査官は耐タンパ性が必要な機微技術の特定と追跡のためのより包括的

な手段を開発した。 
 

MCTL は、国防総省の情報関係部門全体にわたって、対諜報活動計画の参考として利用

されることを意図している。対諜報活動プログラム担当官らは、どの技術が機微であり、

他国の情報収集活動の標的となるかを識別する必要がある。国防情報局や陸軍対諜報局な

どの複数の対諜報活動機関は、継続的に保護すべき技術の決定に MCTL の情報を利用でき

ると述べているが、リストの利用には制約を感じている。例えば、陸軍体諜報活動局の担

当官らは、MCTL の情報は古く、継続的に最新技術を追跡し保護するための意思決定には利

用できないと述べている。MCTL の利用は困難なため、陸軍は個別の陸軍調達プログラムに

とっての機微技術を特定するプログラムを開発した。国防情報局の担当官らは、MCTL の技

術カテゴリーの分類は有益であるが、MCTL のいくつかの項目は、より多くの 新機微技

術情報を追加しなればならないと述べている。防衛機微技術プログラムの担当官らは、国

防総省の対諜報活動以外では、連邦捜査局の国家資産プログラムでの利用に関し、連邦捜

査局と合意に達したと述べている。  
 

MCTL は、外国企業による米国拠点の企業買収を審査し、買収提案が国家保安に脅威と

なるか否かの判断26を担当する省庁間の米国外国投資委員会において利用されることも意

図している。委員会のメンバーである国防総省は、産業政策担当国防副次官局を通して、

国防総省にとっての機微技術が関係する買収提案の判断に利用されるデータを提供してい

る。国防総省のある担当官によれば、これには MCTL を利用せず、国防研究技術局長の技

術専門家によるデータを利用している（技術専門家らは MCTL を多数の情報源の 1 つとして

利用しているかもしれない）。 
 
さらに、国防総省産業政策局の担当官らは、その他の国防総省の政策決定のほか、米国

                                                  
25 国防総省の耐タンパプログラムについての詳しい情報は、GAO、国防調達を参照：プログラムマネー

ジャーによる耐タンパの導入に関する国防総省のニーズ、GAO 04-302（2004 年 3 月 31 日 ワシントン

DC） 
26 1988 年、議会は国防生産法のエクソン・フロリオ修正条項を制定した。これにより、大統領は国家保

安に関わる米国企業の外国企業による買収の影響を調査する権限を与えられた。大統領は調査の実施権限

を財務長官が会長を務める省庁間の米国外国投資委員会に委託した。委員会についての詳細情報は GAO、

国防貿易を参照：エクソン・フロリオの実施促進は法の有効性を強化する、GAO-05-686（2005 年 9 月

28 日 ワシントン DC） 
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外国投資委員会の決定に情報を提供するめ、一部の機微技術とそれらを製造する企業を特定

する防衛産業基盤能力調査（DIBCS）シリーズ27を作成した。同調査シリーズは、2005 年 6
月に完成し、1,400 を超える機微技術を網羅している。また、MCTL への反映を検討すべ

き機微技術を含んでいると記載されている。しかし、防衛機微技術プログラムの担当官ら

は、同調査シリーズは機微技術について異なった定義を用いており、MCTL との調整は行

われていない。 
 

4.8.3 DSTL も殆ど利用されず－より広範な調査によって価値が低下 

 
GAO が話しをした国防総省担当官の多くは、DSTL の存在を知らないか、ほとんど利用し

ていなかったという。例えば、海軍研究局（ONR）と海軍研究所（NRL）の担当官らは、

DSTL の存在を知らなかった。DSTL の存在を知っていた陸軍研究技術副次官補／主任研

究員は、DSTL は範囲が広過ぎ、分類が陸軍研究技術の分類に対応していないため、科学技

術の意思決定には役に立たず、DSTL の評価は陸軍研究技術の専門家の評価とほとんど一致

しないと述べている。その上、同研究員は、必要なプログラム計画活動のための十分な内

部専門家を有しており、任務の要求事項を達成する上で DSTL を必要としないと述べてい

る。また、国防高等研究計画局の担当官ら、DSTL は局内の研究には限られた用途でしか

利用できないと述べている。 
 

DSTL は、国防総省の科学技術計画に利用されること同時に、米国の技術的優位性を脅

かし、あるいは戦場において未知の兵器を登場させる可能性のある他国の技術力を予測す

ることを意図している。しかし、国防技術保全管理局室は、新興技術を特定する「トップテン

技術」リストを作成した。国防技術保全管理局室によれば、トップテンリストは、国防総省

が近い将来においてパラダイムシフトする技術を特定し、当該技術の管理方法に関する防

衛面からの提案の基礎材料を提供し、また当該技術がどのように軍部の利益につながるか

を判断するための情報を提供するために考案された。さらに、軍部および国防総省研究開

発部を代表する当局者らは、科学計画の支援と、開発中の将来技術の追跡を行うため、よ

り大規模な調査を行ってきた。例えば、陸海両軍は、急速な進化やブレークスルーを伴う

技術を特定し、科学・技術計画に利用するため、外国政府と民間の研究を監視・評価する

ための事務所と技術センターを世界中に保有している。陸軍当局者らは、2005 年度の年間

予算として約 17 億ドルを持つ陸軍の科学技術研究活動は、年間の平均予算が 200 万ドル

程度の防衛機微技術プログラムよりも、世界中で開発中のすべての技術分野を追跡する能

力を備えていると説明している。 
 

                                                  
27  国防副次官局産業政策部は 2004 年から 2005 年にかけて、防衛産業基盤能力調査シリーズにおいて 5
つの報告を公表した。調査は統合参謀本部の作戦上の要求事項を支援する機微実現技術と、要求事項を満

たすために必要な産業基盤能力を特定した。 
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同時に、国防研究技術局長は、軍部が提供するその他の情報と併せて、DSTL を組み込

むグローバル技術知識ベースを開発した。DSTL と同じく、グローバル技術知識ベースは、

国防総省の科学技術研究計画を支援し、外国企業との協力機会や外国技術の活用の可能性

を探るため、広範囲にわたる外国技術の評価と外国における技術開発研究を評価すること

を意図している。知識ベースは、DSTL の情報を組み込んでいるが、知識ベースを担当す

る国防研究技術局長のある担当官は、データベースに対する DSTL の価値は正確性と信頼

性に問題があるため、限定的であると語った。 
 
4.9 規制リストに対する GAO の結論と勧告 

 
4.9.1 結論 

 
 GAO は、規制リストについて次のように結論付けている。 
 
国防総省は、軍備上の 先端を維持するために必要な機微技術が何であるかを識別する

ことを要求している。そのため、国防総省のリーダーシップの下、管理と保護の対象とする機

微技術を特定するためのしっかりとしたフレームワークを開発することが求められている。価値に

疑問のある防衛機微技術リストに依存することは、特に急速に技術が変化し、国家安全保

障の脅威が変化する環境においては、リスクを伴う。どの品目が防衛機微であるかに関す

る明確な 新の情報がないため、国防総省の多くの部門が、機微技術を特定・追跡するた

めに独自の体系を開発してきた。こうした個別の努力は懸念を限定的に晴らしてきたが、

米国の安全保障上の利益の保護に関する意思決定に必要な、機微技術情報を特定し調整す

るための効果的なアプローチではない。 
 

4.9.2 エグゼクティブアクションの勧告 

 
GAO は、「防衛機微にあたる技術を識別するための多数のプログラムに対するニーズに

照らして、国防長官が、国防研究技術局長に命令して、利用者の要求事項を調べ、そのニ

ーズに基づいて MCTL の目的を再調査し明確に定義すること」を勧告すると共に、「目的

が本来の輸出管理決定に情報提供するという意図から逸脱する場合、国防総省は必要な法

的救済を求めるべきである」としている。 
 

GAO は更に、利用者の要求事項を確実に満たすため、国防長官が、国防研究技術局長

に対して、調達技術兵站担当国防次官の協力の下において、次のことを命令するよう勧告

している。 
 
① 機微技術目録を作成している省内の既存の研究を検討し、技術を特定するベストプラクティ
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スを明らかにする。  
② そのベストプラクティスを利用し、最もタイムリーに利用者の要求事項を満たす研究を発展さ

せる。  
③ 新しいアプローチに基づき、重複した研究があればそれを特定し、資源の効果的利用につ

いて確認し、どの程度の資金が適切かを明らかにする。  
④ 実施指針または指令など、アプローチの導入計画を作成する。  
⑤ 利用者の要求事項を満たしていることを確認するための管理手法を確立する。 
 

GAO は「世界の科学技術研究を追跡する国防総省のより広範囲にわたる既存の取り組

みを前提に、国防長官は、国防研究技術局長に命令して、DSTL を継続することの有用性

を明らかにすること」も併せて勧告している。 
 

4.9.3 当局のコメントと GAO の評価 

 
GAO は国防総省と商務省に本報告の草稿を提出し、国防総省は GAO の勧告に同意した

という。しかし、国防総省にはすでに完了済みであるか、実行予定のアクション以外を実

施する計画はない。国防総省は、GAO の検討以前に作成された国際技術保全（ITS）2005
年アクションプランで、GAO の 7 つの勧告のほぼすべてに対応していると断言している。

国防総省はまた、MCTL が輸出管理の観点から技術を評価する唯一のリストであるとの立

場を保持している。 
 
国防総省のコメントでは、防衛機微技術の特定は複数の目的の役に立ち、国防総省の関

連機関およびその他連邦当局に防衛機微にあたる技術を識別する必要があることを認めて

いない。GAO の検討結果では、リストが利用者の要求事項を満たすには大まか過ぎて、

内容が古く、適切に承認されていないことがプログラムの欠点であることを示している。

部分的に利用者の要求事項を満たすためのステップを論議する、現在の国防総省のアクシ

ョンプランには限界がある。例えば、国防総省は、計画の作成に際して、プログラムの成

果を輸出管理決定に利用する 2 つの主要機関である国防技術保全管理局と商務省の意見を

聞いていない。さらに、国防総省は、機微技術の目録を作成し、ベストプラクティスを明

らかにする省内の研究がプログラムに貢献する可能性を理解していない。知識と他の研究

による潜在的なベストプラクティスを利用することで、国防総省は、利用者のニーズを満

たす機微技術に関する情報を特定し調整する戦略的アプローチをとることができるであろ

う。したがって、国防総省は、GAO の勧告を実行するための、追加的措置を講じるべき

である。 
 
国防総省の書簡のコピーを別紙 I に添付している。国防総省の技術的コメントを必要に

応じて組み込んでいる。商務省は正式なコメントを出していないが、GAO が対応した技
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術的コメントを 1 つ提出している。 
 
【別紙 I：当局のコメント】 

20301-3040 ワシントン DC 
ペンタゴン 国防総省 3040 
国防研究技術局長室 
 
20548 ワシントン DC 
441 G Street, N.W. 
米国政府説明責任局 
調達および資源管理本部長 
Ann Calvaresi-Barr 殿 
 
Ann Calvaresi-Barr 殿 
 
本書は GAO の報告書草稿 2006 年 6 月 16 日付 CGAO-06-793「国防技術：国防総省の機微技術

リストは輸出管理とその他の政策決定にほとんど利用されていない」に対する国防総省の回答

である（GAO コード 120486）。 
 
我々は GAO の勧告に添付の通り同意する。我が省は報告書草稿にコメントする機会に感謝す

る。 
 
プログラム計画本部長 
Alan R. Shaffer 
 
添付 
表記の通り 
 
【別紙 I：当局のコメント】 
2006 年 6 月 16 日付 GAO 報告書草稿 
GAO-06-793（GAO コード 120486） 
 
「国防技術：国防総省の機微技術リストは輸出管理およびその他の政策決定にほとんど利用さ

れていない」 
 
国防総省は GAO の勧告にコメントする 
 
勧告１：GAO は、国防長官が国防研究技術局長に命令し、利用者の要求事項を明らかにし、そ

の要求事項に基づき、軍事機微技術リスト（MCTL）の目的を再評価し明確に定義することを

勧告した。 
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国防総省の回答：同意する。GAO の評価の前に、防衛機微技術プログラム（MCTP）本部長は、

関係する利用者すべてを集め、MCTP 利用者の要求事項の徹底的な検討を実施した。数回のミ

ーティングを経てすべての参加者が発言する機会を得た後、国際技術保全（ITS）アクションプ

ランが参加者の勧告を基に作成された。このプランは国防研究技術局長の承認を得た。GAO が

特に強調しているように、MCTL と開発段階にある科学技術リスト（DSTL）は「当初は米国

輸出管理決定に情報提供することを意図していた」。 
 
勧告 2：GAO は、国防長官が国防研究技術局長に命令し、調達技術兵站担当国防次官の協力の

下、機微技術の目録を作成し技術を特定するベストプラクティスを明らかにするために、省内

の既存の取り組みを調査することを勧告した（GAO 報告書草稿 12 ページ）。 
 
国防総省の回答：同意する。MCTL は、議会に権威を与えられた唯一の防衛機微技術のリスト

であり、輸出管理の観点から技術を評価する唯一のリストである。勧告 1 で述べたプランの一

部は、明らかとなった欠陥を修正する資金の強化を含んでいる。ITS のレビューでは、技術を

特定する MCTP のプロセスは堅実であるが、目標をより効果的に実現することを省内で強調す

ることが必要だと結論づけている。特にこの取り組みに不可欠なのは技術作業グループである。

技術作業グループ長はプロセスに長年の経験を取り入れている。GAO が述べた通り（GAO 草

稿 2 ページ）、メンバーの募集が難しいが、技術作業グループメンバー自身が専門家であり、政

府、産業界、大学の 高レベルの技術的能力を代表している。プログラムは常に見直しが行わ

れ、すべての利用者はいつでもインターネット MCTL の e メールリンクからフィードバックを

提供することができる。 
1 
 
【別紙 I：当局のコメント】 
勧告 3：GAO は、国防長官が国防研究技術局長に命令し、調達技術兵站担当国防次官の協力の

下、タイムリーに利用者の要求事項を満たすベストプラクティスを策定することを勧告した

（GAO 報告書草稿 12 ページ）。 
 
国防総省の回答：同意する。勧告 1 に記載の ITS アクションプランはその通りのことを行って

いる。すべての利用者は懸念事項を表明する機会を与えられた。その中の も大きな懸念は、

文書の正確性であった。それ以後、段階を踏んで MCTP 文書の作成が早くなった（例えば、レ

ビューの実施後、MCTL/DSTL 文書の発行数は 50 パーセント増加した。来年は 100 パーセン

トに達する計画である（現在の発行数の 2 倍））。  
 
勧告 4：GAO は、国防長官が国防研究技術局長に命令し、調達技術兵站担当国防次官の協力の

下、重複した研究があればそれを特定し、資源の効果的利用について確認し、どの程度の資金

が適切かを明らかにすることを勧告した（GAO 報告書草稿 12 ページ）。 
 
国防総省の回答：同意する。MCTP に活気を取り戻すプロセスの一部として、我々はすべての

利用者と広範囲に協力してきたが、非公式の重複はなかった。資源は標準計画、プログラム、

予算、実施プロセスに割り当てられている。 
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勧告 5：GAO は、国防長官が国防研究技術局長に命令し、調達技術兵站担当国防次官の協力の

下、実施スケジュール、導入指針、指令などを含め、アプローチの導入計画を作成することを

勧告した（GAO 報告書草稿 12 ページ）。 
 
国防総省の回答：同意する。ITS 内部レビューは、「防衛機微技術（MCTP）支援」を主題とす

る新しい国防総省指令のニーズを特定した。この草稿は 10-06-05 に GAO へ要約して提出され

た。指令は ITS スタッフによって、新しい国防次官代理、国際技術保全が選定されるまで保留

されていた。これがまだ実現しないため、国防研究技術局長は 近、指令の再開を決定し、公

表されることとなった。 
 
勧告 6：GAO は、国防長官が国防研究技術局長に命令し、調達技術兵站担当国防次官の協力の

下、利用者の要求事項を満たしていることを確認するための管理手法を確立することを勧告し

た（GAO 報告書草稿 12 ページ）。 
 
国防総省の回答：同意する。この是正措置は完了した。ある時期、MCTP は国防総省内の各所

を移動していたが、現在は管理を行う国防研究技術局の権限内にあり、追加的手法を確立する

必要はない。 
2 
 
【別紙 I：当局のコメント】 
勧告 7：GAO は、国防長官が国防研究技術局長に命令し、開発段階にある科学技術リスト

（DSTL）を継続することの有用性を明らかにすることを勧告した（GAO 報告書草稿 17
ページ）。 
 
国防総省の回答：同意する。ITS のアクションプランがこれを実行している。 
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５．米国における先端機微技術に対する規制見直し動向 
 
 米国の輸出規制をめぐっては、GAO が MCTL の問題点を指摘する一方、全米科学アカ

デミーがデュアル・ユース技術の輸出管理体制の見直しを勧告、また産業界や調査機関な

どからも規制見直しの要求が出されている。こうした中、みなし輸出諮問委員会（輸出規

制に関する助言をするために商務省が設置している委員会の一つ）は 2007 年 12 月、「商

務長官が特に先端・収斂技術に関して助言をするための委員会を新設するよう提言した」

とする報告書を発表した。これを受けて、BIS は 2008 年 5 月、軍事転用の可能性のある

先端技術を輸出規制によって管理すべきかどうかを評価する際に BIS を支援することを

目的として、先端技術研究諮問委員会（ETRAC）を設立した。ここでは、こうした米国

における先端機微技術に対する規制見直し動向をまとめていく。 
 
5.1 規制を巡る米政府、産業界等の動き 

 
米国政府は、輸出規制に違反した企業に対する罰則を強化しているが、米産業界や研究

機関あるいは一部議員からは、現行の輸出規制は米国産業界の国際競争力を弱めるもので

あるとして、以下の【1】～【7】に示すような規制緩和を求める声が上がっている。 
 

【1】 米調査機関、対中輸出規制の緩和を勧告 
米ワシントンにある調査機関“核兵器に関するウィスコンシン・プロジェクト”は 2008 年

1 月 16 日に発表した報告書の中で、米国の新しい対中輸出規制は国家安全保障の観点から

緩和すべきだと主張し、2007 年 10 月の機微技術に対する米国輸出規制の改定を批判して

いる。米国政府が民生用（非軍事用途）と判断した技術を中国が入手しやすくなるからで

ある。これに対し、マンクーソ米商務次官は対中輸出規制を擁護したものの、同報告書の

内容については直接言及しなかった。イランやシリアに禁輸武器を民生用と偽って輸出し

た企業が米国務省に処罰されるなど米国の輸出規制は厳しくなっている。(Voice of America 
2008.1.18) 
 
【2】 米 CSIS、米国製人工衛星の輸出規制の緩和を勧告 
戦略国際問題研究所（CSIS）は 2008 年２月、米国製人工衛星の輸出規制の緩和を促す報

告書を発表した。CSIS は、米国製人工衛星を輸出規制リストから除外するよう勧告すると

共に、宇宙開発分野での米国の優位性が薄れている現状を打破するために様々な措置を講

じるべきだとしている。（Defense News 2008.2.20） 
 
【3】 米国航空宇宙工業会、米国の輸出管理システムを改善すべきと主張 
米国航空宇宙工業会(AIA)の M・Blakey 高経営責任者（CEO）は 2008 年 3 月 11 日、

Aerospace States Association（ASA）主催の公聴会で、「現在の米国の輸出管理システム
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は、武器輸出が可能になるまでに多くの時間を必要とする。これは、米国の軍需産業が商

機を逃す結果にもつながっている」とし、米国の輸出管理システムを改善すべきであると

主張した。(Sun Herald 2008.03.11) 
 
【4】 米上院委員会委員長、輸出管理システムに問題があると批判 
米上院国家安全保障・政府問題委員会の D・Akaka 委員長は 2008 年 4 月 24 日、機微な軍

事技術あるいはデュアル・ユース技術が違法に流出するケースが時折見受けられるなど輸

出管理システムに問題があると批判した。これに対して、商務省、国防総省、国務省の関

係者は、この数十年間の間に輸出管理システムの問題点は修正されてきていると反論した。

(Government Executive 2008.04.25) 
 
【5】 米産業界、ITAR は米国の技術革新に損害を与えると主張 
クレイブ・ウェストン退役軍人少将は「国際武器取引規則（ITAR）によって、衛星部品サ

プライヤーが市場を失い、米国宇宙産業の技術革新が阻害され、国家安全保障にも脅威を

与えている」と発言した。米国航空宇宙協会（AIAA）は、規制対象である衛星部品数点を

ITAR の規制リストから除外するなどの措置を提案した。 (Defense News 2008.05.13) 
 
【6】カナダの航空宇宙産業、米国に輸出管理制度の改正を要求 
カナダの航空宇宙産業は、米国との高度な軍事関連プロジェクトに同国の二重国籍者も参

加できるようにするため、カナダ政府関係者が米国に輸出管理制度の改正をはたらきかけ

ることを要求している。カナダと米国は 2007 年、カナダ政府職員については二重国籍者の

ITAR 規制品目関連情報へのアクセスを認めることで合意した。カナダ航空宇宙工業会

(AIAC)の R・Kane 副会長は、「二重国籍者の機微技術情報へのアクセスは、カナダ政府職

員で既に実績があるので、カナダ産業界関係者にも認めて欲しい」としている。（Your 
Defence News 2008.11.14) 
 
【7】米国家研究審議会、輸出規制・ビザ管理体制の改善を新政権に勧告 
米国家研究審議会（The National Research Council）は 2009 年１月８日、輸出規制およ

び外国人留学生や科学者のビザ管理体制の改善をオバマ次期大統領に勧告する報告書を発

表した。スタンフォード大学の Hennessy 学長はこの報告書の中で、「科学技術のグローバ

ル化が進む中、情報、技術そして科学者の移動を規制することは米国の国際競争力や安全

保障に悪影響を及ぼす恐れがある」とし、規制緩和が必要であると主張している。 (AFP
通信 2009.01.09) 
 
 こうした輸出規制緩和を求める声とは別に、新たな脅威に対処すべく輸出管理体制の見

直しを求める声も出てきている。全米科学アカデミー（NAS）は 2007 年 10 月 18 日に発

表した報告書の中で、危険な用途に用いられる恐れのあるデュアル・ユース技術の輸出管



 80

理体制を見直し、生命科学の分野での国際協力を推し進める政策を立案しなければならな

いと主張した。NAS の報告書は、自然界に存在する病原菌や遺伝子操作で作り出した病原

菌を用いた生物兵器を製造するための材料や装置をテロリストは必要としていると警告し

ている。 
 
 
5.2 先端技術研究諮問委員会（ETRAC）の設立と活動 

 
5.2.1 ETRAC の設立 

 
みなし輸出諮問委員会（輸出規制に関する助言をするために商務省が設置している委員

会の一つ）は 2007 年 12 月、「商務長官が特に先端・収斂技術に関して助言をするための

委員会を新設するよう提言した」とする報告書を発表した。これを受けて、BIS は 2008
年 5 月、軍事転用の可能性のある先端技術を輸出規制によって管理すべきかどうかを評価

する際に BIS を支援することを目的として、先端技術研究諮問委員会（ETRAC）を設立

した。 
 

5.2.2 委員構成 

 
ETRAC は、学会のトップや産業界および国の研究機関を率いる研究者など 23 名28の委

員で構成され、先端技術が国家安全保障に及ぼす可能性のある脅威について評価を行う責

任を有している。なお、共同委員長には、カーネギーメロン大学で研究担当副学長を務めるリ

チャード・マックロー博士とロスアラモス国立研究所のプロジェクトリーダーであるマス・ティアニ

ー四世博士が選出されている。 
 
【ETRAC の委員構成】 
・Pamela Abshire, University of Maryland 
・Maja Mataric, University of Southern California  
・Jeffrey Ashe, General Electric Global Research 
・Richard McCullough, Carnegie Mellon University  
・Robert Breault, Breault Research Organization, Inc. 
・Steven Patterson, Lawrence Livermore National Lab. 
・Claude Canizares, Massachusetts Institute of Technology 
・Carl A. Picconatto, MITRE Experimental Laboratory 
・A. Stephen Dahms, Alfred E. Mann Foundation 

                                                  
28 Jane’s が BIS に対して実施したインタビューによると、BIS は ETRAC の委員を１、２名追加する予

定であるという。 
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・ Puschell, Raytheon Space & Airborne Systems 
・Charbel Farhat, Stanford University 
・Jeffrey Reed, Virginia Tech 
・Bob Gleichauf, Cisco Systems 
・Michael Reiter, University of North Carolina 
・Harry Kington, Honeywell Aerospace 
・Samuel Stanley, Jr, Washington University 
・Gerald Kulcinski, University of Wisconsin 
・Marlin Thomas, Air Force Institute of Technology  
・Brooks Keel, Louisiana State University  
・Thomas E. Tierney IV, Los Alamos National Laboratory  
・Nikolai Leung, Qualcomm, Inc. 
・James Tour, Rice University  
・Seth R. Marder, Georgia Institute of Technology 
（出所）http://www.bis.doc.gov/news/2008/bis_press09232008.htm 
 

5.2.3 任務 

 
ウォール商務次官補は 2008 年 9 月 23 日に開催された初会合の冒頭、ETRAC に望む作

業計画を提示、３つの任務を提示した。 
 

1) 商務省管理リスト（CCL）のゼロベースの見直し 
2) 輸出規制が大学、政府研究機関および企業における研究活動にもたらす影響ついて BIS

に助言 
3) 外国籍をどのように特定して評価するのか、更にどのようなリスクに焦点をあてるのか 

 
 なお、「CCL のゼロベースの見直し」は、CCL の各技術の詳細を検討するものではなく、技術

が輸出規制の対象として適当か否かの見極め方に関する方法論を開発することであるという。

基礎研究は規制対象外であるが、ETRAC には「基礎研究と輸出規制の対象である応用研

究を区別可能な方法の有無」について判断を求めている。 
 

 BIS 輸出者向けサービス部のバーニー・クリッツァ部長は「ゼロベースでの見直しとは、

規制の見直しや規制緩和すべき対象の特定ではなく、現在の規制対象とは関係なく規制す

べきものを決めるということである」とし、「規制技術リストを毎年ゼロベースで見直すに

は、技術評価方法の開発が必要である」と述べている。同部長はまた、ETRAC で取り上

げて欲しいテーマとして、以下を追加している。 
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・ 特定の技術が世界中で容易に入手可能か 
・ その情報を他で見つけることが可能か 
・ 他の国々が、米国のみなし輸出規制および政策に匹敵し得る規則を有するか 
・ 特定の技術が国家安全保障に多大な直接的影響を及ぼすか。そのような影響を及ぼす

技術はデュアルユース技術ではなく、兵器システムでの使用に向けて国防総省が認定

した技術か 
・ 「使用」技術が重要な国家安全保障上の懸念であることを立証できなければ、この技

術に対する現行 EAR 規制の解除を検討すべきか 
・ 他の規制の焦点を、米国で規制されている開発・生産技術にあてるべきか 
・ みなし輸出の目的に関して、CCL と他の政府機関の管理リストとの間で一貫性を持た

せる必要があるか 
・ 新しい技術が冷戦後のグローバル化にける密度の濃い製品サイクルの中、週７日・24

時間体制で開発されるような、グローバル化された今日の世界において、ETRAC がこ

れから開発する方法を如何に適合させていくのか 
・ みなし輸出規制は研究活動にどんな影響を及ぼすか。また、財務・非財務の両面にい

かなるコストをもたらすか 
・ みなし輸出規制によって、大学院（とりわけ博士課程レベル）および国立研究所は非

常に優秀な外国の大学生および大学院研究員を惹きつける魅力が失われるのか。ある

いは大学自体が研究意欲を失うのか 
・ BIS は外国籍をどのように決定すべきか 
・ 我々にとって、特定可能、予測可能で、透明性があり、かつ外国籍保有者を判断する

際に多大な負担を伴わない、特定の種類の規準を開発することは可能であるか 
 
ETRAC はこの任務を遂行するため、BIS の組織の一部である技術評価事務所（OTE）

と、輸出規制対象候補技術を評価する際に緊密に協力している。ETRAC は、潜在的な規

制対象技術を識別して、OTE とともに CCL に掲載すべき技術を決定するとみられている。 
 

5.2.4 役割 

 
ETRAC の主な役割とは、極めて広範にわたる先端技術の中からデュアルユースの可能

性のある技術の範囲を絞り込み、どの技術がデュアル・ユースで、どのような軍事分野に

転用される可能性があるかを決定することである。さらに継続的に CCL をチェックし、

次世代に向けて適切かどうかを確認する責任を負っている。ETRAC 委員会そのものは独

立組織と考えられているが、BIS は ETRAC を支援し、その活動中は委員会のメンバーを

支援するための要員を提供すると見られている。 
 
ここで留意すべき点は、ETRAC には特定の技術に関して提言をするよう求められてい
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るわけではなく、防衛関連の広範な技術について自由に提言することが認められていると

いう点と、最終的に新たな項目を CCL に追加するかどうかの権限は ETRAC には無く、依然

として BIS に委ねられているという点である。 
 

5.2.5 活動状況29－初会合では数多くの問題点が浮き彫りに 

 
ETRAC の初会合は 2008 年 9 月 23 日に開かれた。この会合では、委員の担当任務に混

乱があり、委員も当該任務の専門家ではないことが判明した。この会合では委員から様々

な質問が出され、以下の点が明確でないことが明らかとなった。 
 
・委員に何が求められているか？ 
・委員が作成する勧告は、実際にどの程度実施されるのか？ 
・委員が BIS の要請に取り組むための専門知識を有しているのか？ 
 
－ETRAC が取り組むべき優先課題－ 
 
この会合で BIS 技術評価部の K・カーランド部長は、委員の質問に答える形で ETRAC

が取り組むべき優先課題として以下の３つを提示した。 
 
1)「みなし輸出規制の対象とすべき CCL 内の具体的な技術を限定的に列挙したリストが存

在するのか」また「みなし輸出規制の対象者にいかに対応するのか」を明確にする。 
2)「みなし輸出規制が大学や企業を含めた研究機関の競争にどんな影響を及ぼしているの

か」を BIS に助言する。 
3)「CCL の対象ではないが潜在的な国家安全保障上の理由から将来的に規則制定を検討す

べき先端技術（Emerging Technology）を見出す際に活用すべき方法」を BIS に勧告す

る。 
 

Jane’s のヒアリングによると ETRAC は 2008 年現在、具体的な目標も無く、活動内容

や幾つの項目をいつまでに精査すべきかなど詳しい計画表を有していないという。その結

果、ETRAC が規制品目として特定可能なものは何かということや、それをいつまでに特

定できるかを決定するには、時期尚早と見られている。ETRAC 設立の目的が、必要とさ

れる場合にだけ助言や提言を行うことであると考えれば、こうした目標設定が達成されな

い可能性も十分にあり得ると見られている。 
 

                                                  
29 「エマージング技術委員会、みなし輸出規制に関する議論を再開」ECN 2008.10 を基に編集整理した。

なお、原典は「Emergin Technology Panel will Reopen Deemed Export Debate」The Export Practitioner, 
2008.10 である。 
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ETRAC は 2009 年現在、次の６つの項目に分類して新たな規制リスト策定への道を探

っている。 
 
 
1) バイオ、医療 
2) 化学、材料 
3) 通信、スパコン応用 
4) 核技術 
5) 航空宇宙、リモートセンシング技術 
6) ナノテクノロジー 
 
これらの動きに対しては CCL をゼロベースで構築し、みなし輸出の規制を図りたいと

いう議論と、上記の６カテゴリーに集約し、機微リストをスリム化したい議論などが出さ

れているが、一方、本諮問委員会の動向が、ワッセナー・アレンジメントなどの国際レジ

ームへの提言になり、規制リストの変更にもつながる可能性もあるという見方もあり、今

後を見守る必要がある。 
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６．米国等が注力するネットワーク時代の機微技術－C4ISR 技術 
 
 情報・通信技術が発展してネットワーク時代が訪れ、個々の機器を有線あるいは無線で

繋いでリアルタイムでの双方向の情報交換が可能となった。現在、戦術を取り巻く環境も

大きく変化しており、 新技術を駆使して得られる情報をどのように戦術に反映させるか

が重要になっている。ネットワーク中心の戦い（NCW：Network Centric Warfare）は、

こうしたネットワーク時代の到来を受けて米国防総省が中心になって唱えている 新の軍

事ドクトリンであり、高次の情報ネットワークにより、情報を伝達・共有し、戦力運用を

効率的に行うことを目的とするものである〔図表 28〕。 
 

〔図表 28〕ネットワーク中心の戦い（NCW）の概念 

 
（出所）防衛省技術研究本部 
 
 この NCW 政策に基づいた作戦を支援する技術が C4ISR30（指揮・統制、通信、コンピ

ュータ、諜報・監視・偵察）技術である。 
 
 
6.1 C4ISR 技術の概要 

 
指揮統制（C2）は、適切に任命された指揮官による、ミッションの遂行のために割り当て、

配属された部隊に対する権限および指揮の行使と定義される。このシステムは、部隊全体

の指揮および関連するシステムの鎖を通じて、指揮情報の流れを実現し、意思決定と統制

プロセスを支援する。 
 

戦術通信システムは、（a）戦術部隊内、または戦術部隊の直接的な支援に使用され、（b）
戦術状況と環境条件の変化に対応できるように設計され、（c）戦術部隊内、または戦術部

                                                  
30 Command, Control, Communications, Computer, Intelligence,  Surveilance and Reconnaissance 
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隊の支援において、指揮統制を容易にするため、モバイルユーザー間の音声、データ、ビ

デオ等の安全な通信環境を提供し、（d）頻繁な再配置に対応するため、通常、極めて短時

間で設置（通常は数時間）できることが要求される通信システムである。 
 
ネットワーク中心コンピューティングは、ネットワーク中心型戦争（NCW）政策に基づいた

作戦を支援するためのシステムで構成される。NCW 政策では、モジュールユーティリテ

ィと多数の「ノード」の能動的な情報管理能力に重点が置かれている。要素には、高度な

統合作戦の計画用に開発したシステム、指揮下への指揮情報の配布用に開発したシステム、

大隊レベル（または同等レベル）までの統合ネットワークの整合性を維持するシステムが

含まれる。 
 

諜報・監視・偵察（ISR）は、現在および将来の作戦を直接支援するため、計画、センサー

の運用、アセット、処理、利用、配布システムを同期させ、統合する活動である。情報と

作戦を統合する機能を担う。ISR には、さまざまなシステム、センサー、処理技術を利用

する。 
 
なお、C4ISR（指揮・統制、通信、コンピュータ、諜報・監視・偵察）関連技術の概要

を整理すると〔図表 29〕のようになる。 
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〔図表 29〕C4ISR 技術の概要 

設備の概説 例
指揮・統制（C2）

情報システム

陸 陸軍用地上コンピュータ情報システム
次期野戦砲兵戦術システム
（AFATDS）／等

海 海軍用海上コンピュータ情報システム
海軍自律戦術情報システム
（NAUTIS）／等

空 空軍用コンピュータ情報システム
戦域戦闘管理コアシステム
（TBMCS）／等

指揮統制設備
定置 定置型の指揮統制設備 陸軍戦闘指揮システム／等
海 海上の指揮統制設備 AN/BYG-1戦闘指揮システム／等

移動式 移動式の指揮統制設備
再配置可能指揮統制プラットフォー
ム／等

航空 航空指揮統制設備
早期警戒管制機（E-3セントリー
AWACS等）

戦術通信

統合 統合通信システム
戦術情報伝達システム（AN/TSQ-
231 A等）

陸
地上部隊と他の軍組織との地上通信シ
ステム

SINCGARS-V等

海
海上部隊と他の軍組織との海上通信シ
ステム

AN/USQ-125（V）等

空
航空部隊と他の軍組織との通信システ
ム

戦略的自動指揮統制システム
（SACCS等）

衛星 衛星通信システム AFSATCOM システム等
諜報・監視・偵察（ISR）

諜報システム
監視・偵察 監視および偵察に使用されるシステム 早期警戒機（E-2C Hawkeye等）
方向探知 方位・方向データを提供するシステム AN/TSQ-138 TRAILBLAZER等
画像情報 画像の分析および伝送に使用する装置 MRS-2000等

信号情報
信号情報の収集、分析および伝送に使
用する装置

AN/TSQ-112 TACELIS等

分析及び支援シス
テム

特定の構成部隊の分析および作戦と支
援関連情報を提供するシステム

NBC-Analysis等

ネットワーク中心コンピューティング（NCC）
コンピューティング

ターミナル
及びステーション

C4ISRのすべてのユニットから受信した
データの表示に使用するコンピューター
ワークステーション

Raytheon Gecko等

ソフトウェア

C4ISR情報の調整および分析と、関連
ターミナル、ワークステーション、プログ
ラムへの配布を可能にするコンピュー
ターアルゴリズム

GeoRover等

分類

 
（出所）Jane’s 
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6.2 米国等が開発に力を入れる C4ISR 技術と関連武器・装備品 

 
6.2.1 米国の C4ISR 市場動向 

 
米国の C4ISR 市場は、さまざまな役割を持って機能する無数のシステムから成り立っ

ている。しかし市場全体を調査してみると、いくつかの統一傾向があることが分かる。〔図

表 30〕は、今後 10 年間の指揮、統制、通信、情報、監視、及び偵察（C3ISR）の市場予

測結果を示したものである。市場はハードウェアの 終用途の機能ごとに分割されている。

データには、ネットコンピューティングの要素は含まれていないが、それらのコンピュー

ティング要素はその他すべての C3ISR カテゴリーに現れているか、これらに分散してい

る。 
 
米国は 2008 年から 2017 年までに C4ISR と関連システムに 5,818 億ドルの予算を投じ

ることが見込まれている。この数字は米国の年間防衛予算相当額に近づいており、米国軍

において C4ISR の機能が重要視されていることを示している。全体のほぼ半分が「複合」

と「多機能エレクトロニクス」「監視と偵察」「戦術ネットワーク」及び「戦術無線」の 4
つの機能上のグループ内で支出されていることが分かる。「複合」の区分は、これ以外にリ

ストされた複数のカテゴリーにおいて機能するシステムを指す。 
 

〔図表 30〕米国 C3ISR 市場の将来見通し（機能別） 

 
（出所）Jane’s 
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 〔図表 31〕も同一のデータを用いたものであるが、「 終用途」の機能にかかわらず、

調達する技術のタイプ別に区分されるように再度グラフ化したものである。これにより、

軍事通信は 大で単一の技術市場であることが一目瞭然であり、指揮と統制システムがこ

れに続いている。二つのグラフをまとめると、その消費傾向から、米国がどのタイプのシ

ステムを取得しているかが示唆される。この市場での調達資金の大部分は、多機能 / 共同

通信、指揮及び統制のシステムに充てられている。 
 

〔図表 31〕米国 C3ISR 市場の将来見通し（技術別） 

 

 
（出所）Jane’s 
 
これが具体的にどのシステムを必要とするのかを理解するため、次に米国 C4ISR 

CONOPS の進化の状況に照らし、いくつかの比較的大きな調達項目について検討をして

みる。Jane’s の 2008 – 2009 C4I Systems 年鑑の序文では、「原則として、今日の軍事作

戦で主要な上位概念となっているのは、依然としてネットワークとこれに関連する 先端

技術のコンセプトである」としている。 
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6.2.2 ネットワーク中心コンピューティング 

 
「ネットワーク中心コンピューティング」の一例は、米陸軍の共通ハードウェアシステ

ム（CHS）のイニシアチブである。米陸軍によれば、CHS は「･･･米国陸軍や国防総省の

その他のサービスに対して、あらゆる階層での指揮、統制及び通信に用いる、相互使用・

配置・存続が可能で互換性のあるハードウェアと COTS ソフトウェアを提供している31」。

ジェネラル・ダイナミックス社は、2007 年には CHS-3 の実現に向けて 7,500 万ドルの契約

を取り付けている。このシステムでは、ネットワーク中心コンピューティングのコンポー

ネントが機能するインフラの大部分を提供している。 

 
6.2.3 米軍 C4I システム 

 

グローバル・インフォメーション・グリッド（GIG）32は米国の C4I 計画の中で 高層

にある。このシステムを用いることで米軍は、ネットワークのどのユーザーも無人航空機

のような偵察機に対して世界中でリアルタイムにより永続的に接続ができるようになるこ

とを期待している33。 
 
GIG は、米軍が必要とする情報や米軍が作成した情報に対して、要求に応じてアクセス

できるようにすることを目的としている。理論的にはこの取り組みによって、中東で主力

戦車を運転する者が、テキサスから操作する無人航空機の作成した画像に直接アクセスす

ることが可能になるだろう。 も重要な目的は、地上の部隊にできる限りの状況認識を提

供することで、彼らが迅速な決断を下すほか、速いペースの作戦行動を継続して行うこと

ができるようにすることである。GIG と並行しているのが、1996 年に世界規模軍事指揮

統制システム（WWMCCS）から引き継がれたグローバル指揮統制システム（GCCS）で

ある。GCCS によって、米軍は戦略レベルでの指揮と統制を行う。このシステムは現在も

継続的な開発プロセスをたどっており、2009年にはブロックVが発表される予定である。

このブロックは、ネット対応指揮機能（NECC）へと今後進化していくための基盤になる

と考えられる34。NECC は、共同及び多国間の軍事行動に関して、部隊レベルでの計画、

実行、監視、そして評価を支援するとみられる35。 
 

                                                  
31 米陸軍、米陸軍兵器システム 2007 – 2008。  閲覧：http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/wsh2007/74.pdf 
32 グリッドコンピューティング：ユーザーがグリッド内のどの位置からでもオンデマンドで情報を利用、共有、収集、

処理、保管、発信、管理できる環境の必要性に対処するために発展したシステム。ネットワーク中心の環境で情報の優

位性を実現することを目的としている。 
33 ジェーンズ宇宙システム及び産業「TSAT」 
34 ジェーンズ C4I システム「グローバル指揮統制システム（GCCS）–共同」 
35 国防情報システム局：国防総省「NECC –概説」 閲覧：http://www.disa.mil/necc/overview.html 
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〔図表 32〕GIG の概念図 

 
（出所）Wikipedia 
 
米軍は、GIG と GCC-J へのアクセスには TSAT ネットワークを利用する予定である。

これは、レーザー通信システムによって連結された 5 つの人工衛星の集合体になると考え

られている。TSAT は 28.5Gbps の世界総通信能力を持っており、30 cm のアンテナがあ

れば、地上で移動するユーザーは 1.5Mbps の速度でこのグローバル・インフォメーショ

ン・グリッド（GIG）に接続することが可能となる36。TSAT プログラムのほか、米国は

さらに二つの軍用衛星通信プログラムを計画している。その一つが、 終的には 4 機の人

工衛星を相互リンクして構成される予定の高度超高周波数（AEHF）衛星システムである。

衛星のそれぞれがこれまでの MILSTAR-II プラットフォームの 10 倍の能力を備える予定

である37。このプログラムに加えて米国は、いずれはインド洋、太平洋及び大西洋の海域

上に 3 機の衛星を配備することになる広帯域ギャップフィラー衛星システムについても開

発を進めている。これらのプラットフォームは、これまでの DSCS-III 衛星の 10 倍の通信

能力を持つことになる。これにより、1 秒当たり 820 万ビットのデータ転送速度が可能に

なる38。さらなる軍用衛星通信プログラムとしては移動体ユーザー向け衛星通信システム

があり、これは UFO（UHF Follow-On）シリーズの衛星の後継ぎとなる狭帯域戦術用通

信衛星システムである。この新しいプラットフォームは、声、映像そしてデータを同時に

転送する能力を備えている39。もし海外での活動が現在の速度で実施され続ければ、米国

                                                  
36 ジェーンズ宇宙システム及び産業「TSAT」 
37 ロッキード・マーティン社「高度超高周波数 （EHF）（AHEF）」 
閲覧：http://www.lockheedmartin.com/products/AdvancedExtremelyHighFrequencyEHF/index.html 
38 ボーイング社「戦闘員のための変換広帯域通信機能」閲覧：

http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/702/wgs/wgs_factsheet.html 
39 ロッキード・マーティン社「移動体ユーザー向けシステム（MUOS）」



 92

は利用可能な帯域幅を 2010 年までに使い果たすことが推測される。万一この事態が生じ

れば、米軍はネット環境で機能する能力を完全に失うことになるだろう。既に地上では、

イラクの反乱軍と交戦する米軍がジェネラル・アトミックス社製リーパーのような偵察中

の無人航空機から航空支援を受けることができないという実例が存在している。その理由

は、攻撃情報を伝達するための帯域幅や、それらの部隊を支援するための無人航空機との

地上連携が不十分であったためである。これが 2008 年の現状であるならば、今のところ

米軍作戦において確かであるこの連携関係は、2010 年までに深刻な影響を受けることが考

えられる。これは、ネットワーク環境全体にとって衛星通信がいかに重要であるか、また

C4ISR 技術にとっていかに決定的であるかを明らかにしている。 
 

6.2.4 戦術通信 

 

TSAT に接続する米陸軍のシステムは WIN-T（戦闘員情報ネットワーク-戦術）を用い

る予定であり、これは現行の陸軍 MSE（移動体加入者用機器）や TRI-TAC（三軍用戦術

通信）システムのほか、2004 年以降にイラクでの能力ギャップを埋めるために急きょ配備

された JNN（共同ネットワーク・ノード）に取って代わる、商業ベースの高度なネットワ

ーク機能を備えている。このシステムは共通の通信ネットワークを機動大隊にまで拡大し

ており、陸軍特殊部隊の未来ネットワーク基盤にとって不可欠なものとなっている。

WIN-T の重要な特徴としては、JNN などの従来のシステムではこれを利用するには移動

を停止しなければならないが、WIN-T の場合は兵士が移動中であっても通信を行うことが

可能である。2003 年のバクダッド進出の際には、既存の MSE システムでは過負担となっ

て時には故障も生じており、車両に乗って迅速に機動する軍隊と同じ進行速度を保つこと

の必要性がこの時に十分に露呈した。JNN を一般商用（COTS）ベースのシステムとして

調達しようと活気づいたのは、この経験がきっかけであった40。JNN は、WIN-T 増強の

第一段階であり、革新的に機能を拡大させて将来型戦闘システム（FCS）のニーズに応え

るため、2010 年以降にはさらに三つの増強が展開する予定である。この第三と第四の増強

では、WIN-T をアップグレードし、BAE システムの JC4ISR 無線通信により変換型通信

衛星（TSAT）システムを利用できるようにする予定である41。ジェネラル・ダイナミック

ス C4 システムズ社は、主要請負業者であるロッキード・マーティン社ミッションシステ

ムとともに WINT-T を統合する契約を取り付けた42。WIN-T は、TSAT 及び GIG との連

結計画が示すとおり国防総省のネットワーク中心主義の不可欠な要素となっている。 
 
このネットワークのうち米陸軍の領域はランド・ウォー・ネットと呼ばれ、WIN-T と並

                                                                                                                                                  
(http://www.lockheedmartin.com/products/muos/index.html) 
40 フランク・ティボーニ「WIN-T の苦境で身動きの取れない陸軍」 フェデラル・コンピュータ・ウィークリー  閲

覧：http://www.fcw.com/print/12_4/news/92437-1.html 
41 ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー「拡大する地平線：戦場ブロードバンド」アダム・バッドリー 
42 ジェネラル・ダイナミックス C4 システム社「ジェネラル・ダイナミックス社－ロッキード・マーティン社のチーム

は、陸軍 WIN-T 戦術的戦闘員ネットワークを実証する」(http://www.gdc4s.com/news/detail.cfm?prid=197) 
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んでもう一つ重要なのが、既存のシングルチャンネル送信型地上空中無線システム

（SINCGARS）の後継となる統合戦術無線システム（JTRS）である。 
 

SINCGARS グループの無線は、地上と地対空の通信を軍隊間で行うことを可能にする

ものであり、2004 年には米陸軍の後方支援準備センターは ITT システムズに対して 7 年

間に及ぶ 25 億ドルの包括的契約を発注した。対テロ戦争に関連する進行中の軍事行動が

もたらした戦術通信の必要性が、SINCGARS プログラムを拡張させる結果となり、今や

ますます JTRS と重複してきている。 
 

JTRS はソフトウェア無線に組み込まれた多数の波形を利用し、WIN-T のもとで通信層

を網羅する。そのシステムと同様に、開発の重要な動機付けの一つとなったのが、帯域幅

を拡大して高度なデータ転送能力を持たせることであった。これは音声だけでなく、画像

や映像、GPS 信号やインスタント・メッセージも送ることができる。その主な理由は、分

隊に他の部隊やプラットフォームとの間で多様な形式の情報を共有させることによって、

彼らの状況認識を高めることにある43。 
 

SINCGARS/JTRS システムは小隊の司令官に至るまで行き渡っており、彼らはランド

ウォリアーのもとでタレス社PRC-6745レプレショーンのシステムに基づいた互換性を持

つ SINCGARS 無線とヘルメット搭載アンテナを与えられており、米陸軍の無線ローカル

エリア・ネットワークにアクセスできるようになっている44。フューチャーコンバットシ

ステム（FCS）の車両部隊に対しては新たな通信システムが開発されている 中であり、

現在これは VIS-X（車両インターコムシステム X）と呼ばれている。VIS-X では、音声と

データ通信を取り扱うことのできる「デジタル」IP ベースの無線であることを要件として

いる。無線ネットワークには特定の機能を制限したソフトウェアを用い、あらゆる階層で

の接続を高度に統制することが可能になるだろう。 
 

6.2.5 指揮統制（C2） 

 

米陸軍 C4ISR 開発の取り組みの 低層がランドウォリアー・プログラム45という形とな

った。ランドウォリアーはこれまで何度も繰り返し行われており、イラクでの戦闘経験が

大いに役立っている。この経験により、ランドウォリアー・フュージョンと呼ばれる必要

低限の装備だけを備えたバージョンが開発された。2008 年 9 月には、ジェネラル・ダ

イナミックス C4 システムズ社が、ストライカー旅団戦闘チームの歩兵部隊にその新しい

                                                  
43 ジェーンズ軍事通信「統合戦術無線システム（JTRS）」 
44 ジェーンズ軍事通信「PRC-6745 Leprechaun 無線」 
45 Land Warrior：次世代統合型歩兵戦闘システム。米国の陸軍兵士システムセンターが開発しているウェアラブル機

器だけを搭載したサイバー戦士開発計画。 



 94

バージョンを装備させる 7,000 万ドルの契約を受注した46。分隊の全兵士に発せられ、ラ

ンドウォリアー・システムで使用される携帯用無線（PRR）は、音声、データ及び画像を

送信することのできるレイセオン社のマイクロライトである47。これらの軍人システムは、

地図や目標指示などのデータを一層大量にヘッドアップ表示装置へと伝達することが可能

になっている。さらに 近の開発では、音響によるスナイパー位置測定システムと健康監

視システムを取り入れて、個々の兵士の戦闘服一式にこれらを統合し、ほかのチームのメ

ンバーとのネットワークを結んでいる。これにより C4I システムは、軍隊の 低層にまで

普及している。このように非常に低い階層において C4I 機能を適用する理由は、状況認識

である。つまり分隊長が GPS システムと衛星画像を利用することで、地上で地図を読む

などの基本的な難点が大幅に改善されるのである。イラクでランドウォリアー・システム

を実際に試した部隊は、ナビゲーションと目標指示の性能が改良されたことで、密集した

都市地形で作戦行動を実施する能力が大幅に向上したことを報告している。衛星画像を利

用することで標的範囲の設定がはるかに容易になるなど、これらの同じ性能によって戦闘

力もまた高まった。さらに、ブルーフォース・トラッカーによって、他の個々の兵士の居

場所に関する情報を絶えずリアルタイムで知ることができるため、同胞を誤って殺める確

率が下がったのもさらなる改善点である48。 
 
同一のランドウォリアーを装備した分隊長らは、FBCB2（フォース 21 旅団以下指揮統

制）システムにプラグで接続し、旅団やそれ以下のレベルで戦闘空間の共通の画像を得る

ことができる49。このシステム内では、米陸軍は能力向上型方向位置システム（EPLRS）
を用いてブルーフォース・トラッカーを利用する。また、このシステムによって指揮と統

制の情報が防空部隊や砲兵部隊にも配信される。後方支援の目的のために、このシステム

は部隊の位置や状況について機動統制部隊にも報告を行う。FBCB2 は多量のシステムを

包含する陸軍戦闘指揮システム（ABCS）の一部であり、これによって情報の報告や普及、

砲兵隊の調整が可能となるほか、何よりも地理的情報を得ることができる。ABCS の 高

層にあるのがグローバル指揮統制システム-陸軍（GCCS-A）であり、これは合同グローバ

ル指揮統制システムのうちの陸軍の構成区分である50。 
 
米陸軍の偵察能力は MQ-1C スカイウォリアー無人航空機の導入によって向上している。

これらの持続時間は 24 時間であるが、攻撃の任務を負って弾薬を運ぶためにはそのいく

つかを犠牲にする場合もある51。 
 

                                                  
46 ジェネラル・ダイナミックス社「ジェネラル・ダイナミックス社は米陸軍ストライカー旅団に新ラン

ドウォリアー・システムを装備させるための 7,000 万ドルの契約を受注した」 
47 レイセオン社「マイクロライト」閲覧：http://www.raytheon.com/capabilities/products/microlight/ 
48 陸軍タイムス「L ランドウォリアー：今か、それとも後か？」マシュー・コックス（2008 年 10 月 14 日） 
49 レイセオン社 
50 ジェーンズ軍事通信「FBCB2（フォース 21 旅団以下指揮統制）システム」 
51 ジェーンズの無人航空機と標的「GA-ASI MQ-1C スカイウォリアー」 
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6.2.5.1 後方支援 
 

戦闘情報の配信という基本的ニーズのほかに、C4ISR機能によって統合されたネットワ

ーク後方支援では、戦略を支援するために適正な弾薬庫や装備が確実に利用できるように

しなければならない。米軍の後方支援システムのサポートに利用されているのがグローバ

ル戦闘支援システム（GCSS）である。これは、物流パイプラインと戦場の両方において兵

員と装備をリアルタイムで視覚的に確認することのできる単一の後方支援システムをであ

る。この新たなシステムは、米国軍隊にある既存の11の自動システムに取って代わる予定

である。GCSSは、統合ビジョン2010に明記されて統合ビジョン2020でさらに強化された、

効率的兵站の作戦概念に対応するために開発されたものである52。 

 

6.2.5.2 米国空軍の C2 システム 
 

米国空軍の主な C2 システムは、GCCS のうちの米国空軍の構成区分である戦域戦闘管

理コアシステム（TBMCS）である。TBMCS は、計画と実行のほとんどが手作業で行わ

れたデザートストーム作戦での教訓に基づくものである。手作業だと時間もコストもかか

ることが分かったため、これらの問題を是正し、空中戦を組織的かつ同調的に管理するこ

とを目的として TBMCS が開発された53。TBMCS の 新版は、2007 年中頃に配置された

スパイラル 1.1.4 であり、これは情報サービス、アプリケーション、インフラ、そしてセ

キュリティが改善されたものであった。 
 
このシステムは部隊レベルでも用いられており、この形態での 新版は 2006 年からの

スパイラル 8.5 である。しかしほぼ毎年のようにアップグレードが行われている54。米国

のネットワーク中心の C4I 活動に対する米国空軍の貢献は C2 コンステレーションと呼ば

れるものであり、これは通信範囲を拡大するための空中プラットフォームを経由すること

で、見通し線による地上システム間の情報リレーを促進し、より広範なネットワークで通

信を行おうとするものである。 
 
米国陸軍と同じように、空軍も可能な限り低い層にまで C4I プログラムを取り入れてい

る。スナイパーやライトニングといった偵察と照準用のポッドを搭載した個々の航空機は、

ローバーシステムを通じて前線航空統制官（FAC）に直接データを転送する機能が与えら

れている。これによって FAC はすぐ近くの偵察機から見えるものは何でも観測すること

が可能となるため、この情報を利用して航空攻撃を誘導することができるのである。その

情報はまた、小規模部隊の隊長が基本的な地形分析や前方観測を行う際に利用されるほか、

                                                  
52 ジェーンズの軍事通信「世界的戦闘支援システム（GCSS）戦闘指揮官/ジョイントタスクフォース（JTF）」 
53 ロッキード・マーティン社「戦域戦闘管理コアシステム（TBMCS）」 
閲覧：http://www.lockheedmartin.com/products/tbmcs/index.html 
54 ジェーンズ C4I システムズ「戦域戦闘管理コアシステム（TBMCS）」 
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接近して航空支援を行う際の誘導にも役立つ55。 

 

米国空軍の偵察と監視の能力は RQ-4 グローバルホーク、RQ-1 プレデター、そして MQ-9

リーパー無人航空機の利用によって拡大されつつある。これらは滞空時間が長く、データ

中継が可能である。プレデターとリーパーのプラットフォームは空爆の際のその監視の役

割をますます発揮している。これによりプラットフォームが収集した情報を、瞬時に作動

可能にすることができる。この技術で も注目すべき用途は、パキスタンでの無人航空機

によるテロリスト容疑者を標的とした攻撃である。 

 

6.2.5.3 米国海軍の C2 システム 
 

米国海軍のネットワーク中心の作戦概念はフォースネットと呼ばれており、多数のシス

テムによりネットワーク化されたC4I軍事行動もこれに含まれる。他の二つの軍隊と同じよ

うに、米国海軍のC4Iの 高レベルがGCCSの海軍版、つまりグローバル指揮統制システム

-海軍（GCCS-M）である。これには二つのバージョンがあり、一つが陸上でもう一つが海

上である。その 新のものがGCCS-M 4.0であり、2006年度にはこのシステムはGIGへの統

合を開始した56。 

 

その取り組みの一つとして、米国海軍はその潜水艦隊全体にロッキード・マーティン社

のCSRR（共通潜水艦無線室）を選んだ。新たに建造されたバージニア級の潜水艦はすべて

無線室を備えつけている一方で、既存のロサンゼルス級とオハイオ級の無線室については

改造が施されている。このシステムにはジェネラル・ダイナミックスC4システムズ社製の

DMR（デジタルモジュラー無線）とレイセオン社製の潜水艦高速データ衛星通信が含まれ

ており、後者は二本のアンテナ塔があれば超高周波（SHF）と極高周波（EHF）の稼働が

可能である。ハリス・コーポレーション社は次世代高度EHF衛星端末を開発し、2007年4
月にはこのシステムのテストを無事に終了させた57。しかし、レイセオンは競合製品を開発

する委託を受けており、2007年6月にはその存続期間にわたり 高10億ドル相当の契約を取

り付けた58。 

 

新しいサトコムの端末では、高度超高周波数（AEHF）衛星ネットワークと TSAT へ接

続をして GIG へアクセスをすることができる。これにより米海軍はより迅速に指揮を行い、

情報の優位性をもたらす場外センサーから優れた情報を受け取ることができるようになる。 
 
                                                  
55 ジェーンズ国際防衛概説「ローバーは FAC 空地の連携を簡素化する」ルパート・ペンジェリー（2007 年 2 月 1 日） 
56 ジェーンズ C4I システムズ「グローバル指揮統制システム-海軍（GCCS-M）」 
57 ハリス・コーポレーション「ハリスがもう一つの次世代 EHF 海軍マルチバンド端末を無事に完成させる；模擬潜水

艦プラットフォームから MILSTAR 衛星へログオン」 
58 レイセオン社「レイセオンが海軍マルチバンド端末契約を勝ち取る」：

http://www.raytheon.com/newsroom/technology/multiband07/ 
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ロッキード・マーティン社もまた自社の沿海域戦闘艦 LCS-1 の原型に CSRR を搭載し、

JTRS のうちの空中・海上及び固定ステーション（AMFS）の一部としてこのシステムを

提供した。ロッキード・マーティン社は 2008 年に、そのシステム開発・実機実演（SDD）

段階として 7 億 7,600 万ドルの元契約を勝ち取った。AMFS は、戦艦及び戦闘機を含め

160 種類のプラットフォームに対してネットワーク機能を提供することを目的としている。

このシステムでは、広帯域ネットワーク波形（WNW）、軍人用無線波形（SRW）、NATO
リンク16/戦術デジタル情報リンクJの波形、そして移動体ユーザー向けシステム（MUOS）
の波形を用いる予定である。戦艦及び固定ステーション向けのより大きい規模のバージョ

ンには、MUOS と従来の UHF 衛星通信機能も含まれる59。 

 

C4I活動を支援するため、米海軍は、BAMS（広域海上監視）と呼ばれる新たな海上監視

計画に着手している。このプログラムによって、専用のミッションモジュールを備えたRQ-4
グローバルホークが調達される結果となった。そのプラットフォームは電子上及び仮想上

の監視を行うほか、通信中継の役割をこなす予定である。この衛星通信を用いることで、

データをリアルタイムで送信可能になるだろう60。米海軍が調達している二つ目の無人航空

機プラットフォームは、ノースロップ・グラマン社のRQ-8ファイヤスカウトである。これ

は、予め決められた海上監視レーダーRDR-1700Bとその光センサーソフトを取り付ければ、

戦艦ヘリコプターと同じような機能を発揮する垂直離着陸式の無人航空機である。 

 
上述の内容から分かるとおり、米国は自国の軍隊のあらゆるレベルを網羅する完全に包

括的な C4I プログラムに着手している。その目的は、状況を自覚する必要のあるすべての

者に対して 大級の状況認識を提供することである。情報の自由な流れは、意思決定のス

ピードを高め、同胞を殺める確率を下げるほか、後方支援の適時性と信頼性を世界的規模

で向上させることを意図している。 

                                                  
59 J ジェーンズ防衛ウィークリー「ロッキード・マーティン社が統合戦術無線システム AMF プログラムのための開発

実機実演契約を獲得する」スコット R ゴーリー（2008 年 4 月 3 日） 
60 ノースロップ・グラマン社「広域海上監視（BAMS）」閲覧：http://www.is.northropgrumman.com/systems/bams.html 
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6.3 米国の C4ISR 関連武器・装備品 

 
6.3.1 指揮統制（C2） 

 
 指揮統制（C2）技術を、統合指揮統制システム、陸上指揮統合システム、海上指揮統合

システム、空軍指揮統合システムに分類し、西側諸国が開発しているシステム例を整理す

ると〔図表 33〕のようになる。これらの指揮・統制関連技術のうち、規制対象国等が現在、

獲得しようとしている技術（既に実用段階にあるものを含む）としては、遠距離固定通信

網、軍事専用遠距離固定通信網、デジタル音声・データ伝送ネットワーク、友軍追跡シス

テム、司令部 (CP)システム （連隊レベル以上）、戦闘集団間通信、統合戦地通信システ

ム、パーソナル無線、指揮サポートシステム、戦術情報データリンク、防空の指揮統制シ

ステム（早期警戒管制機など）、衛星指揮統制システムなどがある。 
 

〔図表 33〕指揮統制（C2）システム関連技術 
システム例

指揮統制（C2)

統合

固定通信
(Fixed Telecommunications)

英国
Defence Fixed  Telecommunications System
British Telecommunications (BT) + subcontractors including Lockheed
Martin

軍事専用固定通信
(Dedicated Military Fixed
Telecommunications)

イタリア
RIFON National Forces Joint Optical Fibre Network
Alcatel /FastWeb

デジタル音声・データ送信ネットワーク
(Digital Voice and Data  Transmission
Networks)

ドイツ
BOS Digital Voice and Data Network
EADS Defence and Communications Systems
(EADS Secure Networks)

大規模向けメッセージングサービス
(Enterprise Messaging Services)

カナダ
Customized Automated Message Handling System (AMHS) within Canadian
Military Message Handling SystemTelos Xacta Messaging Solutions

リアルタイムアセット追跡システム
(Real Time Asset Tracking)

米国
US DoD In-Transit Visibility Network
Savi Technology
(Lockheed Martin Integrated Systems and Solutions)

統合航空任務指令
(Joint Air Tasking Order)

米国
Theater Battle Management Core System
(ATO is an element of the system)
Lockheed Martin Mission Systems teamed with BAE Systems., DynCorp
and Northrop Grumman

戦術情報配信システム
(Tactical Information Distribution
戦術デジタル情報リンク
（Tactical Digital Information Data Links ：
TADIL）

米国
Link 11, Link 16 and mission specific data links
EDO (a subsidiary of ITT)

友軍追跡システム
(Blue Force Tracking System )

ドイツ
FAUST
Also Interim Forces Tracking System (developed for forces in Balkans and
Kosovo)EADS NV Defence and Communications

分類
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陸上
指揮所（CP）連隊レベル以上
(Command Post  (CP) Above Regimental
Level)

米国
Standardized Integrated Command Post System (SICPS)
General Dynamics Armament and Technical Products

（ネットワーク）統合通信システム管理
（(Network) Integrated Communications
Systems Management）

米国
ISYSCON (V1) and V2
ISYSCON (V4)
General Dynamics C4 Systems

移動（通信）ネットワーク作戦指揮所
（Mobile (Communications) Network
Operations Centre）

米国
Network Operations Center – Vehicle
US Army CERDEC

指揮所（CP）連隊レベル
（Command Post  (CP) Regimental Level）

英国
Cobham Defence Communications

（将来）兵士システム無線
（(Future) Soldier Systems Radio）

英国
H4880 Soldier System Radio (SSR)
Selex Communications Ltd

海上

指揮支援システム
（Command Support System）

英国
Royal Navy Command Support System (CSS)
EDS Defence Ltd

海軍メッセージシステム
（Naval Messaging Systems）

英国
Naval Afloat Message Coherency program
EDS with Selex as supplier of MPS2000 Message Handling Software.

戦術情報データリンク
（Tactical Information Data Links）

英国
Royal Navy JTIDS Ship System (RNJSS)
Selex Communications

空軍
指揮情報システム-空中戦管理
（Command Information System – Air
Battle Management）

米国
早期警戒管制機「E-3 Block 40/45」

航空任務指令
（Air Tasking Orders ：ATO）

米国
Theater Battle Management Core System
(ATO is an element of the system)
Lockheed Martin Mission Systems teamed with BAE Systems., DynCorp
and Northrop Grumman

衛星指揮統制システム
（Satellite Command and Control Systems
）

米国
Command and Control System – Consolidated (CCS-C)
Integral Systems Inc. of Lanham Maryland was awarded the CCS-C
development/sustainment contract

Skynet 5

英国
Skynet 5
Private Finance Initiative under which EADS Astrium acts as prime
contractor its subsidiary Paradigm Secure Communications.
UK MoD manages Skynet through its Global Communication Services IPT.

処理 EHF/KA 衛星
（例：ATHENA FIDUS 任務衛星）
Processed EHF/KA Satellites
(e.g. the ATHENA FIDUS Mission
Satellite)

伊－仏
The program's contract award was expected in 2008 with the satellite
scheduled for launch in 2012.
However funding has been frozen under Italy’s proposed 2009 defence
budget
The Athena-Fidus program is being managed by French Defense
Procurement Agency (DGA) and Space Agency (CNES) and the Italian
Defense Procurement Agency (Segredifesa) and the Space Agency (ASI).

-

兵士支援システム
（Soldier Tracking System）

イスラエル
Automatic Soldier Tracking System
Azimuth Technologies / Rafael

水上艦艇指揮システム
（Surface Ship Command System）

英国
Surface Ship Command System
DNA(1)
BAES Insyte

 
（出所）Jane’s 
 
 次に、上記の指揮・統制（C2）システム技術のうち、米国が開発している技術をとりあ

げて紹介する。 
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6.3.1.1 標準統合指揮ポストシステム（SICPS） 
 
製造会社：ジェネラル・ダイナミックス C4 システムズ社 – 兵器及び工業製品部門 
 
ジェネラル・ダイナミックス社兵器工業製品部門（GDATP）が生産する標準統合指揮ポ

ストシステム（SICPS）は、米国陸軍の戦闘指令システムのために発展を続ける C4I にと

って基幹となっている。SICPS はアクセスが容易で、作業空間が効率的であり、化学剤や

生物剤などの外部混入物質から確実に保護をすると言われている。 

 

このシステムの 5 代目のバージョンは HMMWV（高機動多用途装輪車両）の後部に搭載

されている。ホームランド・セキュリティ（HLS）で修飾された SICPS は、光ファイバー

接続により強化された信号能力やモジュール的接近法により多数の通信アーキテクチャを

ホストする能力などの新技術をうまく利用しており、陸軍変革の際の従来の部隊、暫定部

隊及び特殊部隊のためのシステム統合をサポートする。 

 

軍用にも民間用にも利用できる HLS SICPS は、警察や消防無線ネットワークに連結して

おり、既存と新規の APCO-25 無線及び従来の軍用無線を使用している。これは POTS や

ISDN 加入者を支援するもので、DSN (T 1)、MSE/Tri-Tac 及び商用ネットワークへ接続して

おり、複数レベルでの優位性や（連携能力による）プリエンプション、標準的な商業用 PBX

コールの特徴と VoIP をもたらしている。 

 

システムの特徴としては、軍隊様式の機密システムで承認に基づいた安全装置の解除、 

MIL-PRF-44408C 対応の LM 5-788 に基づいた設計、10 kW、120 または 240 V の電力供給

装置と電力制御盤の搭載、20,000 BTU/H の冷却と 12, 000 BTU の過熱を行うスプリットパ

ック電気制御ユニット、レガシーシステムに対しては 8 つの RF コネクタと電極注及び 4

つの UTP CAT 5 の LAN コネクタ、車両インターコムシステム、調光可能な照明、気体粒

子フィルター装置、急速減圧機能、そして化学物質防御エントランスが挙げられる。中で

も新しい特徴としては、M-1113 と互換性のあるシェルター搭載機器と光ファイバー接続の

強化（ 高 12 の TFOCA II コネクタ）である。 

 

状況： 
2008年5月にアラバマ州レッドストーンにある陸軍航空隊及びミサイル軍は、将来的には

2億4,000万ドル相当となる5年契約をノースロップ・グラマン社に発注した。ノースロッ

プ・グラマン社とDHSシステムズは、陸軍のSICPSトレーラー搭載システム用に一連のテ

ント、トレーラー及び指揮ポストを生産、統合及び搬入する予定である。陸軍は今後5年間

にさらに4つの発注をすることが予想されている61。 
                                                  
61 ノースロップ・グラマン社の報道発表 
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6.3.1.2 ネットワーク・オペレーションセンター – 車両 
 
製造会社：米国陸軍CERDEC62 

 

米国陸軍CERDECの報道発表によれば、「ネットワーク・オペレーションセンター-車両

（NOC-V）によって、ストライカー旅団戦闘チームの通信将校は、戦場環境において戦術

システムとネットワークを計画・管理・監視・統制することができる63。」という。 

 
報道ではまた、「それらの機能には、音声やデータを送信、暗号化したり、様々な戦術無

線システムとリンクしたり、また移動体加入者装置のシステムに接続する能力が含まれて

おり、これが戦場での通信ネットワークとしての役割を果たす。」と述べている。 
 

さらにNOC-Vには、戦場での状況認識に関するデータ通信のためのFBCB2（フォース21
旅団以下指揮統制）のパッケージソフトのほか、グローバル放送システムがあり、これに

よって兵士は戦場にいてもCNNや米軍放送ネットワークを見ることができる。NOCVには

戦術作戦センター（TOC）のセカンダリサーバーが収容されており、TOCが所在地を二つ

に「分ける」場合にはこれがプライマリサーバーとして機能することになる64。 

 
状況： 

NOC-V の生産やさらなる開発についての情報は、オープンソースでは入手することは

できない。 
 

6.3.1.3 早期警戒管制機 Ｅ-3 Block 40/45 
 
製造会社：ボーイング社 
 
米軍はベトナム戦争時代、早期警戒機に EC-121 を指揮統制には EC-130 を使用するな

ど、早期警戒と指揮統制を異なる機体で行っていた。しかし、これは非効率で総合能力も

劣ることから、ボーイング社は、これら２つの機能を統合した早期警戒管制機「E-3」を

開発した。E-3 は、ボーイング 707-320 を母体として開発され、1975 年に初飛行、1977
年から米空軍に就役した。後部胴体の上に円盤状のレーダードーム（直径 9.1m、厚さ 1.8m）

を搭載していることが外見上の大きな特徴である。Ｅ-3 Block 40/45 は、この E-3 に搭載

されている情報・通信システムを旧式のものから 新のものにアップグレードするなど改

                                                                                                                                                  
閲覧：http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS118259+12-Jun-2008+PNW20080612 
62 関連記事は、ここに引用している米国陸軍 CERDE の報道発表のみである。 
63 米国陸軍 CERDEC の報道発表 閲覧：available at http://www.cerdec.army.mil/news/nocv.asp 
64 米国陸軍 CERDEC の報道発表 
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良を施した早期警戒管制機である。老朽化したコンピュータやオペレータ端末は、商用オ

フザシェルフ（COTS：Commercial off-the-shelf）65のワークステーションに置き換えら

れ、AWACS の通信システムのアップグレードには、GBS（Global Broadcast Service）、
デジタル通信システム、IBS（Intelligence Broadcast System）などが含まれている66。 
 
 

6.3.1.4 指揮統制システム –統合（CCS-C） 
 
製造会社：インテグラル・システムズ社 
 

WGS プラットフォームの統制は、指揮統制システム-統合（CCS-C）を通じて行われて

おり、2008 年 1 月初旬に WGS-1 の支配権を得たコロラド州シュリーバー空軍基地の第 3
宇宙作戦団（SOPS）がその運営を行っている。この時点より第 3SOPS は、操縦や異常解

決など、軌道上のすべての保守活動に対して責任を負うことになる。インテグラル・シス

テムズ社は CCS-C プログラムの主契約業者であり、このプログラムでは空軍の通信衛星

の指揮統制に関してアップグレードした機能を提供している。米国空軍は CCS-C に関し

て次の情報を公開している。「CCS-C は現在、4 つのシステムを通して MILSATCOM 衛

星を支援するように設定されている。そのシステムとは防衛衛星通信システム（DSCS）、
ミルスター、広帯域グローバル SATCOM（WGS）及び高度超高周波数（AEHF）システ

ムである。CCS-C は、厳密な仕様で市販されているコンピュータ・サーバーと、ローカル

エリア・ネットワーク基盤のクライアント/サーバー・アーキテクチャにおいて市販の

TT&C ソフトパッケージを起動するワークステーションから構成されている。タスク自動

操作のような自動化機能によってオペレーターの作業量が劇的に減少し、これにより空軍

宇宙指揮はオペレーター搭乗員を削減する一方で、米国の も重要な通信資産の効率的な

戦術統制が確実なものとなっている67。」 
 
状況 

2007 年 8 月にインテグラル・システムズ社は、WGS を支援するために CCS-C システ

ムを修正する契約を 580 万ドルで落札した68。 
 

                                                  
65 既製品で販売やリースが可能となっているソフトウェア製品やハードウェア製品、または一般向けに

ライセンス提供されるものを指す。 
66 http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/e-3-40.htm 
67米国空軍 CCS-C の概況報告書の閲覧：

http://www.losangeles.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=785 
68 インテグラル・システムズ社の報道発表の閲覧 



 103

6.3.2 戦術通信 

 
 戦術通信技術を、統合戦術通信システム、陸軍戦術通信システム、海軍戦術通信システ

ム、空軍戦術通信システムに分類し、西側諸国が開発しているシステム例を整理すると〔図

表 34〕のようになる。これらの戦術通信関連技術のうち、規制対象国等が現在、獲得しよ

うとしている技術（既に実用段階にあるものを含む）としては、HV、VHF および UHF
通信システム、例えば、短距離無線（TACOM トランシーバー）などが挙げられる。 
 

〔図表 34〕戦術通信関連技術 
システム例

戦術通信（Tactical communications）
統合/?

統合データリンク
（Joint Data links）

Cubic Defense Applications AN/ARY-1 Surveillance and Control Data link
(SCDL)

陸軍
車両通信システム
（Vehicle Intercom System）

Harris/ Cobham VIC-3

メッセージシステム
（Message System）

General Dynamics C4 Systems AN-TYC-24(V) Tactical Message Systems
(TMS)

コンティンジェンシー通信装置一式
（Contingency Communications Suites）

General Dynamics C4 Systems Contingency Communications Package
(CCP)

短距離無線（Short Range Radio） ITT SINCARS-V family of radios
長距離無線（Long Range Radio） ITT SINCARS-V family of radios
デジタル無線（Digital Radio） Harris Communications Falcon II

海軍

データリンク（Data links） Cubic Defense Applications AN/ USQ-167 Common Data Link System

通信ターミナル
（Communication Terminals）

L-3 Programmable Integrated Communications Terminal (PICT)

空軍
機上無線機（Airborne Radio） ITT SINCARS-V family of radios

衛星
データアップリンク（Data Uplink） L-3 AN/TSC-156 Phoenix tactical SHF Satellite Terminal (TSST)

分類

 
（出所）Jane’s 
 
 次に、上記の戦術通信関連技術のうち、米国が開発している技術をとりあげて紹介する。 
 

6.3.2.1 AN-TYC-24(V) 戦術メッセージシステム（TMS） 
 

製造会社：ジェネラル・ダイナミックス C4 システムズ社 
 

この AN-TYC-24(V) 戦術メッセージシステム（TMS）によれば、戦術レベルで防衛メ

ッセージへアクセスすることができる。部隊からの DMS の往来はすべて、分散した司令

部のその地域の TMS サーバーとリンクする TMS を通じて送られる。その基本概念は、兵

舎で使用されるものと同一のメッセージサービスを配備された部隊にまで拡大することで

ある。 
 

AN/TYC-24(V)3 シークレット・メッセージ・スイートは、機密扱いと機密扱い以外の

両方のメッセージ通信を支援する。このシステムはトラック搭載の AUTODIN 
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AN/TYC-39 メッセージスイッチに代わるもので、3 台のノートパソコンと 16 ポートの統

合スイッチモジュールを備えたルーターから構成されており、操作はトランジットケース

から行われ、2 kW の発電機とともにハンヴィー（高機動多用途装輪車両）で運搬される。

約30分で設置することが可能である。TMSはエリア共通ユーザーシステム（ACUS）（MSE、

TRITAC）上で機能し、直接に NIPRNET と SIPRNET に接続することができる。 
 
それぞれの師団と軍団、そして 高で軍団以上の階層（EAC）において二組の TMS が

利用可能となる予定である。改定版である AN/TYQ-112 戦術メッセージシステム・ライト

が米国特殊作戦部隊用に開発されている。 
 

〔図表 35〕戦術メッセージシステムの運用イメージ 

 
（出所）VSE Corpration69 
 
〔状況〕 
ジェネラル・ダイナミックス社は、7,700 万ドルまで拡大する可能性を視野に入れて、

2000 年中頃に 1,100 万ドルの契約を取り付け、これは 2003 年末までに完成する予定であ

った。2003 年中頃、少なくとも二つのシステムがイラクへ配備されている。AN/TYQ-112
に対するアップグレードは 2006 年度 SOFCOM の予算案にリストされていた。2006 年度

以降に関する詳細は不明である。 
 

6.3.2.2 臨時通信パッケージ（CCP） 
 

製造会社：ジェネラル・ダイナミックス C4 システムズ社 
 
戦略の初期段階での使用を目的として、典型的な臨時通信パッケージ（CCP）またはラ

イト臨時通信パッケージ（LCCP）を二つの C141B 突撃隊で配備することができる。MSE
に見られるシステムと加入者の特徴すべてを持ち合わせた CCP は、完全に機能する通信

センターとして 30 分以内に配置することが可能であり、電信及び携帯電話の加入者はお

互いに通信するだけでなく、戦術衛星を通じて世界中のどこへでも通信することができる。

                                                  
69 http://www.vsecorp.com/platforms/c41sft/groundbased.htm 



 105

戦闘ネット無線と NATO インターフェースは、CCP の相互運用性の幅をさらに拡大して

いる。CCP はタスクフォースの指揮所または飛行場や機動旅団の本部をサポートし、旅団

の主要な指揮所及び強化指揮所を含めている。 
 
状況：1990 年から 1991 年までの湾岸戦争中に、多国籍軍によっていくつかの CCP ユ

ニットが実際の戦闘で試され、米国陸軍への CCP の配置は 1993 年に完了した。イラクの

自由作戦の初期には、米国 AB 第 101 師団によって使用された。ジェーンズは契約価格に

ついての情報を得ることはできなかった。 
 

6.3.2.3 ファルコン III 無線 
 
製造会社：ハリス・コーポレーション社 
 

RF-5800M-MP は、マルチバンド戦術無線システムのファルコン II®グループの一つで

ある。このマルチモードで多目的な携帯無線は、30 から 512 MHz までの周波数帯域にお

いて継続的な稼働を支援する。これにより一つの簡素な箱だけで RF-5800M-MP が地対地、

地対空、地対艦の通信リンクの任務上のニーズに対応することができる。音声通信は、既

存の地上、空中、航空管制及び陸上移動無線（LMR）のシステムと相互に運用することが

できるように、様々な形式及びチャンネル間隔で提供されている。RF-5800M-MP には、

マルチメディア・データ通信機能が内蔵されている。高速モデムは 1 秒あたり 大 64 kbits
まで速度をサポートするため、処理能力が増加するとともにオンエアの時間が短縮される。

RF-5800M-MP は、AN/PRC-77、AN/PRC-117、PSC-5、URC-200、AN/PRC-113、その

他のファルコン II システムやそれ以外の標準的無線を含め、多数の VHF 及び UHF の無

線との運用相互性を持つ。 
 

〔図表 36〕マルチバンド戦術無線システム「The RF-5800M-MP」 

 
（出所）Harris Corporation70 
 

                                                  
70 http://www.rfcomm.harris.com/products/tactical-radio-communications/RF-5800m-MP.pdf 
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〔状況〕 

2005 年には、ハリス・コーポレーション社は米国陸軍から、それぞれ 1 億 400 万ドルと

4,200 万ドル相当額の二つの契約を受注した。この大型の契約のもと、ハリスはファルコン

(r) II AN/PRC-150(C) HF 無線と関連グッズを提供するほか、設置サービスや研修も行った。

4,200 万ドルの契約では、ハリスは陸軍にファルコン II AN/PRC-117F 携帯無線のほか、フ

ァルコン II AN/VRC-103(V)車両/定位置設置アダプターシステム、付属品、設置、研修及び

サポートを提供した。 

 

6.3.2.4 AN/ USQ-167 共通データリンクシステム 
 

〔図表 37〕共通データリンクシステムの運用概念図 

 
（出所）Cubic Defense Applications71 
 
製造会社：キュービック・ディフェンス・アプリケーション社 
 

AN/USQ-167 共通データリンクシステム（CDLS）は、全国的・戦術的偵察航空機セン

サーとこれに関連する水上艦のプロセスシステムとの間で、単一の画像諜報を送信するた

めの広帯域データリンクである。これにより、同一ユーザーのインターフェースのサブシ

ステムが艦内に二つ以上の異なるユーザー空間を持つことができる。端子面内では、標準

的な高速データインターフェースを通じて、キュービック機器がデータ及び画像活用シス

テムへと接続する。システムの端子は、200 Kbit/s と 10.71 Mbit/s の CDL データ転送速

                                                  
71 http://www.cubic.com/cda1/Prod_&_Serv/C4ISR_Prod_&_Sys/Data_Links/index.html 
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度を含め、 大 274 Mbit/s までのデータ転送速度（複数データ転送を含む）をプログラム

制御することができる。CDLS は、標準的 CDL 波形仕様であるレビジョン F の全モード

を実行する。 
 

状況 
 

2003 年 3 月、キュービック・ディフェンス・システム社は主契約業者として 6 台（オプ

ションにより 2007 年までにさらに約 20 台）のシステムに対して CDLS ブロック 1 を提供

する契約を 3,180万ドルで落札した。2003年 8月にはビアサット社がキュービック社から、

アンテナサブシステムと、そのシステムのための通信セキュリティ及びネットワーク・イ

ンターフェースのコンポーネントを提供する契約を 1,120 万ドルで落札した。 

 

CDLS 資格システムは、2005 年夏に試験的に米軍航空母艦アイジェーンズハワーに設置

され、 初の配置が成功裏に完了した。さらにこのほかに 5 台の資格システムが納入され

た。 初のプロダクションシステムは米軍強襲揚陸艦タラワに設置するため、2006 年 5 月

に納入された。2007 年の時点でキュービック社は 20 台のプロダクションシステムのうち

16 台を納入しており、この契約は 2008 年末現在には完了していると考えられる。 

 
6.3.2.5 プログラム制御の統合通信端末（PICT） 

 
製造会社：L-3 Ruggedised Command & Control Solutions 社 
 
プログラム制御の統合通信端末（PICT）は、屋内通信及び船上での無線通信の両方をサ

ポートするため、ISDN（統合サービス・デジタルネットワーク）スイッチで作動するよ

うに設計されたユーザー音声端子である。このシステムは、インターフェース回路やファ

ームウェアを単に交換するだけで ISDN 以外のスイッチでも接続することが可能である。

PICT は 4 つの音声通信機能を一つの端子に統合しており、屋内通信（IC）ダイヤル電話、

音声ネット端子、戦術用インターコム、そして無線通信システム（RCS）の音声端子に取

って代わるものである。PICT は船上の 4 つの ISDN インターフェース（IC スイッチ付き

2 つ、RCS スイッチ付き 2 つ）をサポートする。 
 

ISDN インターフェースは各々、スイッチを利用して二つの音声回路と同時に接続する

ことが可能である。このシステムではユーザーは、IC と RCS を任意に組み合わせて同時

に 4 つの回路を傍受することが認められている。これにはモニタースピーカーとインター

コムスピーカー/マイクが内蔵されており、プッシュ・ツー・トーク（PTT）を含め、携帯

電話/ステレオヘッドホン用の二つのコンビネーションジャック（ユーザーと管理者にそれ

ぞれ一つずつ）を、そしてフットスイッチ PTT 用にセパレートジャックを装備している。 



 108

 

〔図表 38〕L-3 Ruggedised Command & Control Solutions の PICT 

 
（出所）L-3 Ruggedised Command & Control Solutions72 
 

状況 
PICT は米国海軍で使用されている。ジェーンズは契約金額を特定することはできなか

った。 
 
 

6.3.2.6 SINCGARS-V 無線グループ 
 
製造会社：ITT 社 
 

SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System) -V は、車両及び空

挺の携帯用 VHF/FM 無線のグループであり、監視、傍受及びジャミングに対して高い耐

性を持つのが特徴である。これらの無線は、TACFIRE、ライトウェイト TACFIRE、パト

リオット、シャパレル、SHORAD、FAADS、MILRS その他の主要兵器システムに接続

することができる。これらはまた、戦術インターネットの他の二つの主要コンポーネント

である WNR 及び Appliqué にも適合している。AN/PRC-25/77 及び AN/VRC-12 の無線

グループとも相互運用が可能であり、またこれらの直接代替品として設計されている。

SINCGARS はまた C-6709、GSA-7、GRA-7、GRA-39、VIC-1、VIC-2、IVIS 及び VIS
インターコムシステムとも互換性がある。SINCGARS は単一チャンネルモードでは

NATO システムとも互換性がある。 
 

                                                  
72 http://www.l-3com.com/rcc/products/seasystems/pdf/L3_PICT.pdf 
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すべての SINCGARS 構成の中心は基本的な 5 W レシーバー/トランスミッター（R/T）
である。これにより 2,320 種類のチャンネル上で 30 から 88 MHz の範囲で周波数変調さ

れた送受信が行われる。利用可能な単一チャンネルは 8 種類、予め設定された周波数ホッ

ピング方式のチャンネルは 6 種類ある。基本の R/T 内部には ECCM 周波数ホッピング機

能が備わっており、これにより 1 秒当たり 100 回を超えるホッピング速度で周波数変動が

行われる。ホップセットのデータは SINCGARS ECCM フィルデバイスや MX-18290 か

ら全面パネルコネクターを経由するか、または RF リンク上で読み込むことができる。ど

のホップセットに対しても利用可能な周波数は自由自在であり、1 つの周波数または 大

2,320 チャンネルすべての組み合わせの中から選択することができる。さらに、どのチャ

ンネルまたはチャンネルグループも、任意のホップセットから除外することもできる。内

部データモジュールにより、デジタルメッセージ装置、ファクシミリまたはテレタイプ用

に、デジタルデータを 600 bits/s から 16 kbits/s で送受信することができる。TACFIRE
及びこれと同様のシステム用に FSK 機能も備えている。アップグレード版には、リード

ソロモン算法を用いた 1,200、2,400、4,800 及び 9,600 bits/s の通信速度による前進型の

誤信号訂正機能が含まれる。また、これには MIL-STD-188-22A に準拠したパケットデー

タ・インターフェースも含まれる。 
 

〔図表 39〕シングルチャネル地・空無線システム「SINCGARS」 

 
（出所）http://en.wikipedia.org/wiki/SINCGARS 
 
状況 

2004 年に ITT 社は、米国陸軍が自国用と多国籍軍用に 3 億 1,100 万ドル相当の 
SINCGARS 及び SINCGARS 支援機器を発注したと報告した。2004 年 12 月には、

SINCGARS の製造に関して米陸軍後方支援準備センターから 7 年契約を受注しており、

これは 高 25 億ドルに達するものであった。この一括契約の条件のもと、陸軍は、今後 7
年間にわたり米国と世界中の多国籍軍を支援するため、数量不定の SINCGARS 無線シス

テムと予備部品を注文することが可能となる。 
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この契約では、ITT が初期のモデル SINCGARS を 新の技術でアップグレードするこ

とも認められている。この契約による当初の発注額は 4,950 万ドルであった。2005 年 8
月には、一括契約に基づき 5 億ドル相当の追加注文が発表された。その当時 ITT は、味方

からの誤爆による犠牲者の削減に役立つ戦闘識別ソフトウェアなど、SINCGARS のさら

なる改良が現在進行中であると発表した。 
 

6.3.2.7 AN/TSC-156 フェニックス戦術 SHF 衛星端末（TSST） 
 
製造会社：L-3 コミュニケーション・システムズ社 
 

AN/TSC-156 フェニックス戦術 SHF 衛星端末（TSST）とは、軍団とそれ以上の階層

（EAC）で、主要なリーチバック機能として使用することを目的とした独立型クアッドバ

ンド端末であり、AN/TSC-85/93 に取って代わるものである。このシステムは、通信機器

を内蔵する主要車両（HMMWV）と 10 kW の戦術用無騒音発電機（TQG）を用いてシス

テムに電源供給を行う可動式動力装置（MPU）で構成されており、このほかに予備部品や

周辺装置のための収納庫を備えている。 
 

〔図表 40〕AN/TSC-156 フェニックス戦術 SHF 衛星端末（TSST） 

 
（出所）L-3 Communications Systems 73 
 

2.4 m のクアッドバンドアンテナは、互換性のあるフィードアセンブリが特徴である。

                                                  
73 http://www.l-3com.com/csw/Product/docs/17-2.4%20Meter%20TSST-Phoenix.pdf 
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冗長構成のトライバンド HPA と Ka バンド HPA で構成される高出力増幅器（HPA）サブ

システムが、アンテナサブシステムの一部として統合されている。基本のシステムは、従

来の GMF、STEP 及びテレポートシステムとの相互運用性を持つ L-3 高度戦術衛星信号

プロセッサ（ETSSP）を用いて、4 本のスポークとハブの配列方式となっている。  
 
状況 

L-3 コミュニケーション・システムズ-ウェスト社は、2003 年 4 月に 9 つの端末に関す

る 初の契約を受注した。 初の 6 つは Ka バンド機能なしで製造されたが、後にアップ

グレードされている。その後、米国陸軍と海兵隊のいずれに対してもさらなる購入があっ

たが、正確な数は分かっていない。 
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6.3.3 諜報・監視・偵察（ISR） 

 

諜報・監視・偵察（ISR）技術を、統合、陸上、海上、空軍、衛星、海軍、陸軍などに分

類し、西側諸国が開発しているシステム例を整理すると〔図表41〕のようになる。 
 

〔図表 41〕諜報・監視・偵察（ISR）関連技術 

システム例
諜報・監視・偵察（ISR）

統合

戦術情報伝達システム
（Tactical Information Distribution
Systems）

米国
JTIDS Joint Tactical Information Distribution System
Rockwell Collins Government Systems
BAESystems.
ViaSat

指揮地上局
（Common Ground Station）

SIGINT受信機
（SIGINT Receivers）

ドイツ
Rohde&Schwarz
EM550 digital wideband receiver

ELINT受信機
（ELINT Receivers）

英国
Tac-Weasel Electronic Support (ES)/Electronic Intelligence (ELINT)
system
Thales Aerospace Division

地上情報統合局（地上作戦）
（Ground-Based  Intelligence Integration
Station
(Land Operations)）

米国
AN/TSQ-179(V)1
Common Ground Station
General Dynamics C-4 Systems

陸上

諜報分析システム
（Intelligence Analysis System）

米国
All-source Analysis System (ASAS)
Lockheed Martin Information Systems and Global Services

諜報分析システム（大隊レベル）
Intelligence Analysis System
(Battalion Level)

米国
All Source Analysis System Light (ASAS-L)
Overwatch Textron

海上
海上ISRシステム
（Maritime ISR System ）

米国
Broad Area Maritime Surveillance

空
地上情報統合局（航空作戦）
Ground-Based  Intelligence Integration
Station(Air Operations)

米国
Distributed Common Ground System
(USAF)

空軍
高高度長時間滞空（HALE）と中高度長時
間滞空（MALE）無人航空機
High Altitude Long Endurance (HALE) and
Medium Altitude Long Endurance (MALE)
UAVs

米国海軍及び空軍（運用中および開発中）

衛星
即応型宇宙システム
（Operationally Responsive Space
Systems ）

米国（開発中）

任務統制
（Mission Control）

米国（開発中）

海軍
戦術無人航空機
（Tactical UAVs）

米海軍向け（開発中）

陸軍
小型無人航空機
（Minature UAVs）

Being procured for US special operations forces

分類

 
（出所）Jane’s 
 

これらの技術のうち、規制対象国等が現在、獲得しようとしている技術（既に実用段階

にあるものを含む）としては、SIGINT74受信機、ELINT75受信機、EW/ELINT機材の普及、

                                                  
74 Signal Inteligence （信号諜報）：ELINT と COMINT の総称。両者が並行して行われることが多いの
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海軍ISRシステム（水中無人機など）、EW/ELINT/ESMシステム、"EW/SIGINT航空機（有

人プラットフォーム）〔早期警戒機〕、海洋偵察/監視衛星、気象衛星（軍のアクセス有り）、

地球観測衛星（軍のアクセス有り）、作戦対応宇宙システム等がある。 
 

 次に、上記の諜報・監視・偵察（ISR）関連技術のうち、米国が開発している技術をと

りあげて紹介する。 
 

6.3.3.1 JTIDS 統合戦術情報伝達システム 
 
製造会社：ロックウェル・コリンズ社、BAE システムズ社、ビアサット社 
 
統合戦術情報伝達システム（JTIDS）は、安全で耐妨害性の通信を提供する米国の共同

サービス指揮統制支援システムであり、陸上、海上及び空中のプラットフォームに関して

はナビゲーションと識別表示が組み込まれている。時分割多元接続（TDMA）技術を用い

ることで、空中と地上の様々なユーザーの間に高性能のネットワークが形成される。また

これによって、すべてのステーションが味方の軍の戦闘状態や検知された脅威に関して、

三軍用多国籍メッセージカタログ TADIL-J（NATO 標準規格 5516 において反映）を用い

ることで、統合された認識をリアルタイムで共有することも可能となる。ゆえに、言語非

依存の方式を用いるため、戦場において多国籍軍が協調した軍事作戦を行うことが確実と

なるのである。受信したデータは、記号と、受入国のプラットフォームの言語の両方で表

示することができる。つまりイギリスのシステムが受信したデータは、与えられたメッセ

ージに対する言語として英語を用いる一方で、イタリアのシステムは、これと同じメッセ

ージをイタリア語で表示することができるのである。 
 

JTIDSクラス2型の端末よりも小さくて軽いがこれと完全に互換性を持つようなリンク

16 戦術情報システム端末を設計、開発及び供給することを目的として、MIDS-LVT（低容

量終端）プログラムが確立された。これまで参加国はサイズ、コスト及び重量を削減して

戦術情報システム端末を開発、試験及び生産するよう協力してきた。これは、より幅広い

種類の空中プラットフォームや海上及び地上のアプリケーションにおいて MIDS-LVT を

より手軽に使用できるようにすることを目的としている。MIDS-LVT システムは、このプ

ログラムの取得戦略の不可欠な部分としてオープン・システム・アーキテクチャを実装し

ており、生産段階を通じて MIDS のベンダー間で継続的な競合が生じることを見越して性

能仕様を用いている。この戦略は、米国と欧州の請負業者が資格認定を達成し、全規模量

産機能を確立した後における欧米の競合の推進をサポートしている。 
                                                                                                                                                  
でこう呼ばれる。COMINT は仮想敵国・交戦国の音声通信や、データリンク伝送などを傍受し、モニタ

ーすること。これによって、部隊の目的地や標的などがわかる場合もある。 
75 ELINT（ELectric INTelligence）：仮想敵国や交戦当事国の軍隊で使用されている、レーダーや無線通

信の周波数やパターンに関する情報を収集する偵察活動。電子諜報。 
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端末には 3 つの主な改良型がある。MIDS-LVT(1)は、米国海軍、海兵隊及び空軍機だけ

でなく、欧州諸国の海軍や空軍でも使用されている。MIDS-LVT(2)は、米国陸軍とフラン

ス軍においてパトリオットなどの陸軍戦闘システムに使用されている。MIDS-LVT(3)はフ

ァイター・データリンクとして知られており、米国空軍 F-15 ファイター及び空爆機に実

戦配備されている。 
 

〔図表 42〕統合戦術情報伝達システム（JTIDS） 

  
（出所）ロックウェル・コリンズ社（http://www.rockwellcollins.com/ecat/gs/JTIDS.html） 
 

状況： 
2006 年 6 月にビアサット社は、LVT(1)と LVT(2)の両方に関しておよそ 3,950 万ドルの

注文を落札した。納入は 2007 年 6 月に開始し、2009 年まで継続するとされた。この発注

は、米国向けの購入と、FMS プログラムに基づくポルトガル（11％）及びトルコ（4.5％）

からの 初の発注、そして覚書によるドイツ（1％）への購入を合わせたものであった。

この契約には、F/A-18、E/A-18G、F-16、AC-130 航空機、MH-60R ヘリコプター、リン

ク 16 アラスカ、チャイナレイク、NAVICP、そしてエグリン AFB 用の LVT(1)端末が含

まれた。発注内容としては、JICO サポートシステム（JSS）、ポケット J プログラム、パ

トリオット・プログラム、中距離拡大防空システム（MEADS）、統合戦術陸上ステーショ

ン（JTAGS）など米国陸軍と空軍の様々なアプリケーションやエグリン AFB リンク 16
用のアプリケーションのための LVT(2)端末及び予備部品などである。 
 
それと同時に、DLS は MIDS-LVT に関する 3,450 万ドルの契約を落札した。この注文

は、米国向け（77％）の購入のほか、FMS プログラムに基づくスイス（12％）、ポーラン

ド（5％）、日本（3％）、オーストラリア（2％）及びドイツ（1％）の政府向けの購入を合

わせたものである。発注は、2008 年末までに完了する予定である。また 2006 年 6 月には、

DLS 社とタレス社は共同で MIDS-JTRS を生産、販売及びサポートすることに合意したこ

とが発表された。 
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2006 年 8 月に DLS 社は、米国と、FMS 経由によりオーストラリア、ドイツ、日本、

ポーランド及びスイスに対して193のMIDS-LVTに関する契約を3,400万ドルで落札し、

2008 年 5 月までに完了するとされた。MIDS-LVT に関して 10 月には、600 万ドルを少し

上回る受注がギリシャに対して決定し（完成予定は 2009 年 4 月）、12 月には 500 万ドル

を少し上回る受注がベルギーに対して決定した（完成予定は 2008 年 5 月）。 
 

2006 年 8 月にビアサット社は、LVT(2)の予備品、LVT (4)と(6)の空中ターミナル及び

LVT (2)の地上ターミナルに関して総額 1,090 万ドルの契約を落札した。2006 年 10 月に

は、トルコ向けの MIDS-LVT に関して 3,670 万ドルのさらなる契約を受注し、作業は 2013
年 1 月に完成予定とされている。この契約によって、トルコ空軍 F-16 への設置に対する

トルコの発注総数はターミナルが 203 台となった。2008 年中頃までに、ビアサット社は

2,250 ユニットの注文を受けており、すでに 2,000 ユニットを米国と海外の軍のユーザー

に出荷している。  
 

6.3.3.2 共通地上ステーション AN/TSQ-179(V)1 
 
製造会社：ジェネラル・ダイナミックス C4 システムズ社 
 
共通地上ステーション（CGS）は、友軍の前線の向こう側にいる敵軍の画像情報（IMINT）、

電子情報（ELINT）及び通信情報（COMINT）を、多重センサーと諜報放送ネットワー

ク（IBN）を経由して受信する。CGS の IMINT センサーのインターフェースには、JSTARS、
二次的画像の伝達及び無人航空機（UAV）（映像とテレメトリーの両方）が含まれる。IBN
からの ELINT と COMINT のデータは、指揮官用戦術端末（CTT）/共同戦術端末（JTT）
を通じてアクセスされる（個々の記載事項を参照）。データソースには、JSTARS 航空機、

ガードレイル、U2、リベットジョイント、無人航空機地上統制ステーション（UAV GCS）、
アパッチロングボウ及び低高度空中偵察機（ARL）が含まれる。GPS は、CGS に現在の

時間と位置を知らせ、これがセンサーと IBN データの修正のための基盤となる。 
 
標準的な CGS システムは、ミッション車両、ミッション機器を含む多目的軽量シェル

ター、支援車両及びトレーラーに取り付けた 2 台の発電機で構成される。トレーラーをけ

ん引するミッション車両と支援車両は、重量のある改良型 HMMWV である。CGS はわず

か 6 人の乗組員により、15 分以内に異動から作戦行動へと展開することができる。機材（通

信機器を含む）は車両から降ろして半永久的基地へ設置することが可能であり、その構成

部品もまた輸送可能な積載量に分割することで、車両から独立して迅速に配備することが

できる。輸送可能な機材一式は 多で 4 つの運搬ケースに収容され、この運搬ケースは、

開くとテーブルとイスのついたワークステーションになる設計となっている。 
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〔図表 43〕共通地上ステーション（CGS） 

 
（出所）http://www.tpub.com/content/radiosets/TB-43-0133/TB-43-01330179.htm 
 

CGS は独自に機能をするか、または光ファイバーLAN によりその他の CGS と相互接続

をして、これらの複数のデータベースを統合することもできる。CGS のハードウェアとソ

フトウェアのアーキテクチャもまた、センサー・インターフェースの追加、指揮統制イン

ターフェースの追加、処理表示機能の向上、技術挿入による他のプラットフォームへの展

開などの事前計画製品改善（P3I）を促進する。CGS 自動データ処理アーキテクチャの基

準は、米国陸軍 C4I 技術アーキテクチャ基準に適合している。 
 
状況： 
米国陸軍と米国海軍の実践的な軍務において使用されている。2005 年 5 月にジェネラ

ル・ダイナミックス社は、16 年間にわたりこのシステムを 100 台以上納入したことを記

念するセレモニーの中で、 後の CGS システムを米国陸軍に引き渡した。  
 

6.3.3.3 オールソース分析システム（ASAS） 
 
製造会社：ロッキード・マーティン・インフォメーション・システムズ＆グローバルサー

ビス社 
 
オールソース分析システム（ASAS）は地上ベースで可動式の指揮統制・情報処理シス

テムであり、米国の戦術指揮官に対して、戦場に関する共通認識をもたらし、敵軍の配置、

機能及び考えられる行動方針をタイムリーに、かつ総合的に理解するための手段となる。



 117

ASAS が戦闘指揮官に対して自動支援を提供する分野は、情報、監視、偵察、所蔵品管理、

オールソースの融合（信号諜報、画像諜報、人的諜報、オープンソースの諜報、計測・痕

跡諜報）、戦場の視覚化、ターゲット開発・状況分析とマルチソース処理、諜報報告/提携、

電子戦争/対策、そして作戦上のセキュリティである。ASAS は軍の情報収集活動に対して、

漸進的に進化するソフトウェアを提供している。 
 

〔図表 44〕現在及び計画中の ASAS 

 
（出所）米国科学者連盟（http://www.fas.org/irp/program/process/asas.htm） 
 
戦場から大隊に至るまでの陸軍のあらゆる階層では ASAS の改良型が見られ、前線の戦

闘機動大隊にとっての現行の脅威を示すオールソース融合画像を、迅速に伝達することが

可能となっている。このシステムは、陸軍戦闘指揮システム（ABCS）と共同グローバル
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指揮統制システム統合（GCCS）への陸軍の情報インターフェースであり、地上の脅威に

関する自動画像を合同の共通運用画面（COP）へ提供している。ASAS システムは、米国

の全国的な軍事情報データベース基準及び防衛情報通信基盤（DII）/共通運用環境（COE）

との相互運用が可能である。 
 
ASAS ライトはウィンドウズ基盤のノート型バージョンであり、遠隔ワークステーショ

ン機能のサブセットを機動大隊の諜報部に提供するもので、2000 年 5 月に開発試験が完

了している。2 段階の運用試験プログラムとして、2000 年 8 月には中央技術支援施設にて

ASAS-L の機能を中心に制御結果がテストされ、2000 年 10 月には運用上の統合と大隊の

諜報要員への ASAS-L の貢献度に焦点を当てた実動演習が行われた。これにより、メッセ

ージ、XML言語及びABCSや共同システムとのオーバーレイによる相互運用性に対して、

Windows 2000/XP/2003/MS Office 2000/XP を使用するスタンドアローンまたはネットワ

ーク化した ABCS 環境のいずれにおいても、ウェブ基盤の生産分与をもたらしている。ま

た、システムの一部は ASAS-L 情報融合ステーション（IFS）となっている。 
 
 
状況：ASAS ブロック I は 1993 年度から 1995 年度にかけて、重要度の高い部門と軍団に

配備された。 ASASE は残りの現役部隊、米国州兵強化即応旅団及び陸軍予備軍情報支援

センターに配備された。1999 年 11 月に ASAS ブロック II RWS は、テキサス州フォート

フードの米国第 4 歩兵師団に 初に支給された。ACT-E は 2000 年 9 月に配備が開始され

た。ASAS-L の配備は 2001 年に開始された。 
 

2005 年までに、ASAS-L バージョン 6.X は 2900 以上のシステムに設置された。ブロッ

ク II ACE は、2005 年後半に 初に第 4 歩兵師団に配備され、その後も配備は継続してい

る。DCGS-A 対応の ASAS-L、ACE 及び ACT-E は 2008 年後半までに配備される予定で

ある。 
 

6.3.3.4 水中無人機（UUV） 
 
米海軍は 2000 年、UUV の開発指針・運用構想・要求機能を定めた“Navy UUV 

MasterPlan”を策定した。2004 年 11 月に発表された同プランの改訂版では、開発する

UUV の大きさを携帯型（Man Portable）、軽量型（Light Weight Vehicle）、重量型（Heavy 
Weight Vehicle）、大型（Large）の４種類とし、これ以外の大きさの UUV の開発は認め

ないで開発リソースの効率化を図っている。UUV の任務はこのマスタープランの中で、

次の優先順位で定められている。 
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1) 情報収集、監視、偵察（ISR） 
2) 機雷対処 
3) 対潜水艦戦闘 
4) 港湾等の検査／確認 
5) 海洋調査 
6) 通信／航法中継 
7) 物資の輸送、補給（Payload Delivery） 
8) 情報作戦（Information Operation） 
9) 短秒時攻撃（Time Critical Strike） 

  
 なお、これらの中では、1)、2)、3)の実用化が進み、5)は実用段階にある。 
 

REMUS は、ウッズ・ホール海洋研究所（WHOI）とマサチューセッツ工科大学（MIT）
が開発し、Hydroid 社が製造・販売している小型 UUV である。2003 年の対イラク戦でも

港湾内の探査に使用されたもので、2009 年現在、REMUS 100、REMUS 600〔図表 45〕、
REMUS 6000 の３タイプが発売されており、各国海軍で採用されている。 
 

〔図表 45〕REMUS 600 

 
（出所）Hydroid 社（http://www.hydroidinc.com/600spec.html） 
 

NMRS（Near-term Mine Reconnaissance System）は、米海軍が潜水艦から発進して

水中の各種機雷捜索を行う魚雷形状の UUV で、1990 年から運用されている。しかし、航

法精度や光ファイバーの取り扱いなど性能上の問題から、新開発の LMRS と交替すること

となった。 
 

LMRS（Long-term Mine Reconnaissance System：型名は AN/BLQ-11）は、2003 年

に水中試験が開始され、2006 年に原潜での実艦試験が実施された。試験は成功したが、機

雷探知に限定した本機の量産計画は無い模様で、これをベースに多任務の UUV
「MRUUVS」の開発に動いている。 
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〔図表 46〕AN/BLQ-11 

 
（出所）http://www.defenseindustrydaily.com/date/2007/11/28/ 

 
MRUUVS（Mission Reconfigurable UUV System）は、潜水艦戦力の運用能力、特に

水中 ISR 能力の拡大を狙ったものである。直径 21 インチ型の MRUUVS の開発は 2007
年に開始され、2013 年に運用開始する計画である。 
 

  
（出所）http://mae.pennnet.com/ 

 
RMS（Remote Minehunting System）は、ディーゼルエンジンを動力源とし、吸気・

通信マストのみを水面から突出させて半没水航行する Semi-Sub-UUV と呼ばれる。イー

ジス艦 DDG に搭載して評価試験が実施されている段階にある。 
 
マンタ（Manta）は、米海軍が開発中の完全自律型 UUV で、21 世紀半ばに登場する新

潜水艦から発進する。高度なセンサー能力を有し、水上の情報収集・捜索・偵察、機雷偵
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察・戦術的海洋データ収集、沿岸線海域での対潜戦を任務としている。 
 

6.3.3.5 無人飛行機（UAV） 
 
偵察用 UAV の分類は、1) 「中高度」や「高高度」など巡航（運用）高度による分類、

2) 「短距離」や「中距離」など飛行距離（捜索距離）による分類、3) 「戦術（偵察）」や

「戦略（偵察）」など戦域範囲による分類など様々方法があるが、これらの分類とは別に、

米国防総省（DOD）は UAV 開発導入計画の中で、偵察 UAV のみに適用する分類「Tier76」

がある〔図表 47〕。 
 

〔図表 47〕米国防総省の UAV 開発導入計画「Tier」による分類 

階層 階層規準 UAV の例 
Tier Ⅰ 高度 4,600m 以下で運用。 

滞空時間 8 時間。 
パイオニア77、ハンター78、シャドー20079などの

戦術 UAV 
Tier Ⅱ 高度 7,600m 以下で運用。 

滞空時間 8～20 時間。 
プレデター（RQ-1/MQ-1）など 

Tier Ⅱ+ 高度 8,000m 以上で運用。 
滞空時間 20 時間以上を想定。 

グローバルホークなど 

Tier Ⅲ 高度 20,000m 以下で運用。 
滞空時間 20 時間以上。 

（戦略 UAV とされるが該当機は存在しない） 

（出所）坪田敦史著「ステルス戦闘機と軍用 UAV」イカルス出版 
 

〔図表 48〕パイオニア（RQ-2A） 

  
（出所）http://www.designation-systems.net/dusrm/app2/q-2.html 
 
                                                  
76 Tier：「階層」あるいは「積層」などと訳される。 
77 パイオニアは、1980 年代に「スカウト」あるいは「サーチャー」の名でイスラエルにより開発され、

1985 年に米海軍に採用された小型、短距離の偵察型 UAV。米国とイスラエルの合弁企業「Pioneer UAV 
Inc.」で生産されている。 大上昇限度は 4,600m、滞空時間は 5 時間。作戦半径は 185km。 高速度は

204km/h で、巡航速度は 120km/h。 
78 ハンターは、パイオニアの後継機としてイスラエルの航空機メーカーの IAI(Israel Aerospace 
Industries)が生産している短距離偵察 UAV である。米国では TRW 社が国産化して 1992 年頃に売り込

んだ。 大上昇限度は 4,600m、滞空時間は 11.6 時間。 高速度は 196km/h で巡航速度は 165km/h。 
79 シャドウ 200 は、1999 年 12 月に米陸軍の戦術無人偵察機に選定された UAV。プリセット・オートパ

イロットによる自動操縦でも、また地上管制ステーションからの無線遠隔操縦でも偵察飛行が可能である。

大上昇限度は 4,200m、 高速度は 270km/h、巡航速度は 152km/h。作戦半径は 200km、滞空時間は

4 時間。 
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〔図表 49〕ハンター（RQ-5 Hunter） 

 
（出所）http://www.army-technology.com/projects/hunter/hunter1.html 
 
 

〔図表 50〕シャドウ 200 

 
（出所）http://www.defense-update.com/products/s/shadow.htm 
 
 
★プレデター（RQ-1/MQ-1） 
 
プレデター（RQ-1/MQ-1）は、米国防総省の UAV 開発導入計画「Tier」に基づいて開

発された TierⅡに分類される UAV で、ジェネラル・アトミックス社で開発された

GNAT-750 をベースに米空軍主導で改良・開発された。1994 年から 1996 年まで先進概念

技術デモンストレーション（ACTD）耐久飛行試験が実施され、米空軍に正式採用された。

大航続距離は 926km、巡航速度は 126km/h から 162km、 高速度は 216km/h、 大

上昇限度は 7,620m。航続時間は 40 時間以上である。パイロットとセンサーオペレーター

（ペイロードオペレーターとも呼ばれる）の２名で遠隔操作を実施して運用する。米空軍

は当初、プレデターに「RQ-1」の記号を付与した。R は偵察、Q は無人機を示す記号であ

る。しかし、偵察以外の任務（特に攻撃任務）にも使用されることになったことから、2002
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年以降、「MQ-1」に改称された。M は多目的を意味する。 
 

〔図表 51〕米空軍の MQ-1 プレデター 

 
（出所）http://www.airforce-technology.com/projects/predator/predator2.html 
 
★プレデターB（MQ-9 Reaper） 
 
 プレデターB（MQ-9 Reaper）は、武装化した MQ-1 プレデターの発展型で開発中の

UAV である〔図表 52〕。MQ-1 プレデターを大型化し、ペイロードを増加させることによ

って SEAD（敵防空網制圧）任務にも投入できる無人攻撃機（UCAV）にする計画である。

2005 年から４年間のシステム設計及び開発段階（SDD フェーズ）に入っており、2009 年

に初期作戦能力（IOC）を獲得する予定。ターボプロップ・エンジンを搭載するのが特徴

で、機体を大型化することにより、搭載可能な兵器が増える。具体的にはミリ波レーダー

誘導方式のヘルファイアⅡ空対地ミサイルを運用可能にする。ローコスト自律攻撃システ

ム（LOCAAS）80の名称で開発中の高性能小型誘導ミサイルを運用する予定になっている。 
 

〔図表 52〕開発中の MQ-9 Reaper 

 
（出所）http://www.airforce-technology.com/projects/predator/predator6.html 

                                                  
80 LOCAAS はロッキード・マーチン社で開発が進められている全長 76cm、重量約 45kg の小型ミサイル 
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★RQ-4A グローバルホーク 
 

RQ-4A は、1998 年２月に初飛行したノースロップ・グラマン社製の UAV で、現在実用

化されている UAV としては 大級でボーイング 737 旅客機の全幅に匹敵する〔図表 53〕。
大巡航高度は 19,800m、 大航続時間は約 36 時間、ペイロードと運用環境によっては

42 時間まで延長可能であると公表されている。巡航速度は 730km/h。エンジンは、グロ

ーバルホーク用に開発されたロールスロイス／アリソン製の F137-AD-100 ターボファン

エンジンを搭載している。 
 

〔図表 53〕米空軍のグローバルホーク 

 
（出所）http://en.wikipedia.org/wiki/File:Globalhawk.750pix.jpg 
 
 
★RQ-4B の開発 
 

RQ-4B（ブロック 20 以降）は、RQ-4A の改良型で、2003 年４月に米国防総省主導で

開発が正式にスタートし、１号機は 2006 年７月にカリフォルニア州パームデールでロー

ルアウトしている。ブロック 20 には、改良型の EO/IR/SAR センサーおよび限定的な

SIGINT（信号情報収集）システムが同時に搭載されるが、今後、更に発展させた「ブロ

ック 30 計画」では次世代の空中信号情報収集システム（ASIP）を搭載する他、「ブロッ

ク 40」では MP-RTIP と呼ばれる多機種共通型レーダーシステムも搭載する予定である。 
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★統合無人戦闘航空システム（J-UCAS：Joint Unmanned Combat Air System） 
 

J-UCAS は、米空軍の UCAV 計画と米海軍が空母から運用する作戦用無人機（UCAV-N）

計画を統合した計画である。UCAV-N 計画が統合される前、ボーイング社が空軍向けの試

作機「X-45A」を製造する一方、ノースロップ・グラマン社は海軍向けの試作機「X-47A」

を製造した。この２機は、飛行試験が実施されたものの、あくまでも概念実証機であった。

その後、UCAV-N 計画が J-UCAS に統合されると、ボーイングは「X-45C」をノースロッ

プ・グラマンは「X-47B」の開発に着手した。この２機種は 2007 年度から運用評価（OA）

試験を行い、 終的にどちらか一方が選定され、選定された機種は 2010 年度から実用化

に向けた試験飛行に入る予定である。J-UCAS に要求されているのは、戦闘行動半径 100
海里以上、4000 ポンド以上のペイロードを持つ飛行性能、そして合成開口レーダー、電子

支援装置（ESM）、可視／赤外線（EO/IR）センサーを搭載でき、かつ、電子攻撃用兵器

を運用できる能力である。 
 

〔図表 54〕ボーイング社の UCAV「X-45A」 

 
（出所）http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boeing_X-45A_UCAV.jpg 
 

〔図表〕ボーイング社が開発中の UCAV「X-45C」 

 
（出所）http://en.wikipedia.org/wiki/X-45A 
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〔図表〕ノースロップ・グラマン社が開発中の UCAV「X-47B」 

 
（出所）http://en.wikipedia.org/wiki/File:NG-X47B.jpg 
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6.3.4 ネットワーク中心コンピューティング（NCC） 

 

ネットワーク中心コンピューティング（NCC）技術を、統合、陸上、空、衛星などに分

類し、西側諸国が開発しているシステム例を整理すると〔図表55〕のようになる。 
 

〔図表 55〕ネットワーク中心コンピューティング（NCC）関連技術 
システム例

ネットワーク中心コンピューティング
統合

ネットワークのプランニングと管理
(Network Planning and Management )

米国 Joint Network Management System (JNMS) SAIC

情報管理
（Information Management）

米国
Persistent Surveillance And Dissemination System Of Systems (PSDS2)
Raytheon Company (Network Centric Systems

戦術インターネット
（Tactical Internet）

米国
Enhanced Position Location Reporting System (EPLRS)
Raytheon Corporation Network Centric Systems Division

ネットワークノード
（Network Node）

陸上

地上システム情報バックボーンシステム
（Ground Systems Information Backbone
Systems ）

米国
Distributed Common Ground Systems Information Backbone
Lockheed Martin Information Systems and Global Services

情報配布システム
（Information Dissemination Management）

英国
Intelligent
Information Management–Tactical (I2D) Selex

大規模部隊用（ネットワーク）統合通信シ
ステムマネジメント
(Network) Integrated Communications
Systems Management for Higher Levels
of command

米国
Integrated System Control
ISYSCON V(1) and V(2)

師団および小規模部隊用（ネットワーク）
統合通信システムマネジメント
(Network) Integrated Communications
Systems Management for Divisional level
and below

米国
Integrated System Control
ISYSCON V(1) and V(2)
General Dynamics C4 Systems

ネットワークノード（Network Node）

米国
Joint Network Node
General Dynamics C4 Systems

海上
同盟/多国籍海上指揮統制情報システム
（Alliance/Multinational Maritime
Command and Control Information
System）

NATO
NATO Maritime Command and Control Information System (MCCIS)
NATO  C3 Agency with Northrop Grumman Mission Systems Europe
(supplier of hardware and software systems

船隊全体の情報管理・配布システム
（Fleet-wide Intelligence Management and
Dissemination System）

米国
Global Command and Control System - Maritime
AN/USQ-119E(V)

ネットワークセントリックメッセージング
システム
（Network Centric Tactical Messaging
System）

米国
US Navy Tactical Messaging
（開発中）

空
指揮情報システム：航空戦闘管理
（Command Information System – Air
Battle Management）

（航空）作戦データ管理システム
(Air) Operational Data Management
System

米国
System of choice within Air Warrior programme Raytheon Company
(Network Centric Systems)

分類
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衛星

ワイドバンドギャップフィラー衛星
（Wideband Gapfiller Satellite：WGS)

米国
Wideband Gapfiller Satellite
(WGS)
Boeing

変換型衛星
（Transformational Satellite ）

米国
Transformational Satellite Program
(TSAT)
A decision is awaited on this program

－
処理衛星およびIPルーティングEHF/KA衛
星（Processed and IP Routing EHF/KA
Satellites）  

（出所）Jane’s 
 
これらの技術のうち、規制対象国等が現在、獲得しようとしている技術（既に実用段階

にあるものを含む）としては「情報管理」、「衛星航法システム」、「地上システムの情報基

盤」「海軍の諜報管理および伝達システム」などがある。 
 
 次に、上記のネットワーク中心コンピューティング（NCC）関連技術のうち、米国が開

発している技術をとりあげて紹介する。 
 

6.3.4.1 継続監視とシステム普及制度（PSDS2） 
 

製造会社：レイセオンネットワーク・セントリックシステムズ社 
 

継続監視及びシステム普及制度（PSDS2）では、様々なセンサー入力（ビデオ、レーダ

ーなど）を一つの地形モデルに統合することで、収集した情報を状況へとまとめていく。

これにより撮像装置からはリアルタイムの映像が得られ、無人航空機、軽航空機、火災探

知レーダー、電波周波数、音響センサーその他、作戦行動を行う地域全体に分散したセン

サーからのセンサーシステム情報を融合し、すべてを横断的に提供して検証を行う。その

コンポーネントには分散型共通地上システム情報基幹回線（DIB）が含まれる。PSDS2
は、ウェブ基盤アプリケーション経由の SIPRNET などの複数の方法により、この ISR デ

ータを配信する。これはフォース 21 旅団以下指揮統制（FBCB2）や高度野戦砲兵隊戦術

データシステム（AFTADS）を含む米国陸軍戦闘指揮システム（ABCS）内において、CIS
と相互運用が可能である。 
 

状況：2004 年 12 月、レイセオン社は二つの PSDS2 システムに関する契約を 1,800 万

ドルで落札した。調達した二つのシステムのうちの一つはその配置場所は未公表であり、

もう一つはサポート用であった。システム検証は 2005 年 4 月に完了し、作戦機能につい

ては 2005 年 6 月に完了した。システムは現在イラクにおいて作戦に使用されている。 
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〔図表 56〕PSDS2 の COTS 技術への統合図 

 
（出所）Raytheon Network Centric Systems 
 
 

6.3.4.2 強化型位置評定報告システム（EPLRS） 
 

製造会社：Raytheon Network Centric Systems 社 
 

EPLRS は米国陸軍のデータ配信システムの大部分を占めており、フォース 21 旅団以下

指揮統制（FBCB2）システム及び陸軍戦術インターネット心臓部のデータ通信基盤と考え

られている。FBCB2 を通じて EPLRS は、機動統制部隊にユニット識別、位置評定及び

ユニットの実践状況に関する情報を提供する。このデータは FBCB2 プラットフォームの

ホスト及び NCS オペレーターの制御装置のほか、指揮統率センターのディスプレイに表

示される。位置の正確度は 15 m である。EPLRS は PLRS の機能を増強かつ拡大し、米

国海兵隊、そしてその後には米国陸軍との共同プログラムとして軍務の用に供された。

EPLRSは米国陸軍の非常対応部隊第 3軍団及び第 18空輸軍団の主要な戦闘師団へと配備

された。システムの主なコンポーネントは RT-1720(V)高度 PLRS ユーザーユニット

（EPUU）無線及び小型化ネット統制・ステーション（NCS）であり、同時ユーザーの大

規模ネットワークへのサービス速度を保証しつつ、妨害電波に強く、堅固で非競合的なデ

ータネットワーク通信システムを提供している。 
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〔図表 57〕 Raytheon Network Centric Systems の EPLRS 

 
（出所）http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/eplrs.htm 
 
状況 

EPLRS LRIP 契約（1,816 ユニット）は 1995 年に計画通りに無事完了し、幅広い発展

を遂げるとともに運用試験（DT/OT）が行われた。1996 年には契約変更が盛り込まれ、

1,816 ユニットの VHSIC SMP を LRIP EPLRS へと組み込んだ。1999 年 9 月にレイセオ

ン社は、当時 新の EPLRS 契約の 2 年延長により、1999-2000 年のプログラム及びオプ

ションとして合わせて 2 億 1,100 万ドルの契約を落札した。この契約の条件では、レイセ

オン社は 1,736 ユニットの EPLRS と予備品を米国陸軍、海軍及び海兵隊に供給すること

になっていた。すべてのオプションを含めると、発注されたユニットの総数は 6,500 を上

回るだろう。 
 

2005 年 9 月にコムテック・コミュニケーションズ社は、ニューヨークを拠点とする子

会社コムテック PST 社が 550 万ドル以下の契約を取り付け、EPLRS 無線で使用される統

合無線周波数アセンブリ（IRFA）生産のための 初の資金拠出としてレイセオン社から

290 万ドルを受け取ったことを発表した。2006 年 3 月には、レイセオン社の EPLRS 無線

送信機に関する企業固定価格契約に対して 1,950 万ドルの補正が決定した。 
 

6.3.4.3 分散型共通地上システム情報基幹回線 
 

製造会社：ロッキード・マーティン・インフォメーションシステム・グローバルサービス

社 
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もともとは米国空軍（USAF）によって開発された分散型共通地上システム（DCGS）

は、マルチソース情報処理流通システムであり、幅広いユーザーが諜報データに適時にア

クセスできるように設計されている。米国空軍のベースライン（作業、処理、開発及び普

及 (TPED) の構成） の DCGS は、E-8 統合目標攻撃監視レーダーシステム（ジョイント

スターズ）、画像衛星、U-2S 超高高度偵察航空機、そして RQ-4A グローバルホークなど

の無人航空機といった米国空軍 ISR 資産を支援することを目的としており、連合した固定

/配置可能のマルチソース地上処理システムの形をとっている。 
 
もともとの DCGS の概念が拡大されて、米国のすべての軍部やその他の機関の必要条件

やブロックごとにアップグレードされるシステムが含まれるようになり、ブロック 10.2
では主要な開発が予定されている状況である。軍事行動の根拠地は、任務、配置、手順、

使用（TPPU）のモデルに変換されている。システム実用性の拡大にとって重要なのは

DCGS 統合基幹回線（DIB）がもたらすオープン構造である。 
 

DIB は、グローバル・インフォメーション・グリッドを通じて ISR の「利益共同体」を

他者と連結させるための基本的な構成要素を提供しており、各軍部が自らの「企業」を経

営することを認めている。DIB は、銀行と医療コミュニティから得た専門知識を利用して

いる一般商用の製品を使用している。この標準ベースのアプローチによって、当初の機器

製造会社を関与させなくても、第三のソフトウェア供給者が彼らの製品と DIB を統合する

ことが可能となる。またユーザーは既存のシステムからメタデータを掘り出し（または自

分自身のデータを作り出し）、Java コネクタアーキテクチャを用いて DIB へアクセスし、

そのデータをインターネットへ掲載することができる。各データベースへアクセスするた

めにノードごとに個別的にアプリケーションを起動させる必要はない。 
 
状況 

レイセオン社は 2003 年 10 月に、ブロック 10.2/DIB の開発のための契約を 1 億 5,700
万ドルで落札した。 終的な設計審査は 2004 年 6 月に完了した。2005 年 8 月、 初の実

験用システムがラングレーAFB へ納入された。運転可能な 初の DCGS 10.2 は、2008
年 6 月にビール空軍基地に納入された。2009 年には DCGS 10.2 は稼働する予定であり、

残りの中心部位もオンライン化されて、統合されることになっている。 
 
このシステム全体は2010年中頃までに完成し、配備されて可動を開始する予定である。

4 つの DCGS-N システムが、航空母艦、大型デッキの輸送艦艇、艦隊司令船及び指定の陸

上リーチバック支援所に設置されることが計画されている。システムの戦場試験が 2009
年初旬より前に行われる可能性は低い。DCGSA(V4) の施行日は定かではない。 
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6.3.4.4 統合システム統制 ISYSCON V(1)と V(2) 
 
製造会社：ジェネラル・ダイナミックス C4 システムズ社 
 
統合システム統制（ISYSCON）(V)1/V2 は、戦場作戦を支援するため、米国陸軍の信号

ユニットが複数の戦術通信システムを運用することのできる戦域規模の自動システムを提

供している。ISYSCON は も重要なネットワーク管理機能を自動化して統合しており、

信号指揮官と参謀は、戦闘部隊を支援する通信システム、兵器システム及び戦場自動シス

テムを計画、監視、統制することができる。その特徴としては、ミッション計画の管理、

ネットワークの企画と管理、戦場の周波数スペクトルの管理、戦術パケットネットワーク

の管理、及び広域ネットワーク管理が挙げられる。 
 

〔図表 58〕 ＩＳＹＳＣＯＮ （V1） 

 
（出所）http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/isyscon.htm 
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ISYSCON ノードは、高機動多用途装輪車両（HMMWV）上の SICPS（標準統合指揮

ポストシステム）リジッド・ウォール・シェルター（Rigid Wall Shelter）、無線貨物車両

（HMMWV 基盤）、2 つの拡張テント、2 つのサーバー及び 2 または 4 個所のクライアン

ト・ワークステーション、そして周辺機器によって構成されている。ISYSCON のソフト

ウェアは、クライアント/サーバー・アーキテクチャ内の CHS II サン・ウルトラ SPARC 
(HCU-2)のハードウェア・プラットフォーム上に備えられている。ISYSCON プログラム

は、情報支配を目的とした、米国陸軍ビジョン 2010 に関連する次世代ネットワーク管理

のイニシアチブを支援する上で基盤となっている。 
 
状況 

1998 年に実験に成功した ISYSCON は、2001 年後半に稼働を開始した。2003 年後半

までに 42 台のシステムが、主として軍団以下の階層の信号ユニットに配備されている。

ソフトウェアは 2003 年に第 2 段階としてインクレメント 2.0 （P2 Inc 2）へとアップグ

レードされ、まずは 2003 年 10 月に韓国の軍団以上の部隊の限られたユーザーによる評価

が行われた。このアップグレード版には、新規の共通運用環境、商用ソフトウェア製品の

アップグレード、新規の戦場スペクトル管理ソフト、そして新規の細部企画技術ソフトが

含まれる。 
 

2006 年には、現行の米国陸軍では ISYSCON システムは JNN-N（共同ネットワークノ

ード・ネットワーク）の NetOps パッケージと交換されて、増援部隊に再配置されている

との報告があった。DPEM は JNN-N NetOps パッケージで再利用されている。 
 

6.3.4.5 グローバル指揮統制システム – 海軍 AN/USQ-119E(V) 
 
製造会社：ノースロップ・グラマン・ミッション・システムズ社 
 
グローバル指揮統制システム- 海軍（GCCS-M）は米国海軍（USN）で 高レベルの指

揮統制システムであり、米国国防総省の GCCS システムグループの米国海軍の領域である。

これは、拡張性を持った単一的な統合 C4I システムであり友好国、敵国、中立国の陸地、

海及び空の軍隊の関する地理的・位置的情報を受信、表示、相互比較、融合そして保持し、

利用可能な諜報及び環境情報との統合を行う。データは、外部通信チャンネル、ローカル

エリア・ネットワーク（LAN）及び他のシステムとの直接のインターフェースを経由して

交換することができる。 
 

GCCS-M はオープン構造設計であり、270 種類以上の別々のアプリケーションから構成

されている。これは国防情報基盤共通操作環境（DII COE）に準拠して開発されている。
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このシステムの主な目的は、グローバル・インフォメーション・グリッドを利用し、独自

に作成されたその他のアプリケーションのホストとして機能することである。GCCS-M は、

単一サーバーとクライアント・ワークステーションという小さい規模から大型のマルチサ

ーバー・マルチクライアント構造に至るまで、サイズに幅のある C4I システムの基礎的要

素として利用される。GCCS-M システムには、アショア、アフロートそしてマルチレベル・

セキュリティ（MLS）という 3 つの変形型がある。 
 
状況 
 

GCCS-M アフロートは、米国海軍全体の戦艦と潜水艦に設置されている。GCCS-M ア

ショアは、海軍作戦本部の事務局を含め、少なくとも 74 箇所に設置されている。具体的

には、艦隊司令長官本部に 5か所、アイスランドのケフラビーク、統一司令長官（USJFCOM
と USPACOM）に 2 か所、艦隊の高レベル端末局（FHLT）に 4 か所、そして潜水艦戦術

端末局（STT）に 4 箇所などである。現在は共同によるサービスの変形体という状態であ

るが、いずれは GCCS-M を含む GCCS が進化し、単一の統合 C2 構造及び機能を基盤と

した実装型になることが予想される。これは共同ミッション機能ソフトと、グローバル・

インフォメーション・グリッド（GIG）企業のサービスに基づく軍独自のアプリケーショ

ンによって構成されるもので、軍務/諜報部/共同提供データソースへの供用アクセスを可

能にする。このプロセスは 2006 年度に開始された。ノースロップグラマン・ミッション

システムズ社は、グローバル指揮統制システム- 海軍（GCCS-M）のインクレメント 4.1
に関して、ソフトウェア・アプリケーションコード、テスト、研修の統合を行うという内

容でコストプラス方式の契約を以前に受注していたが、マイルストーン C を達成して全規

模量産を実現するために 1,300 万ドルの増額修正を取り付けた。 
 

この契約には、もしその権利行使をするならば、この契約の累積価値が推定3,400万ドル

になるというオプションが含まれていた。この基本契約は、米国海軍（98％）のほか、対

外有償軍事援助（FMS）計画に基づいたオーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イ

タリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、サウジアラビア、韓国及びア

ラブ首長国連邦の政府（2％）のための購入が一体となったものである81。 

 

                                                  
81 米国国防総省2007年1月31日報道発表  

閲覧：http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2007/01/dod-contracts_3444.htm 
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6.3.4.6 広帯域ギャップフィラー衛星（WGS） 
 
製造会社：ボーイング社 
 
後に広帯域グローバル衛星プログラムと改名された WGS は、戦争を支援するための高

機能の衛星通信システムであり、現行システムと比較してより 新式の大きな機能を備え

ている。WGS プログラムは、現在は防衛衛星通信システムによって支えられている国防

総省（DoD）の通信サービスを今後拡大することで、SHF 周波数による広帯域通信を行う

ほか、Kaバンドによるグローバル放送サービスによって直接的な放送衛星技術を利用し、

米国や多国籍軍にとって重要な情報を提供することになるだろう。WGS は 2009 年以降に

初期の変換機能を装備し、変換通信アーキテクチャに関する政府目標を支援する予定であ

る。  
 
状況 
ボーイング社は 2001 年 1 月に WGS の契約を落札し、 初の 3 機の衛星のほか関連す

る地上指揮統制エレメントの生産に関して権限を与えられた。主契約者及び全体のシステ

ム・インテグレーターとして、ボーイング社はハリス・コーポレーション社、ITT インダ

ストリー社、ロジコン社及び SAIC 社を含む企業チームを導いている。 
 

〔図表 59〕広帯域ギャップフィラー衛星イメージ 

 
（出所）「Military & Aerospace Electronics」PennWell Corporation 
 

2003 年 1 月時点で契約価値は 6 億 6,000 万ドルを上回っており、これには非循環エン
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ジニアリング、WGS 衛星 F1 から F3 まで、そして 4 つの搭載機器統制エレメントが含ま

れた。2004 年 6 月にボーイング社は、WGS プログラムの F1 に関して追加の環境試験を

実施するにあたり、654 万ドルの確定価格契約の修正を取り付けた。 
 

2006 年 2 月にボーイング社は、WGS 群の 4 番目の衛星の建設を開始する契約を米国空

軍から 1 億 4,800 万ドルで受注したことを発表した。米国空軍は、WGS F4 として知られ

る 4 番目の衛星に関して、非循環エンジニアリングと部品の先進的調達を開始するようボ

ーイング社に委託した。翌月にボーイング社は、2 つの衛星構成制御エレメント（SCCE）、

2 セットの予備部品及び機材に関する現場研修に対して、783 万ドルの確定価格契約の修

正（地上部分オプション）を取り付けた。SCCE は、すべての WGS 衛星に対してペイロ

ード制御を行う。2006 年 11 月にボーイング社は、4 番目の WGSS の生産に関して米国空

軍から 2 億 9,980 万ドルの契約を受注したことを報告した。これは、前の月に 終決定し

た WGS ブロック II 契約に関して初めて行使された選択権であった。 
 

 
6.3.4.7 変換型衛星プログラム（TSAT） 

 
製造会社：複数の請負会社 
 

TSAT は、1996 年に始まり MUOS、WGS 及び AEHF などの新システムへと導いた、

次世代通信のニーズに関する国防総省の研究から生まれたものである。これらの他にも、

TSATの前身の高度広帯域衛星（AWS）として知られるもう一つの新プロジェクトがある。

このプロジェクトは 2001 年までに完全に定義済みであり、この時に国防総省はこれより

もはるかに高速でインターネットのようなアクセスを目指した新たな「変換型」通信アー

キテクチャを開発したのである。これは、AWS が送り届けるよりも一層確実な衛星通信機

能に依存するものであり、TSAT が新たな基本設計概念の必須要素として定義されること

となった。 
 

TSAT は空中及び宇宙からの諜報、監視及び偵察に関する情報提供資産に対して、リア

ルタイムで継続的に世界のどこからでも接続可能にすることを目的としている。どのユー

ザーも、インターネットのユーザーがウェブ画像にアクセスするのと同じように、無人航

空機が収集する画像にアクセスすることができるだろう。米国空軍は TSAT を、DSCS と

WGS のデータ転送速度を Milstar と AEHF の安全性と組み合わせたようなものであると

表現している。 
 
レーザー通信によって交差結合された 5 機の GTO 衛星の輪で構成される TSAT グルー

プは、世界的に合計 28.5 Gbps の 大容量を送信するものと期待されている。もう一つの
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目標は、30 cm のアンテナと完全セキュリティ及び耐ジャミング性があれば、地上移動体

ユーザーが高速の地上通信線に匹敵する 1.5 Mbps の速度により TSAT 経由で GIG へ接続

できるようにすることである。このシステムは、付加的な受信専用 K バンドに加えて高速

安全交差連結のためのレーザーを伴う EHF バンド内で稼働する予定である。レーザー通

信と交差連結によって、米国以外の地上ステーションの必要性が軽減されるだろう。 
 
状況 

2004 年 1 月にボーイング社とロッキード・マーティン社及びノースロップ・グラマン

社が率いるチームは、TSAT 宇宙セグメントの B 段階としてリスク軽減と設計開発を実行

するための契約をそれぞれ 5 億 1,400 万ドルで受注したが、2005 年後半にこのプログラ

ムを大幅に編成し直した。 
 

2006 年及び 2007 年には、サブシステム・ハードウェアの実験も含め、MIT のリンカー

ン研究所においてチームの競合努力が詳細に評価される予定である。その目的は、重要な

新技術の完成度に関して広範囲に及ぶ独自の調査を実施することである。この動きによっ

て、宇宙セグメントの請負業者チーム一つを選択する作業が 2008 年度の第 1 四半期（2007
年末）まで遅延した。新たなスケジュールのもとでは、2014 年の第 4 四半期に 初の打

ち上げが予定されており、完全な作戦能力が実現するのは 2019 年になるだろう。 
 
 

〔図表 60〕TSAT と C4ISR の運用イメージ 

 
（出所）Defense Industry Daily82 
                                                  
82 
http://www.defenseindustrydaily.com/special-report-the-usas-transformational-communications-satel
lite-system-tsat-0866/ 
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もう一つのリスク削減の動きでは、国防総省はTSATの送出を二つのブロックに分割し、

初の 2 機の衛星については、 も難しい新技術であるレーザー通信とインターネットタ

イプのルーターの標準規格を緩和しており、これをブロック 1 とする。残りの 3 機の衛星

（ブロック 2）はより高い性能基準で設計される予定であり、これによってネットワーク

全体は主要業績パラメーター（KPP）要件を満たすことになる。 初の TSAT が打ち上げ

られれば、AEHF 軍の第 4 番目の衛星としての機能を果たすだろう。 
 

TMOS 地上セグメントをめぐって競合していた研究開発契約が 2003 年 11 月に、レイ

セオン社、ロッキード・マーティン社及びノースロップ社によって落札された。2006 年 1
月には、ノースロップ・グラマン社、テルコーディア・テクノロジーズ社、SAIC 社及び

ベリゾン社を含むロッキード・マーティン社のチームは、TMOS を開発する契約を 20 億

ドルで落札した。 
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6.4 米国等が注目する C4ISR 関連の要素技術 

 
6.4.1 小型の分散型ネットワークセンサー（ISR 関連技術） 

 
6.4.1.1 概要 

 
分散型センサーシステムは、主に、人員、軍用車両、兵器、通信の探知と監視など、情報を

収集し、戦場を把握し測定するために利用されている。先進技術により、より大きな探知能

力を実現するため、自動的にセンサー自体が協調する、小型で低コストのネットワークセ

ンサーの開発が可能になると見られている。これらの新型センサーシステムの当初の応用

分野は商業市場（電力と装置の監視、気象調査、構造、地震と環境の監視、および在庫の

管理と追跡など）であるが、これらの技術により、都市、農村・田園、ジャングル、山岳、

砂漠などのさまざまな地勢における、軍事情報共同体による情報収集と処理が革新される

と考えられている。 
 
センサーネットワークを遠隔の過酷な環境に不規則なパターンで分散設置することは、

センサーシステム設計者、メーカー、および軍事ユーザーにとって技術的な困難を伴う。

各ノードは環境パッケージに収められた 1 台のセンサー、処理用電子装置、通信装置、お

よび電源から構成されるが、小型、軽量、安価、低消費電力で、ネットワークの計画規模

によっては低コストでなければならない。システムアーキテクチャにより、 重要の統制

戦略が決定される。軍隊にとってこれらのシステムを も効果的に使用するには、センサ

ーネットワークが自己組織し、堅牢であり、たとえ個別のノードが故障したり、接続性が

断続したり、および不正に改変されたりした場合でも、情報の確実性は高くなければなら

ない。さらに、長期間にわたる任務をサポートする場合、エネルギー節約のため、スリー

プ状態以外のときでも、電力消費量を極めて低く抑えなければならない。 
 
センサーノードは、過去数十年間に起ったセンサー、制御・処理用電子装置、および通

信システムの大幅な進歩にもかかわらず、電源が個々のノードのサイズと重量の大部分を

占有している。さらに、パッケージ化された電子装置は、軍隊が経験する極限の環境条件

（高温・低温、水分・湿度、衝撃と振動、塵埃など）に対して電源よりもはるかに堅牢で

ある。このため、電源技術と低電力回路設計を進歩させるだけでは、将来のセンサーシス

テムの要件を満たすことができず、まったく新しいアーキテクチャとプロトコルの開発が

必要であることが、コンセンサスになってきている。「ノード中心型」の電力問題（これは

物理、化学、および熱力学の法則に拘束される）には、低電力感知、データ処理と保存、

通信（送受信とも）用の低電力電子装置、および電源自体が含まれる。これらの問題に対

処することで、個々のセンサーノードの寿命が伸び、ネットワークの寿命も伸びるであろ

う。一度ハードウェアのこれらの制約を理解すると、より高レベルのシステムとソフトウ
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ェアの問題（ 新のアーキテクチャ、プロトコル、およびアルゴリズムの開発など）や、

エネルギーを節約しながら高レベルの機能を維持できるネットワークを構築するためのハ

ードウェアとソフトウェアの間の主要な技術システムのシナジーやトレードオフを探求で

きるようになる。 
 
 

6.4.1.2 課題 
 
商業市場から分散型センサーシステムに巨額の投資が実施されているが、軍事・情報共

同体は開発されるシステムをニーズに適合させる上で重要な役割を負っており、次のよう

な課題が指摘されている。 
 
1) 重要なシステムと電源の測定基準を開発し、軍事・情報共同体の要件に照らして、適切

なトレードスタディが実施できるようにすること。システムのパフォーマンスを 適化す

ることは（個別のコンポーネントのパフォーマンスよりも）、電力効率のよい分散ネットワ

ークの開発と展開を成功させる上で非常に重要である。 
 
2) 特定用途の統合システム（発電（例えば、非常にエネルギー密度が高い電池や小型の核

エネルギー源など）、電力調整、エネルギー貯蔵、およびセンサー、制御用電子装置、信号

処理、トランシーバーなどとの関連でのエネルギー管理）、およびパフォーマンス、信頼性、

寿命を 適化し、エネルギー使用量を 小化する、システム負荷要求を制御するための効

率性の高いソフトウェアを含む、商用と産業用セクターで急速に進展する研究を強化し活

用すること。これらのシステムのほとんどは、防衛・情報共同体からの追加投資がなくて

も、機能面で急速な向上が続き、サイズ、重量、コスト、電力などは低減が続くと思われ

る。しかし、開発される製品は、防衛上の固有の要件（極度に厳しい環境、堅牢性・冗長

性、および検出や傍受、ジャミングの可能性の低さ）を満たす必要がある。 
 
3) 民間の投資が少ない分野に焦点を絞ること（特に、隠蔽し、さまざまな地形と厳しい動

作条件下において、地面に非常に近い場所で動作させる必要のあるアンテナ）。これらの特

有の環境での電磁波伝搬をより綿密に理解すること、新しいモデリング・設計ツールと先

端素材の開発、およびコンセプトの開発が、分散型センサーネットワークの展開を成功さ

せるために非常に重要である。  
 
4) センサーおよび電子機器の急速で継続的な進歩により、長期間の任務では、電源によっ

てシステムのサイズと重量の大部分が専有され、寿命も制限される。電力問題を解決でき

る可能性があるため、リモート読み取り可能で、電力が必要なく（または電力消費が 小

の）、それほど高機能でない（しかし低コスト、小型で信頼性がより高いなどの特徴を持つ）
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ノードの開発を探求すべきである。こうしたシステムは、仮想敵による検出やジャミング

も制限できる可能性がある。 
 

6.4.1.3 開発が求められる技術 
 
効果的な分散型センサーネットワークを配置する能力を確保するため、開発が求められ

る重要な防衛固有の技術として次のような技術が存在する。 
 
・ 防衛・情報共同体にとって非常に重要な、極度に厳しい環境条件で動作可能で、信頼

性の高い高エネルギー密度の電源。 適なソリューションは、ハイブリッドシステム

になる可能性がある（静止状態のためのエネルギー回収装置または連続動作する低電

力システムを、通信用の高パルス電力放出装置と組み合わせるなど）。  
 
・ エネルギー使用量を 小にし、パフォーマンス、信頼性、および寿命を 適にするた

め、システム負荷を 適化し制御するための、効率性の高いソフトウェア、アーキテクチ

ャ、およびシステム設計ツール。 
 
・ 地面近くでの使用に 適化された、効率性の高い隠蔽型のアンテナ。これには、新素材

と新しいアンテナ設計コンセプトとともに、地面付近での電磁波伝搬に関するより深

い理解が必要である。  
 
・ リモート読み取り可能で電力が不要な（または電力消費が極小の）センサーシステム（コン

ポーネントのアーキテクチャ、ソフトウェアなど）。これらのシステムは、無線識別タ

グ用に開発された技術で構築可能であるが、信号処理能力が 小で離れた場所に配置

された超低電力センサーから複数ビットの情報を転送するシステムアーキテクチャを

開発することが必要である。  
 
・ 電子的にノイズが多くジャミングが発生する環境で確実に動作して通信できる低電力

センサーノードと分散型センサーシステムを実現できる技術。 
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6.4.2 ハイパフォーマンスコンピューティング（NCC 関連技術） 

 
6.4.2.1 概要 

 
現代コンピュータの進化の過程を通して、ハードウェア、ソフトウェアの両分野におい

て、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）が開発されてきた主な理由は、軍事

用途であった。HPC は、軍用プラットフォームの設計のみならず、暗号解読と情報分析に

不可欠なものであった。計算流体力学コードを用いることにより、航空機、船舶、ミサイ

ル、核兵器の設計において、航空力学モデリング、流体力学モデリングを実行できる。 
 
今日のハイパフォーマンスコンピュータにはすべて並行して処理を実行する処理要素が

使用されている。アーキテクチャ、そしてもちろんさまざまなコンポーネントの処理速度

により、コンピュータの処理性能（パフォーマンス）が決まる。 
 

6.4.2.2 HPC を開発するための課題 
 
 HPC を開発するための課題としては、以下の点が指摘されている。 
 
・ 光入出力をシリコンに実装したプロトコルで統合し、商用製品に比べ格段に高い帯域

幅と低レイテンシを実現する可能性をもつ特殊目的の通信ハードウェアの開発。 
・ 連想パターン照合用の特殊目的プロセッサ向けの新しいアーキテクチャに関する研究

の実施。これにより、少なくとも画像認識等専門化した処理用の従来のプロセッサに

比べ、費用便益の大幅な向上を実現できる可能性がある。 
・ 特殊なプログラミングの補助機材、ツール、技法の開発。特に計算流体力学（CFD）

等重要なアルゴリズムの分割の計画を策定するツール。 
・ 防衛アプリケーションにおけるグリッドコンピューティングの広範な利用を可能にす

るため、Web サービスセキュリティの基準を含め、セキュリティ機構の明確なロード

マップの策定。また、例えば Web サービスセキュリティに関する作業を進めるなど、

産業界や学術界で取り組まれていない重要なセキュリティ機構の実現。 
・ 大容量のメモリと分離した単純なデータ型の配列ではなく、接続された「情報」とし

てのコンテンツに重点を置いた高度なハイエンドコンピューティングモデルの探求と

試作品の作成。 
・ 並列プログラミングに対応し、HPC に合ったプログラミングツール（集中型と分散型

の両方）。 
・ 例えば、サービス指向アーキテクチャや Web サービスをサポートするための HPC コ

ンピュータ向けシステムソフトウェア。 
・ 処理の大部分を自動で実行することを可能にするための知識発見アルゴリズムの改善。 
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・ 比較的オープンエンドでハイレベルのクエリを、そのシステムで現在利用可能な知識

セットとその構造を理解する効率的な検索プロシージャに翻訳できる新しいインター

フェースエンジン。 
・ 迅速で、生産性が高く、柔軟性の高いプログラミングとこのようなシステムのタスク

再割当のための支援ツール。 
・ 国家安全保障上の機密情報を露呈することなく、研究共同体による代替物の探求と評

価を可能にする適切な指標と「オープンな」テストベッドアプリケーション。 
 
 

6.4.3 電子コンポーネント技術（C4ISR 全体に係る技術） 

 
6.4.3.1 概要 

 
電子コンポーネント産業における防衛産業の指導的役割は、2 つの理由から縮小してき

ている。第１の理由は、エレクトロニクスに対する商業ニーズの成長により、商業市場の

規模が防衛市場より大きくなっていること。2 つ目の理由は、防衛共同体が、少量生産で

しか対応できない高性能で信頼できる複雑なシステムを開発することを選択し始めている

ことである（例えば、衛星、ステルス航空機）。そのような複雑なシステムの設計を実現す

るには、武器を含めたプラットフォームのすべての部分にマイクロエレクトロニクスを組

み込む能力が必要であり、その結果、エレクトロニクスがシステム設計のすべての面に影

響を与えている。 
 
 

6.4.3.2 電子コンポーネント機微技術 
 
エレクトロニクスシステムは、防衛用途のほぼすべての領域できわめて重要な役割を演

じている。センサー、通信、電子戦、統制・情報システム、情報システム、航空エレクト

ロニクス、車両エレクトロニクス、情報保証技術、武器、および実質的にすべての兵站と

武器のプラットフォームは、統合エレクトロニクスと関連ソフトウェアに大きく依存して

いる。商用分野でも、エンターテイメント、通信、運輸、発電、照明、医療システム、セ

キュリティなどの領域でエレクトロニクスへの依存度は継続的に上昇している。例えば、

現在の高級自動車の価値の約 30%はエレクトロニクスシステムのコストである。 
 
軍事システムに占めるエレクトロニクス性能の重要性は、次の 3 つに分類して検討する

ことができる。 
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1) エレクトロニクスによって、機器またはシステムに競合上の優位性をもたらさない用途。装甲

戦闘車両内の車内通話システム、兵站ソフトウェアを動作させるラップトップコンピュー

タや航空機の着陸装置制御モジュールなどがこれにあたる。これらの用途では、エレクト

ロニクスは重要であるものの、コンポーネントの性能を高めても、軍事上の利点は大きく

ならない。 
 
2) エレクトロニクスによって、軍用機器の性能は大きく左右されるが、最新の商用コンポーネン

トですでに十分な能力が提供されている用途。 新の軍事無線での商用フィールドプログラ

マブルゲートアレイ（FPGA）、ミサイルシーカーのデジタル信号プロセッサ（DSP）、お

よび戦術ディスプレイで使用する大型スクリーンなどがあてはまる。これらの用途では、

商用技術で「十分な」性能があり、防衛向けの改良に投資しても、費用対効果は高くない。 
 
3) 現在の商用コンポーネントでは軍事上の要件は満たされず、十分な性能を引き出すには軍

事専用コンポーネントが必要な用途。例えば、サーマルイメージングアレイ、電子戦用のア

ナログデジタルコンバータ、および軍用帯域レーダーの無線周波コンポーネントなどであ

る。 
 
電子コンポーネントの品質の決定因子の 1 つは、設計ツールの品質である。デジタル特

定用途向け集積回路（ASIC）は、高度に集積されたマイクロ回路であり、近々ゲート密度

は 10 億ゲートに達するであろう。仕様を利用可能な回路に合成するには、きわめて複雑

なソフトウェア群から構成される設計ツールを必要とする。同様に、（アナログ回路とデジ

タル回路の両方を含む）混合信号 ASIC とアナログ ASIC の性能は、コンピュータ設計ツ

ールに大きく依存する。過去、設計ツールの進化の速度は、ムーアの法則で示されるよう

なマイクロエレクトロニクスコンポーネントの急激な進化に追いついていない。 
 
電子コンポーネントの利用可能性も、供給側である産業基盤の対応力と政府の支援策に

依存する。通常、政府が財政支援の対象とする防衛専用電子コンポーネント（上記分類の

3）は、セキュリティ面の管理ができるオンショアの「信頼できるファウンドリ」で製造

されるであろう。この供給基盤は、合理的な範囲で保証されている。 
 
〔図表 61〕は、防衛上機微なエレクトロニクス技術を一覧にしたものである。 
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〔図表 61〕防衛上機微な電子コンポーネント技術（例） 

アナログ/デジタルコンバータ（ADC） 
光標本化 ADC 
16 ビット固定小数点高精度 DSP インプリメンテーション 

32 ビット浮動小数点高精度算術演算 DSP インプリメンテーション 
アダプティブアレイレーダー用 RF コンポーネント 
EW および通信システム電力増幅器  

アンテナ用コンポーネント - 超広帯域携帯型電子対抗手段/通信アンテナ 
EW と通信用超伝導フィルタ 

RF 通過光学系 
バースト照射と 3D 画像処理用コンポーネント 

先進的サーマルイメージング探知器 
超高速フォトン計数技術：単チップ・フォトン計数 
高出力伝送用ファイバとファイバレーザー 

サブミリメートル波（テラヘルツ）探知器およびソース 

コンポーネントの設計、組み込み、およびシミュレーション用ソフトウェアツール 

 
先進の電子コンポーネントの重要性を考える際、コンポーネントが組み込まれるシステ

ムアーキテクチャを理解することが重要である。例えば、従来の標準的な受信機は、複数

段の下方変換を使用して、アナログ/デジタル（A/D）コンバータによるサンプリングが可

能な低い中心周波数に RF 入力信号を変換している。下方変換によって、複雑さが増し、

システム全体の性能が制約されるという望ましくない効果が付加された。A/D コンバータ

は、高ダイナミックレンジと高サンプルレートの両方で利用できるため、RF 信号を直接

サンプリングすることが可能である。これにより、下方変換段の数が減少し、複数の段に

よる複雑さと歪みも回避される。このアーキテクチャは、コストの高い 新技術の A/D コ

ンバータを必要とするが、受信機がシンプルで、忠実度性能も高いため、多くの用途にと

って魅力的なものとなっている。 
 
その他の新しい先進技術は、システム設計に影響を与えるであろう。1 つの例は、微小

電気機械システム（MEMS）である。MEMS 技術の利点は、新しい機能や高性能の素子

よりも、微細化と高レベルの統合が可能なことである。 
 

MEMS は、単一チップ上で、サブシステム全体に相当する高い性能を実現している。セ

ンチメートル程度の大きさであった各主要コンポーネントは、様々な MEMS 手法を使用

してリエンジニアリングされた結果、ミリメートルの数分の 1 まで小さくなったが、高性

能を維持したまま、さらに飛躍的に小さいコンポーネントも実現化している。今では GPS
受信機全体を腕時計の中に組み込むことができ、時間と空間を正確に知らせることができ
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る。ネットワーク化された無線・情報システム全体をサングラスやヘルメットゴーグルシ

ステムに組み込むことができる。先進的 ASIC と MEMS 技術によって実現されるこのサ

ブシステムオンアチップ技術は有望で、さらなる微細化に拍車が掛かるであろう。 
 
シリコンベースのコンポーネント技術および製造資源 
 
大部分の情報処理は、（プログラムを含めた）データを格納するメモリチップ（DRAM、

SRAM など）、データ操作を実行する ASIC、特定用途向け信号プロセッサ（ASSP）、プ

ログラマブルゲートアレイ（PGA）、CPU、ネットワーク処理ユニット、DSP などのプロ

グラマブルコンポーネントによって実現される。 
 

6.4.3.3 課題 
 
エレクトロニクス技術は、防衛システムできわめて重要な役割を演じている。特に重要

な FPGA、化合物半導体、光電コンポーネント、耐放射線性コンポーネント、高出力高周

波無線周波コンポーネントである。このほか、手ごろな価格で少量生産高性能カスタム

ASIC の設計を可能にするコンピュータ支援設計ツールの開発も求められている。 
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6.4.4 先進指揮環境（C2 関連技術） 

 
先進指揮環境（ACE）は、指揮機能を強化し、軍事的有効性を高めるものである。指揮

は軍事力の要であり、本質的に人間の活動である。先進指揮環境を構築するために注目さ

れている技術には次のようなものがある。 
 
・ 先進的ディスプレイ、視覚化、特殊効果の使用 
・ 高度コラボレーションネットワーク、コラボレーション技術、ネットワーク保護 
・ 先進的なコンピューティングと通信 
・ 先進的な知識管理、エンドツーエンドメディア、および情報管理 
・ 仮想トレーニング 
・ 高度モデリング、シミュレーション、ゲーミング、デモンストレーションと実験 
・ 人間性能、心理学的要因と態度 
・ 自主的ネットワークと自己組織化ネットワーク 
・ 分析ツールと分析技術 
・ COTS（無線を含む）の進化と脆弱性の減少 
・ エネルギー源とエネルギー管理 
・ 大容量通信 
・ 高度な暗号化、公開鍵インフラと識別コンセプト 
・ 先進情報保証 
・ 先進コラボレーションコンセプト 
・ スマートロボット/マイクロマシン 
・ 先進材料と設計 
・ コンパクトな環境・計器制御 
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6.4.5 持続監視 

 
防衛利用のための持続監視（PS）で注目されている技術には次のようなものがある。 

 
・ 先進センサーおよびセンサー・収集管理 
・ タギング、追跡、検索のための新コンセプト 
・ 高性能量子計算 
・ 高度大容量通信 
・ 情報管理および分析技術 
・ 監視と兵器アプリケーションの協調 
・ ステルス、反ステルスおよび痕跡削減・管理 
・ 低消費電力 
・ カウンター急造爆発装置の属性、爆発検知 
・ 自立した自己組織化ネットワーク 
・ 先進素材、エンジン、エネルギー管理、モデル化およびシミュレーション、 
・ 宇宙空間・衛星ルート検知およびコスト低減 
・ 仮想トレーニング 
・ データとネットワークの防御および生存性 
・ ナノテクノロジー、ロボット工学、マイクロマシンおよび関連制御 
・ アンテナ、開口 
・ データの融合と関連づけ、ネットワーク、ソフトウェアエージェント 
・ 処理および開発、地理位置情報・ナビゲーション 
・ 即応型宇宙・航空・地上システムおよび関連するターゲットアクセス手段 
・ 極超音速、EMP、HPM および入出力防御・防衛、化学物質・生物剤・放射線・核爆

発、大量破壊兵器検知器 
・ 指向および追跡 
・ データウェアハウジングおよびストレージ 
・ コラボレーション技術 
・ ACE における多数の同一技術 
・ 持続監視トータルシステムアーキテクチャー 
・ フル相互運用性を実現するためのセンサーデータフォーマットの共通データ辞書およ

び関連メタデータフォーマットの開発 
・ コンテキストフィルターおよび圧縮 
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７．米国が注目する先端機微技術の概要 
 
7.1 機微技術と武器・装備品の関係 

 
 機微技術は、兵器や武器装備品に関する技術と兵器や武器装備品に転用可能な汎用品の

技術を指している。汎用品は、汎用原材料、汎用部品、汎用製品、汎用生産加工設備に分

けられる。汎用原材料、汎用部品そして汎用製品は、そのまま若しくは加工・改良等を施

すことによって兵器や武器装備品の構成要素すなわち原材料、部品、設備となりうるもの

である。一方、汎用生産加工設備はそれ自体、兵器や武器装備品の構成要素となるもので

はなく、構成要素となるものを加工したり、組み立てたりするものである〔図表 62〕。 
 

〔図表 62〕機微技術と武器・装備品の関係 
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7.2 先端技術・収斂技術と先端武器装備品 

 
近年、様々な分野に適用され、新技術あるいは先端技術を生み出す原動力となっている

技術として、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、情報技術などが注目を集めており、

これらの技術は収斂技術（Converging Technologies）と呼ばれている。先端技術の多くは

こうした収斂技術を活用して生まれるものが多く、先端兵器の技術を開発においても例外

ではない。ここでは、こうした収斂技術に焦点を当てながら主に米国における兵器転用可

能な先端技術の開発動向についてまとめていく。 
 

 
（出所）CISTEC 
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7.2.1 収斂技術の定義 

 
欧州委員会の専門家グループは、収斂技術（Converging Technologies）を「共通目標の

追求においてお互いに実現能力を与え合う広領域技術と知識体系」と定義している83。な

お、広領域技術および収斂技術の定義は次の通りである。 
 

【広領域技術(Enabling technologies)の定義】 
広領域技術とは、技術による広範囲の課題解決の土台を築く技術のことである。こうした

技術は、巨大な潜在力が潜む扉の鍵をあけて極めて新規な技術開発に至る扉を開くため、

「キーテクノロジー」とも呼ばれている。ナノテクノロジーは、そうした広領域技術の中

で傑出した技術の 1 つである。バイオテクノロジーと情報技術もそうした広領域技術であ

るし、同様に、認知科学、社会科学その他の科学の知識基盤もそうした広領域技術である。

（出所）欧州社会の未来を築く収斂技術（Converging Technologies－Shaping the Future of European 
Societies）、Alfred Nordmann 著、2004 年度報告書 
 
【収斂技術（Converging Technology）の定義】 
収斂技術（CTs）とは、基礎科学と技術が、洞察と技法とにより、共通目標に向かって収斂

することを指す。すなわち、CTs とは、共有する目標の達成のためにお互いに達成能力を

与え合う広領域技術と科学的知識体系のことである。単独であれ、連携してであれ、NBIC
（ナノ、バイオ、情報、認知）技術は、そうした技術の収斂に寄与しそうである。 
（出所）欧州社会の未来を築く収斂技術（Converging Technologies－Shaping the Future of European 
Societies）、Alfred Nordmann 著、2004 年度報告書 
 
 

7.2.2 収斂技術が先端技術に果たす役割 

 
ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、情報技術といった広領域技術・収斂技術が、

新技術あるいは先端技術を生み出す際に果たす役割をまとめると次の 1)から 3)のように

なる。 
 
1) ナノテクノロジー 
概念的には、ナノテクノロジーは、ハードウェアレベルの工学問題すべてに取り組む場合

に適用できる共通の枠組みを与えることで他の技術に実現能力を与える。それは、分子か

ら成るものはすべて原則として、お互いに統合して 1 つのシステムになることができると

いう概念である。ナノスケールで性質を理解すれば、ミクロスケールとマクロスケールで

望ましい構築物を実現することが可能となるのである。手段面においては、ナノテクノロ

                                                  
83 欧州社会の未来を築く収斂技術（Converging Technologies－Shaping the Future of European 
Societies）、Alfred Nordmann 著、2004 年度報告書（欧州委員会の作業部会の報告書） 



 152

ジーは、これまでにない画像化技術、プローブ、センサーの開発を通じてバイオテクノロ

ジーに実現能力を与える。こうしたナノテクノロジーは、情報技術が要求する小型化にも

寄与する。さらに、ナノチップとナノセンサーは、バイオ情報という新しい世界において

も、様々な進歩を可能としそうだ。 
（出所）欧州社会の未来を築く収斂技術（Converging Technologies－Shaping the Future of European 
Societies）、Alfred Nordmann 著、2004 年度報告書 
 
2) バイオテクノロジー 
概念的には、バイオテクノロジーは、細胞組織と遺伝的機構における物質的基礎までたど

って生体システムにおける化学・物理プロセスとアルゴリズム構造を明らかにすることに

より、他の技術に実現能力を与える。手段面においては、バイオテクノロジーは、細胞認

識の仕組みと目標部位を定めた輸送の仕組みを提供することでナノテクノロジーに実現能

力を与える。バイオテクノロジーは、例えば、DNA をベースにした計算の基礎を開発する

ことにより、情報技術に実現能力を与えそうだ。さらに、生物模倣技術と細胞モーター研

究は、ナノロボット工学におけるナノ情報 R&D に実現能力を与えることができる。 
（出所）欧州社会の未来を築く収斂技術（Converging Technologies－Shaping the Future of European 
Societies）、Alfred Nordmann 著、2004 年度報告書 
 
3) 情報技術 
概念としては、情報技術は、各種のコンピューティング手法により、物理的状態を情報、

モデルプロセスとして表せる能力のさらなる増加によって他の技術に実現能力を与える。

手段面では、情報技術は、あらゆる技術系分野における研究プロセスに欠かせない計算能

力を提供する。情報技術は、パターニングと干渉の精密制御を通じて、ナノテクノロジー

に実現能力を与える。情報技術は、複雑なプロセスをモデル化し、それによって、困難な

研究課題を解決する手段を提供することでバイオテクノロジーに実現能力を与える。さら

に、シミュレーションソフトウェアは、環境モニタリングにおけるナノ-バイオ R&D にも

実現能力を与えることができる。 
（出所）欧州社会の未来を築く収斂技術（Converging Technologies－Shaping the Future of European 
Societies）、Alfred Nordmann 著、2004 年度報告書 
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7.3 ナノテクノロジー技術84 

 
7.3.1 米国が焦点を当てるナノテクノロジー分野の概要 

 
米国防総省（DOD）は 1980 年代以降、戦闘員及び戦闘システムの能力を向上させるた

め、様々な微細技術のプログラムを立ち上げ、研究開発に取り組んできている〔図表 63〕。
1990 年代半ばには、長期的な基盤での基礎研究資金提供に関して、ナノサイエンスを、6 
つの戦略的研究領域(SRA：Strategic Research Areas)の 1 つであると確認している。 

 
〔図表 63〕米国防総省のナノテクノロジー関連プログラムの変遷 

研究プログラム等の名称 研究内容 

【1980 年代初め】 
★国防総省 
超サブミクロン・エレクトロニクス研究プログラム

（USER） 

１μを遥かに下回る電子機器の

研究開発 

【1990 年代初め】 
★国防総省国防高等研究事業局（DARPA）： 
超エレクトロニクス・超フォトニクス（ULTRA） 

超高速で超高密度な電子機器や

チップならびに微小フォトニッ

クデバイスの研究開発 
★海軍研究局（ONR）： 

界面のナノ構造に関する研究加速イニシアチブ 
 

★陸軍研究局(ARO)： 
ナノサイエンス大学研究イニシアティブ 

 

【1990 年代中頃】 
★ONR：ナノ構造化コーティングプログラム 

 

★DARPA 
バイオシステム・シミュレーション 
(SIMBIOSYS：Simulation of Bio Systems) 

重要なナノテクノロジー要素を

持つバイオ－情報－マイクロ・

コンピューティングに注目 

 
21 世紀ナノテクノロジー研究開発法(一般法 108-153)は、全米科学技術協議会(NSTC)

が連邦政府ナノテクノロジー研究開発のための戦略計画を準備することを求めている。こ

の指示に応じて、NSTC のナノスケール科学・工学・技術(NSET)小委員会は、米国国防

総省の重要メンバーが参加して、2004 年 12 月に次の 5～10 年間 NNI の指標となると

予測される、 新の国家ナノテクノロジー・イニシアティブ(NNI)戦略計画を準備した。 
 
国防総省が資金援助する研究プロジェクトの多様性は、先端技術及び収斂技術、特にナ

                                                  
84 Jane’s の情報基にまとめた。 
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ノテクノロジーが今後の米軍にとっていかに重要であるかを反映している。ナノテクノロジ

ー研究の分野は、コンクリート生産から小型衛星に至るまで多岐にわたっている。この適用例の

多様化に伴い、総合的研究の基本方針の作成を目指して、産業及び大学の双方の人的資源

に対して研究開発・試験・評価（RDTE）基金を広く提供する必要がある。ゆえに、広範

なナノ主導のもとで、資金拠出が割り当てられている。ナノテクノロジーに対する国防総

省の肩入れは国家ナノテクノロジー・イニシアチブ（NNI）にまで拡大し、ここでは 7 つ

の主要な研究分野を扱っている。焦点となる分野は次のとおりである。 
 
1) 基本的なナノスケール現象とプロセス 
2) ナノ材料、ナノスケール素子とシステム 
3) 計装研究 
4) ナノテクノロジーのための計測学と基準 
5) ナノ製造 
6) 主要な研究施設と計測装備の取得 
7) 社会的局面、特に健康と環境への影響の理解と制御 
 
国防総省は、研究の各カテゴリーに関与する米国で唯一の省である。NNI は、研究を導

く基本的な枠組みを提供する。NNI の戦略計画はいくつかの軍事的イニシアチブ、特に国

防総省研究技術戦略計画 - 2007 によって拡大されている。この計画には、ナノテクノロ

ジー分野での国防総省の具体的な目的が示されている。全般的なプロジェクト資金は、国

防総省の予算内で様々な資金源から拠出された。しかし、ほとんどのナノテクノロジー研

究は配備前の段階であるため、資金の大部分は研究開発・試験・評価（RDTE）基金であ

った。陸軍研究所及び防衛高等研究計画局（DARPA）は、組織に対して集中的に資金提

供を行っている。サウスダコタ鉱山技術学校で行われているナノ複合材料による透明な防

護服の研究など、比較的規模の小さいプロジェクトは、特定の研究施設をターゲットとし

て資金援助を受けるラインアイテムである。2003 年に陸軍は、マサチューセッツ工科大学に

兵員ナノテクノロジー研究所（ISN）を設立した。ISN は、国防総省研究施設、その他の大学

及び主要な米国企業と協力して研究を行っている。 
 

ISN は、陸軍の FFW（フューチャー・フォース・ウォリアー）プログラムにおいて大

きな役割を担っている。このプログラムの主要な企業パートナーには、レイセオン社、デ

ュポン社及びパートナーズ・ヘルスケア社が含まれている。ISN は 5 つの主要な研究部門

に編成されている。それらは、1) 軽量で多機能のナノ構造繊維及び素材、2) 戦闘服医療、

3) 爆破と衝撃からの保護、4) 化学/生体物質科学による探知と保護、及び 5)ナノシステムの統

合である。国防総省は、これらの部門外においてナノテクノロジーの利用を探求している

が、INS は先端及び収斂技術を分析する上で有益な組織的パラメーターである。ゆえに、

国防総省のナノテクノロジーは、エネルギー貯蔵/燃料と兵器の部門によって拡大されたこ
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れらのカテゴリーを用いて分析が行われている。 
 
この 後に加わった二つの部門は INS の枠組み内で研究することもできるが、説明上の

理由からこれらの意味を分離するのが良いだろう。 
 

7.3.2 軽量で多機能のナノ構造繊維及び素材 

 
軽量なナノ材料は 大の研究分野である。ナノテクノロジーは、ナノチューブの開発に

端を発しており、これが現在研究されている多種多様の分野へ発展している。ナノ材料が

戦闘員の能力を高める潜在性を数値で表すことは難しい。ISN のこのセクションでは、さ

らに 6 つのカテゴリーといくつかのサブプロジェクトについて述べている 。 
 

界面活性の多機能繊維及び布地が、付加的機能を持つ軽量ユニフォーム素材のニーズに

応えている。国防総省は、ナノテクノロジーには歩兵戦闘服の重量を 100 ポンドから 40
ポンドにまで削減する能力があると予測している。繊維製品メーカーであるナノテックス

社は、いくつかのパラメーター期待値を満たすような素材の生産に取り組んでいる。反応

表面を持つ素材の利用には、センサーまたは防護服の機能の特性を併せ持つナノテクノロ

ジーの追及が含まれる。例えば、空軍は高圧力のタービン翼や翼板に適用するためのナノ

ラミネート加工の遮熱コーティング及びナノが強化された高温ポリマーを研究している。

この保護物質の層が機器の寿命を延ばすことが考えられる。海軍は、運搬物を強化するた

めのナノ結晶性ダイヤモンド被覆を研究している。 
 

INS は、センサーの研究を高性能の量子ドットの分野にまで拡大している。量子ドットに

よって、人々、車両または化学物質からの放射エネルギーの測定の正確性が高まる可能性

がある。この先端技術は、国防総省、国土安全保障省、その他の連邦政府関係機関による

センサーにおいて活用される予定である。この技術の具体的な用途は化学/生体物質のセク

ションに記載している。カーボン・ナノチューブ素子のセクションの撮像応用、感覚応用

及びその他の応用によって展開されるとおり、ナノチューブ技術はその他の研究イニシア

チブにとって非常に重要である。一般的なナノチューブ研究は、軍の各分科から様々な機

関に至るまで個別に資金拠出を受ける。陸軍は、「既存の素材と比べて 2 倍から 10 倍に性

能（強度、軽さ）が改善されているカーボン・ナノチューブ（CNT）をベースとした繊維、皮膜及

び塗膜」の研究を行っている 。ナノチューブの持つ意義に対してもまた、無人航空機との

関係を考慮に入れて予算が組まれている。空軍は、この技術が大気圏と宇宙空間のプラッ

トフォームの強度を高め、マイクロ衛星の建設が可能になるかもしれないと、大いに期待

している。ナノチューブ混入技術の米国軍への適用例は、配備される機器と同じように非

常に幅が広い。 
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7.3.3 戦闘服医療（一般医療の意義） 

 
戦闘服医療は、ナノテクノロジーによる一般的医療の意義を包含するまでに拡大解釈す

ることのできるイニシアチブである。ナノテクノロジーには、兵士を監視し、適切に医療

を施す潜在力がある。例えば、ISN の非侵襲的医療監視及び薬物送達セクションでは、兵

士が支援を必要としていることを察知するとユニフォーム素材が傷口に薬をつけるという

手法を研究している。この研究が示唆するのは、犠牲者が瞬時の医療を受けることができ

るなど、広範囲にわたるものである。これらの手法は、ワクチン、薬剤及び包帯などにも

拡大している。企業支援の典型例である Z-メディカ社は、持続的な傷に対して適切に薬を

つけるような反応性の包帯の開発に取り組んでいる。察知機能を持つその表面の素材には、

配置につく兵士が単に戦域に適した服を着用するだけで特定の医療が受けられるという潜

在性がある。 
 
 兵士のバイオリズムの変化を察知するというナノ材料の能力は、まだ開発段階である。

低電力で携帯用の電子マイクロ流体装置を取り付けることによるリアルタイムでの医学的

監視の概念は、まだ仮定的である。この技術は、戦闘中の兵士の身体的能力を監視すると

いう点で役に立つ可能性がある。重要なのは、医療チームが運び込まれる犠牲者について

正確な 新情報を知ることができる点である。ゆえに、チームは新たな犠牲者のためのよ

り良い受け入れ準備をすることができるため、兵士の生存率は高まるはずである。このイ

ニシアチブは、出血性ショックの予防に役立つ素材も取り入れている。 
 
今簡単に説明した ISN の範囲外ではあるが NNI に基づいた重要な研究には、癌治療に

おけるナノテクノロジーの応用が含まれる。空軍は具体的に、癌治療のためのナノテクノ

ロジー研究に資金援助を行っている。私的及び公的に資金提供を受けている全国の研究施

設がナノテクノロジーの研究を行っており、この先端技術は大いなる可能性を秘めている。

現時点で報告できるような実質的な進歩はごく小さいが、飛躍的進歩は起こり得る。 
 

7.3.4 爆破と衝撃からの保護 

 
ナノテクノロジー開発のこのカテゴリーの現状は、情報報告が理由で制限されている。

INS の 3 つのサブセクションでは、エネルギー吸収素材、爆破保護用の素材、及びナノ結

晶性合金繊維を扱っている。これらの 3 つの分野は、これまでに開発された素材の応用が

拡大されたことを受けて、優先的な地位を得ている。ナノテクノロジーには、露光式パタ

ーン形成されたナノ複合材料と低密度の軟らかい金属合金を混入することで防護服に革命

をもたらす潜在性がある。露光式パターン形成されたナノ複合素材は、ほかの素材に重ね

合わせることで圧力波の問題を解決する軽量の補強トラスの構造になっており、柔軟な防

護服は、兵士のユニフォームに取り入れられる可能性がある。防護服は、発射体の衝撃を



 157

受けるまで柔軟性を保っており、衝撃を受けるとその部分が硬くなる。この技術には T シ

ャツにケブラーベストを着用するのと同じ機能があるため、将来的にはこれに取って代わ

る可能性が考えられるが、この技術開発は相当先のことになるだろう。 
 

7.3.5 化学/生体物質科学－察知と保護 

 
察知及び保護の装置でのナノテクノロジーの利用は、先導的な研究分野の一つである。 

BCN（生物学的、化学的、核的）脅威が主な理由で、NNI のいくつかの部門ではその察

知技術を向上させるための主要な資金提供を行っている。ここでも、国防総省は資金面と

プロジェクトの多様性の面で先頭を切っている。ISN には 3 つのサブ分野がある。それら

は、機能的な殺菌ナノコーティング、超高感度のナノ加工化学物質検出器、及びナノ折り紙で

ある。これら 3 つの有益な枠組みについては、それぞれイニシアチブごとに大幅な財源を

得ているため、個別的に説明することにする。ここで言及する具体的なプログラムは ISN
の権限下にはないが、ISN が調査のために有益な枠組みを提供していることに注目しなけ

ればならない。 
 

初の分野である殺菌ナノコーティングは、一般的な機器と傷みやすい供給品を保護する

目的で、軍の支部で広く適用されている。生物学的病原菌に対応できるナノテクノロジー

の出現によって、開発を継続するためのセンサー技術が必要とされている。その代表例が、

陸軍が継続して行っている高分子ナノ複合材料を利用した MRE（携帯用食糧）パッケー

ジの研究である。また、この技術は形態制御も取り入れる予定であり、これが食物病原体

を検出する際にナノスケール特性を統制する。細胞に基づいたバイオセンサーは、十分に

統合されていれば、目的とするどの物理的領域でも瞬時に対象とすることができる。さら

に広範な適用例として、ナノロボットが環境に投入されているように、エフェクト・イン

テリジェーンズスの分野での応用も考えられる。  
 
陸軍は現在、探知を目的として他の形態のナノテクノロジーに資金援助をしている。特

に重要なのが、ナノ相電極を利用する低電力で高周波による適用であり、これは本質的に

はバイオセンサー機能の延長である。 
 
二つ目の分野である化学剤の検出は、国防総省が行う研究の 前線にある。ISN は、ナ

ノ加工検知器の研究を行うセクションを特別に設けている。陸軍と空軍にはいずれも、こ

のタイプのプロジェクトに資金提供をしている具体的なラインアイテムがある。陸軍は、

調節可能な化学的/生物学的/放射線学的なセンサーとして、蛍光性ナノワイヤーアレイ及

び分子プリズムの研究に資金を提供している。この先端技術によって、有害粒子に反応し

てこれに対抗する可能性のある一定の領域にナノロボットを適用することが可能になるだ

ろう。このイニシアチブには、生体分子センサーのための財政的支援も含まれている。 
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空軍のためのもう一つの興味深いプロジェクトは、バイオセンサーとバイオ脅威検知器

に関するものである。大きく成長しているこの分野では、安全な場所からの CBRNE（化

学、生物、放射性、核、大型爆発物）識別の際の検知及び遠隔制御の機能を一つの技術に

結合させようと試みている。この機能によって、ナノファブリケーション装備と戦場での

解析ツールを生産する可能性もあるだろう。この技術の広範囲にわたる示唆として、ナノ

レベルでの自律的バイオセンサーの作成も含まれる。 
 

後の分野はナノ構造の折り紙であるが、これは相対的にいえば主に応用研究の領域であ

る。 生物学的なナノ構造の研究によって、戦場での革新は向上する。ナノテクノロジーの

マイナス面に対処すること、特に「スピル（spills）」をどう取り扱うかは、この研究事項

の重要な部分である。これらのタイプのプログラムに対する資金は、より大きなイニシア

チブとともに割り当てられている。しかし陸軍は、環境安全監視生産物であるヒドロゲル

の研究に対して特に資金拠出をしている。  
 

7.3.6 ナノシステムの統合 

 
ISN の枠組みにおける 後のカテゴリーは、ナノシステムの統合である。ナノテクノロ

ジーが戦闘員の機器を改善する可能性は無限に近く、そのものが戦闘員になれると言って

よいかもしれない。ナノエレクトロニクス、統合繊維システム、非 RF 繊維対応のコミュニケー

ション、及び非線形光学機能が ISN 研究の中心となっている。ナノエレクトロニクスには、

計算能力を支援するように特別に設計されたプログラムが含まれる。ナノテクノロジー研

究においては重複部分が大きいことから、コンピュータ開発のための具体的な資金拠出は

さまざまな形で分散している。この領域での進展は、他の領域の進展を通じて同時に起こ

る。 
 
しかし、空軍が宇宙での応用を目的としてナノチューブ基盤のコンピュータ機器の研究に財

政援助をしている一方で、陸軍はナノ材料基盤の回路のために爆発フォイル開始剤について

研究をしている。先端技術は、戦場の電子技術の保護に活用できるナノチューブ基盤の耐放

射線性・非揮発性 RAM（NRAM）である。デジタル保存と計算機能の向上は、ナノテクノロ

ジー発展の主要な関心事である。 
 
通信機能の向上の重要性から、検査を行うことが求められる。問題をはらんだ現在の戦

場ネットワーク範囲は、非線形のナノネットワーク機能を改善することで対処することが

できる。トランスポンダーの材質（信号強度を高める素材）の統合のほか、新たに出現し

た共振器技術での革新は、指揮と統制が現在直面している機能のギャップを埋めるかもし

れない。全天候型レーダーによる監視のための超短波、極超短波、中波、及びミリ波の電
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力増幅器の研究は、海軍のナノメータースケールの電子装置とセンサー開発の一部として

継続している。微小電機機械システム（MEMS）は、量子ドット技術を、検知、放送及びナ

ノチューブの分野へと拡大している。これらの先端技術により、兵士が身につけるすべて

の素材を特定の目的のために装着するという可能性も考えられる。しかしこのレベルまで

技術を洗練するのは、まだ先のことである。 
 

7.3.7 エネルギー貯蔵 / 燃料 

 
ナノテクノロジーは、エネルギー生産と燃料貯蔵機能に貢献している。技術研究のこの

一般カテゴリーには、ハイブリッド燃料電池や合成ジェット燃料の生産努力が含まれる。空軍

は、燃料センサー及びナノ燃料添加剤の研究のための資金を提供している。無線から戦車

に至るまでの戦術機器について、その持続的な展開率はナノテクノロジーにより改善され

ると予想される。 高分子ナノ複合材料は、外因性の刺激に反応することのできるエネルギ

ー貯蔵ユニットとして作用する可能性がある。ナノエネルギーの研究は、そのようなナノ

反応性の物質をもたらす場合がある。このタイプの研究は、国防総省及び企業主導のイニ

シアチブの一部として全米で実施されている。 
 
エネルギー貯蔵のうちで重要な領域となっているのが、エネルギー放出を管理する物質

である。この技術革新は兵器の開発レベルには達しないかもしれないが、これらのプロジ

ェクトの理論的正当性はエネルギー放出に関係している。 新の軍需品の機能は、フュー

チャー・フォース利用のためのナノ材料の開発を通じて拡大することができる。現在の技

術では、そのような素材の生産能力が不足しているが、ナノテクノロジーはこの分野への

拡張を続けている。現在のところ陸軍は、特に、エネルギー放出の規制を行う銃・ミサイ

ルのシステムのための革新的材質を、評価、選択及び認証する取り組みに対して資金援助

をしている。 
 

7.3.8 今後の兵器技術 

 
未来の兵器システムの開発は、ナノテクノロジーの発展に大きく依存している。軍隊の

各支部は、軍需品の正確性の向上、破壊力及び統制を期待できるだろう。漸進的及び全体

的な進歩がいずれも期待できることから、兵器の研究はナノテクノロジー開発のすべての

要素を取り入れている。陸軍、海軍及び空軍はすべて、兵器開発に関してそれぞれ異なる

イニシアチブを持っている。陸軍のフューチャー・フォース・ガンや軍需技術（軽量兵器

強化プログラム：LAEP）には、ナノテクノロジーのための資金援助のセクションがある。

海軍はスマート兵器システムのもとでイニシアチブを発揮している。空軍は、ナノチュー

ブ・ミクロ軍需品兵器技術の研究を自ら行っており、これは空中散布式兵器用の高品質の

爆破能力を発見することを期待して金属燃料を分析するものである。空軍は、地球低軌道
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超小型衛星・統合防衛自律システムプログラムにおいて、ナノテクノロジーのいくつかの

重要な要素を組み合わせている。これは規模の小さいプログラムであり、これに見合う資

金も少額であるが、ナノテクノロジーの進歩と統合は、依然として国防総省にとって関心

の的となっている。 
 

7.3.9 ナノテクノロジーのまとめ 

 
ナノテクノロジーはまだ極めて試行的な段階であるため、この技術の発展の重要性は依

然としてはっきりしないままである。ナノスケールの革新の可能性は、ほとんど無限であ

る。ナノ材料の普遍的な適用例は、兵士のくつ下から衛星通信にまで及んでいる。研究に

関する国防総省のイニシアチブは、この分野の総合的な進歩を目指して広範囲なままであ

り、先進技術が一定の特徴に集中した取り組みを行っているのとは対照的である。大学、

企業及び政府の助成金の組み合わせによって、ナノスケール革新は確実に 新の戦闘員を

形成し続けるだろう。 
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7.4 バイオテクノロジー技術 

 
7.4.1 バイオテクノロジーを活用した新生物兵器開発の懸念 

 
 バイオテクノロジーは近年、再生医学や創薬、農作物の品種改良などの分野で目覚しい

進歩を遂げている他、農学、薬学、医学、歯学、理学、獣医学、工学など様々な分野への

応用が期待されている。しかし、その一方で、バイオテクノロジーを活用した新生物兵器

開発の懸念する声も高まっている。 
 
生物兵器の開発は 1975 年に発効した「生物兵器禁止条約（BWC）」で禁止されている

ものの、研究目的で個人が保有することは多くの国で可能であったため、国際的に遵守さ

れていたとは見られていない。生物兵器は、1) 核兵器等に比べて入手や製造が簡単である

割には、与える被害が大きい、2) 感染してから数日たってから発病する（潜伏期間がある）

ため、感染経路の特定が難しく、その間に実行犯は国外などへの逃走が可能、といった理

由から、近年台頭しているテロに使用されやすいと見られている。 
 
 こうした中、世界の研究機関が、バイオテクノロジー技術を活用した新たな生物兵器の

開発可能性を指摘し警告するようになってきている。例えば、ストックホルム国際平和研

究所(SIPRI)が、特定人種を標的とする生物兵器の開発可能性があると警告し、また、米国

の J.クレイグ・ベンダー研究所は DNA 人工合成が生物兵器開発に転用される可能性があ

ると警告している。 
 
【SIPRI、特定人種を標的とする生物兵器の開発可能性を警告85】 
ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は 2004 年６月９日に公開した SIPRI 年鑑（2004

年版）の中で、ヒトゲノム地図の作成をはじめとするバイオテクノロジーにより、特定の

人種や特定国の大部分の人々を標的にして危害を加えるような、新たな生物兵器が生まれ

る可能性があると警告した。同年鑑は、ヒトゲノムや病原性微生物など多くのゲノムの塩

基配列データへ自由にアクセスできることは、学術データとしては非常に有用なものだが、

悪用された場合には大きな脅威となる危険性があるとしている。軍備管理・不拡散センタ

ーの生物兵器関連のワーキンググループの議長であるバーバラ・ローゼンバーグ氏は、「病

原体を変化させて生物兵器を開発しようとする者は、ゲノムの塩基配列データに関する情

報を必要とするはずだ」と述べ、SIPRI の警告は荒唐無稽なものではないと指摘した。 
 

                                                  
85 2004 年 6 月 10 日 WIRED NEWS（http://www.wired.com/science/discoveries/news/2004/06/6379） 
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【DNA 人工合成が生物兵器開発に転用される恐れ86】 
 米国の J.クレイグ・ベンダー研究所は 2008 年１月、化学的に合成した DNA（デオキシ

リボ核酸）から 58 万塩基にわたる DNA を合成することに成功したと発表した。人工合成

した DNA は切れやすく、従来は 3 万塩基程度を繋げるのが限度で生命情報をコードするに

は至らなかった。しかし、同研究所が合成した遺伝子 DNA は｢マイコプラズマ｣と呼ばれる

細菌 の一種で、他の真性細菌と異なり細胞壁がないなどやや小型で、DNA も単純で短い。

この技術を応用することで、環境問題の解決に有用な二酸化炭素から天然ガス合成を行う

細菌や光合成を行う微生物を人工的に生産することが考えられる一方で、危険も多いとい

う。例えば、殲滅された危険な細菌を合成し生物テロ兵器として用いる可能性や、開発途

中の菌が環境にもれることで生態系を乱し従来の細菌のバランスが崩れる可能性などが指

摘されている。 
 
 

7.4.2 米国のバイオ・シールド計画 

 
 米国では５人の死者を出した 2001 年の炭疽菌事件以降、バイオテロに対する懸念が増

大した。しかし、疾病対策予防センター（CDC）がバイオテロに用いられる可能性のある

多くの病原菌に対する防衛手段は、通常発生しない疾病であり大きな市場が無いといった

理由で未整備だった。こうした状況を打開するため、ブッシュ大統領（当時）は 2003 年

６月、生物兵器に対する防衛を目的とした研究に 10 年間で約 56 億ドルを拠出する「バイ

オシールド計画」を提唱した。この計画は、①バイオテロ関連の調達やピア・レビューに

関する手続きの緩和、②恒久的予算措置及び健康福祉省長官への調達裁量権の付与、③緊

急時における健康福祉省長官への未認可医療措置の使用許可権限の付与等が含まれており、

民間企業へのインセンティブを付加することによりバイオテロ対策を促進しようというも

のである。その後、この計画はその後、議会から提案されたバイオシールド法が 2004 年 7
月に可決されている。 
 

                                                  
86 アメーバニュース 2008 年 1 月 26 日 http://news.ameba.jp/special/2008/01/10497.html 
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7.4.3 米国の生物兵器防衛研究の優先項目 

 
米国政府は 2001 年以降、生物兵器の脅威に対応するため、11 の政府機関に対して数百

億ドルを超える資金を投じてきた。この投資は研究と開発に加え、医学的監視と生物兵器

物質の探知の強化、州・地域・病院における備えの充実など、医学的対策と予防機器の購

入に振り向けられている。 
 
生命科学分野では、国立衛生研究所の国立アレルギー感染病研究所（NIAID）が、国家

の生物兵器防衛研究資金の大部分を提供しており、同研究所の戦略研究の優先順位は〔図

表 64〕の通りとなっている。 
 

〔図表 64〕米国立アレルギー感染病研究所の戦略研究の優先順位 

感染物質生態学 微生物とその毒素による疾病の誘発メカニズムの解明 
免疫学および宿主反応 病原菌に対する免疫機構の対抗メカニズムの理解 
ワクチン 新ワクチンの開発とワクチン改善 
製剤 病原菌と毒素を原因とする疾病の治療薬の開発 
診断 生物兵器テロを原因とする疾病の診断機器の設計 
研究資源 バイオセーフティー研究施設、データベース、その他のリソース

の構築 
（ 出 所 ） ”Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecasts” 2006.10. 

BioInformatics 
 
米国が現在、生物兵器防衛分野で注目している分野は、「新しい分子多様性の設計と創出

のための技術」「生体系のマニピュレーション」「生物学的製剤や生物学派生製品の製造・

供給・パッケージング」などとされており、これら分野の必要な技術は〔図表 65〕の様に

整理される。 
 

〔図表 65〕米国が注目する生物兵器防衛分野と必要な技術 

注目分野 必要な技術 
新しい分子多様性の設計と創出

のための技術 
DNA 合成、合成生物学、組み合わせ化学、DNA シャフリ

ング、ハイスループットスクリーニングなど 
生体系のマニピュレーション システム生物学、遺伝子抑制、ゲノミクス、幹細胞に関連

する技術 
生物学的製剤や生物学派生製品

の製造・供給・パッケージング 
マイクロカプセル化技術、マイクロフルイディクス、微細

加工、ナノ技術、遺伝子治療などの技術 
全ての生物兵器防衛研究分野 生物情報工学、ロボット工学、先端の情報管理システム 
（ 出 所 ） ”Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecasts” 2006.10. 

BioInformatics 
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7.4.4 米国における生物兵器防衛向研究の現状 

 
米国の BioInformatics は 2006 年 9 月、生物兵器防衛研究を実施あるいは実施する計画

のある科学者 529 人を対象に、生物兵器防衛研究の現状と将来見通しに関するアンケート

を実施し、「Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecast」と題

する報告書をまとめた。ここでは以下、同報告書をベースに、米国の研究機関が現在、研

究を行っている病原菌の種類、研究用途、主要研究分野、研究手法について概観していく

こととする。 
 

7.4.4.1 も良く研究されている病原菌 
 
アンケート回答者（が所属する研究）の 60％以上は、生物兵器防衛の研究に特化してお

り、食中毒や感染病（すなわち、エイズなど慢性疾患とインフルエンザなどの急性疾患）

を誘発する病原菌よりも、生物兵器（例えば、炭疽菌、ペスト、野兎病菌など）として使

用される可能性の高い病原菌を研究する傾向にある〔図表 66〕。 
 

〔図表 66〕実質的に生物兵器防衛研究に特化した研究所で研究された病原菌 
 60%を超える研究所

が生物兵器防衛研究
に特化 

研究した病原菌 比率 回答者数
炭疽菌 32% 97 
大腸菌0157:H7 21% 63 
鳥インフルエンザ 20% 62 
ヒト免疫不全ウイルス 17% 59 
ペスト菌 42% 52 
肝臓炎ウイルス 14% 50 
野兎病 45% 49 
リシン 28% 47 
ボツリヌストキシン 32% 44 
チフス菌 19% 42 
回答者合計 21% 311 

（ 出 所 ） ”Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecasts” 2006.10. 
BioInformatics 

 
研究中（計画中を含む）の疾病・潜在的バイオテロ物質として も多く挙げられたのは、

「炭疽菌」で 128 件、次いで「鳥インフルエンザ（99 件）」、「ヒト免疫不全ウィルス（96
件）」、「大腸菌 O157:H7（87 件）」、「肝臓炎ウィルス（71 件）」などとなっている。「既存

バイヤー」（すなわち、既に生物兵器防衛研究を行っている回答者）では「炭疽菌」が 97
件と も多かったが、新規バイヤー（すなわち、近い将来に生物兵器防衛研究を行う予定

の回答者）では「鳥インフルエンザ」と「ヒト免疫不全ウィルス」が共に 37 件で も多

かった〔図表 67〕。 
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〔図表 67〕研究中（計画中を含む）の疾病、潜在的バイオテロ物質 
 既存 

バイヤー

新規 
バイヤー 合計 

炭疽菌 97 31 128 
鳥インフルエンザ（高病原性） 62 37 99 
ヒト免疫不全ウイルス 59 37 96 
大腸菌 0157:H7 63 24 87 
肝臓炎ウイルス 50 21 71 
リシン 47 23 70 
野兎病菌 49 14 63 
ペスト菌 52 10 62 
結核菌 40 18 58 
チフス菌 42 15 57 
ボツリヌス毒素 44 13 57 
血液剤 31 23 54 
黄色ブドウ球菌毒素 36 14 50 
神経ガス 30 19 49 
重症急性呼吸器症候群（SARS） 33 12 45 
フィロウイルス（エボラ、マールブルグ） 26 13 39 
ボツリヌス菌 32 7 39 
コレラ菌 34 4 38 
志賀毒素および志賀様毒素リボソーム不活性化タンパク質 25 12 37 
サル痘ウイルス 31 5 36 
ウシ流産菌、ヤギ流産菌、またはブタ流産菌 28 7 35 
デング熱ウイルス 26 7 33 
ウエルシュ菌毒素 26 6 32 
窒息性毒剤 17 12 29 
口蹄疫ウイルス 16 12 28 
コクシエラ・バーネッティ 24 4 28 
黄熱病ウイルス 25 2 27 
シゲラ・ディゼンテリエ 24 3 27 
ビラン剤 17 10 27 
東部ウマ脳炎ウイルス 21 5 26 
鼻疽菌（偽鼻疽菌） 22 4 26 
狂犬病ウイルス 22 3 25 
ダニ媒介脳炎群（フラビン）ウイルス 20 5 25 
類鼻疽菌（偽鼻疽菌） 20 5 25 
オウム病クラミジア 18 4 22 
ハンターンウイルス 15 6 21 
発疹チフス・リケッチア 18 3 21 
ロッキー山紅斑熱リケッチア 17 4 21 
西部ウマ脳炎ウイルス 19 1 20 
日本脳炎ウイルス 13 5 18 
ニューカッスル病ウイルス（VVND）  11 4 15 
リフトバレー熱ウイルス 14 1 15 
ニパ・ヘンドラ複合ウイルス 7 3 10 
その他 43 23 66 
総回答数 312 206 518 

（ 出 所 ） ”Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecasts” 2006.10. 
BioInformatics 
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 また、研究用途（病原菌の検出、疾病予防、疾病治療）毎に、研究対象の病原菌と研究

分野をまとめると〔図表 68〕のようになる。病原菌の検出では、病原菌として炭疽菌（32％）、

大腸菌 O157:H7（28％）、肝臓炎ウィルス（25％）などが多く挙げられ、研究分野として

は診断法（69％）、病因（21％）、感染（17％）などが多く挙げられている。疾病予防では、

病原菌として炭疽菌（27％）、人免疫不全（18％）、鳥インフルエンザ（17％）、大腸菌

O157:H7などが多く挙げられ、研究分野としては、ワクチン（52％）、宿主免疫反応（45％）、

病因（39％）などが多く挙げられている。疾病治療では、病原菌として炭疽菌（35％）、

ヒト免疫不全（20％）、鳥インフルエンザ（19％）、野兎病（19％）などが多く挙げられ、

研究分野としては宿主免疫反応（43％）、病因（43％）、感染（37％）などが多く挙げられ

ている。 
 

〔図表 68〕主要研究分野と生物兵器防衛に関連する病原菌 

 研究用途（n=310） 
 病原菌の検出（n=110） 疾病予防（n=109） 疾病治療（n=91） 
ラン
ク 病原菌 主要研究分

野 病原菌 主要研究分
野 病原菌 主要研究分

野 

1 
炭疽菌 

（32％） 
診断法 

（69％） 
炭疽菌 

（27％） 
ワクチン 
（52%） 

炭疽菌 
（35％） 

宿主免疫反応

（43%） 

2 
大腸菌0157:H7 

（28%） 
病因 

（21%） 
ヒト免疫不全 

（18%） 
宿主免疫反応

（45%） 
ヒト免疫不全 

（20%） 
病因 

（43%） 

3 
肝臓炎ウイルス 

（25%） 
感染 

（17%） 
鳥インフルエンザ

（17%） 
病因 

（39%） 
鳥インフルエンザ 

（19%） 
感染 

（37%） 

4 
鳥インフルエンザ

（24%） 
宿主免疫反応 

（16%） 
大腸菌0157:H7 

（17%） 
感染 

（33%） 
野兎病 
（19%） 

ワクチン 
（33%） 

5 
リシン 
（24%） 

抗生物質 
（16%） 

ペスト菌 
（13%） 

細菌免疫回避と

抵抗（24%）
ペスト菌（18%） 抗生物質（27%）

（ 出 所 ） ”Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecasts” 2006.10. 
BioInformatics 

 
 

7.4.4.1 生物兵器防衛研究の研究アプローチと手法 
 
 生物兵器防衛研究の研究対象に も関連した研究アプローチについてみると、検出では

「生物情報学」「機能ゲノム科学」「分子と細胞」「トキシコゲノミクス」が多く、予防では

「動物モデル」「細胞と組織培養」「発生生物学」「遺伝子組み換え」が多く、治療では「細

胞と組織培養」「プロテオミクス」が多くなっている〔図表 69〕。 
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〔図表 69〕生物兵器防衛の研究対象に最も関連した研究アプローチ 
検出 予防 治療 

生物情報学 動物モデル 細胞と組織培養 
機能ゲノム科学 細胞と組織培養 プロテオミクス 
分子と細胞 発生生物学  
トキシコゲノミクス 遺伝子組み換え  

（ 出 所 ） ”Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecasts” 2006.10. 
BioInformatics 

 
 生物兵器防衛研究で使用する手法を、「真核生物培養」「遺伝子発現」「ゲノム分析」「イ

メージング」「原核生物培養」「タンパク質科学」について各カテゴリ上位３つの手法まと

めると〔図表 70〕のようになる。 
 

〔図表 70〕生物兵器防衛研究で使用する手法 

ラ

ン

ク 

真核生物培養 
57％ 

遺伝子発現 
49％ 

ゲノム分析 
39％ 

イメージング 
35％ 

原核生物培養 
41％ 

タンパク質科学

44％ 

1 吸着 44% 
リアルタ

イム PCR 
67% 

古典的

PCR 
67％

蛍光顕微鏡

検査法 
77％ 液体培地 88％ 電気泳動法 80％

2 
低温 
保存 

41% 
逆転写

PCR 
66% 

シークエ

ンシング
67%

光学顕微鏡

検査法 
77% 固体培地 67% 

ウエスタン

ブロット法 
74%

3 拡張 38% 
DNA マイ

クロアレ

イ 
54% 

電気 
泳動法 

64%
フローサイ

トメトリー

法 
62% 選択培地 52% 

酵素免疫 
測定法 

72%

（注）各主要カテゴリ上位 3 つの手法のみを反映している。 
（ 出 所 ） ”Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecasts” 2006.10. 

BioInformatics 
 
 
7.4.4.1 生物兵器防衛研究の成長分野 
 
 生物兵器防衛研究で今後、拡大が予想される成長分野としては「真核細胞培養」「RNA
遺伝子発現」「ゲノム分析」「イメージング」「タンパク質分析」が挙げられる。これら分野

で新規バイヤーに使用されて成長が見込まれる手法をまとめると〔図表 71〕のようになる。

「真核細胞培養」では「付着」との回答が も多く、既存バイヤーで 44％、新規バイヤー

で 53％となっている。「RNA 遺伝子発現」では「リアルタイム PCR」との回答が も多

く、既存バイヤーで 67％、新規バイヤーで 72％となっている。「ゲノム分析」では「リア

ルタイム PCR」との回答が も多く、既存バイヤーで 58％、新規バイヤーで 63％となっ

ている。「イメージング」では「ポジトロン放出断層撮影」との回答が も多く、既存バイ
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ヤーで 6％、新規バイヤーで 13％となっている。「タンパク質分析」では「イムノプレシ

ピテーション」との回答が も多く、既存バイヤーで 53％、新規バイヤーで 56％となっ

ている。 
 

〔図表 71〕新規バイヤーに使用されて、成長が見込まれる手法 

 使用手法 既存バイヤー 新規バイヤー 

真核細胞培養 

付着 

分化 

遺伝子工学 

幹細胞 

44% 

32% 

31% 

9% 

53% 

37% 

34% 

16% 

RNA遺伝子発現 

リアルタイムPCR 

RNA干渉（二本鎖RNA） 

発現プロファイリング 

ノーザンブロッティング 

アンチセンスノックダウン 

アンチセンススプライスブロッキング

67％ 

32% 

32% 

28% 

26% 

8% 

72% 

41% 

35% 

31% 

31% 

10% 

ゲノム分析 

リアルタイムPCR 

DNAマイクロアレイ 

無作為増幅多形DNA 

58% 

58% 

10% 

63% 

60% 

12% 

イメージング ポジトロン放出断層撮影 6% 13% 

タンパク質分析 

イムノプレシピテーション 

タンパク質マイクロアレイ 

その他 

53% 

24% 

4% 

56% 

32% 

7% 

（ 出 所 ） ”Market Opportunities in Biodefense Research: Trends and Forecasts” 2006.10. 
BioInformatics 
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7.5 先端・収斂技術を活用した将来の兵器及び武器・装備品技術 

 
 ナノテクノロジーやバイオテクノロジーなどの先端・収斂技術を活用した将来の兵器及

び武器装備品は研究中や概念段階のものが多いが、本報告書で言及したものを整理すると

〔図表 72〕のようになる。 
 

〔図表 72〕先端・収斂技術を活用した（将来の）兵器及び武器装備品 

兵器等に転用可能な先端／収斂技術 兵器、武器装備品等への応用例 

ナノチューブ 弾道ミサイル及び核運搬システムにおいて、高圧力及

び極限の物理条件に晒されるプラットフォーム・シス

テムに弾力性や強度を付与 
抗菌剤表面コーティングの開発やフィ

ルターとして利用可能な浸透性コンポ

ジット・ナノ粒子 

ガスマスク及び他の呼吸用フィルター、危険な環境下

のプラットフォーム、人材の配備に使用される軍用車

両及び軍用機 
界面活性の多機能繊維及び布地 付加的機能を持つ軽量な歩兵戦闘服 
ナノラミネート加工の遮熱コーティン

グ及びナノが強化された高温ポリマー

高圧力のタービン翼や翼板（航空機用） 

ナノ結晶性ダイヤモンド被覆 運搬物の強化 
量子ドット 車両または化学物質からの放射エネルギーの測定 
露光式パターン形成されたナノ複合材

料 
露光式パターン形成されたナノ複合材料に低密度の

やわらかい金属合金を混入することで防護服の耐衝

撃性が向上 
殺菌ナノコーティング 高分子ナノ複合材料を利用した MRE（携帯用食糧）

パッケージング 
蛍光性ナノワイヤーアレイ及び 
分子プリズム 

調節可能な化学的・生物学的・放射線学的センサー 

ナノチューブ基盤のコンピュータ機器 空軍による宇宙での応用 
ナノチューブ基盤の耐放射線性・非揮

発性 RAM(NRAM) 
戦場の電子技術の保護 

ナノメータースケールの電子装置と 
センサー開発 

全天候型レーダーによる監視のための超短波、極超短

波、中波、及びミリ波の電力増幅器 
ヒトゲノム地図 特定人種を標的とする生物兵器 
DNA 人工合成 危険な細菌を合成した生物兵器 
（出所）Jane’s ほか 
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８．まとめ－日本企業が注目すべき米国の機微技術規制動向 
 
米国の輸出管理規制は、ミサイルや爆発物などの従来の軍事技術を用いた軍事プラット

フォームから、核関連技術及び化学・生物・核の兵器を含む大量破壊兵器に至るまですべ

てを網羅している。更に近年においては、これら対象技術はコンピュータやソフトウェア、

C4ISR 技術の開発などの情報技術に拡大されている。 
 
米商務省産業安全保障局（BIS）の規制品目リスト（CCL）は、通常兵器のほかデュア

ルユース技術やミサイル関連技術を取り扱う、多数の国際的・多国籍間の輸出規制レジー

ムに関する情報を常に 新に保っている。BIS には、CCL の 新化を効率的に行うため、

商務省が設置した多数の独立委員会があり、様々な技術分野について助言したり、規制す

べき技術を提案したりしている。具体的には、次の技術分野についてアドバイスを行う委

員会がある。 
 
・ 化学と生物 
・ 核 
・ 先端技術 
・ ミサイル及び通常兵器の技術 
・ 通常兵器 
 
ある特定の技術が輸出規制の対象に値すると判断された場合、BIS は他の政府機関や諸

官庁に連絡をしてその根拠に関する情報提供を求めている。Jane’s が米政府機関にインタ

ビューしたところ、国防総省（DOD）、国家安全保障局（NSA）のほか中央情報局（CIA）

の全てが C4ISR 関連技術の規制を提案すると回答したという。C4ISR 技術が主として軍

事利用されることを踏まえると、この問題で助言を求められるのは主に DOD と NSA であ

るが、輸出規制が正当であるかどうかの 終決定や規制の実施について責任を有するのは

BIS である。 
 
本報告書で取り上げた多くの C4ISR 技術、特に遠隔通信機能やローカルネットワーク

を持つ技術 は、CCL カテゴリー4 及び 5 に基づいた輸出規制の対象と考えられており、

暗号化、電子戦争システム、これらすべてのソフトウェアのほか、コンピュータやサーバ

ーなどの主記憶装置についても同様である。更に、デジタルソフト制御の無線（ハリス社

製ファルコン 2 及び ITT 社製 SINCGARS）などの特定の機器についてもカテゴリー5 に

基づく CCL に含まれる一方で、レーダーやレーザーのようなセンサーはカテゴリー6 と 7
に含まれる。 
 

Jane’s のインタビューに応じた BIS 職員は、先端の C4ISR 技術及び次世代ネットワー
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ク中心戦争に関連する機器についても同じように DOD によって統制されることを確かに

期待しているという。それは、C4ISR 技術が軍事活動における重要性が今後も継続する可

能性があること、そしてその技術の機密性を守る環境や外国の軍事力のためのアクセスが

必要であること前提としている。実際に彼らは、今のところ輸出規制リストにない C4ISR
技術（まだ規制されていない場合には実際に言及することはできないが）は間違いなく BIS
によって CCL に追加されるとの見解を示していたという。追加される技術には、無人航

空機、次世代衛星通信技術、ネットワーク（WAN/LAN）システム、より高度なコンピュ

ータやシステム（組み込む暗号化システム、オペレーティング・ソフト）を含む C4ISR
の将来の先端技術も含まれると見られている。 

 
BIS と米国国防総省は、新たな C4ISR 関連の軍事技術が出現した場合、当該技術を識

別・分類し、それが適正な輸出管理規制の対象とすることを保障できる幅広い経験を有す

ることは明白である。しかし、ナノテクノロジー、生物学的技術、情報技術及び認知科学

といった先端・収斂技術（NBIC 技術）を適切に識別・分類し、適正な輸出管理規制の対

象とすることを保障できる経験や能力は不十分であると見られている。 
 
国防総省は、NBIC 技術の重要な研究に資金提供をしており、これらのデュアルユース

技術に対する輸出規制が敷かれることは確実であるが、これら技術がどのような用途によ

ってどのような脅威が発生するかを的確に列挙し、識別する経験は米国にも十分に無いと

見られているという。 
 
米国は先端兵器を開発するため、ナノテクノロジーをはじめとする先端・収斂技術の研

究を進めている。これらの技術は研究開発段階であり、軍事用途への利用も未知数である

ことから、未規制のものも少なくないが、今後は新たな規制品目・技術に追加されるもの

も出てくると予想される。しかし、先端・収斂技術（特にナノテクノロジー、バイオテク

ノロジー、情報技術及び認知科学）の多くは、世界中の数多くの大学や研究機関により民

生分野への応用を目的として開発されてきた経緯があることから、効率良く輸出規制を行

うことは非常に難しいと考えられる。外国の大学に協力する形で（それが悪意のない民生

用途であったとしても）米国が開発した技術へのアクセスを認めることで生じる潜在的な

国家安全保障の問題は規模が大きくまた広範囲に及ぶものである。ETRAC をはじめとす

る米国政府機関は、明確なデュアルユースまたは単に軍事用途のみを持つ技術だけに制限

すると考えられるが、そのような強制や規制の実態はまだ完全に評価されていない。日本

企業は、こうした点を踏まえ、米国の 新の規制動向に注意を払っていくことが必要であ

ると思われる。 
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９．参考資料 
 
9.1 米国の輸出管理関連動向 

 
9.1.1 対中国 

 
2008/01/18 米ワシントンにある調査機関“核兵器に関するウィスコンシン・プロジェク

ト”は 16 日に発表した報告書の中で、米国の新しい対中輸出規制は国家安

全保障の観点から緩和すべきだと主張し、2007 年 10 月の機微技術に対する

米国輸出規制の改定を批判している。米国政府が民生用（非軍事用途）と判

断した技術を中国が入手しやすくなるからである。これに対して、マンクー

ソ米商務次官は対中輸出規制を擁護したものの、同報告書の内容については

直接言及しなかった。イランやシリアに禁輸武器を民生用と偽って輸出した

企業が米国務省に処罰されるなど米国の輸出規制は厳しくなっている。(VOA 
1.18) 

2008/01/25 米 LAM Research 社は 11 月、“みなし輸出”を行ったとして輸出管理法違反

の罪で罰金 27,500 ドルを支払った。同社は、米国在住のロシア人にコンピ

ュータチップの製造に用いられる新技術の生産業務への従事を許可すると共

に、同様の新技術を別の中国生まれの従業員にも情報を開示したという。

（MISC 1.25） 
2008/01/28 Saipan Tribune によると米国移民執行関税局捜査官は、北マリアナ諸島で 2

人の中国国籍者 Zhengxing と Su Yang を軍事物資である送信ノイズ低減装

置を許可無しに中国へ輸出していたとしてチャランカノア村のホテルで逮捕

した。起訴状はテキサス州エルパソにある米国地裁に提出された。

Zhengxiang、Yang と Peter Zhu は不正輸出防止条項に反する陰謀を企てた

として告訴された。加えて、Zhu はマネーロンダリングを企てたとして 2 つ

の訴因で告訴された。サイパンにいる米国地方裁判官 David Wiseman は

Zhengxing と Yang をテキサス州への送還を承諾した。(MISC 1.29) 
2008/02/11 米国から中国へ軍事機密情報を不当に流していたとして 4 人が逮捕された。 

１．産業スパイの事例：Dongfan Greg Chung 氏は米国市民権を持つカリフ

ォルニアの 72 歳の男性である。彼は産業スパイ活動、陰謀、FBI 捜査官へ

の虚偽発言で総計８つの罪刑を受ける。彼は 30 年間ロックウェルインター

ナショナルやボーイングで、宇宙衛星プログラムを扱う航空宇宙産業に勤め、

退職後もボーイングで契約社員として働き、軍用衛星や航空機に関わるトレ

ードシークレット及び B-1 爆撃機に関する 24 個の機密マニュアルを中国へ

流出させたとして逮捕された。調べで、1979 年に中国政府から指示を受けて

いたことが分かる。彼は、中国に軍事機微情報を渡していたとして 100 年も
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の刑務所拘置を強いられている中国のエンジニア Chi Mak 氏ともつながり

がある。２．台湾の事例：米国防総省内の研究者 Bergerson 氏、Tai Shen Kuo
氏と Yu Xin Kang は国家機密情報を不正流出させたとして逮捕された。実刑

判決では、Bergerson 氏は 10 年、Kuo 氏と Ksng は一生刑務所拘置になる

だろう。このように、スパイ活動はそれぞれのケースは違うものの、軍備拡

張競争を高める米国トレードシークレットを得ることという目的は同じであ

る。また、今回のケースを受けて、司法省は経済安全保障・国家安全保障を

犠牲にしても産業スパイ規制を強化する予定だ。(BBC 2.11) 
2008/02/19 数年間にわたり米国の軍事宇宙システムのトレードシークレットを盗み、中

国に渡していたとして罪に問われていた中国生まれの米国籍エンジニアに対

して、連邦判事は無罪の答弁を行なった。FBI に虚偽発言をして逮捕された

産業スパイのエンジニアは、72 歳の Dongfan Greg Chung という男で、

Rockwell InternationalとBoeingに勤めていた間にスペースシャトル、C-17
軍事用輸送機、デルタ IV ロケットのトレードシークレットを盗んでいた。

1985 年に雇用主の承諾を得ずに中国を旅行し、政府管轄の大学や航空機製造

会社で航空宇宙技術を教示しており、F-100 戦闘機、X-15 ロケット、B-70
爆撃機の技術資料を不正に収集していたことが検察官の調べで発覚した。そ

れらはすでに中国に流出したとされている。(AP 2.19) 
2008/04/15 Earth Times が 15 日、物理学者で元 Atmospheric Glow Technologies 社で

勤務していた Daniel Max Sherman は、米国武器輸出管理法（AECA）違反

を認めたと報道。同容疑者は、テネシー大学の J. Reece Roth名誉教授と 2004
年 1 月から 2006 年 3 月の間に中国籍であるテネシー大学の大学院生研究助

手に、米空軍と契約した軍事用無人機(UAV：Drones)のためのプラズマアク

チュエータ開発に関する輸出規制対象の技術データを伝送しようと共謀して

いたという。同違反行為によって、 大 5 年の懲役・禁固、25 万ドルの罰金

が科せられる。 (MISC 2008/04/15) 
2008/04/22 2008 年 3 月に、中国人スパイが米国軍事技術を中国に流出させた Chi Mak

事件に関連して、Chi Mak 氏は 24 年と半年、そして彼と共謀していたと

される、Chi Mak 氏と血縁関係にある彼の妻は 3 年、息子は 11 ヶ月、Tai 
Wang Mak 氏は 10 年、彼の妻は 3 年の刑務所での服役を言い渡された。 
(MISC 2008/04/22) 

2008/05/20 【米 AGT 社と元教授、中国人への軍事機密データ開示で起訴される】 
 米 Atmospheric Glow Technologies 社（AGT）とテネシー大学の元教授 J・
R・Roth が 5 月 20 日、無人機（UAV）に関する軍事機密データを無許可で

中国人らに開示した罪で起訴された。起訴状によると、AGT と Roth 元教授

は 2004 年 1 月から 2006 年 5 月にかけて、規制されている UAV 用プラズマ

アクチュエータ開発関連技術をテネシー大学の中国籍の助手を含む複数の外
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国人に開示したという。 (DN 2008/05/21) 
2008/08/04 【中国に軍事機密を売却したインド系米国人の裁判が 2009 年 1 月に開始】 

中国に軍事機密を売却した疑いで逮捕された Noshir Gowadia 容疑者の裁判

が 2009 年 1 月 21 日に始まる予定である。同容疑者は、ハワイ在住のインド

系米国人で、B-2 ステルス爆撃機の元エンジニアである。2005 年 10 月に、

中国のステルス巡航ミサイルの設計に関与したとして逮捕されたが、検察お

よび弁護側の双方が数千ページにおよぶ証拠書類の確認に時間を要するとい

う理由で公判が度々延期されていた。 (ASP 2008/08/04) 
2008/08/20 【米 AGT 社、中国人への軍事機密情報漏洩で罪状を認める】 

米ノックスビルの AGT 社（Atmospherric Glow Technologies, Inc.)は、テネ

シー大卒の中国人に対して軍事機密情報を不正に提供したとする罪状を認め

た。米連邦検事事務所が発表した。AGT 社と元テネシー大学教授リース・ロ

スは武器輸出管理法に関する 18 の容疑で起訴されている。ロス氏は罪状を

否認しているが、AGT 社は 2005 年から 2006 年にかけて防衛関連技術を違

法輸出したとする 10 の容疑に対して罪状を認めた。同罪状は、ロス氏と AGT
社が空軍との間で結んだ無人飛行機（UAV）の飛行制御技術の開発契約に関

するものである。 (ASP 2008/08/20) 
2008/08/22 【台湾企業、中国へのコンピュータチップ違法輸出で罰金】 

米商務省産業安全保障局(BIS)は 8 月 22 日、台湾企業の榮師電機（Johnson 
Trading & Engineering）がコンピュータチップを中国に違法輸出したこと

を認め、罰金 9 万ドルを支払うことに合意したと発表した。榮師電機は 2003
年 2 月から同年 12 月にかけて、EAR で輸出が規制されているコンピュータ

チップを無許可で米国から台湾・香港経由で中国に輸出したという。 (BIS 
2008/08/22) 

2008/08/25 【中国人への軍事機密情報漏えい容疑の元大学教授の裁判始まる】 
米 AGT（Atmospheric Glow Technologies）社が中国人に軍事機密情報を漏

洩した問題で、AGT 社の顧問でテネシー大学の J.Reece Roth 元教授の裁判

が始まった。同元教授は、テネシー大学の元卒業生２人が中国籍とイラン国

籍を有することを知りながら無人飛行機（UAV）の開発プロジェクトに違法

に参加させた疑いで告発されている。 (KnoxNews) (MISC 2008/08/25) 
2008/08/29 【米テネシー大元教授、中国人らへの軍事機密情報漏えい容疑を否認】 

米テネシー大学元教授でプラズマ物理学の専門家の R・Roth 容疑者は 8 月

29 日、軍事機密情報漏えい容疑を否認した。Roth 元教授は、テネシー大学

卒の中国人とイラン人に無人飛行機（UAV）の開発に関する機密情報を漏洩

した容疑、および 2006 年に講演で中国を訪れた際に、中国への持ち出しが

禁止されている研究成果などの機密情報をノートパソコンに入れて持ち込み、

中国の大学教授のネットワーク経由でこれら機密情報を E-mail で送付した
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容疑で告訴され、公判中の身となっている。 (ASP 2008/08/29) 
2008/09/26 【加速度センサーの違法輸出を試みた中国人女性に有罪判決】 

中国に加速度センサーを違法輸出しようとした Qing Li 容疑者に懲役 1 年の

判決が下された。同容疑者は、米国在住の中国女性で、核兵器製造に転用さ

れる恐れのある加速度センサーを 2007 年にカリフォルニア州の Endevco 社

から購入し、香港経由で中国に密輸しようとした。 (ASP 2008/09/26) 
2008/09/26 【中国系米国人がロケット打上げ技術の違法輸出で逮捕】 

AMAC International 社（バージニア州）の Shu Quan-Sheng 社長は、ロケ

ット打ち上げの技術データ等を中国へ違法輸出した容疑で逮捕された。同容

疑者は、受注の便宜を図ってもらうため中国政府関係者に賄賂を贈った容疑

もかけられている。（bizchina） (MISC 2008/09/26) 
2008/10/28 【シンガポール人ら 3 人が中国への炭素繊維違法輸出で告発される】 

シンガポール人（2 人）とニューヨーク在住の米国人が 10 月 28 日、ロケッ

トや宇宙船等の材料に使用される炭素繊維を違法に中国に輸出したとして告

発された。これら３人は共謀して、中国政府が人工衛星を製造する際に使用

する炭素繊維を航天技術研究院に違法輸出したという。(RTT News) (MISC 
2008/10/29) 

2008/11/04 【米半導体企業、安全保障規制理由品目を不正輸出・再輸出】 
 米国商務省産業安全保障局(BIS)は 11 月 4 日、「カリフォルニア州サニーベ

ールのマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ(Maxim Integrated 
Products)社」が、192,000 ドルの民事罰金を支払うことで合意したと発表し

た。BIS 発表によると複数の違反の中で、半導体メーカーである同社は、イ

ラン国籍保有者や中国国籍保有者などに規制対象技術を開示し（みなし輸出

規制違反）、国家安全保障理由によって規制されている集積回路やその関連部

品（NS 規制品目）を、イラン、中国、エストニア、ロシア、ウクライナに

向けて、輸出・再輸出したとのことである。 (BIS 2008/11/04) 
2008/11/04 【米 Marysol Technologies 社、輸出管理規則の違反で罰金 180,000 ドル】 

 米国商務省産業安全保障局(BIS)は 11 月 4 日、フロリダ州クリアウォータ

ーの Marysol Technologies 社が、80,000 ドルの罰金を支払うことで合意し

たと発表した。BIS 発表によると、同社は中国、インド、ベラルーシ、ロシ

アへ輸出申請をせずにレーザー設備を輸出し、その行為が輸出管理規則

(EAR)の 9 規定項目に違反していたとのことである。 (BIS 2008/11/04) 
2008/11/17 【中国系の米国企業社長、宇宙ロケット技術を中国に違法輸出】 

 米国の AMAC International 社の Quan-Sheng Shu 社長（68 歳）は、中国

政府から 400 万ドルの契約を獲得するため、宇宙ロケット打上げ技術に関す

る情報を中国に違法に提供すると共に、19 万ドルの賄賂を中国政府関係者に

渡そうとしことを認めた。米司法省関係者が 11 月 17 日に明らかにした。Shu
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社長は、中国生まれの物理学者で、2003 年から 2007 年 10 月にかけて中国

の極低温燃料システムの設計開発を支援すると共に、液体水素タンクやポン

プ、バルブ、フィルター等の設計・製造に関する技術情報も中国に提供した

ことを認めたという。 (ALJ 2008/11/17) 
2008/12/09 【中国系米企業従業員、中国への違法輸出で逮捕される】 

中国系米企業 Chitron Electronics Inc.（マサチューセッツ州）の従業員が、

2005 年初めに香港のフロントカンパニーを通じて中国に輸出規制品目を輸

出する際、輸出関連文書を偽造したとして逮捕された。米連邦検察官が明ら

かにしたもので、逮捕されたのは、Zhen Zhou Wu 容疑者、Yufeng Wei 容疑

者、Bo Li 容疑者の３人。なお、輸出品目の詳細は不明である。 (ASP 
2008/12/09) 

2008/12/12 【輸出関連文書偽造の中国系米企業従業員、米地裁で起訴】 
輸出関連文書偽造の罪で逮捕されていた中国系米企業 Chitron Electronics 
Inc.（マサチューセッツ州）の中国人従業員３人が 12 月 12 日、米地裁で起

訴された。被告３人は 大で懲役 20 年と 3 年の指導監督付釈放および 100
万ドルの罰金を科せられる可能性があるという。また、被告３人のうち二人

は、これとは別の罪で更に数年の懲役と数十万ドルの罰金が追加される可能

性がある。(Faxts) (MISC 2008/12/12) 
2008/12/30 【米、赤外線撮像装置を中国に違法輸出した男２人を逮捕】 

赤外線撮像装置 10 台を米国から中国・上海に違法輸出したとして２人の男

が 12 月 30 日に米国で逮捕された。逮捕されたのは Sam Ching Sheng Lee
容疑者（63 歳）とその甥の Charles Lee 容疑者（31 歳）。Charles Lee 容疑

者は、中国へ輸出することを隠したまま赤外線カメラを 9,500 ドルで購入し

た容疑がもたれている。一方、Sam Lee 容疑者には輸出許可を取得せずに中

国へ違法輸出した容疑がもたれている。 (ASP 2008/12/31) 
2009/01/12 【中国系米企業社長、半導体チップの違法輸出で告発される】 中国系米企

業社長が１月 12 日、 新の通信・レーダー装置に使用される可能性のある

半導体チップを中国に違法輸出した罪で告発された。告発されたのは、

Cheerway Inc.社の William Chai-Wai Tsu 社長で、米カリフォルニア州のサ

ンノゼの会社から少なくとも 200 個の半導体チップを購入し、中国に違法輸

出したとされている。罪が確定すれば、同被告には懲役 20 年が科せられる

という。(Fudzilla) (MISC 2009/01/15) 
 

9.1.2 対イラン 

 
2008/01/15 ワシントンポスト紙は、イランへの F14 戦闘機用部品の密輸が摘発されたと

報じた。逮捕されたのは元フライト・インストラクターのイラン系米国人（51
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歳）で、南カリフォルニアから FEDEX でイランに輸出しようとしたという。

密輸を企てた部品は 13,000 点におよび 54 万ドルに相当するとされている。

（MISC 1.15） 
2008/03/31 米国人夫妻が、軍事及び民生用航空機の部品をイランに違法輸出した罪で告

発された。告発されたのはシンガポールで会社を経営する Brian Woodford 
及び Laura Woodford で、Laura 夫人は香港から米国に入国したところを逮

捕されたという。 (UPI 2008/03/31) 
2008/04/10 米商務省産業安全保障局(BIS)は、「仏のエサングに本社を置く Cryostar SAS

社が、極低温用水中ポンプ（cryogenic submersible pump）をイランに違法

再輸出したこと、及び違法輸出を企てていたことを認めた」と発表した。同

社には、罰金 50万ドルと２年間の業務停止処分が科せられる見通しである。 
(BIS 2008/04/10) 

2008/04/25 イランに夜間暗視装置を違法輸出しようとしたとして米国で起訴されてい

たイラン人女性が25日、罪を認めた。この女性は、イラン人のShahrazad Mir 
Gholikhan（30 歳）被告で、フロリダ南部を旅行している際に逮捕され 2007
年 12 月から刑務所に拘置されていた。 (Sun Sentinel) (MISC 2008/04/25) 

2008/07/30 【イラン系武器ディーラー、米国で罰金の可能性】 
米 Kesh Air International 社の社長でイラン生まれの Hassan Saied 
Keshari 容疑者とその共謀者である Traian Bujduveanu 容疑者は、営利目的

でイランに F-14 トムキャット戦闘機や AH-1、CH-53 戦闘ヘリを違法輸出

しようとした罪に問われている。有罪判決を受けた場合、武器輸出法及びイ

ランに対する禁輸措置に違反した罪で、5 年から 20 年の禁固刑、100 万ドル

の罰金が課せられる可能性がある。(AND Kronos International) (MISC 
2008/07/30) 

2008/08/25 【中国人への軍事機密情報漏えい容疑の元大学教授の裁判始まる】 
米 AGT（Atmospheric Glow Technologies）社が中国人に軍事機密情報を漏

洩した問題で、AGT 社の顧問でテネシー大学の J.Reece Roth 元教授の裁判

が始まった。同元教授は、テネシー大学の元卒業生２人が中国籍とイラン国

籍を有することを知りながら無人飛行機（UAV）の開発プロジェクトに違法

に参加させた疑いで告発されている。 (KnoxNews) (MISC 2008/08/25) 
2008/08/29 【米テネシー大元教授、中国人らへの軍事機密情報漏えい容疑を否認】 

米テネシー大学元教授でプラズマ物理学の専門家の R・Roth 容疑者は 8 月

29 日、軍事機密情報漏えい容疑を否認した。Roth 元教授は、テネシー大学

卒の中国人とイラン人に無人飛行機（UAV）の開発に関する機密情報を漏洩

した容疑、および 2006 年に講演で中国を訪れた際に、中国への持ち出しが

禁止されている研究成果などの機密情報をノートパソコンに入れて持ち込み、

中国の大学教授のネットワーク経由でこれら機密情報を E-mail で送付した
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容疑で告訴され、公判中の身となっている。 (ASP 2008/08/29) 
2008/09/19 【米フロリダ州外国事業者、IED 部品違法輸出しイラクの米兵殺傷】 

米マイアミ連邦地裁で、16 の外国のエンティティ(個人・企業)が、米製品を

違法にイランに輸出し、それによってイラクの米兵が殺傷されたとして起訴

された。米国製コンピューター・チップ等の先端技術品らは、イランと関連

ある企業に輸出され、イラクで被害を出している仕掛け爆弾 (IED：

improvised explosive devices)に使用されたとされている。起訴状によると、

８人の個人、UAE、マレーシア、シンガポール、英、独の企業が対象とされ、

製造者である米 AMD 社の協力により仲介業者等を経て繋がりが明らかにな

ったという。 (MISC 2008/09/19) 
2008/09/23 【タイ、米国からの不正輸出の控訴認めず】 

米国は、イラン空軍士官 Jamshid Ghassemi (57)が、2006 年 10 月に米国カ

リフォルニア州サンディエゴでミサイルの誘導装置に転用可能な 12 の加速

度計の購入を試み、無許可でイランへ輸出しようとしたとして控訴していた。

しかし、同容疑者を拘留していたタイ側は、米国側の域外規制の要望を認め

ず、同容疑者の釈放を行っている。 (APO 2008/09/23) 
2008/10/24 【米国、イラン等にミサイル技術等を売却した中・露企業を制裁】 

ロイター通信は 10 月 24 日、米国務省が中国、ロシアなどの計 13 の企業・

団体と米政府機関との取引を禁止したと伝えた。制裁の対象となったのはロ

シアの国営武器輸出公社「ロスオボロンエクスポルト」などで、これらの企

業・団体は、ミサイル開発あるいは大量破壊兵器（WMD）開発を支援する

可能性のある装置をイラン、シリアおよび北朝鮮に売却したという。 (GSN 
2008/10/24) 

2008/11/04 【米半導体企業、安全保障規制理由品目を不正輸出・再輸出】 
 米国商務省産業安全保障局(BIS)は 11 月 4 日、「カリフォルニア州サニーベ

ールのマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ(Maxim Integrated 
Products)社」が、192,000 ドルの民事罰金を支払うことで合意したと発表し

た。BIS 発表によると複数の違反の中で、半導体メーカーである同社は、イ

ラン国籍保有者や中国国籍保有者などに規制対象技術を開示し（みなし輸出

規制違反）、国家安全保障理由によって規制されている集積回路やその関連部

品（NS 規制品目）を、イラン、中国、エストニア、ロシア、ウクライナに

向けて、輸出・再輸出したとのことである。 (BIS 2008/11/04) 
2008/11/17 【イランとの不法取引容疑で、２人の米国人を告発】 

 米ペンシルバニア州の地方検事は 11 月 18 日、ペンシルバニア州 Broomall
のモハマド・レザ・ バガリ（41 歳）、メリーランド州 Edgwood のミーア・

ホセイン・ガーエミ（42 歳）の２人を、2002 年頃から 2008 年にかけてイ

ラン向けの不法取引に関与した容疑で告発した。両被告は、国際緊急事態経
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済権限法(IEEPA)に違反した罪、米国市民権を不正に入手しようとした罪や

不正に入手した移民文書の所持罪に問われているという。（Market Watch） 
(GSN 2008/11/17) 

2008/11/18 【米政府、イランへの違法輸出容疑でイラン系移民を逮捕】 
 米国政府は 11 月 18 日、燃料電池技術、遠心分離機、コンピュータ機器及

びその他の関連資材をイランへ販売し、禁止されているイランとの貿易取引

を違法に行ったとして、イラン系移民 2 名を告発した。告発されたのは、

Saamen 社に勤務していた Mir Hossein Ghaemi（42 歳）、Mohammad Reza 
Vaghari（41 歳）で、両容疑者は UAE 経由でイランに迂回輸出していたと

いう。 (AFP 2008/11/18) 
2008/12/17 【暗視装置の違法輸出を計画したイラン人女性の審議始まる】 

米連邦大陪審は 12 月 17 日、イランへの暗視装置の違法輸出計画容疑で起訴

されたイラン人女性の審議を開始した。このイラン人女性は元夫と共謀し、

イランの警察や軍へ売却するために 3,500 台の軍用暗視装置を不正入手しよ

うとしたとされている。しかし、被告女性は無罪を主張しているという。 
(ASP 2008/12/17) 

2008/12/29 【米 HP 製プリンター、第三者を介してイランに輸出される】 
 イランのプリンター市場で、米ヒューレット・パッカードの製品が 41％の

シェアを占めトップになっているという。米国からイランへの輸出は禁じら

れているが、第三者を介してイランに輸出されていると見られている。米国

の輸出管理に詳しい Robert Clifton Burns 弁護士は「第三者を介して輸出さ

れている場合、HP 自体がイランへの輸出を知っていたということを証明す

るのは難しい」としている。 (BG 2008/12/29) 
2008/12/31 【米コーエイド社、ソフトウェアをイラン等に違法輸出】 

米商務省産業安全保障局（BIS）は 12 月 31 日、「米コーエイド社（COADE 
Inc.）がイラン及び Entity List に掲載されている企業にソフトウェアを違法

輸出したことを認め、民事罰金 13 万ドルを支払うことに同意した」と発表

した。コーエイド社は、規制されているソフトウェアをアラブ首長国連邦経

由でイランに輸出したほか、BIS の Entity List に掲載されている印企業と

パキスタン企業に違法輸出したという。 (BIS 2008/12/31) 
2008/12/31 【米科学機器製造会社、輸出管理規則違反で罰金 20 万ドル】 

米商務省産業安全保障局（BIS）は 12 月 31 日、「イリノイ州の科学機器製造

会社である Buehler Limited に対し、EAR における 81 項目の許可申請義務

を怠ったとして、罰金 200,000 ドルを課した」と発表した。BIS 発表による

と、Buehler Limited が違法輸出したのは、トリエタノールアミン（TEA）

を含む切削油（潤滑油）“Coolmet”で、2001 年 11 月から 2006 年 7 月の間

に同社は、中国・香港・タイ・インド・ブラジル・イスラエルへ、許可申請
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を行わずに同製品を違法輸出したという。 (BIS 2008/12/31) 
2009/01/26 【イラン系米国人、F-14 等の部品をイランへ違法輸出】  イラン系米企業

社長が 1 月 26 日、F-14 戦闘機や他の軍用機の部品をイランへ違法輸出した

ことを認めた。容疑を認めたのは、Kesh Air International 社の Hassan 
Saied Keshari 社長。判決は 4 月 8 日に言い渡される予定で、同社長には

大で懲役５年と罰金 25 万ドルが、Kesh Air International 社には罰金 50 万

ドルが科せられるという。 (REUT 2009/01/26) 
2009/01/28 【イラン系米企業、軍用・商用航空機部品のイランへの違法輸出容疑に関す

る起訴事実を認める】 米商務省や米移民関税執行局、米国防総省等は 1 月

29 日、「軍用・商用の航空機部品をイランへ不法に輸出した容疑に対し、

Hassan Saied Keshar 被告及び被告が代表を務める Kesh Air International
社が、起訴事実を認めた」と発表した。起訴内容によると、被告は禁輸先と

なるイランへ該当の米国産品目を輸出しようとしたことや、国際緊急事態経

済権限法、米武器輸出管理法に違反した事実があるという。  (ICE 
2009/01/28) 

 
9.1.3 対インド 

 
2008/03/13 米 Cirrus Electronics 社（サウスカロライナ州）の P・スダーシャン社長は

13 日、同社がミサイル及び他の兵器技術をインドに違法輸出していたことを

認めた。ロイター通信が報じたもので、同社は 2002 年から 2006 年にかけて

ヴィクラム・サラバイ宇宙センター及び国営の防衛企業であるバーラト・ダ

イナミクス社に輸出許可を取得せずミサイル技術等を輸出していたという 
(GSN 2008/03/14) 

2008/08/13 【米工作機械メーカー、インドへのミサイル技術のみなし輸出で賠償金

126,000 ドル】 
米国の Ingersoll Machine Tools（IMT）社（イリノイ州ロックフォード）は、

2003 年 11 月から 2007 年 1 月にかけて、ファイバープレースメント成形装

置の製造・開発技術および、5 軸フライス盤の製造技術をインド人とイタリ

ア人に”みなし輸出”した罪で、民事賠償金 126,000 ドルの支払いに応じる

こととなった。米商務省産業安全保障局（BIS）によれば、同技術は国家安

全保障とミサイル技術の観点から、イタリア、インドへの輸出が規制されて

おり、特にインドに関しては核の不拡散を理由に規制が敷かれているとのこ

とである。 （Mangalorean） (MISC 2008/08/13) 
2008/08/14 【デンマーク企業、水中ナビゲーション装置の不正輸出・再輸出で罰金】 

米商務省産業安全保障局（BIS)の発表によると、デンマーク・スランゲルッ

プの RAS 社が、輸出管理規則（EAR)に関する 29 の違反を犯したとして民
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事賠償金 119,250 ドルの支払いに同意した。さらに、同社の子会社に対して

も、EAR 違反の関与に応じた民事賠償金が課せられた。同社による違反事由

は主に、2002 年 6 月から 2006 年 9 月にかけて、南アフリカ、シンガポール、

アラブ首長国連邦、モザンビーク、台湾、ロシアやインドに対して水中ナビ

ゲーション装置を許可なく輸出・再輸出したことである。 (BIS 2008/08/14) 
2008/11/04 【米 Marysol Technologies 社、輸出管理規則の違反で罰金 180,000 ドル】 

 米国商務省産業安全保障局(BIS)は 11 月 4 日、フロリダ州クリアウォータ

ーの Marysol Technologies 社が、80,000 ドルの罰金を支払うことで合意し

たと発表した。BIS 発表によると、同社は中国、インド、ベラルーシ、ロシ

アへ輸出申請をせずにレーザー設備を輸出し、その行為が輸出管理規則

(EAR)の 9 規定項目に違反していたとのことである。 (BIS 2008/11/04) 
2008/12/31 【米科学機器製造会社、輸出管理規則違反で罰金 20 万ドル】 

米商務省産業安全保障局（BIS）は 12 月 31 日、「イリノイ州の科学機器製造

会社である Buehler Limited に対し、EAR における 81 項目の許可申請義務

を怠ったとして、罰金 200,000 ドルを課した」と発表した。BIS 発表による

と、Buehler Limited が違法輸出したのは、トリエタノールアミン（TEA）

を含む切削油（潤滑油）“Coolmet”で、2001 年 11 月から 2006 年 7 月の間

に同社は、中国・香港・タイ・インド・ブラジル・イスラエルへ、許可申請

を行わずに同製品を違法輸出したという。 (BIS 2008/12/31) 
 
 

9.1.4 対ロシア 

 
2008/01/25 米 LAM Research 社は 11 月、“みなし輸出”を行ったとして輸出管理法違反

の罪で罰金 27,500 ドルを支払った。同社は、米国在住のロシア人にコンピ

ュータチップの製造に用いられる新技術の生産業務への従事を許可すると共

に、同様の新技術を別の中国生まれの従業員にも情報を開示したという。

（MISC 1.25） 
2008/08/14 【デンマーク企業、水中ナビゲーション装置の不正輸出・再輸出で罰金】 

米商務省産業安全保障局（BIS)の発表によると、デンマーク・スランゲルッ

プの RAS 社が、輸出管理規則（EAR)に関する 29 の違反を犯したとして民

事賠償金 119,250 ドルの支払いに同意した。さらに、同社の子会社に対して

も、EAR 違反の関与に応じた民事賠償金が課せられた。同社による違反事由

は主に、2002 年 6 月から 2006 年 9 月にかけて、南アフリカ、シンガポール、

アラブ首長国連邦、モザンビーク、台湾、ロシアやインドに対して水中ナビ

ゲーション装置を許可なく輸出・再輸出したことである。 (BIS 2008/08/14) 
2008/10/06 【米 America Ⅱ Electronics 社、A/D 変換器の違法輸出で民事罰金に同意】 
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米商務省産業安全保障局（BIS）は 10 月 6 日、America Ⅱ Electronics 社

が EAR 違反で民事罰金 17 万ドルを支払うことに同意したと発表した。同社

は、CCL で輸出が規制されている A/D 変換器を 2003 年から 2004 年にかけ

てロシアに違法輸出したという。 (BIS 2008/10/06) 
2008/11/04 【米半導体企業、安全保障規制理由品目を不正輸出・再輸出】 

 米国商務省産業安全保障局(BIS)は 11 月 4 日、「カリフォルニア州サニーベ

ールのマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ(Maxim Integrated 
Products)社」が、192,000 ドルの民事罰金を支払うことで合意したと発表し

た。BIS 発表によると複数の違反の中で、半導体メーカーである同社は、イ

ラン国籍保有者や中国国籍保有者などに規制対象技術を開示し（みなし輸出

規制違反）、国家安全保障理由によって規制されている集積回路やその関連部

品（NS 規制品目）を、イラン、中国、エストニア、ロシア、ウクライナに

向けて、輸出・再輸出したとのことである。 (BIS 2008/11/04) 
2008/11/04 【米 Marysol Technologies 社、輸出管理規則の違反で罰金 180,000 ドル】 

 米国商務省産業安全保障局(BIS)は 11 月 4 日、フロリダ州クリアウォータ

ーの Marysol Technologies 社が、80,000 ドルの罰金を支払うことで合意し

たと発表した。BIS 発表によると、同社は中国、インド、ベラルーシ、ロシ

アへ輸出申請をせずにレーザー設備を輸出し、その行為が輸出管理規則

(EAR)の 9 規定項目に違反していたとのことである。 (BIS 2008/11/04) 
 
 

9.1.5 対台湾 

 
2008/02/11 米国から中国へ軍事機密情報を不当に流していたとして 4 人が逮捕された。 

１．産業スパイの事例：Dongfan Greg Chung 氏は米国市民権を持つカリフ

ォルニアの 72 歳の男性である。彼は産業スパイ活動、陰謀、FBI 捜査官へ

の虚偽発言で総計８つの罪刑を受ける。彼は 30 年間ロックウェルインター

ナショナルやボーイングで、宇宙衛星プログラムを扱う航空宇宙産業に勤め、

退職後もボーイングで契約社員として働き、軍用衛星や航空機に関わるトレ

ードシークレット及び B-1 爆撃機に関する 24 個の機密マニュアルを中国へ

流出させたとして逮捕された。調べで、1979 年に中国政府から指示を受けて

いたことが分かる。彼は、中国に軍事機微情報を渡していたとして 100 年も

の刑務所拘置を強いられている中国のエンジニア Chi Mak 氏ともつながり

がある。２．台湾の事例：米国防総省内の研究者 Bergerson 氏、Tai Shen Kuo
氏と Yu Xin Kang は国家機密情報を不正流出させたとして逮捕された。実刑

判決では、Bergerson 氏は 10 年、Kuo 氏と Ksng は一生刑務所拘置になる

だろう。このように、スパイ活動はそれぞれのケースは違うものの、軍備拡
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張競争を高める米国トレードシークレットを得ることという目的は同じであ

る。また、今回のケースを受けて、司法省は経済安全保障・国家安全保障を

犠牲にしても産業スパイ規制を強化する予定だ。(BBC 2.11) 
2008/08/14 【デンマーク企業、水中ナビゲーション装置の不正輸出・再輸出で罰金】 

米商務省産業安全保障局（BIS)の発表によると、デンマーク・スランゲルッ

プの RAS 社が、輸出管理規則（EAR)に関する 29 の違反を犯したとして民

事賠償金 119,250 ドルの支払いに同意した。さらに、同社の子会社に対して

も、EAR 違反の関与に応じた民事賠償金が課せられた。同社による違反事由

は主に、2002 年 6 月から 2006 年 9 月にかけて、南アフリカ、シンガポール、

アラブ首長国連邦、モザンビーク、台湾、ロシアやインドに対して水中ナビ

ゲーション装置を許可なく輸出・再輸出したことである。 (BIS 2008/08/14) 
 
 

9.1.6 対北朝鮮 

 
2007/12/27 北朝鮮向けに、米国の輸出規制リストに違反して機微な機械製品や電子媒体

を輸出していたことが発覚した。台湾をベースとして活動していたその 3 人

のビジネスマンは、北朝鮮に兵器転用が可能な物資をマカオや中国、その他

の地域において違う会社の名前で輸入し、その後北朝鮮へ間接輸出するとい

う仲介斡旋をしていたという。台湾経済部は、テロ組織の手に渡るのを防ぐ

ために、国際的制裁のもと厳正な取締りをするべきだと述べている。実際、

そのような機微な製品を輸出するには台湾経済部の輸出許可証が必要であり、

違反するものは２年間の懲役もしくは３０万ニュー台湾ドル以下の罰金の支

払う義務を課せられる。また、このような台湾の輸出管理の取り組みが、日

本、韓国そして米国の注意をひきつけている。（MISC 12.28) 
 
 

9.1.7 対イスラエル 

 
2008/04/22 米司法省は 22 日、核兵器及び防衛関連の機密情報をイスラエルに提供した

として米国人を逮捕したと発表した。逮捕されたのは、1979 年から 1985 年

にかけて米軍武器研究開発エンジニアリング・センターに勤務していた機械

エンジニアの Ben-Ami Kadish 容疑者。同容疑者は、イスラエルの諜報員が

写真撮影できるよう機密文書を自宅に持ち帰ったという。  (GSN 
2008/04/22) 

2008/12/31 【米科学機器製造会社、輸出管理規則違反で罰金 20 万ドル】 
米商務省産業安全保障局（BIS）は 12 月 31 日、「イリノイ州の科学機器製造
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会社である Buehler Limited に対し、EAR における 81 項目の許可申請義務

を怠ったとして、罰金 200,000 ドルを課した」と発表した。BIS 発表による

と、Buehler Limited が違法輸出したのは、トリエタノールアミン（TEA）

を含む切削油（潤滑油）“Coolmet”で、2001 年 11 月から 2006 年 7 月の間

に同社は、中国・香港・タイ・インド・ブラジル・イスラエルへ、許可申請

を行わずに同製品を違法輸出したという。 (BIS 2008/12/31) 
 
 

9.1.8 その他 

 
【メキシコ】 
 
2008/03/31 米国土安全保障省移民税関執行局（ICE）は 3 月 31 日、アリゾナ州ツーソ

ンでスナイパーライフルを含む複数の武器を押収したと発表した。現在調査

中であるが、これらの武器はメキシコへ密輸される予定だったと見られてい

る。今回の事件は、銃を不法所持する暴力団や武器密輸業者および外国人の

監視に当たっている“BEST（Border Enforcement Security Task Force）”
の調査により発覚したという。 (ICE 2008/03/31) 

2008/04/04 米ロサンゼルス国際空港警察が、軍事用に転用可能な赤外線カメラを中国に

密輸しようとしたとして２人の男を逮捕した。AP 通信によると、逮捕され

たのは中国籍の Yong Guo Zhi 容疑者と米国の市民権を取得した Tah Wei 
Chao 容疑者の２人で、輸出許可を取得せずに赤外線カメラを輸出しようと

したという。(All Headline News) (MISC 2008/04/04) 
2008/04/04 米国務省（DOS）は、航空機のナヴィゲーション用ソフトを違法輸出したと

して Northrop Grumman 社に罰金 1,500 万ドルを科した。Bloomberg ニュ

ースによると、Northrop 社が 2001 年に買収した Litton Indsutries が、ア

ンゴラ、中国、インドネシア及びウクライナにナヴィゲーションシステムを

違法輸出していたという。 (LBJ 2008/04/04) 
2008/09/19 【米連邦地裁、メキシコ出身者らに多数の弾薬不正輸出疑惑で懲役判決】 

テキサス南地区連邦地裁は 9 月 19 日、多数の弾薬を米国からメキシコに不

正に輸出しようとしたとして、メキシコ出身 3 名と米テキサス州出身 1 名に

30 ヶ月から 46 ヶ月の懲役の判決を下した。捜査は、「Armas Cruzadas(米
国とメキシコ両国による国境の武器密輸を摘発するためのオペレーション)」
の下に、米税関・移民局、税関・国境警備局、テキサス南地区裁によって進

められたという。(canadafreepress) (MISC 2008/09/24) 
2008/09/26 【数千の弾薬を違法輸出したメキシコ人に有罪】 

米国移民税関執行局(ICE)は 9 月 26 日、数千の弾薬を米国からメキシコに違
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法輸出したメキシコ人に対して有罪判決が下されたと発表した。有罪判決が

下 さ れ た の は 、 Noe Guadalupe Calvillo （ 29 歳 ）、 Juan Luis 
Hernandez-Ramos（37 歳）、Guadalupe Ramiro Munoz-Mendez（34 歳）、

Rogelio Garcia（47 歳）で、それぞれ懲役 2 年 6 カ月から 3 年 11 ヶ月の判

決が言い渡されたという。（hawaiireporter） (MISC 2008/09/26) 
2008/12/01 【米、メキシコへの武器密輸罪で 2 被告を収監】 

米移民関税執行局（ICE）は、エルパソで火器を購入してメキシコにそれら

を密輸入することを目論んでいた被疑者の 2 人が 12 月 1 月に収監されたと

発表した。ジョナサン・ローペッツ・グティエレス(33)およびジョン・アベ

ラル(32)の両被告は、連邦所有の武器を売買した罪で、それぞれ連邦刑務所

へ 48 か月、37 か月の間、服役することになる。 (ICE 2008/12/05) 
 
【UAE】 
2008/07/17 【米企業、F-5 戦闘機の部品とジャイロスコープを無許可で輸出】 

航空機部品の販売を行っている Air Shunt Instruments 社で輸出担当の

John Nakkashian 前副社長が、2003 年から 2004 年にかけて、米国務省に

申請が必要だったにも関わらず、無許可で F-5 戦闘機の部品をアラブ首長国

連邦に、ジャイロスコープをタイに輸出していたとして申し立てられていた。

Nakkashian 被告には、現在までに 4 つの裁判で米国武器輸出法(AECA)違
反であると判決が出ている。 (ASP 2008/07/18) 

2008/08/11 【ロッキード・マーティン社、４００万ドル支払いで不正売却問題を決着】 
ロッキード社が国務省の許可なく不正に海外にミサイルシステムを売却しよ

うとし、アラブ首長国連邦に軍事機密情報を公表したと米政府が申し立てて

いた問題に対して、同社は４００万ドルの支払いに同意し、米政府との和解

に応じた。この件で問題となったミサイルシステムはヘルファイア対戦車ミ

サイルと統合空対地長距離ミサイル（JASSM)であった。国務省は同ケース

は武器輸出規制法（ACEA)と武器輸出規制（ITAR)に違反するとの見解を表

明。ロッキード社は、違反は故意のものではなかったと釈明している。

（Orlando Sentinel） (MISC 2008/08/11) 
 
 
【タイ】 
2008/07/17 【米企業、F-5 戦闘機の部品とジャイロスコープを無許可で輸出】 

航空機部品の販売を行っている Air Shunt Instruments 社で輸出担当の

John Nakkashian 前副社長が、2003 年から 2004 年にかけて、米国務省に

申請が必要だったにも関わらず、無許可で F-5 戦闘機の部品をアラブ首長国

連邦に、ジャイロスコープをタイに輸出していたとして申し立てられていた。
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Nakkashian 被告には、現在までに 4 つの裁判で米国武器輸出法(AECA)違
反であると判決が出ている。 (ASP 2008/07/18) 

 
【ベトナム】 
2008/12/17 【暗視装置をベトナムに違法輸出しようとした容疑で，3 被告を起訴】 

米移民関税執行局（ICE）は 12 月 17 日、「カリフォルニア州ハンチントン

ビーチ市の輸出業者が、武器の輸出管理規則を守らず、暗視装置をベトナム

向けに違法輸出するつもりであったとして、ベトナム系米国人の 3 被告を起

訴した」と発表した。 (ICE 2008/12/17) 
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9.2 中国の先端技術産業発展「第 11 次５カ年計画」 

 
国家発展改革委員会による『先端技術産業発展「第 11 次５カ年計画」』の 

印刷配布についての通知 

（発改高技[2007]911 号） 

 

各省、自治区、直轄市および計画単列市、新疆生産建設兵団発展改革委員会、経済（貿易）

委員会、国務院の関連部門： 

 『国民経済と社会発展第 11 次５カ年計画綱要』と『国家中長期科学技術発展計画綱要

(2006-2010)』を貫き実行するため、当委員会組織は『先端技術産業発展「第 11 次５カ年計

画」』（以下、『計画』と略）を制定した。国務院に報告し、批准と同意を経て、この度『計

画』を印刷配布する。 

 貴方の地区および部門の実際状況を結び付け、『計画』の全体構造に基づき、自主革新、

応用への注力、産業集積、大規模発展、国際協力を堅持し、組織協調と政策支援を強め、

体制と構造の整備、重点投資の保障を行い、実情に合わせ先端技術産業の発展を地区およ

び部門の戦略的任務として迅速に進め、『計画』が提起する各項目の重点任務を完成させ、

先端技術産業の強化と大規模化を行い、先端技術産業を国民経済の戦略的先導産業として

より一層推進し、革新的国家の建設を加速することを願う。 

附：先端技術産業発展「第 11 次５カ年計画」 

 

中華人民共和国国家発展改革委員会 

2007 年 4 月 28 日 

 

序 文 

 先端技術産業は国民経済の戦略的な先導産業で、産業構造の調整と経済成長方式の転換

に重要な役割を発揮しており、現在において世界各国の総合力を競う頂点となっている。

「第 11 次５カ年計画」の時期は小康社会の全面構築における正念場であり、先端技術産業

を大いに発展させることは、我が国の新たな工業化プロセスの加速と革新型国家の建設に

おける重要任務である。 

 先端技術産業発展の「第 11 次５カ年計画」は、国民経済と社会発展の第 11 次５カ年計

画綱要を貫き実行するための具体的な計画であり、国家中長期科学技術発展計画綱要を実

施する行動計画であり、我が国の先端技術産業の迅速かつ健全な発展を推進する指導的文

書でもある。本計画の重点は、電子情報産業やバイオ産業、航空宇宙産業、新材料産業、

新エネルギー産業、海洋産業などの先端技術製造業と電信業、ネットワーク産業、デジタ

ルコンテンツ産業などを代表とする先端技術サービス業が含まれる。 
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一、現状と情勢 

 

（一）発展の現状 

 我が国の先端技術産業規模はすでに世界第 3 位で、輸出総額は世界第 2 位、新たな発展

段階に入っている。 

 牽引作用が日増しに増加。「第 10 次５カ年計画」の期間、我が国の先端技術産業は迅速

に発展し、産業構造調整を大きく促進して国民経済の新しい成長ポイントとなった。2005

年の先端技術製造業の売上収入は 3.4 兆元に達し、増加額が GDP に占める割合は 4.44％に

増加した。「第 10 次５カ年計画」期間の年平均成長率は 27.5％である。2005 年の先端技術

製品の輸出は 2,183 億 US ドルに達し、「第 9 次５カ年計画」末の 6 倍、全国の輸出総額の

28.6％を占めている。電信業務は急速に成長し、5 年で新規電話ユーザが 5 億世帯になり、

ネットワーク産業やデジタルコンテンツ産業などの先端技術サービス業が迅速に発展、情

報やバイオなどの先端技術の広範な応用と浸透が見られ、伝統産業の合理化とグレードア

ップが加速し、社会の生産や生活方式が変化し続けている。 

 国際化水準が顕著に向上。「第 10 次５カ年計画」の期間、我が国の先端技術産業の対外

開放は拡大を続け、先端技術製造業は国際から国内への移転が加速し、外資利用の規模と

水準がより向上している。外国企業の直接投資は累計で 700 億 US ドル、グローバル企業

が我が国で設立した研究開発機関は 700 か所を超え、集積回路などの技術密集型産業の国

際発展の効果が顕著となっている。基幹企業の対外進出は堅実な歩みを続けている。先端

技術製品の輸出額は年平均で 43％成長し、世界に占める割合は 10％を超えている。コンピ

ュータ、携帯電話、抗生物質、ワクチンなどの製品の生産量は世界一であり、我が国は世

界における先端技術製品の重要な生産基地となっている。 

 中心的分野で重大なブレイクスルーを実現。「第 10 次５カ年計画」の期間、先端技術産

業の自主的発展能力はやや強まった。集積回路、ソフトウェア、通信、バイオ医薬などの

分野で、32 ビット CPU や TD-SCDMA、WAPI、遺伝子薬などの独自の知的財産権を持つ

技術および基準を研究開発し、IPv6 に基づく次世代インターネットのテストが大きく進展

した。有人宇宙ロケットの実現は、我が国の宇宙技術が国際的に先進的地位に到達したこ

とを表している。デジタルテレビ、衛星ナビゲーション、光発電技術、耐虫性綿花など、

重大な科学技術成果の産業化が実現し、新興産業グループを形成した。産業の技術設備水

準は明らかに向上している。 

 産業クラスターの形成を加速。「第 10 次５カ年計画」の期間、我が国の先端技術産業の

地域集中がより加速した。長江デルタ、珠江デルタ、環渤海の三大地域の先端技術産業規

模は全国の 80％以上に達し、主な中心都市はすでに産業発展の中核エリアとなり、バイオ

医薬、航空宇宙、マイクロエレクトロニクス、光電子、ソフトウェアなどの産業基地が急

速に発展中で、先端技術技術産業パークと経済技術開発区が先端技術産業の重要な密集地

となっている。 

 現在、我が国の先端技術産業の発展は、依然として次のような顕著な問題に直面してい
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る。技術革新能力が低く、企業の技術革新の主体的地位が未確立であり、研究開発への投

資が少なく、先端技術技術人材が不足している。産業構造が合理的でなく、加工組立の割

合が過大、製品付加価値が低く、国際的分業地位が低く、国際競争力を持つ先端技術企業

が欠乏している。体制メカニズムが不完全で、業界の独占の改革が一定のレベルに達して

おらず、ベンチャー投資のメカニズムが不健全で、政策環境が産業発展のニーズに適応し

ていない。 

 

（二）発展の情勢 

 「第 11 次５カ年計画」の時期、世界の先端技術産業は新しい急速な成長期に突入し、我

が国の先端技術産業発展に有利な条件が明らかに増加したが、国際競争がより激しく、チ

ャンスと挑戦がより顕著化した。 

 革新による牽引の特徴が一層顕著に。科学技術の革新は加速傾向にあり、技術グレード

アップの周期がますます短縮化、新製品や新応用が次々に現れ、新興産業が生まれ続け、

世界の先端技術産業はまさに革新に依頼した発展時期へと入った。情報技術はよりデジタ

ル化、インテリジェント化、ネットワーク化の方向へと進み、ソフトウェアや集積回路な

どのコア技術は飛躍の時期を迎え、デジタルテレビ、第三世代移動通信、次世代ネットワ

ーク産業の発展スピードが顕著に加速し、世界の情報産業の迅速な成長のエネルギーが強

くなっている。ヒトゲノム配列解読における大きな進展から、機能的ゲノムの研究が深ま

り、クローン技術、バイオチップ、幹細胞などの新技術の革新が空前の飛躍を遂げ、バイ

オ技術は大規模な産業化の段階へと突入した。空間、海洋、新材料、新エネルギーの技術

でブレイクスルーが実現し、応用分野が迅速に拡大、現在新興産業クラスターの形成が進

んでいる。科学技術革新が起こした世界の先端技術産業の構造調整において、我が国は飛

躍の可能性と落後のリスクを共存させている。 

 国際分業と提携が新たな段階へ。先端技術産業はますます国際的な産業競争の焦点とな

り、産業移転と国際的な技術提携は競争力を高めるための重要な手段となり、共同開発や

協力がより一般的になっている。我が国の先端技術産業の外資利用水準は向上し続け、国

際協力範囲はさらに拡大し、産業移転の受け入れは、ローエンドからミドルエンド・ハイ

エンドへのグレードアップ、沿海から内陸部への拡張、生産や製造から研究開発への発展

という重要な特徴を見せ始め、国際的に重要な技術と基準の開発に関与する可能性が顕著

に増加している。同時に、我が国の先端技術産業の発展は知的財産権、技術標準、反ダン

ピングなどの貿易保護措置の圧力を受け、先進国と発展途上国からの二重の競争圧力にま

すます直面している。 

 自主発展の要求がより切実に。科学発展の実現には、堅実な科学基礎と強力な技術支援

が必要であり、先端技術経済成長方式を転換し、エネルギーや資源、環境の圧力を緩和し、

産業の合理化とグレードアップを加速する先導的な力とし、先端技術産業の迅速な発展の

内的原動力を強化してゆかなければならない。革新型国家の建設について、先端技術産業

はコア技術の独自の知的財産権を有し、自主発展の能力の向上に力を入れる努力が必要で



 190

ある。産業の安全保障について、先端技術産業は中心的技術が他からの制約を受け、コア

製品が長期に渡り輸入に頼っているという受け身の局面を変え、自主革新を強め、技術面

でのボトルネックを打破し、自主発展を実現することが必要である。 

 発展環境の合理化を進める。国家中長期科学技術発展計画綱要の要求に基づき、企業の

研究開発への投資や知的財産権の保護、自主革新能力の確立、重点産業の発展を奨励する

などの関連政策の制定が進められており、産業が自主的革新を行う環境が大幅に合理化さ

れようとしている。生産型付加価値税を消費型付加価値税に転換し、先端技術産業発展に

おける一層大きな原動力となっている。所得税制度の統一により、先端技術企業はより公

平な競争環境を得られる。ベンチャーキャピタル投資の発展により、先端技術企業の革新

と発展のエネルギーを大いに刺激する。科学技術の体制改革を進め続けることで、「軍と民

の結合、軍と民は共にある」という体制が日増しに改善され、先端技術産業に対し、より

有利な発展環境が提供されようとしている。 

 「第 11 次５カ年計画」の時期は我が国の先端技術産業が拡大、強化を続ける重要な時期

であり、発展情勢をよく把握し、歴史的チャンスをしっかり捕らえ、先端技術産業発展の

新たなブレイクスルーを実現しなければならない。 

 

 

二、指導思想、発展原則と発展目標 

 

（一）指導思想 

先端技術産業発展の指導思想とは、次の通りである：鄧小平理論と「三つの代表」の重要

思想を指導に、科学発展観を全面的に徹底、小康社会の全面的な建設という戦略目標に密

着し、社会主義的調和社会および革新型国家の構築という戦略計画に基づき、自主革新、

応用への注力、産業集積、大規模発展、国際協力を堅持し、コア競争力を持つ先導産業を

重点的に発展させ、先進的かつ実用的な先端技術産業の応用を推進、クラスター効果が顕

著である産業基地の形成を加速し、グローバルな経営能力を持つ先端技術企業を積極的に

育成する。独自の知的財産権を持つ有名ブランドを大いに発展させ、先端技術産業を加工・

組立から自主的な研究開発・製造へと成長させ、先端技術産業を強化し、伝統的産業のグ

レードアップを推進、経済成長方式の転換を促進する。 

 

（二）発展原則 

 「第 11 次５カ年計画」の時期、先端技術産業発展は以下の原則を堅持する： 

 自主革新。オリジナルの革新、集積による革新、導入・消化吸収・再革新という観点か

ら、自主革新を先端技術産業発展の戦略的立脚点とし、技術革新体系の整備、企業の技術

革新における主体的地位の強化、独自の知的財産権のコア技術や自主ブランドの育成、産

業の自主発展能力向上への注力を行う。 

 応用に注力。経済社会の発展のニーズという観点から、先端技術の運用による伝統的産
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業の向上を先端技術産業発展における戦略的重点とし、中心的技術の開発、重要装置の研

究開発、応用推進の強化、経済社会の情報化の推進、生産と管理の方法の改良、資源やエ

ネルギー消費の低減、環境汚染の減少、産業構造調整および技術進歩の促進を行う。 

 産業の集積。資源の合理的配置という観点から、産業の集積を先端技術産業発展の戦略

的手段とし、産業を優位性のある地域や主な中心都市へと集積、特色ある先端技術産業基

地の建設、輻射・牽引作用の発揮、産業チェーンの拡大と整備、比較的強い競争力を持つ

産業クラスターの形成を行う。 

 大規模な発展。新たな産業の成長ポイントの育成を加速するという観点から、自主革新

の成果の産業化を先端技術産業発展の戦略的突破口とし、産業化の環境の整備、ベンチャ

ーキャピタル投資の発展、比較的高い競争力を持つ先端技術企業クラスターと有名ブラン

ドの育成、新興市場の開拓、科学技術成果の実際生産力への転化、産業の持続的かつ迅速

な成長の実現を行う。 

 国際協力。世界の資源を充分利用するという観点から、国際協力の拡大を先端技術産業

発展の戦略的選択とし、外資の投資方向を引導し、技術協力の強化、重点産業の発展、海

外市場の開拓、グローバル経営の推進、国際化された産業システムの育成、よりハイレベ

ルかつ広範囲の国際分業参加を行う。 

 

（三）発展目標 

「第 11 次５カ年計画」の時期、先端技術産業は以下の主要発展目標の実現に努力する必要

がある。 

 自主発展の能力。先端技術産業の自主発展能力を高め続け、国家の競争力と安全に関す

るコア技術を掌握し、国内先端技術企業の発明特許数を倍増し、自主的な発展による先端

技術製造業の増加値は 50％以上に到達させ、先端技術製品輸出における独自の知的財産権

と自主ブランドの割合（輸出額）を 15％前後に高め、国家工程センター、国家工程実験室

と企業技術センターを建設、中心的技術や設備の研究開発能力を大きく高める。 

 産業構造。先端技術産業構造をさらに合理化し、電子情報産業、バイオ産業、航空宇宙

産業などの重点分野の技術レベルや製品グレードを大幅に向上させ、年間売上収入が 100

億円以上の大型先端技術企業を育成し、優位性を持つ地域、主な中心都市で革新能力が高

く、産業チェーンが整った産業クラスターを形成する。 

 国際化水準。先端技術産業の国際化で新たな進展を実現し、2010 年の先端技術製品輸出

の輸出総額に占める割合を 8000 億 US ドルに到達させ、輸出が貿易に占める割合を 30％

以上に引き上げ、先端技術製品輸出の基幹企業を育成、国際市場でのシェアをさらに高め、

外資利用の水準を向上させ、大型先端技術企業のグローバル経営能力を増強する。 

 産業規模。先端技術産業規模の拡大を維持し、2010 年の先端技術産業の増加額が GDP

に占める割合を 10％前後に引き上げ、先端技術製造業の売上収入は 9 兆元に、先端技術サ

ービス業の売上収入は 2.2 兆元に到達させる。 
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三、産業発展の重点 

 

経済社会発展の牽引作用が強く、技術の集積度が高く、国家の競争力を体現する先端技術

の基礎的なコア産業と戦略的新興産業の発展に注力し、産業全体の技術水準を向上し、新

しい経済成長ポイントを育成する。 

 

（一）電子情報産業 

情報産業は国民経済の戦略的、基礎的、先導的な支柱産業である。デジタル化、ネット

ワーク化、インテリジェント化の全体的な傾向に基づき、電子情報産業の革新能力とコア

競争力を強化し、集積回路、ソフトウェアなどの基礎的コア産業の発展に注力、次世代ネ

ットワーク、第三世代移動通信、デジタル電子、高性能コンピュータ、ネットワーク設備

などの新興産業グループを重点的に育成し、電子情報産業の発展をスピードと規模の重視

から革新と効率の重視へと転換させることを推進する。 

 集積回路産業の全面的グレードアップ。対外開放と自主発展の両立を堅持し、集積回路

産業発展政策の整備と実施を行い、産業チェーンの整備に努める。集積回路設計業を優先

的に発展させ、重要なチップの自主開発能力を高め、システムオンチップ（SOC）を重点

的に研究製造する。ナノクラスの集積回路生産ライン建設を奨励し、半導体製造技術の水

準向上に努力し、集積回路のパッケージングとテストの能力を高める。半導体専用設備、

計器および材料の研究開発と産業化を進める。「第 11 次５カ年計画」末には、比較的整っ

た集積回路産業チェーンを基本的に形成し、年間売上収入を 3000 億元以上にする。 

 ソフトウェア産業を大規模化。情報化構築と伝統的産業の改造に対応し、基礎ソフトウ

ェアを優先的に発展させ、大型アプリケーションソフトを積極的に開発、ソフトウェア産

業のプロジェクト化を進め、ソフトウェア企業の技術水準と国際競争力を高め、ソフトウ

ェアのアウトソーシングを拡大する。ソフトウェア産業の公共技術サービスシステムの確

立および整備を行い、自主革新能力を大きく向上させる。OS やデータベースおよびツー

ルソフトウェアを重点的に発展させ、セキュリティソフト、ミドルウェア、コンポーネン

ト、組み込みソフトなどの研究開発と応用を大きく支援し、電力、金融、民間航空、税務、

通信などの重点業界の大型アプリケーションソフトの開発能力とインテグレーションサー

ビスの水準をより高める。ソフトウェア産業の構造をさらに合理化し、大型の基幹ソフト

ウェア企業や競争力のある製品を育成、国際的に有名なソフトウェア企業との協力を拡大

し、ソフトウェアの国際アウトソーシング業務を積極的に行う。2010 年のソフトウェア産

業売上収入を 1 兆元に、ソフトウェア輸出額を 100 億 US ドル以上にする。 

 電子部品産業の調整と合理化。重点的なブレイクスルーを実現し、基礎を強化し、電子

部品産業を大きく発展させる。液晶（TFT-LCD）、プラズマ（PDP）、デジタルライトプロ

セッシング（DLP）、および反射型液晶（LCOS）などの新型ディスプレイを積極的に発展

させ、コア技術の一部を掌握し、ディスプレイ産業の新型ディスプレイ産業への戦略的移
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行を速める。中心的技術におけるブレイクスルーを実現し、エコ技術を積極的に採用し、

高感度、高精度、高信頼性のセンサーや感知装置、環境保護型の電子部品を重点的に発展

させる。フレーム化、小型化、集積化、高性能化された各種新型部品を大きく発展させ、

比較的強い国内での組み合わせ能力を形成する。「第 11 次５カ年計画」末には、電子部品

産業の年間売上収入を 2.7 兆元に到達させ、完成品生産のニーズを基本的に満たす。 

 通信製造業を率先して強化。技術融合の進化傾向を把握し、国際的な通信産業調整のチ

ャンスをつかみ、基準制定を強化し、グローバル企業を育成、世界一流の通信製品研究開

発生産基地を建設する。第三世代セルラーフォンやデジタルクラスター、モバイルブロー

ドバンド接続製品を重点的に発展させ、インテリジェント光ネットワーク、超長距離・超

高速の光伝送、有線ブロードバンド（xDSL）などの技術の研究開発および産業化を重点的

に推進し、ハイエンドルータやネットワークスイッチなどの新しい産業成長ポイントを形

成する。「第 11 次５カ年計画」末には、通信製品製造業の年間売上収入を 1.5 兆元に到達

させる。 

 デジタル AV 産業を重点的に育成。市場メカニズムの役割を充分に発揮し、デジタル化、

ネットワーク化された娯楽製品を全面的に発展させ、視聴覚産業のアナログ技術からデジ

タル技術への戦略的転換を推進する。デジタルテレビ産業を重点的に発展させ、コア部品

から完成品、ハードウェアからソフトウェア、システムから端末、製造から運営サービス

にいたるデジタルテレビ産業システムを構築する。デジタル AV 放送の発展を推進し、デ

ジタルビデオのエンコーダやデコーダ、コンテンツ保護などの中心的技術においてブレイ

クスルーを実現する。次世代高密度レーザーディスクなど新型の家庭用デジタル娯楽製品

を迅速に開発する。「第 11 次５カ年計画」末には、視聴覚産業のアナログからデジタルへ

の転換を基本的に完了し、業界全体の年間売上収入を 6500 億元に到達させる。 

 コンピュータ産業を積極的に発展。コンピュータの開発設計能力をより高め、産業規模

を拡大し、国際競争力を強め、産業の組合せシステムを構築する。スーパーコンピュータ

の研究開発を積極的に行い、1 テラフロップスのスーパーコンピュータの産業化を実現し、

高性能パソコンとハイエンドサーバを大きく発展させる。コンピュータのバスコントロー

ラ、ネットワークアダプタ、外部設備とモバイルコンピュータ端末の研究開発および産業

化を推進する。大容量の磁気、光、半導体ストレージ設備と高速、ネットワーク化、高解

析率、多機能出入力設備を重点的に発展させる。「第 11 次５カ年計画」末には、コンピュ

ータ産業の年間売上収入を 2.9 万億元に到達させ、世界のコンピュータ生産基地から研究

開発・製造基地へと進展させる。 

 電子専用設備産業を大きく発展。国内市場に立脚し、国際協力を展開、導入・消化吸収・

再革新を強化し、電子設備製造をハイエンド、全体的方向へと発展させる。8 インチおよ

び 12 インチの集積回路チップの製造、パッケージング、テスト設備の研究開発と産業化水

準を重点的に向上させる。TFT-LCD、PDP などの新型部品や表面加工の中心的生産設備の

研究開発と産業化能力を重点的に強化する。デジタルテレビ、第三世代通信製品などの専

用テスト計器および電子製品の高精度モールドの開発能力を高める。「第 11 次５カ年計画」
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末には、一部の中心的設備の研究製造においてブレイクスルーを実現、電子情報産業の自

主発展を支援する能力をより向上させる。 

 

（二）バイオ産業 

 バイオ産業は未来の経済発展における新たな主導産業である。我が国特有の資源と技術

の優位性を充分発揮し、バイオ医薬、バイオ農業、バイオエネルギーおよびバイオ製造の

発展に注力し、特有の生物資源の保護と開発を行い、生物の安全を保障する。 

 バイオ医薬産業を優先的に発展。我が国人民の生命や健康を脅かす悪性腫瘍、心臓・脳

血管疾病、エイズ、鳥インフルエンザなどの重大な疾病の予防および生物防御のニーズに

対応し、バイオ技術の優位性を充分発揮し、遺伝子薬、合成薬、バイオ医学エンジニアリ

ング製品、現代漢方薬などを重点的に開発する。独自の知的財産権を持つ新型ワクチン、

バイオ試薬、遺伝子操作薬を集中して開発し、産業化の実現を加速する。一般的な病気や

重大疾病に対して顕著な効果を持つ低分子薬を積極的に発展させ、キラル合成、ホルモン

合成、抗生物質の半合成などの分野で新たなブレイクスルーを実現する。バイオ医学材料、

バイオ人工器官、臨床診断・治療設備などバイオ医学エンジニアリング製品の大規模な発

展を加速する。技術水準が高く、漢方薬の特長と優位性を備えた新しい漢方薬の産業化を

奨励する。年間売上高が 10 億元を超える革新的薬品の種類と、売上規模が 100 億元を超え

る大型企業グループを育成し、年間売上高が 500 億元を超えるバイオ医薬産業基地を建設

する。 

 バイオ農業を大きく発展。バイオ農業技術の積極的な開発と普及を行い、バイオ農業製

品の産業化を進め、高生産、高効果、高品質の農業発展を促進する。バイオ技術を広く応

用し、スーパーハイブリッド米、高品質かつ高生産の小麦、ハイブリッドとうもろこしお

よび大豆、遺伝子組換え綿、畜水産などの飼育業、遺伝子工学による環境や害虫に強い優

れた木材の新品種を積極的に育成し、バイオ農薬、バイオ肥料、動物の新型ワクチンの大

規模生産を推進する。バイオ農業技術の革新能力を向上させ、バイオ生産基地を建設する。

「第 11 次５カ年計画」末には、バイオ農業の研究開発、産業化、普及応用システムを基本

的に形成する。 

 バイオエネルギーを積極的に発展。非穀物系作物や植物、農林廃棄物を充分利用し、低

コスト、大規模化、集約化されたバイオエネルギー技術を大々的に開発し、バイオエネル

ギー産業を積極的に育成する。成長が速く、高生産性で油やでんぷんの含有量が高いエネ

ルギー植物の新品種を選抜して発展させ、育種の大規模化を実現する。サトウモロコシ、

キャッサバなどの非穀物系作物を原料としたアルコール燃料のモデルプロジェクトを重点

的に建設し、木質繊維からアルコール燃料を生産する技術の研究開発と産業化を加速する。

ナンヨウアブラギリ、カイノキなどの油糧作物を原料とするバイオディーゼルオイルの大

規模生産を積極的に推進する。わらや木くずなどの農林廃棄物のガス化、固体化による熱

供給と発電、大型メタンガスモデルを展開する。年間生産量 10 万トンクラスの非穀物を原

料とするアルコール燃料やバイオディーゼルオイル、年間処理量 10 万トンクラス以上のバ
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イオ発電モデルプロジェクトを建設する。我が国のバイオエネルギーの技術基礎と産業基

礎を基本的に形成する。 

 バイオ製造の発展を加速する。低コスト、大規模化を目標に、発酵工学、酵素工学、微

生物応用を重点とし、バイオ製造技術の積極的な普及と応用を行う。経済価値を持ち、部

分的に石油化学工業製品と代替できるバイオベース材料の産業化を積極的に推進し、生分

解可能なバイオ高分子材料、高性能の木質系複合材料などのバイオ新材料の発展を奨励す

る。リシン、グルタミン酸などのバイオベース化学品の生産技術水準を向上させ、微生物

と発酵製剤の伝統的工業における応用を加速する。年間生産量 10 万トンクラスの乳酸ポリ

マー、20 万トンクラスの完全な生分解性材料の生産モデルプロジェクトを建設、独自の知

的財産権を持つバイオベース製品の工業化と応用を積極的に拡大する。 

 

（三）航空宇宙産業 

 航空宇宙産業の発展水準は国家の総合的な実力をはかる重要な指標である。長期と短期

の結合、軍と民の結合、自主開発と国際協力の結合という要求に基づき、航空機や衛星、

重要部品の大規模発展を推進し、航空宇宙産業の市場開発、科学研究生産、サービスシス

テムの構築を加速する。 

 民間航空機産業規模を拡大。自主研究製造と国際協力の結合という原則を堅持し、民間

航空機産業を積極的に発展させる。新型の支線用ジェット旅客機 ARJ21 の研究製造を加速

し、国産小型旅客機のシリーズ化と産業化を推進、汎用航空機、ヘリコプター、練習機、

無人機、飛行船を全体的に発展させ、国産の各シートタイプの小型旅客機および汎用航空

機の大量生産を実現、積極的に輸出拡大を行う。エアバス A320 シリーズ航空機の組立生

産ラインの建設を加速し、大型航空機の研究製造を起動、大型航空機の設計、製造、テス

ト、耐空性審査などの中心的技術の研究開発において新たな進展を得る。 

 航空産業の総合能力を向上。民間航空機産業の自主発展能力と関連の基礎的能力の向上

を目標に、航空エンジン産業を大きく発展させ、航空電子システムや航空機搭載設備、部

品の産業化と大規模化を積極的に推進し、国際的な航空工業のアウトソーシング生産とリ

スク分担・投資協力を拡大、航空機の修理改装業務の発展を奨励し、空中管制設備の産業

化能力を高め、新世代航空運輸サービス装備とシステムの研究開発および製造を積極的に

展開する。国際競争力を持ついくつかの部品の専門生産基地を形成し、我が国の航空産業

の関連設備システムを基本的に確立する。 

 衛星研究開発・製造の水準を向上。応用を主導に、高信頼性、長寿命、高性能、大容量

の衛星における研究開発能力を大きく向上させる。新世代の放送および通信衛星の研究製

造を加速する。互換性のある衛星ナビゲーションシステムの中心的技術においてブレイク

スルーを実現し、ナビゲーション・GPS の応用衛星システムを発展させる。気象、海洋、

資源、災害防止および環境などのリモートセンシング衛星と低コスト、多機能の小型衛星

およびマイクロ衛星のシリーズ化生産を実現する。衛星の荷重の研究を加速し、中心的部

品の自主的な関連設備の開発能力を高め、衛星完成品の輸出を大きく促進する。新世代の
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打ち上げロケットを研究製造する。 

 衛星応用産業の発展に注力。地上と空の全体的な計画を堅持し、人工衛星資源を充分利

用し、地上の支援システム、総合応用システムを統合、整備し、応用システムを総合的に

利用、通信放送、ナビゲーション・GPS、リモートセンシングの三大衛星応用システムの

構築と整備を行い、宇宙産業のテスト・応用型から業務・サービス型への転換を積極的に

推進する。リモートセンシング衛星技術を採用し、土地資源と鉱産物資源、農作物と森林

被覆、バイオ資源などの観測や評価を強化、都市計画、災害、環境モニタリング分野にお

ける応用を発展させる。衛星データの加工処理およびサービス能力を高め、情報共有メカ

ニズムを構築、地球観測業務システムを基本的に形成する。国民経済と社会発展の各分野

における衛星 GPS の大規模な応用を加速する。通信衛星資源の統合と開発を行い、衛星中

継業務を積極的に発展させる。 

 

（四）新材料産業 

 新材料は産業の革新的発展を促進する重要な物質基礎である。情報、バイオ、航空宇宙、

重要装備、新エネルギーなどの産業発展のニーズに関連し、特殊機能材料、高性能材料、

ナノ材料、複合材料、環境保護省エネ材料などの産業群を重点的に発展させ、新材料の革

新体系の構築と完備を行う。 

 電子情報材料の水準を高める。自主発展と導入・消化との結合の姿勢を堅持し、重点の

ブレイクスルー、水準アップ、規模拡大という要求に基づき、電子情報材料のローカライ

ズされたシステムの構築と整備を行う。大規模な集積回路生産に必要な多結晶シリコン材

料、単結晶シリコン材料、シリコンおよびシリコンゲルマニウムのエピタキシャル材料や

パッケージング材料の開発に注力し、フラットディスプレイ材料、半導体照明材料の発展

を加速し、半導体レーザー材料、レーザー結晶材料、光ファイバー母材ロッド、光ファイ

バーセンサー材料、エコ電池用の中心的原材料への使用などの発展を積極的に支援する。 

 航空宇宙材料の研究製造を加速。航空宇宙製品の軽量化、高性能、安全性の要求に基づ

き、軽量強化金属材料、高温合金材料、高性能炭素繊維およびその複合材料、機能性セラ

ミック材料、先進的樹脂複合材料、機能性塗装材料など、航空宇宙産業の発展において早

急に必要な中心的材料を重点的に研究製造し、産業化を推進し、大規模な生産能力を形成

する。 

 エネルギー材料の生産を拡大。我が国のリサイクルエネルギー、原子力エネルギー、水

素エネルギーなどの新エネルギーの急速な発展に対する巨大なニーズに対応し、太陽電池

に使用する高純度シリコン材料、燃料電池の新型催化剤および電解質膜、水素貯蔵材料、

核燃料部品、核反応の耐中性子放射材料、大型発電設備専用材料などを発展させ、我が国

の自主的な新エネルギー材料の研究開発と生産システムを基本的に形成する。 

 

（五）先端技術サービス業 

 先端技術サービス業は現代サービス業の重要な組成部分である。基礎強化、応用強化、
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分野拡大、規模拡大、サービスの模範化の要求に基づき、先端技術サービス業の発展環境

をさらに合理化し、サービス能力とサービスシステムの構築を強化し、中心的分野と新型

業務形態の発展を推進する。 

 情報インフラの建設を強化。通信、テレビ・放送、インターネットの普及を強化し、「3

つのネットワークの融合」を積極的に推進する。ブロードバンド通信ネットワークの重点

的な建設と整備を行い、ブロードバンドユーザのアクセス網の発展を加速し、第三世代移

動通信ネットワークの建設を堅実に推進し、国際通信ネットワークの建設を強化する。次

世代インターネットのバックボーンおよび地域ネットワークを構築し、ネットワーク容量

と伝送能力を高め、IPv4 から IPv6 への移行を導く。ケーブル、地上、衛星伝送が一体化

し、全国をカバーするデジタルテレビネットワークを構築する。情報セキュリティのイン

フラ建設を強化し、情報セキュリティの保障能力を高める。ネットワーク基準の制定と完

備を行い、業務の融合とネットワークの相互通信、資源共有を促進する。20 世帯以上の自

然村でのテレビ放送開通、各村に電話を開通、各郷でのインターネット接続を基本的に実

現する。 

 電信サービス能力を強化。基礎業務を改善し、付加業務を発展させ、新興業務を開発、

一般サービスを促進し、電信業の情報サービス型への転換を推進する。ネットワーク資源

を充分利用し、電信業務の革新に努力し、サービスの価値を増加させ、サービスの品質を

高める。電信のユニバーサルサービスプロジェクトを実施、ユニバーサルサービス基金の

補償メカニズムの構築と整備を行い、電信ユニバーサルサービスの水準をより高め、使い

やすく便利な農村通信サービスを大きく発展させる。2010 年の全国の電話利用者の総数を

10 億以上とする。 

 E コマースと電子政府の発展を推進。ニーズによる主導、応用の深化、安全かつ高操作

性、実用的で高効率という要求に基づき、情報化サービスの能力と応用の水準を高める。

Ｅコマースを積極的に発展させ、健全なＥコマースインフラ、法律環境、信用および安全

の認証システムの構築と整備を行い、安全で迅速なオンライン送金サービスプラットフォ

ームを設け、企業間のＥコマースを発展させ、中小企業、重点的業界および地域を対象と

するサードパーティ取引およびサービスを推進する。電子政府を推進し、ネットワーク資

源を統合し、統一された電子政府ネットワークを構築、政府情報ネットワークプラットフ

ォーム、データ交換センター、デジタル認証センターを構築し、政府部門間の情報共有と

業務提携を推進し、重点業務のシステムを整備し、政府、企業、民衆のインタラクティブ

なポータルサイトを整備し、政府情報を法に基づき公開し、公益性のある情報サービス機

構を育てる。2010 年には企業による商品やサービスのオンライン調達の総額が調達総額に

占める割合は 25％となり、行政許可業務のオンライン処理の割合を 50％以上にする。 

 デジタルコンテンツ産業を積極的に発展。情報資源開発の利用を強め、民族の先進的な

文化を発揚し、民衆のニーズを満たし、経済社会の発展を促進するデジタルコンテンツ産

業を大きく発展させる。教育、文化、出版、映画、テレビなどの分野のデジタルコンテン

ツ製品を重点的に発展させ、オンラインゲーム、アニメ、マンガなどの新興デジタルコン



 198

テンツ産業を育成し、伝統的メディアによるオンライン情報コンテンツサービスへの発展

を推進する。基礎的な地理情報資源の充実化と開発を行い、公共情報の基礎データベース

を構築、情報資源の開放度を高める。海外に向け、優秀な伝統文化を持つデジタルコンテ

ンツ製品を積極的に宣伝する。デジタルコンテンツ製品の知的財産権を法に基づき保護す

る。2010 年には数千億元規模のデジタルコンテンツ産業を形成する。 

 技術サービス業を育成。技術サービスシステムを完備し、技術仲介機構を大きく支援、

技術サービス業の迅速な発展を促進する。技術移転センター、創業サービスセンターおよ

び生産力促進センターなどの機関の建築を重点的に強化し、サービスの施設と手段を改善

する。各種技術仲介機構の専門化、大規模化と規範化を進め、地域を越え、多層的で構成

が合理的である科学技術の公共サービスシステムを構築する。研究開発、技術普及、交流

のネットワーク化を大きく促進し、社会全体を対象とした技術拡散や成果の転化、科学技

術コンサルティングの奨励と支援を行い、技術サービス業の秩序ある迅速な発展を実現す

る。 

 

（六）新エネルギー産業 

 再生可能エネルギー、次世代原子力エネルギー、水素エネルギーなどの新エネルギーは

我が国のエネルギー発展戦略の重要な構成部分となっている。これらのエネルギーの一連

の技術の開発と産業化モデルとしての力を強め、新エネルギー産業の技術設備水準を高め、

産業の発展を技術面で支える。 

 再生可能エネルギーを大きく発展。政策による支援と投資の誘致を強化し、高効率で低

コストの再生可能エネルギーの一連の技術を重点的に開発する。2MW 以上の風力発電ユ

ニットおよびその中心的部品の研究開発と産業化を積極的に推し進め、大型風力発電ユニ

ットのビジネスモデルを発展させる。熱効率と光電池変換効率の高い新型太陽エネルギー

発電産業の発展をさらに推し進め、大規模発電を実現する。太陽エネルギーの一体化建設

の設備を発展させる。地熱エネルギーや海洋エネルギーの技術と設備を積極的に開発利用

し、広く普及、応用させる。 

 先進的な原子力エネルギーの発展を加速。原子力エネルギー発展の全体的ニーズに基づ

いて、原子力発電の設計、製造、建設の標準システムを構築、原子力発電の中心的技術を

開発し、一連の設備や技術を研究開発する。大型で先進的な加圧水型原子炉の導入技術と

設備の消化・吸収と再革新に力を入れ、第三世代の大型で先進的な加圧水型原子力発電所

および設備の設計・製造技術を重点的に開発、掌握する。第四世代の原子力エネルギー技

術を研究開発し、高温ガス冷却炉の集成・設計技術をさらに改良し、モデルプロジェクト

を作り上げる。高速増殖炉の基本技術をマスターし、高速増殖実験炉を建設する。 

 水素エネルギーを積極的に発展。水素エネルギー燃料電池に重点を置き、水素の大規模

な製造や貯蔵、燃料電池炉（高速ガス炉）、燃料電池補助装置、燃料電池エンジンなどのシ

ステムのインテグレーション技術の開発を全力で推し進め、産業化モデルとして発展させ、

水素エネルギー燃料電池を交通や通信などの分野で応用していく。 
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（七）海洋産業 

 海洋産業は国民経済の新しい成長ポイントであり、国家の領海の保全に関係している。

海洋技術の発展を加速し、海洋産業を積極的に育成し、海洋資源の開発を浅海から深海へ

と発展させる。 

 海洋生物産業を育成。海洋生物資源の発掘と選別に注力し、深海生物の遺伝子資源の研

究を進め、重要な応用価値を持つ海洋生物の遺伝子を鑑定する。高品質で高効率、強い抵

抗力を目標に、海水養殖の新品種を選定し育てる。海洋生物の活性物質の分離や抽出、純

化技術の研究と産業化を加速し、重大な疾病を予防治療する海洋薬物と新型の海洋生物製

品を開発し、海洋農業の効率的な開発利用を促進し、海洋生物企業を育成する。 

 深海資源産業の発展を加速。海洋と海底資源の開発利用計画を制定し、深海技術の発展

に注力し、海底資源の探査や採掘の重大な技術装備の開発と高精度の海底探査技術の開発

を支援、段階的に深海技術装備システムを整え、熱水硫化物、コバルトリッチクラスト、

ガスハイドレートなどの世界の海底資源の探査と開発を加速させ、国家深海技術基地を建

設、国際開発資源の開発利用に技術支援を提供する。 

 海水の総合利用を積極的に推進。海水の直接利用や海水の淡水化技術を発展させ、海水

循環冷却技術、海水の前処理技術、濃塩水の総合利用技術、大規模で応用可能な海水の淡

水化装備を重点的に開発する。熱法や膜法の低コスト淡水化技術および中心的材料の開発

と産業化を支援し、海水総合利用のモデル基地を建設、海水利用産業の規模を拡大する。 

 

（八）先端技術を利用した伝統産業の改造とグレードアップ 

 先端技術を利用して伝統的産業を改造しグレードアップすることは、産業構造の調整と

技術進歩を促すための重要な措置である。新しい工業化路線を進むというニーズに沿って、

先端技術の普及と応用を加速し、立ち遅れている生産と管理方式を改革し、資源の消耗と

環境汚染を緩和させ、製品の品質と経済効果を高め、伝統産業のコア競争力を高め、経済

の成長方式の転換を促進する。 

 先端技術農業の普及と応用を強化。農業の科学技術水準を大きく高め、先進的で利用し

やすい農業技術の普及を拡大し、現代的農業を積極的に発展させる。現代的な育種業の生

産技術や農業節水、保護的耕作技術、動植物の重大な病害虫の予防・制御技術、農業情報

技術、デジタル化された精密な農業生産技術、農業バイオ技術、設備を使った栽培や資源

の効率的利用の技術、特殊資源の効率的な生産や健全な養殖技術、農業環境の汚染防止や

修復技術、農業の新型装備による生産技術、農業製品の転化や価値向上技術などを重点的

に開発し、我が国の農業科学技術の革新能力を高め、農業の効率化と農民の増収、農村経

済の持続可能な発展を促進する。 

 省エネとエネルギー消耗の低減促進に努める。「第 11 次５カ年計画」の省エネ目標に沿

って、重大な省エネとエネルギー消耗低減の中心的技術の研究開発と応用を速め、エネル

ギーの開発利用効率と効果を高め、エネルギー資源の浪費を減らし、エネルギー資源にお
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ける圧力を緩和する。エネルギー資源の合理的開発利用の技術、項目別省エネ改造技術、

省エネ技術のシステム統合、省エネ型生産技術、高性能のエネルギー利用設備、直接的あ

るいは間接的にエネルギー消費量を削減できる新材料、エネルギーを節約し、利用効率を

高める管理技術の普及と応用に注力する。鉄鋼、非鉄金属、石炭、電力、化学工業、建設

資材など、エネルギー消費の大きな産業の省エネ・エネルギー消耗低減技術の応用・モデ

ルプロジェクトを作り上げる。 

 環境保護産業の発展を加速。国民経済と社会発展の「第 11 次５カ年計画」綱要の汚染排

出削減目標の実現を中心に、経済社会の発展に対する影響、特に人民の健康に深刻な被害

を与える突出した問題の解決に重点を置き、環境保護技術の自主革新能力とエンジニアリ

ング化能力を大きく高める。汚染の深刻な産業のクリーンな生産集積技術、廃棄物の減量

化、資源化利用、安全処置などの中心的技術を重点的に開発する。流域の水環境と地域の

大気環境汚染の総合的整備、生態機能の衰えが見られる典型的な地域の総合的整備の技術

統合とモデル化を推し進め、飲用水の安全保障技術と生態系や環境のモニタリング・事前

警告技術を開発する。大型環境保護設備と機械設備を研究開発し、環境保護設備の技術水

準を高める。環境保護国家プロジェクトセンターを建設し、環境保護の科学技術成果の転

換と普及を加速し、自主的な革新能力が強い環境保護の先端技術企業を育成する。 

 積極的に産業情報化を推進。情報技術を広く応用し、企業の情報化を強く推進、伝統的

産業の生産効率と経済効果を高める。農業情報のインフラ建設を重点的に推進し、農業関

連の情報資源の集成と統合を進め、農業関連の総合情報サービスシステムを育成する。エ

ネルギー、原材料、設備製造などの工業分野の情報化に力を入れ、生産と設計の協同化、

生産設備のデジタル化、生産プロセスのインテリジェント化、企業管理の情報化を促進す

る。情報技術に基づく現代的物流システム、新型の金融・信用サービスシステムの発展を

加速し、ビジネスや観光などのサービス業の情報資源を開発、伝統的なサービス業から現

代サービス業への転換を推進する。 

 重大技術・設備の研究開発に注力。経済建設のニーズに基づき、国家重点プロジェクト

を拠り所に、自主開発と導入・消化吸収を結合させ、組織間の協調や政策による支援を強

め、重大な技術設備の研究開発を速め、設備製造業全体の水準を上げる。効率的でクリー

ンなエネルギー設備や高速鉄道の運輸設備、大型の精密電気機械設備などの分野における

重大な一連の技術装備の研究開発に重点を置き、設計や製造、システム統合の能力を高め、

国家の経済の安全や技術進歩、産業のグレードアップに大きな影響と牽引作用を持つコア

技術および設備を研究開発し、我が国の設備製造業をさらに新しい段階へと到達させる。 

 中心的技術の開発と産業化を加速。我が国の産業構造の調整とグレードアップを中心に、

技術革新を強化し、重大産業の中心的技術の開発を加速し、先進的で適用可能な技術の産

業化と普及、実用化を促進、我が国の産業技術の水準を高め、我が国の産業発展の技術的

ボトルネックによる制約の解決に努力する。機械、冶金、電力、石油、石炭、化学工業、

船舶、自動車、建材、建築、軽工業、紡績などの産業に重点を置き、共通性のある中心的

な技術においてブレイクスルーを実現、重大な産業技術のシステムインテグレーションと
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革新に力を入れ、企業の新技術、新製品の研究開発を促し、産業化のモデルプロジェクト

を構築、産業発展の品質と水準を高める。 

 

 

四、地域発展の重点 

 

 産業の特色や科学技術の基礎、地域的条件、資源・環境などの要素に基づいて、優位性

を備える三大地域や中心都市、産業クラスターの発展を加速し、先端技術産業の集積度と

全体的な競争力をより一層高める。 

 

（一）優位性を備える三大地域の優先的強化の推進 

 長江デルタ、珠江デルタ、環渤海の優位性を備える三大地域の先端技術産業のコア競争

力を強め、世界の先端技術産業配置における重要な組成部分とし、拡大を続け、率先して

強化し、我が国の先端技術産業を要素による駆動から革新による駆動へと転換させる。 

 長江デルタを率先して我が国の先端技術研究開発と先進的製造基地にする。長江デルタ

地域の基礎や科学技術面での実力と地域的条件をもとに、民間経済の発展の優位性を十分

に発揮し、革新能力を備えた先端技術企業群の育成に力を入れ、上海を筆頭とし、江蘇省

南部と浙江省北部を両翼、周辺都市を拡張地域とし、自主革新に基づく先進的な製造シス

テムを速やかに構築し、国内外の革新面での資源を引き入れ、先端技術の研究開発と先進

的な製造基地を形成、先端技術サービス業を積極的に発展させ、長江デルタ地域の製造か

ら創造への転換を推し進める。 

 珠江デルタはハイレベルな世界の先端技術製品製造基地となるよう努力する。珠江デル

タ地域は産業が一体化し完備している点、製造能力の強さ、対外経済が発達している優位

性と、香港やマカオに隣接する便の良さを生かし、電子情報製品製造業を強固にし、更に

レベルアップを図り、資金と技術の密集型先端技術産業の発展に力を入れ、地域の産業発

展と密接に関係する自主革新のプラットフォームを建設、地域産業の合理化とグレードア

ップ、段階的な移転を引き続き推進し、先端技術の研究開発と成果の転換、産業化能力を

さらに高め、比較的強い研究開発能力を備えた先端技術製品製造基地を建設する。 

 環渤海地域をさらに重要な科学技術革新と産業化の基地にする。環渤海地域の科学研究

と人材面での優位性を発揮し、科学技術体制の改革を積極的に推進し、地域の科学技術の

革新資源の合理的な配置を促進、地域の自主革新能力を高め続け、産学官連携を強化し、

中心的なコア技術と製品の開発に力を注ぎ、自主革新の成果の転換と産業化を促進し、革

新・ベンチャーのサービスシステムを整備し、健全な先端技術企業をインキュベートする

良好な環境を作り上げ、新興産業を積極的に育成する。 

 

（二）中心都市の輻射・牽引作用を発揮 

 中心都市および周辺都市群は自主革新能力をさらに強め、先端技術産業の重要な集積区
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と先端技術製品の輸出基地を形成し、地域の経済発展を輻射・牽引しなければならない。 

 主要中心都市で先端技術産業の集積発展を加速させ続ける。主要中心都市で現有の優位

性を生かし、高水準の地域革新基地を建設し、率先して自主革新能力を高め、伝統的産業

への先端技術の浸透を加速し、地域産業構造のグレードアップと転換を推し進める。地域

産業の成長極としての力をさらに発揮し、先端技術産業化を加速、特色ある先端技術産業

を育成し、周辺地域への産業の段階的な移転と拡散を加速し、合理的な地域産業の分業形

態の形成を促進する。地域産業サービスプラットフォームの構築と整備を速やかに行い、

良好な特定地域の環境を作り出し、より多くの高い能力を持った人材を育成し、先端技術

企業の発展のために、ベンチャーやインキュベート、融資、情報、コンサルティングなど

の優れたサービスを提供し、地域の先端技術産業の迅速な発展を後押しする。中西部地域

と東北地域の先端技術産業の発展を加速し、主要中心都市と沿海地域においてメカニズム

を融合させ、政策の結合、人材交流の推進、インフラの連結を行い、地域産業の発展と段

階的な移転への良好な環境を作り出す。 

 科学技術による貿易振興の重点都市における先端技術製品の輸出拡大を加速。国家が確

定した科学技術による貿易振興の 20 都市は牽引作用を発揮し、先端技術製品輸出基地を建

設する。自主ブランドを大いに展開し、自主革新製品の輸出を積極的に拡大し、輸出製品

のレベルと付加価値を高める。先端技術サービス業の移転を徐々に受け入れ、先端技術サ

ービス貿易の発展を速め、対外貿易構造全体の合理化とグレードアップを推し進める。 

 

（三）産業基地とパークでの産業クラスター形成を促進する 

 先端技術産業基地と各種産業パークは、我が国先端技術産業発展のインキュベーター基

地および成長ポイントであり、地域産業配置の合理化に重要な作用を発揮している。 

 先端技術産業基地の発展に力を入れる。有力な措置を取り、人材、資金、技術の産業基

地への集中を導き、研究開発、産業化から大規模な発展までの能力を形成し、比較的整備

された産業チェーンを構築、産業の集積度が高く特色を備えた、売上収入が 1000 億元を超

える先端技術産業クラスターを育成する。電子情報、バイオ、航空宇宙、新エネルギー、

新材料、海洋などの分野の先端技術産業基地と 300 か所の先端技術産業化基地を重点的に

建設し、先端技術産業クラスターとしての優位性と各部門の優位性の形成を速める。 

 産業パークの発展水準を高める。産業パークの発展政策を整備し、配置の合理化を強め

し、パークの二次ベンチャーを推し進め、明らかな産業的特色と強い革新能力を持つ、国

際化水準が比較的高い先端技術産業開発区、経済技術開発区などの産業パークを重点的に

発展させる。自主革新能力の増強に重点を置き、先端技術企業のインキュベートと発展に

おけるハード・ソフト面での環境を整備し、独自の知的財産権を持ち、一定の国際競争力

を備えた先端技術企業を育成、産業パークを革新の先行地区とし、地域経済の発展を促進

する重要な力にする。 
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五、専門プロジェクト 

 

 「第 11 次５カ年計画」の先端技術産業発展目標と発展の重点に基づいて、優位性を集中

させ、九大先端技術産業専門プロジェクトの組織と実施を行い、全面的で牽引力を持ち、

共通性のある中心的技術を集中的に勝ち取り、独自の知的財産権を持つ先端技術産業クラ

スターを育成し、電子情報、バイオ、航空宇宙などの産業のコア競争力を大きく高める。 

 

（一）集積回路とソフトウェア産業専門プロジェクト 

 集積回路の研究開発水準を引き上げ、国家集積回路研究開発センターと技術テスト用ラ

インを建設し、国家の安全に関わる、大量かつ使用範囲の広い集積回路チップを重点的に

開発する。90nm（ナノメートル）以下の集積回路製造技術の産業化を推し進め、高密度パ

ッケージング技術を発展させる。集積回路の重大プロジェクト技術のグレードアップを支

援し、90nm、12 インチの集積回路チップの生産ラインを建設する。集積回路の露光装置、

エッチング装置などの中心的設備と 12 インチのシリコン片材料、露光用化合物などの中心

的材料の発展を加速する。設計業を先頭に、製造業に重きを置き、設備製造と付帯産業を

基礎とした、比較的整備された集積回路産業チェーンを形成する。 

 強大なソフトウェア産業とコア競争力の向上をめぐり、重点分野と地域の公共ソフトウ

ェア開発のプラットフォームと産業用ソフトウェアテストプラットフォームを構築、ソフ

トウェア産業基地と輸出基地を引き続き建設し、重点分野のソフトウェア国家技術研究セ

ンターや重点実験室を設け、Linux システムに基づく電子政府モデル、OS やミドルウェア

などの中心的なソフトウェアの産業化、産業用大型アプリケーションソフトウェアシステ

ムの開発と普及、応用を計画し、基幹企業と競争力を備えた商品を育成し、ソフトウェア

のアウトソーシング輸出の専門プロジェクトを実施する。 

 

（二）第三世代移動通信専門プロジェクト 

 通信産業を率先して強化するというニーズに基づき、次世代移動通信システムおよび端

末技術の開発を強化し、関連基準の制定を推し進める。TD－SCDMA などの第三世代移動

通信とそのエンハンスト技術の産業化を引き続き推進し、システム設備や端末、コアチッ

プ、中心的部品、ソフトウェア、計器などの産業の関連システムを構築する。次世代移動

通信ネットワークに基づくアプリケーションソフトとサービス、コンテンツ産業を発展さ

せる。次世代移動通信ネットワークを計画し、適時建設する。「第 11 次５カ年計画」末に

は、グローバル移動通信の研究開発と生産基地を建設する。 

 

（三）次世代インターネット専門プロジェクト 

 次世代インターネットの情報インフラの構築と国家情報能力の向上を目標に、全国をカ

バーする次世代インターネット基幹ネットワークの建設と整備を引き続き行い、大学や研

究機関、企業を対象とした地域ネットワーク 300 か所を建設、テストからビジネス用への
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転換を実現する。次世代ネットワークの国家プロジェクト研究センターまたはプロジェク

ト実験室をいくつか作り、中心的技術、業務応用、ネットワーク管理、安全性の監視と管

理といった面での開発とテストを計画し、関連技術標準を制定、これが国際基準となるよ

う推し進め、中心的設備、コア部品、中心的ソフトウェアの産業化を実施する。重要産業

と北京オリンピック、上海万国博覧会のニーズに沿って、一連の応用普及モデルの実施を

計画する。「第 11 次５カ年計画」の末には比較的高い機能を備えたビジネス用の次世代イ

ンターネットを形成し、中心的技術、応用技術、中心的設備をほぼ掌握する。 

 

（四）デジタル AV 産業専門プロジェクト 

 オーディオ・ビジュアル産業のデジタル化推進を目標に、デジタルテレビの国家プロジ

ェクト研究センターを建設し、基礎技術、共通性技術、インターネットテレビ（IPTV）と

携帯電話テレビなどの新技術を重点的に発展させ、デジタル放送の一連の設備やデジタル

ホームネットワーク、デジタル AV 端末製品、次世代ハイビジョン大容量ディスクの産業

化を推進する。ケーブル、地上波、衛星伝送の相互補完システムを作り、全国を基本的に

カバーするデジタルテレビ放送ネットワークを建設し、デジタルプログラム・コンテンツ

の開発に注力し、デジタルテレビの基本業務と付加価値業務を拡大する。デジタル AV 産

業の関連基準の研究と制定、普及と応用をさらに強化する。「第 11 次５カ年計画」末には

主要都市においてアナログテレビからデジタルテレビへの移行を基本的に完了し、デジタ

ル AV 製品の大規模生産を実現し、製造業、コンテンツ産業、運営サービスの三位一体と

なったデジタル AV 産業を基本的に構築する。 

 

（五）先進的コンピュータ専門プロジェクト 

 国際先進技術に照準を合わせ、ネットワーク技術を基礎に、次世代インターネットを支

柱とするスーパーコンピュータシステム、先進的コンピューティングのプラットフォーム

によって構成される、高性能、高信頼性、高効率の国家の先進コンピューティングと情報

サービスのネットワークを構築し、先進的コンピューティングの典型的応用モデルをテス

トし、普及させる。力を集中させ、新世代コンピューティング技術や先進的コンピュータ

のシステム構造の革新を重点的に強化し、独自の知的財産権を持つ高性能 CPU の産業化を

積極的に支援、1 テラフロップの高性能コンピュータのハード・ソフトウェアシステムの

発展に力を入れる。「第 11 次５カ年計画」末には主要先進国との技術的格差をさらに縮め、

新世代コンピューティング技術と先進的コンピュータシステム構造においてブレイクスル

ーを実現する。 

 

（六）バイオ医薬専門プロジェクト 

 国家の医薬革新と産業化システムを構築し、新薬革新研究機関、国家プロジェクト研究

センター、国家プロジェクト実験室、動物実験センター、臨床実験基地と新薬生産中試基

地を建設し、標準システムを整備する。重大な疾病の治療に関わるバイオ革新薬品、現代
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的漢方薬の専門プロジェクトを実施し、独自の知的財産権を持つ新薬の産業化を促進し、

重大伝染病の新型ワクチンや診断用試薬専門プロジェクトを実施、高い効果のある新型ワ

クチンと試薬の大規模な実用を支援する。バイオ材料を用いた人工器官、臨床診断治療設

備を主とするバイオ医学エンジニアリング製品の大規模な発展を推進し、自主開発能力を

養成する。「第 11 次５カ年計画」末には、自主開発による新型病原体の診断試薬 20 種類、

重要な新薬 5～10 種類の産業化の実現を促し、独自の知識所有権を持つバイオ医学エンジ

ニアリング製品の国内外市場への進出を実現する。 

 

（七）民間航空機産業専門プロジェクト 

 民間航空工業のインフラ建設を強化し、民間航空工業の自主革新能力を高め、新型の支

線用ジェット旅客機 ARJ21 の研究開発を行い、新舟 60 の改良を推し進め、中国・ブラジ

ルの協力による支線用ジェット旅客機 ERJ145 の協力水準をさらに高め、エアバス A320

旅客機の中国における組立ラインを建設し、小型、中型、大型のヘリコプターを研究製造、

公務用飛行機などの汎用機を開発し、大型旅客機と高バイパス比エンジンの研究開発を開

始する。50、70、90 シートの支線用ジェット旅客機を大量生産し、汎用飛行機を大規模生

産する。航空技術プロジェクト実験室の建設を強力に推し進め、飛行機の開発力を高める。 

 

（八）衛星産業専門プロジェクト 

 陸地、気象、海洋の三大衛星リモートセンシングシステムを構築し、長期的で連続的、

安定的、安全、自主的な宇宙空間インフラを整備する。我が国の陸地の衛星地上システム

を集中的に建設し、全国をカバーする衛星データ受信ネットワークと宇宙データの総合処

理とサービスの能力を形成し、衛星データの資源共有を推進する。独自の知的財産権を持

つ衛星プラットフォーム、衛星搭載、地上設備、端末製品、そのコア部品の研究開発と産

業化支援し、衛星産業の標準システムを健全化する。業界と地域のリモートセンシング応

用システムを作り上げ、資源調査、土地利用、農作物、森林、湿地、海洋、災害モニタリ

ング、環境モニタリングなどにおけるリモートセンシング衛星の公益性の応用を広く推し

進める。宇宙、地上、端末製品の製造や運営サービスが一体化した衛星産業チェーンを形

成する。 

 

（九）新材料産業専門プロジェクト 

 国民経済の重点産業発展のニーズに応えることを目標に、新材料の革新システムの構築

と整備を行い、新材料の産業基地を建設する。航空宇宙と現代的交通システム専用のチタ

ン合金やアルミ合金、炭素繊維、高温合金などの高性能材料およびその設備技術の開発を

支援し、産業化生産を実現する。中心的な情報機能を持つ材料製造のコア技術においてブ

レイクスルーを実現し、先進的な半導体、大容量ストレージ、フラットディスプレイなど

の分野における電子情報材料の大規模生産を実現する。高性能のソーラー発電、エネルギ

ー貯蔵、省エネなどのエネルギー材料を開発し、エコ材料の産業化を実現する。特殊機能
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材料、ナノ材料、複合材料などの新材料の産業グループを形成する。 

 

 

六、保障措置 

 

（一）健全な投資融資政策システムの構築 

 金融機関の先端技術産業への支援を強化。政策に関連する金融機関は、科学技術成果の

転化プロジェクト、先端技術の産業化プロジェクト、技術導入・消化吸収のプロジェクト、

先端技術製品輸出プロジェクトなどに対し融資を行い、重点的に傾斜配分する。政府は基

金、手形割引、担保などの方法によって、各種商業金融機関が自主革新と産業化を支援す

るよう導く。商業銀行は、国家や省レベルで立案された先端技術プロジェクトに対し、国

家の投資政策や融資政策の規定に基づき、積極的に融資支援を行う。条件に適合する国内

先端技術企業が、国外の商業融資の借り受け、また香港などの国外株式証券市場において

証券の発行により融資を行うことを支援する。保険会社が先端技術企業に財産、製品責任、

輸出信用などの保険業務を提供することを支援する。 

 ベンチャーキャピタル投資の発展を加速。ベンチャーキャピタル管理の暫定法および関

連規則を制定し、ベンチャーキャピタル投資の法律による保障システムを整備する。社会

資本のベンチャーキャピタル投資分野への進出を奨励する。関連部門と地方政府によるベ

ンチャーキャピタル投資誘致基金の設立を奨励する。法律法規と関連管理監督規定の許可

を前提に、保険会社のベンチャーキャピタルへの投資を支援し、証券会社がベンチャーキ

ャピタル投資業務を行うことを許可する。ベンチャーキャピタル投資企業が法律法規の範

囲内で、債券融資の方法によって投資能力を増強することを許可する。ベンチャーキャピ

タル投資の外為管理制度を整備する。 

 多層的な資本主義市場システムを構築。条件を備えた先端技術企業の、国内のメインボ

ードと中小企業ボードへの上場を支援する。中小企業ボード制度の革新を大いに推進し、

公開上場の指導期間を短縮し、許可プロセスを簡素化、中小先端技術企業の上場プロセス

を早める。ベンチャーボードを適時開設する。条件を備えた先端技術企業が、証券会社の

株式譲渡代理システムで株式譲渡を行うことを徐々に許可していく。地域的な財産所有権

取引市場の発展を支援し、ベンチャーキャピタルの撤退ルートを広げる。条件に適合する

先端技術企業が企業債券を発行するのを支援する。 

 

（二）税収面と政府調達の政策支援を強化 

 先端技術企業の発展を促進するための税収政策を整備する。先端技術企業に対する付加

価値税転換政策を推進する。国家が重点的に支援する必要のある先端技術企業は、軽減さ

れた 15％の税率で企業所得税を徴収する。先端技術製品の輸出に関する税収政策を引き続

き整備し、支援する。先端技術企業の所得税計算の際に賃金を課税額から控除する制度を

整備する。主に中小先端技術企業に投資しているベンチャーキャピタル投資企業に対し、
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投資収益に対する税収の減免あるいは投資額に比例して課税対象所得額を差し引くなどの

優遇政策を実施する。 

 政府調達において自主革新に対する支援を拡大する。政府調達の技術標準や製品リスト

を整備する。自主革新製品の認証制度、認定基準と評価システムを作り上げ、政府調達の

自主革新製品リストを制定する。国産ソフトウェア、コンピュータ、バイオ医薬などの自

主革新製品を財政資金による優先調達範囲に組み込む。政府調達で中小企業の製品からの

合理的な割合を規定し、先端技術中小企業の成長を支援する。 

 

（三）知的財産権と人材政策の整備 

 知的財産権のシステムを健全化する。我が国独自の知的財産権の申請と実施を支援し、

国内先端技術企業の国外への特許申請を奨励する。知的財産権保護に関連する一連の法律

法規を健全化し、法に基づいて知的財産権の侵害を厳しく取り締まる。政府主管部門と産

業協会間のコミュニケーション体制と予報・警告のメカニズムを構築し、産業協会の知的

財産権保護における力を発揮する。知的財産権の濫用を防止し、法に基づいて先端技術企

業と消費者の利益を守る。特許情報の問い合わせやサービスの公共プラットフォームを構

築し、社会全体に知的財産権の情報サービスを提供する。知的財産権評価機関の認証制度

を規範化する。知的財産権取引市場を作り、知的財産権の譲渡、担保、処理に関する制度

を整備し、企業の合法的権益を保護する。 

 産業技術の標準システムを整備する。経済社会の発展のニーズに合わせた産業技術標準

の自主的な開発、改訂、整備を奨励し、積極的に先進技術標準を制定し、遅れた標準は直

ちに淘汰する。産学官による重要技術標準の開発を奨励し、企業や社会団体が国際技術標

準を自主的に制定、または制定に参加するのを支援し、我が国の技術標準が国際標準とな

るよう推進し、国外の先進的な標準の国内標準への転化を速める。標準サービスプラット

フォームを作り、先進技術標準が広く応用されるよう推し進め、産業競争力を高める。 

 優れた人材グループを構築。自主革新能力の向上を中心に、高水準の研究開発人材、高

い技能を持つ人材、高いレベルの管理人材の育成に力を入れる。団体や人材、プロジェク

トの導入などの方法により海外の先端技術人材を呼び込む。企業の分配や奨励体制の改革

と整備を行い、先端技術人材の引き入れを支援し、国有先端技術企業における技術と管理

の中核人材に対し、ストックオプションなどの奨励政策を実施することを許可する。先端

技術人材の評価制度を整備し、多階層、多形式の奨励メカニズムを形成する。先端技術人

材の資源配置における市場の基本的機能を果たし、先端技術企業への人材流動を奨励する。 

 

（四）国際協力のさらなる拡大 

 先端技術関連の貿易を積極的に拡大。先端技術製品の一般貿易の発展を後押しする。商

業銀行は先端技術製品の輸出に必要な流動資金の融資を優先的に取り計らい、重点的に支

援する。輸出入政策に関連する銀行は特別融資口座を設立し、政策が許可する範囲内で、

先端技術企業の発展に必要なコア技術や中心的設備の輸出入に対し、融資支援を提供する。
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外貨管理部門は、先端技術企業の貨物貿易やサービス貿易、海外投資に使用する外貨ニー

ズを充分に満足させる。 

 産業の国際協力レベルを高める。法律法規を整え、外資企業の投資誘致に関する政策と

リストを適宜調整し、安定的かつ透明性の高い管理体制と公平かつ予測可能なマクロ環境

を形成する。グローバルな先端技術企業が地域本部、研究開発センター、調達センター、

トレーニングセンターなどを中国に設立するのを奨励し、誘致する。企業の海外先端技術

市場の全面的な開拓を奨励し、先端技術企業の海外における戦略的投資を着実に推し進め、

企業が海外研究開発機関を設立するよう、引導と支援を積極的に行い、企業が国外の研究

開発機関や先端技術企業を買収するのを支援、企業が国際化経営を加速させ、国際的な技

術連盟に参加するのを奨励する。 

 

（五）マクロ指導と共同歩調を強化する 

科学技術と経済、軍と民間の結合を推進。科学技術と経済の体制改革の総合的ニーズに

基づいて、部門の協調と協力を強め、科学技術資源の配置を合理化し、改革によって科学

技術の発展を促進し、体制革新によって科学技術の革新を促進、企業の技術革新における

主体的地位を速やかに確立する。「軍民結合、軍と民は共にある」の方針を貫き実行し、軍

と民間の科学資源の配置を合理化し、軍民の双方向性の移転を推進、軍民が相互に促進し、

協調的に発展する状況を形成する。 

 業界独占に関する改革を加速。電信体制改革を引き続き進め、電信業の開放の歩みをさ

らに加速し、主な電信会社の全業務における経営を実現し、通信、コンピュータ、ラジオ・

テレビの「3 つのネットワークの融合」を推進する。政治と企業の分離の原則に基づいて、

郵政体制改革方案を実行し、郵政管理監督システムを整備、現代的企業制度の郵政グルー

プ企業を設立し、郵政の主幹業務のユニバーサルサービスメカニズム、特殊サービスメカ

ニズム、安全保障メカニズム、価格形成メカニズムの構築と整備を行い、情報の流通、資

金の流通、物流の「3 つの流れの一元化」という現代的郵政サービス業発展推進のための

基礎を固める。 

 先端技術産業化への支援を強化。中央政府は引き続き先端技術産業化支援のための投資

の割り当てを行い、電子情報、バイオ、航空宇宙などの分野において一連の産業化の重大

プロジェクトを実施する。各レベルの地方政府も政府による投資を増やし、先端技術産業

化や産業発展のインフラ、産業基地、インキュベーター、各種公共サービスプラットフォ

ーム建設への支援を強化する。 

 産業技術革新システムを整備。産業の自主革新能力の確立を強化し、国家プロジェクト

研究センター、国家プロジェクト実験室、大型産業の基幹企業技術センターの建設を支援

し、企業の自主革新の支援プラットフォームを整備する。エネルギーや交通、原材料、資

源、環境などの分野の重大かつ共通性のある中心的技術と重大な技術装備の研究開発を強

化する。 

 専門の産業政策を制定。バイオ、集積回路、ソフトウェア、デジタルテレビなどの産業
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政策を制定、整備する。国家産業技術政策、当面優先的に発展させる先端技術産業化の重

点分野におけるガイダンス、中国先端技術製品リスト、中国先端技術製品輸出入リスト、

産業構造調整指導リスト、外国企業投資産業指導リスト、導入奨励技術リスト、独自の知

的財産権の中心的技術と製品リストなどの制定と定期的な改定を行い、国家が重点的に奨

励し支援する分野、技術と製品の発展の方向性を明確にし、産業政策に対する指導をさら

に強化する。 
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9.3 中国の船舶科学技術発展「第 11 次 5 カ年計画」綱要87 

 
 科学技術力とイノベーション能力は船舶工業の国際競争力を決定づける要素である。「第

11 次 5 カ年計画」期間は我が国の船舶工業がさらに高い目標に向かって邁進する重要な時

期であり、またとないチャンスを迎えると同時に、厳しい挑戦も待ち受けている。先進造

船国家は技術面や効率面でなお優位に立ち、国際市場における競争は日増しに激化してい

る。産業規模の拡大につれて、市場の周期的変動や人民元切り上げ等の潜在リスクが産業

発展に与えるマイナス影響も日増しに増している。このため、船舶工業は科学技術発展の

歩みを速め、科学技術力を全体的に向上し、リスク対応能力を強化し、国際競争力を高め

なければならない。 
 
 情報技術を代表とするハイテクノロジーに導かれ、世界の船舶科学技術はすさまじい勢

いで発展した。船舶工業はハイテク応用の重要分野となり、船型技術の発展はかつてない

活気を見せ、現代造船技術は様式から工程まで質的変化を遂げ、安全および環境保護技術

が世界の船舶科学技術発展の新しい争点となった。全世界を見渡すと、世界の主要造船国

家は次々と科学技術革新に力を入れ、各種の大型総合船舶科学研究計画が相次ぎ発表され

ている。我が国の船舶工業が現在の世界船舶科学技術発展の全体傾向や方向に取り残され

れば、先進レベルとの距離はさらに拡大するだろう。国際的な新情勢に対して、我々は緊

張感を増し、科学技術の進歩と革新を船舶工業発展の重要な推進力に定め、自主イノベー

ション能力の強化を船舶科学技術発展の戦略基礎および経済成長方式転換の中心ポイント

とし、革新型船舶工業の建設を将来に向けて重要な戦略選択としなければならない。 
 
 「第 10 次 5 カ年計画」以来、中国の船舶科学技術力の向上は明らかである。船型形成

の標準化、製品のシリーズ化に重点を置き、ハイテク船舶や海洋工事設備で大きな進展を

見せ、船用付帯設備で国内の空白を埋め、現代造船技術の応用レベルを著しく向上し、産

業の飛躍的発展を力強く支えた。しかしながら、先進造船国家と比べ、中国船舶工業の技

術力やレベルが大きく遅れをとっていることに留意しなければならない。主に基礎分野に

おけるオリジナル技術の不足、国際ブランドに自主開発の船型が不足、基幹部品に自主開

発製品が皆無、船舶設計技術の基礎が薄弱、技術備蓄の不足、造船管理技術の遅れ、情報

化応用レベルの低さ――が挙げられる。現在のところ、中国は造船大国ではあるが、造船

強国ではない。重要分野においても他国に頼るところがある。 
 
 「第 11 次 5 カ年計画」期間に中国船舶科学技術の発展を加速し、先進造船国家との差

を急速に埋めるのに、有利な条件が揃っている。一つ目は、中国船舶工業はすでに急成長

段階に入ったが、さらに大きな発展余地と潜在力があり、科学技術発展に対する需要も大

きい。二つ目は、今後十数年は国内外船舶市場の需要旺盛が続き、国内のマクロ環境も引
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き続き好調で、科学技術革新が産業発展を推進する大きなチャンスである。三つ目は、「第

10 次 5 カ年計画」の急成長を経て、重要科学技術分野の研究開発で大きな成果が相次ぎ、

船舶科学技術の飛躍的発展に良好な基礎を築いた。我々がチャンスをつかみ、科学的発展

観を全面的に実行すれば、船舶科学技術力の飛躍的発展を必ず実現することができる。 
 
 「船舶工業発展第 11 次 5 カ年計画綱要」を徹底的に実行し、科学技術の革新と飛躍を

速やかに推進し、船舶科学技術の全体力を強化するため、特に本綱要を定める。 
 
一、指導方針、発展目標、全体配置 
 
（一）指導方針 
 
 今世紀初頭の 20 年、船舶工業は中国の経済社会発展の重要な戦略好機を逃さず、適切

に利用し、鄧小平理論や重要思想「三つの代表」の導きを受け、科学的発展観を貫徹し、

軍民一体化を堅持し、モデルチェンジを加速し、船舶科学技術の全体的なレベルアップを

進め、船舶工業の実力を堂々たるものとし、世界の造船強国を建設するために力強い科学

技術支援をおこなった。 
 
 「第 11 次 5 カ年計画」期間における船舶科学技術工作の指導方針は、自主イノベーシ

ョンに力を入れ、重点分野の飛躍を推進し、基礎レベルを強化し、産業の発展を支えると

いうことである。自主イノベーションに力を入れるというのは、産業のイノベーション能

力強化に始まり、イノベーションの集積に重点を置き、オリジナル技術の創出を基礎に、

技術導入・消化吸収・再イノベーションを重要手順として、船舶工業の自主イノベーショ

ン能力向上に力を入れる。重点分野の飛躍を推進するというのは、一定の基礎を持ち、産

業の急速なレベルアップを導く重要分野において、ボトルネックとなる制約条件を解決し、

コア技術を掌握し、飛躍的発展を実現する。基礎レベルの強化とは、長期的な視点を持ち、

先端技術や重要製品に布石を打ち、技術備蓄を強化し、日本や韓国に追いつき追い越す

堅実な基礎を築く。産業発展を支えるというのは、産業の国際競争力向上に始まり、重要

な基幹技術、共通技術の進展に努め、産業の持続的協調発展を後押しする。 
 
 船舶工業は自主イノベーション能力の向上に力を入れ、ブランド戦略を大いに実施しな

ければならない。主流となる船型で国際的ブランドを構築し、ハイテク船型に自主知的財

産権を持ち、船用設備分野で自主開発製品を持ち、重点企業の中で国際競争力に優れた有

力企業を育成する必要がある。 
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（二）発展目標 
 
 2010 年までに、自主イノベーション能力を著しく向上させ、総合技術レベルを大幅に引

き上げ、船舶工業の実力強化を力強く後押しする。若干の重要分野でコア技術を掌握し、

一定基盤と強みのある分野で国際ブランドを築き、船舶開発、設計、船用設備製造技術を

世界先進レベルに近づけ、一部領域で一定のアドバンテージを取り、2020 年までに世界造

船強国の基礎を築き上げる。 
 
 5 年間の努力の結果、いくつかの重要分野で次のような目標を実現した。一つ目は船型

開発で大きな進展が見られたことで、主流船型の総合競争力は世界トップクラスに入り、

LNG 船や豪華フェリー等のハイテク船型の国内設計を可能とし、船舶設計技術は世界先

進レベルに到達あるいは接近した。二つ目は主要な海洋工事設備の基幹技術を掌握したこ

とで、深海半潜水式プラットフォームの研究製造で進展が見られ、FPSO の設計建造レベ

ルは世界トップクラスになった。三つ目は船用設備の国産化レベルが大いに向上したこと

で、自主開発製品の研究製造に進展が見られ、船舶のメインメカニズムや補助メカニズム

の製造技術が国際先進レベルに達した。四つ目は情報集積、精度管理、アジャイル生産等

の基幹技術に進展が見られたことで、現代造船モデルの確立を科学技術面から支援した。 
 
（三）全体配置 
 
 今後 5 年間における、我が国の船舶科学技術発展の全体配置は次の通り。一つ目は現状

と需要に立脚し、全体的なシステム整備に眼を向け、4 つの重点技術分野を定め、13 項目

の優先テーマを設定し、産業発展における差し迫った問題の解決に向けて全面的な科学技

術支援を提供する。二つ目は四大分野の推進を基礎に、追いつき追い越すことを目標とし、

10 項目の重要なイノベーションプロジェクトに重点を置き、イノベーションを集積し、飛

躍的発展を実現する。三つ目は未来に眼を向け、四大分野をめぐり、10 項目の重大基幹技

術を先んじて設定し、イノベーション能力を持続・向上する。 
 
 世界船舶科学技術の発展傾向と産業発展の基礎にもとづき、船舶科学技術発展の戦略重

点をつかむ。一つ目は船型開発と設計技術を優先し、ブランド戦略の実施に力を入れる。

二つ目は海洋工事設備技術を速やかに発展させ、新しい経済成長点を育成する。三つ目は

戦略チャンスをつかみ、船用設備コア技術の取得と掌握を総合競争力向上の突破口とする。

四つ目は現代造船技術の発展を日本や韓国に追いつき追い越す重点とし、情報集積や優れ

た製造技術の応用を強化する。 
 
二、重点技術分野とその優先テーマ 
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 「第 11 次 5 カ年計画」期間に、我が国の船舶科学技術発展は現実的需要から出発し、「全

体推進、協調発展」の思考に照らし、重点技術分野およびその優先テーマに対する計画と

配置をおこない、産業発展における差し迫った問題の解決に向けて力強く後押しする。 
 
（一）船型技術 
 
 発展思考：（1）船型開発の基礎共通技術と、将来市場へ向け、発展傾向に合ったエコロ

ジー技術や安全技術の研究支援に力を入れる。（2）国際新規格、新規則、新標準に対応し、

主流船型の 適化やモデルチェンジをおこない、世界に通用するブランドを形成する。（3）
市場潜在力が大きく、連動性の高いハイテク船型を選択し、基幹コア技術を発展し、自主

開発・設計・建造能力を形成し、国際市場のシェアを引き上げる。 
 
優先テーマ： 
 
1.船舶設計と船型開発の基礎共通技術。主流船型水動力性能の予報 適化技術、構造設計

計算新技術、船舶技術性能データバンクと構造データバンクの開発に重点を置く。 
 
2.主流船型のモデルチェンジと 適化技術。国際新規格の要求を満たすタンカー、ばら積

船、コンテナ船の船型モデルチェンジ開発および 適化研究を重点的に展開する。 
 
3.ハイテク船舶設計技術。マラッカ海峡 大の VLCC タンカー、砕氷タンカー、球形タン

ク型 LPG 船、新型ケミカル船、高速輸送船を重点的に研究開発する。 
 
4.エコロジー・安全技術。国際公約、規則、標準、規格等に応じ、基礎研究、船舶設計新

理念および設計技術研究、船舶の安全性およびリスク設計技術研究、推進性能を向上する

新技術応用研究、汚染防止技術研究を重点的に展開する。 
 
（二）海洋工事設備技術 
 
 発展思考：（1）海洋工事設備基礎技術研究を強化し、海洋工事設備開発を後押しする基

礎技術プラットフォームを作り上げる。（2）海洋オイルガス開発設備のコア技術で躍進し、

深水設備の基幹技術研究を重点的に展開する。（3）海洋資源開発設備の 先端技術を追い

かけ、将来の競争優位を構築するため技術的な後押しをする。 
 
優先テーマ： 
 
5.海洋工事設備基礎技術。深海環境における構造物の運動呼応、構造強度、定位等の基礎
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技術、深海浮遊式設備の国際公約、規格標準、設計ソフトの応用研究を重点的に展開する。 
 
6.海洋オイルガス開発設備の基幹技術。TLP、新型自動昇降式プラットフォーム、深水大

型海洋工事工作船や補助船、深海浮遊式設備の停泊システムを重点的に研究開発する。 
 
7.海洋資源開発設備の 先端技術。FPDSO、LNG FPSO、超大型浮遊式構造物の基幹技

術の追跡研究を重点的に展開する。 
 
（三）船用設備技術 
 
 発展思考：（1）大型船舶のメインエンジンと発電設備に重点を置き、大出力の中・低速

ディーゼルエンジンおよびその基幹部品の研究・製造の国産化を展開する。（2）技術導入

と自主開発の結合を通じて、甲板機械や船室機械等の船舶補助機械の研究開発および製造

レベルを速やかに向上する。（3）オートメーション設備の選択を突破口に、機関室や荷役

のオートメーションシステムの開発に力を入れ、船積み目標を実現する。 
 
優先テーマ： 
 
8.船舶動力システムと設備技術。大出力の低速ディーゼルエンジンと新型中速ディーゼル

エンジンの研究製造の国産化、船用ディーゼルエンジン基幹部品の研究製造の国産化、船

用ディーゼルエンジン情報化集積製造技術と応用研究、船舶推進装置およびシステムイン

テグレーション基幹技術研究を重点的に展開する。 
 
9.船舶補助機械技術。新型船用甲板機械設計および製造基幹技術、新型船用船室機械設計

および製造基幹技術を重点的に研究開発する。 
 
10.船舶オートメーション技術。機関室や荷役のオートメーションシステムの基幹技術研究

を重点的に展開する。 
 
（四）現代造船技術 
 
発展思考：（1）船舶建造における新製法フロー、新工業方法等の実践を重点的に解決し、

新たな製法、新たな設備の開発・研究を完成させる。（2）情報標準化、データバンク管理、

バーチャル造船等の基幹技術で躍進し、設計・建造・管理が一体化した情報プラットフォ

ームを構築し、船舶設計・建造全過程の継ぎ目のない集積を実現する。（3）先進工程管理

技術研究を展開し、一貫加工を全面的に推進する。 
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優先テーマ： 
 
11.先進工程管理技術。アジャイル造船基幹共通技術研究、船舶工程項目管理技術研究、船

体・艤装精度管理技術研究を重点的に展開する。 
 
12.船舶企業情報化工程応用技術。造船設計・製造・管理が一体化したデジタルプラットフ

ォーム技術研究、船舶企業データバンク管理システム研究、造船情報標準化研究、造船バ

ーチャルシミュレーション基幹技術研究を重点的に展開する。 
 
13.先進製法技術および設備。外板成型、ブロック組立、高速搭載技術研究、先進塗装技術

研究、先進艤装技術研究を重点的に展開し、インテリジェント高効率線状加熱装置を開発

する。 
 
三、重要イノベーションプロジェクト 
 
 「第 11 次 5 カ年計画」期間に、我が国の船舶科学技術の発展は一群の重点技術分野お

よびその優先テーマを設定すると同時に、追いつき追い越すという目標を持ち、さらに重

点を際立たせ、産業競争力向上に対して全体的な影響を及ぼす 10 の戦略製品または重大

工程を重要イノベーションプロジェクトに位置付け、その進展に力を注ぎ、科学技術の部

分的な急成長による産業全体の飛躍的発展の実現に努力しなければならない。 
 
 重要イノベーションプロジェクトの実施は、実施条件の成熟度合いに基づき、逐次論証

の上で始動する。企業は研究開発や投資の主体的役割を果たし、さらに市場メカニズムの

科学技術資源配置を有効に利用しなければならず、国家の指導力は主に基幹コア技術の攻

略に用いなければならない。 
 
（一）大型 LNG 船 
 
 LNG 船の開発建造は我が国が順調にエネルギー戦略を実施する上で重要な意義がある。

世界造船業界が認める輝きを放つ LNG 船は、高度な技術が必要で、市場ニーズは大きい。

我が国の LNG 船は初期段階にあり、その設計や建造技術は他国任せの受動的な状態にあ

り、国内の切迫した需要を満たすことは難しい。 
 
 14.7 万 m3LNG 船技術の消化吸収を基礎に、産学研協力の強みを生かし、20 万 m3 級

の LNG 船を自主開発し、船型の自主設計のみならず、動力システム、超低温液貨システ

ム、電力システム、集中制御システム等で自主知的財産権を持ち、一般設備をすべて国内

で調達し、同時に貨物保護システム基幹技術の予備研究を展開し、液貨タンク技術の自主
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化実現に向けて基礎を築く。2010 年までに LNG 船を自主開発、設計、建造する能力を養

う。 
 
（二）1 万 TEU 級超大型コンテナ船 
 
 国際市場におけるコンテナ船の大型化傾向は明らかで、1 万 TEU 級コンテナ船の自主

開発は我が国の主流船型市場の競争力向上を表すものとなる。1 万 TEU 級超大型コンテ

ナ船の研究を通じて、同種船型の自主設計や建造技術を速やかに掌握し、中国船舶工業の

三大主流船型の世界シェアをさらに向上することは、重要な意義がある。 
 
 コンテナ船の大型化にともなう技術問題については、1 万 TEU 級コンテナ船設計建造

基幹技術を進展させ、超大型コンテナ船共通技術開発プラットフォームを構築し、2010
年までに 1 万 TEU 級コンテナ船を自主設計・建造する能力を養う。 
 
（三）豪華フェリー 
 
フェリーは高技術船舶の重要種類で、現在の世界造船業界では高精鋭製品にあたり、技

術難度も極めて高く、フェリー市場への参入は我が国を世界の造船強国とするために重大

な影響を持つ。 
 
海外の設計技術を導入し、自主建造した 1,600 メートル車道の高速フェリーの基礎と条

件を十分利用し、豪華フェリーの設計建造技術を全面的に掌握し、2010 年までに、豪華フ

ェリーを自主設計し、建造する能力を養い、豪華遊覧船の研究開発に向けた技術備蓄を作

り上げる。また、工事技術や産業化基礎研究を通じて、我が国を世界のフェリー設計・建

造基地とする。 
 
（四）超大型鉱石船 
 
大型で先進的な鉱石専用船の開発は、国内外の大量の鉱石輸送に急務である。超大型鉱

石船の設計建造基幹技術の掌握は、中国の戦略物資の輸送保障や、超大型船舶の輸出拡大

に重要な意義がある。 
 
超大型鉱石船の基幹技術研究や、超大型鉱石船の開発技術プラットフォームの構築を通

じて、2010 年までに超大型鉱石船を自主設計・建造する能力を養い、実船の建造を実現す

る。 
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（五）大型自動車輸送船 
 
自動車輸送船は船舶の中でも高技術、高付加価値を持つ製品で、その性能要求は特殊で

あり、構造は複雑で、設計・建造難度が比較的高い。輸送ロットが大きく、輸送費が低廉

で、積み下ろしが容易等の利点から、自動車輸送船市場の需要は大変大きい。船価は同ク

ラスのばら積船の 2 倍以上で、経済効果は顕著である。また、自動車輸送船の軍民両用の

特性も突出している。 
 
大型自動車輸送船の基幹技術研究の展開を通じて、2010 年までに、大型自動車輸送船を

自主設計・建造する能力を養い、世界の自動車輸送船建造の前線に入りこむ。 
 
（六）深海半潜式油田採掘プラットフォーム 
 
深海オイルガス探査設備は、我が国が現在海洋オイルガス資源開発において早急に解决

を必要とする基幹設備であり、我が国のエネルギー戦略に関係する。深海半潜式油田採掘

プラットフォームの研究開発は、我が国の深水海部オイルガス開発設備技術の空白を埋め、

国の南海深水資源開発の戦略手配に適応する差し迫った需要である。 
 
顧客企業との協力により、海外の設計プランを比較分析し、南海海域に合った設計プラ

ンを提出し、コンセプト設計を完成する。海外の設計企業と協力して基本設計をおこない、

共有知的財産権の設計図を作り上げる。詳細設計やプラットフォーム構築を自国でおこな

う。2010 年までに、水深 3,000 メートルの第六代半潜式油田採掘プラットフォームを自主

設計・建造する能力を養うととともに、顧客企業との協力を通じて、プラットフォームを

構築し、南海海域のオイルガス開発に直接応用する。 
 
（七）超大型浮体式石油生産・貯蔵・積出設備 
 

FPSO は「海上の加工工場」と称され、現在の海上石油開発の主流方式となった。浮体

式生産システム市場の注目を一手に集め、前途も有望である。超大型 FPSO の研究は、船

舶工業の新たな経済成長点の需要を広げるだけでなく、我が国のエネルギーの安全性を確

保し、海洋オイルガス資源を開発する上で重要となってくる。  
 
異なる海況、異なる油田、異なる係留方式での超大型 FPSO の設計と製造技術を全面的

に掌握し、2010 年までに、超大型 FPSO の設計・建造を全面的に請け負う能力を養う。 
 



 218

（八）深遠海探査機 
 
人類の海洋資源開発の歩みは勢いを増し、深海部へ向かって邁進している。深水油田開

発関連技術は科学技術イノベーションの焦点の一つとなっている。深海リモート探査機

（ROV）は水中観測とサンプル取得の も有効かつ重要な手段であり、無人探査機の中で

主導的役割を果たしている。海洋自律型無人探査機（AUV）は母船の支援を必要とせず、

水中の活動範囲が大きく、深海部でも自主作業できる等の特徴があり、特に深海部での環

境調査に適している。 
 

1 万メートル級 ROV の基幹技術を躍進し、総合的なテスト検証システムを構築し、基

幹技術の検証を基礎に、深海部の資源観測やオイルガス田開発を背景として、極限深度

ROV 本体のテスト検証プラットフォームを開発構築する。AUV 基幹技術を躍進し、深海

部のオイルガス田開発を背景に、自主知的財産権と国際先進レベルを有し、海底作業の追

跡、定位、観測、データや画像の記録をおこなえる海洋総合観測潜水器の試験機を自主開

発する。 
 
（九）船舶用中速ディーゼルエンジン 
 
ディーゼルエンジンはコア製品に位置付けられるが、その基幹技術は他国に支配され、

船舶工業の発展に影響する重要なボトルネックとなっている。中速ディーゼルエンジンは、

現在自主研究開発で も進展が見込まれる付帯製品であり、我が国の船舶用ディーゼルエ

ンジン技術分野の飛躍的向上をもたらす戦略製品である。主要基幹技術は低速および高速

ディーゼルエンジンにも応用または拡張が可能で、しかも艦船のメインエンジンや各種補

助装置に直接用いることができる。今後 10 年間、中速ディーゼルエンジンの需要は旺盛

で、市場参入の絶好機である。 
 
海外先進研究開発機関との協力を通じて、基本機種を突破口に、需要範囲が広く、自主

知的財産権を持ち、現在の世界先進レベルである 6CS21/32 機の性能指標を上回る製品を

重点的に開発する。2010 年までに、船舶用中速ディーゼルエンジンを自主設計・製造する

能力を養い、船舶用中速ディーゼルエンジンの国内生産を実現する。 
 
（十）機関室自動化システム 
 
我が国の船舶機関室自動化技術は海外の先進的な機関室自動化技術に大きく遅れをとっ

ている。製品知名度が低く、グローバル保守サービスもないため、海外メーカーが我が国

の民間用船舶機関室自動化を設備からシステム配置までほぼ独占しており、我が国の船舶

関連業の発展を大きく制約している。船舶機関室自動化システムの研究を展開し、我が国
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の船舶機関室自動化技術レベルと造船設置能力を全体的に向上させることは十分重要な意

義がある。このシステムは軍民両用の製品であり、今後の応用が期待される。 
 

2010 年までに、機関室自動化システム共同体制を構築し、一体化した研究開発プラット

フォームを作り上げ、自主知的財産権を持つ監視警報装置、メインエンジンの遠隔操作装

置、発電制御装置の三大製品を自主開発し、船級社認証を取得し、実船への応用を実現す

る。 
 
四、重大基幹技術 
 
重大基幹技術とは船舶科学技術分野で将来性、先導性、探索性のある重大技術を指し、

今後の産業技術のモデルチェンジをおこなう重要な基礎となるものであり、産業の持続的

革新能力を総合的に体現するものである。「第 11 次 5 カ年計画」期間中、我が国の船舶科

学技術発展は、船舶科学技術の発展方向を代表する重大基幹技術 10項目の手はずを整え、

科学技術で今後の発展を先導するという役割を果たし、産業の持続的発展能力を強化しな

ければならない。 
 
（一）超高速コンテナ船基幹技術 
 
超高速コンテナ船の船型技術、水動力性能、構造性能、耐航性能、模型試験、貨物運送

システム、動力推進システムを重点的に研究する。 
 
（二）豪華遊覧船基幹技術 
 
豪華遊覧船の設計理念および設計手順、外観デザイン、客室デザイン、全体性能総合技

術、構造設計基幹技術、減振・騒音対策技術、安全環境保護技術、空調、通風、冷蔵シス

テムを重点的に研究する。 
 
（三）深海 SPAR プラットフォーム基幹技術 
 
円筒形 SPAR プラットフォームの運動性能、負荷予報、動的構造解析および疲労強度分

析、柱体・繋留索・立管等の柔性資材の動的特徴、深水停泊システムに適応する高強度合

成材料繋留索の開発応用、プラットフォームの全体構築、海上輸送、海上定位設置過程に

おけるプラットフォーム運動と構造の強度分析を重点的に研究する。 
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（四）深海ステーション基幹技術 
 
深海極限環境・安全性技術、ステーション・探知作業システムインターフェイス・イン

ターネット制御技術、大深度水中作業技術、水中への人員輸送保障技術、深海情報ネット

ワーク技術を重点的に研究する。 
 
（五）LNG 船用双燃料エンジン基幹技術 
 

LNG 蒸発・減圧等基幹部品の性能、エンジン燃焼油量およびエンジン性能に対する影

響、燃料供給システムの整合と 適化、メインエンジン安全制御技術、性能・排出テスト

技術、動力装置運転整合技術、双燃料ハイブリッド燃焼運転整合技術を重点的に研究する。 
 
（六）船用低速ディーゼルエンジン設計技術 
 
船舶低速ディーゼルエンジンのデジタル化設計およびシミュレーション分析共通技術、

全体設計技術、テスト・検証技術、高効率低汚染燃焼基幹技術、高信頼性基幹技術、電力

制御基幹技術を重点的に研究する。 
 
（七）電力推進システム基幹技術  
 
船舶の典型的な電力推進システム技術、システムユーザビリティ技術、システムインタ

ーフェイス技術、システム発熱管理技術、システムインテリジェント管理技術、システム

デモンストレーション検証・リスク評価技術、モーター推進技術、モーター周波数変換・

速度調節技術、監視測定システム技術を重点的に研究する。 
 
（八）強力ウォータージェット推進システム基幹技術 
 
ウォータージェット推進システムのキャビテーション予報技術、効率推進研究、モジュ

ール概念設計、水動力性能、機械構造、信頼性・メンテナンス性、後退操作装置、液圧・

制御システムを重点的に研究する。 
 
（九）船舶リスク設計技術 
 
設計荷重研究、現行船体全体の耐力・屈曲・極限強度のリスク分析方法研究、船体構造

荷重・構造直接計算・リスク設計システム研究を含む構造リスク設計や、早期設計中の安

全目標設定、安全目標実現までのルート分析、設計過程リスク分析・費用評価を含むリス

ク設計方法研究および応用を重点的に研究する。 
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（十）スピード造船基幹技術 
 
改造造船生産体制、造船の一貫化、造船の精巧化、造船並行工事技術、造船情報デジタ

ル化技術、現代造船モデル応用の指導書を重点的に研究する。 
 
五、政策措置  
 
（一）技術導入の消化・吸収・再イノベーションを強化する 
 
産業技術政策を整備・調整し、自主イノベーションを奨励し、やみくもに重複して導入

することを制限し、導入技術の消化・吸収・再イノベーションを強化する。重要イノベー

ションプロジェクトを自主イノベーション能力の重要媒体とする。重要イノベーションプ

ロジェクトの実施を通じて、一群の先進技術を消化吸収し、産業の持続的かつ健全な発展

に関する一群の基幹技術を攻略し、自主知的財産権を持つ重要製品の一群を開発する。 
 
（二）軍民結合、軍民一体のメカニズムを整備する 
 
軍民結合の統一計画と調和を強化し、軍民両用技術の研究開発に重点を置く。軍民結合、

軍民共用の科学技術インフラプラットフォームを構築する。軍民ハイテク研究開発力の集

積を強化し、軍民が効果的な相互作用を及ぼす協力メカニズムを構築し、軍用製品と民用

製品の開発生産の歩調を合わせ、軍民科学技術の各段階における有機的結合を促進する。 
 
（三）多元化、多ルートの科学技術投資体制を構築する 
 
科学技術投資における政府の指導的役割を十分発揮し、財政直接投資や税優遇等の多様

な財政投資方式を通じて、全業界、さらに全社会の科学技術資源配置に対する政府投資の

影響力を強化する。国家財政投資は主に全体の局面または長期的発展に関わる重大基盤、

共有技術・先導性、 先端の技術、および科学技術インフラの支援に用いられる。計画の

実行に必要な経費を統一手配し、重要イノベーションプロジェクトが確実に実施されるよ

う後押しする。国による科学技術支援強化の影響力を十分利用し、企業がさらに大規模な

科学技術投資をおこなうよう促し、国家投資を先導に、企業投資を主体とする良質の科学

技術投資メカニズムを徐々に構築する。 
 
（四）科学技術経費管理制度を構築・整備する 
 
科学研究規則と科学技術業務の特徴に合った科学技術経費管理制度を構築・整備し、国

の予算管理の規定に照らし、財政資金使用の規範性、安全性、有効性を向上する。科学技
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術計画管理の公開性、透明度、公正性を向上し、健全かつ相応の評価と管理監督メカニズ

ムを構築する。 
 
（五）科学研究インフラの建設を強化する 
 
科学研究インフラや軍民両用技術、設備開発条件の建設強化に十分注意を払い、軍工業

による重大科学技術研究施設の建設保障を十分利用する。二大船舶集団が設立した国家ク

ラスの船舶・船用設備研究開発センターを指導・支援する。船舶科学研究機関や海外設計

企業による国内外合弁の研究開発機関を奨励する。船舶工業と関連産業による海洋工事設

備研究開発機関の共同設立を支援する。 
 
（六）協力・共同開発を強化する 
 
企業間の重要科学研究プロジェクトの共同開発を奨励・指導する。プロジェクトの名の

もとに、産学研共同でプロジェクト研究を展開する組織形態を整備し、さらに協力範囲を

拡大する。特に自主開発される重要イノベーションでは、船舶企業・科学研究機関と顧客

企業との協力を強化し、共同開発を展開し、顧客企業が希望すれば研究開発の全過程に参

与してもらう。 
 
（七）便利で効果的な成果応用普及メカニズムを早期確立する 
 
知的財産権保護の強化を基礎に、相互互恵・有償技術移転の原則に基づき、企業と科学

研究機関間の科学技術成果の合法的で順序ある移転と拡散を大いに促す。技術応用普及の

仲介サービス体制の構築を強化し、科学技術成果の移転と拡散に優れたルートやサービス

を提供する。業界管理部門は普及計画・政策・法規の制定と関連機関の設立を通じ、企業

の技術革新や拡散に有効な政策環境を作り上げる。 
 
（八）科学技術人材の集団化を強化する 
 
重要イノベーションプロジェクトの実施および重点科学研究基地の建設によって、アカ

デミックリーダーの養成にさらに力を入れ、イノベーション人材の集団化を積極的に推進

する。コア技術分野におけるトップクラスの専門家については、特別待遇を用意し、重要

科学技術人材の流失を防ぐ。科学技術革新と人材育成の有機的結合を強化し、企業・科学

研究機関と高等教育機関の協力による研究型人材の育成を奨励する。大学および高等専門

学校の船舶・海洋工事分野の教育研究力を強化する。企業の多ルート、多方式によるハイ

レベル科学技術人材の採用と育成を奨励する。イノベーション人材の成長に有益な文化環

境を作り上げる。 
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9.4 2006 年中国の国防（一部抜粋） 

 
中国国務院新聞弁公室は 2006 年 12 月 29 日、国防白書「2006 年中国の国防」を発表し

た。白書は、以下の項目で構成されている。ここではこれらのうち、前文、人民解放軍、

国境・沿岸防衛、国防科学技術工業、国防費、国際的安全保障協力を抜粋して掲載した。 
 
目次、 
前文、 
一、安全保障の情勢、 
二、国防政策、 
三、国防の指導・管理体制、 
四、人民解放軍、 
五、人民武装警察部隊、 
六、国防動員及び予備力、 
七、国境・沿岸防衛、 
八、国防科学技術工業、 
九、国防費、 
十、国際的安全保障協力 

 
【前文】 
 
 世界の平和を守り、共同の発展をはかり、協力・ウィンウィン（共に勝者となる、両方

が得をする意）を求めることは、各国人民の共通の願いで、今日の時代の逆らいようのな

い潮流である。中国は平和、発展、協力の旗印を高く掲げ、平和的発展の道を堅持し、世

界各国と共に、平和が永続し共に繁栄する調和世界の建設に力を尽くしている。 
 中国と世界の関係が今日のように密接になったことはない。中国政府は中国人民の根本

的利益を各国人民の共通の利益と結びつけ、あくまでも防御的国防政策をとっている。中

国の国防は国家の発展戦略と安全保障戦略に従い、これに奉仕し、国家の安全と統一の維

持及び小康社会（暮らしにわりあいゆとりのある社会）全面建設の壮大な目標の確保をめ

ざしている。中国は永遠に、世界の平和、安全、安定を守る確固たる勢力となる。 
 中国が経済のたえざる発展を基礎に、国防と軍隊の近代化を進めるのは、世界の新しい

軍事変革と発展のすう勢に遅れないためで、国家の安全と発展の利益を守るためにも必要

なことである。中国はいかなる国と軍備競争をすることもなく、いかなる国の軍事的脅威

となることもない。新世紀の新段階に、中国は科学的発展観を国防・軍隊整備の重要な指

導方針とし、中国の特色ある軍事変革を積極的に進め、国防及び軍隊整備の全面的で、調

和のとれた、持続可能な発展の実現に努める。 
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【人民解放軍】 
 
 人民解放軍は新世紀、新段階の歴史的使命を有効に果たすことを眼目に、中国の特色あ

る軍事変革を加速し、情報化という条件下での防衛作戦能力を全面的に高めている。 
 
 兵員 20 万削減の完了 
 
 中国は 1985 年、1997 年と 2003 年に、それぞれ 100 万、50 万と 20 万の兵員削減を発

表した。2005 年末、兵員 20 万削減の任務を完了し、軍隊の規模は現在 230 万人に維持さ

れている。人民解放軍は適度な規模、合理的構造、簡素で効率的な機構、迅速柔軟な指揮、

強い戦闘力という目標に向かって新しい一歩を踏み出した。 
 軍隊の規模を圧縮する。精鋭化・簡素化の重点は陸軍部隊で，定員を計 13 万人余り減

らした。軍区の機関と直属単位、省軍区系列は６万人余りを削減した。調整を経て、全軍

の兵員に占める海軍、空軍と第２砲兵の比率は 3.8％上がり、陸軍部隊の比率は 1.5％下が

った。 
 機関、直属単位と学校を精鋭化・簡素化する。連隊以上の機関の部門が 3000 余り、連

隊以上の機関の直属単位が 400 余り減らされた。農業・副業生産機構、文化・スポーツ団

体、鉄道駅駐在軍代表事務所、物資機構などがかなり圧縮された。全軍で計 15 カ所の学

校、31 の訓練機関が減らされた。 
 軍種・兵種の内部編成を 適化する。陸軍は一部の集団軍と師団、連隊を廃止し、軍－

旅団－大隊体制をとる集団軍の数を増やし、一群のニュー・ハイテク装備部隊を結成した。

海軍、空軍は一部の艦艇大隊と航空兵師団、連隊、場・所〈ステーション〉を廃止し、技

術的要素の高い水上艦艇、航空兵、地対空ミサイル部隊を結成した。予備役部隊は一部の

歩兵師団を減らし、他の兵種の師団（旅団）の数を増やした。 
 指導・指揮体制を改革する。総部関係部門の機能と合同作戦指揮の見直しによって、総

部の指導・指揮体制を充実させた。海軍は航空兵部機関を廃止し、基地を後方支援基地に

変えた。空軍は軍(基地)機関を廃止し、地域的指揮所を設立した。見直し後、海軍、空軍

の作戦部隊はそれぞれ艦隊、軍区空軍が直接指導するようになった。 
 合同兵站・後方支援体制の改革を深める。軍区を基礎にした合同兵站・後方支援の範囲

を拡大し、重複して設置されている後方支援基地を減らした。総部と海軍、空軍、第２砲

兵の専用倉庫と総合病院は存続させるが、その他の後方倉庫と病院、療養所はすべて合同

兵站系列に統一、統合させた。全軍で８つの合同兵站分部（事務所）、94 の後方倉庫、47
の病院と療養所が減らされた。 
 将校・兵士の比率を改善する。全軍で計 17 万人の将校〔幹部〕の削減〔精簡〕を進め

た。軍職以上の将校〔指導幹部〕ポストを 150 余り減らし、７万近い将校ポストを下士官

〔士官〕が担当するよう改め、２万余りの文官〔文職幹部〕ポストを契約制〔非現役〕の

ポストに改めた。 
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 軍種・兵種の整備 
 
 陸軍は現役主戦装備の更新・世代交代と情報化への改造を加速し、精鋭、統合、機敏、

多機能という新しいタイプの陸戦兵力を建設している。陸軍航空兵、小型機械化部隊と情

報対抗部隊を優先的に発展させた。陸軍統合作戦部隊における装甲兵の比率がさらに高ま

った。砲兵、防空兵が新型火砲、野戦防空ミサイル、偵察早期警戒レーダー、火器管制シ

ステム（ＦＣＳ）、情報指揮システムなどの装備を続々と戦闘配置につけ、地対空ミサイル

と高射砲の比率が改善された。工兵が主戦兵種と歩調を合わせて拡大し、部隊携行支援及

び精密支援能力をたえず高めている。対化学兵は合同作戦に対応する核・化学・生物（Ｎ

ＢＣ）防護システムを初歩的に確立し、ＮＢＣ防護、ＮＢＣ緊急救援の高速遂行及び対Ｎ

ＢＣテロ能力がめだって増強された。通信兵は汎用情報の伝送プラットホーム、処理プラ

ットホーム及び指揮制御（Ｃ２）システム、周波数スペクトル管理システムの整備に力を

入れ、通信及び情報支援能力を高めた。 
 1986 年創設の陸軍航空兵は総部、戦区、一線タスクグループ〔作戦集群〕の３級管理体

制をとっており、主要な装備には武装ヘリ、輸送ヘリ、パトロールヘリがあり、空中火力

攻撃、降下作戦、地上兵力と物資の空輸及び戦場サービス支援などの任務を担っている。

陸軍航空兵は高速兵力投下、精密攻撃、長距離攻撃・支援能力の整備を重点的に強化して

いる。 
 海軍は複数兵種が統合された、核・通常の二重作戦手段をもつ近代的海上作戦兵力の整

備を眼目に、情報化を海軍近代化の発展方向と戦略的重点にし、海上情報システムの拡充

を優先させ、新しい世代の兵器装備を強化している。海戦場の能力を強化し、新型装備の

各付帯施設と作戦支援体制の整備に重点的に取り組んでいる。情報化という条件下の作戦

に対応する海上機動兵力づくりに力を入れ、近海海域の全体的作戦能力、合同作戦能力及

び海上総合支援能力を増強している。訓練内容と方法を改革・革新し、海上統合された合

同作戦の訓練を深化させている。海軍の作戦理論研究を強化し、現代の条件下での海上人

民戦争の戦略・戦術を模索している。 
 空軍は攻撃と防御を兼ね備えた、情報化された空中作戦兵力の建設を眼目に、作戦機の

総数を減らし、新型戦闘機、防空・ミサイル防衛兵器を重点的に発展させ、指揮制御シス

テムづくりに力を入れている。訓練の的確性と対抗性を前面に出し、異なる兵種、機種の

合同戦術訓練を強め、改装新型機及び新兵器装備の使用訓練を積極的かつ着実に実施して

いる。空軍パイロットの訓練では、飛行学校、訓練基地、作戦部隊の３級体制をとり、基

礎教育、初級飛行、高級飛行、作戦機改装飛行、戦術飛行の５つの段階に分けている。航

空兵部隊は主に空戦、対地攻撃及び合同作戦などの訓練を行い、パイロットはその任務に

ふさわしい訓練飛行時間を維持している。 
 第２砲兵は精鋭の、効果的な、核と通常を兼ね備えた戦略部隊の建設を眼目に、兵器・

装備システムの情報化レベルアップを速め、機敏で、高効率の作戦指揮制御システムをつ

くり、陸上の戦略ミサイルによる核反撃能力と通常ミサイルの精密攻撃能力を高めている。
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戦場システムと兵站、装備の付帯建設により力を入れ、総合支援効果を強めている。訓練

改革を深め、統合〈インテグレーション〉訓練を強化し、科学技術の成果を活用して訓練

の質を高めている。ミサイル核兵器の安全管理統制メカニズムを強化し、関連法規・制度

と技術的防備措置を健全化し、核事故処理の応急手段を充実させている。第２砲兵の装備

には、複数型式の地対地戦略ミサイルと戦役戦術ミサイルがある。 
 
 軍事訓練 
 
 人民解放軍は軍事訓練を平時における戦闘力向上の基本的方途と重要な軍隊統治、管理

方式とし、機械化の条件下での軍事訓練から情報化の条件下での軍事訓練への転換を積極

的に進めている。2006 年６月、総参謀部は全軍軍事訓練会議を開き、新世紀、新段階の軍

事訓練の革新と発展について全面的配置を行い、全軍に対し実戦の必要に合わせて難しく

厳しい訓練を行い、科学技術による練兵をたえず深め、軍事訓練改革を続け、軍事訓練を

新たな水準に高めるよう求めた。 
 情報化の条件下での局地戦に勝つという要請に従って、部隊を全面的厳格に訓練してい

る。技術・戦術の基礎訓練、合同戦術訓練及び戦略戦役訓練を行い、下級から上級へ順次

訓練し、順次統合し、順次戦闘力を形成するようにしている。実兵実装実弾訓練と〈青軍、

赤軍の〉対抗訓練を着実に繰り広げ、実戦に近い環境で部隊を訓練している。科学技術に

よる訓練の方針を堅持し、近代的訓練方法と手段を活用し、基地、シミュレーション、ネ

ットワークによる訓練を拡大し、軍事訓練における科学技術の要素をたえず増やし、軍事

訓練の質と効果を重点的に高めている。 
 諸軍種・兵種が統合された合同作戦能力の向上を眼目に、合同訓練を大いに強化してい

る。戦役指揮官と指揮機関の合同訓練を優先させ、諸軍種・兵種部隊の合同実兵演習を強

化し、各種支援勢力による総合支援訓練を重んじ、戦略・戦役指揮官と統率機関の組織・

指揮能力および諸軍種・兵種の合同作戦能力を確実に強めている。将来の情報化された戦

場に照準を当て、将来の統合された合同作戦の動向をとらえて、統合された訓練を革新す

るための実践を繰り広げ、作戦単位の内部統合、作戦要素のシステム統合及び作戦体系の

総合統合訓練の道を積極的に模索している。 
 要綱に従った訓練の実施を堅持し、軍事訓練の全過程・全要素の科学的管理を強めてい

る。情報化という条件下での訓練の組織・管理モデルを模索、確立し、法に基づく管理を

強め、目標管理を進め、精密な管理を強化し、正規の訓練秩序を維持している。訓練の手

順を改善し、質評価を厳格にし、情報化された作戦に適した訓練基準体系を確立、整備し、

首長機関と単位の全体的訓練を重点にし、実兵による検証的演習の形式をとり、部隊の演

習評価システムなどの手段を活用して、部隊の訓練水準と実戦能力を全面的に検証し、評

価している。 
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 政治工作 
 
 人民解放軍の政治工作の基本的任務は、国の改革・開放及び小康社会の全面建設、社会

主義的近代化推進という大局に奉仕し、中国の特色ある軍事変革と軍隊の革命化・近代化・

正規化に奉仕し、政治、思想、組織各面から党の絶対的指導下の人民の軍隊という性格を

保証し、理想、道徳、教養、規律のある軍人の養成を目標にした軍隊の社会主義精神文明

建設を保証し、軍隊内部の団結及び軍と政府、軍と人民の団結を保証し、軍隊の戦闘力の

向上と諸任務の達成を保証することである。 
 長期の革命戦争と近代化の実践の中で、人民解放軍は優れた民主主義の伝統を作り上げ、

軍隊内部の一揃いの民主主義制度を築き上げた。旅団、連隊クラスの軍人代表会議は、軍

隊の民主主義を完全にし、発展させ、軍人の民主的権利の正しい行使と部隊管理への参加

を保障する民主主義制度である。軍人代表会議の主要な任務は、それぞれのクラスにおけ

る首長の活動報告を審議し、条令・条例や上級の命令・指示の徹底・実行を監視し、軍人

の意見や要望を出し、部隊の経済を監督することである。旅団、連隊クラスは同クラスの

部隊党委員会の指導と政治機関の指図の下に、毎年１回軍人代表会議を開催する。会議の

代表〈訳注 代議員〉は現役軍人、軍隊の正規職員の中から、下から上へと民主的選挙に

よって選ばれる。軍人委員会は中隊及びそれに相当する末端で政治、経済、軍事の民主化

を進め、軍人の民主的権利行使を保障し、大衆的活動を繰り広げる組織で、党支部又は末

端党委員会の指導と軍事・政治首長の指図の下に活動する。 
 人民解放軍は政治工作の革新・発展を通して、将兵の資質の全面的向上をはかっている。

全軍で軍隊の歴史的使命に関する教育、理想・信念の教育、戦闘精神の教育及び社会主義

の栄辱に関する教育を繰り広げ、使命意識を強め、革命の理想を固めさせ、戦う姿勢を培

い、栄誉と恥辱の境界をはっきり区別させ、訓練への熱意を燃やさせている。心理トレー

ニングと心理戦研究を実施し、政治工作部門と医療部門を結合した心理教育、指導及び保

健サービスの仕組みを作っている。軍事委、総部が末端強化のための一連の政策・制度を

定め、連隊以上の指導機関が一様に、末端活動の調整のための仕組みをつくり、各部隊が

「軍隊末端建設要綱」を真剣に実行に移し、先進的末端団体と優秀な兵士が輩出している。 
 
 兵站支援 
 
 人民解放軍は兵站〈後方補給〉支援の効率向上を眼目に、管理を強化、改革を推進し、

近代的兵站制度を全面的に整備している。 
 兵站管理の水準向上。兵站の法規や規格制度の整備に力を入れ、供給、消費、管理を一

体にした標準化体系づくりを模索している。第 10 次国民経済・社会発展５カ年計画期

（2001～05 年、以下「10・５」と略称）に、全軍の兵站規格制度を全面的に整理し、200
余りの規格を制定、改訂し、240 余りの兵站法規を制定した。第 11 次国民経済・社会発展

５カ年計画期（2006～10 年、以下「11・５」と略称）には、兵站供給の標準化に重点的
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に取り組み、供給・支援規格の動的調整の仕組みを作っている。兵站業務管理を強化し、

軍事経済秩序を全面的に正常化〈軍事予算の全面的順調な執行の確保をさす〉している。

厳格な会計検査によって、財政・経済規律を守っている。 
 将兵の物質的生活条件の改善。全軍で基本的に分餐制〈個人が別々に１人前ずつの料理

を食べる方法。全員が同じテーブルについて、一つの皿の料理を取り分けて食べる方式を

「集餐制」というのに対し〉をとっている。一部の編制大隊は大隊単位での給食サービス

を始めた。2005 年１月１日から、下士官・兵士（ＥＭ 原語は士兵）の食費基準を大幅に

引き上げ、将兵の飲食は満腹型から栄養型へ転換しつつある。2006 年７月１日から、軍人

の給与をかなり大幅に引き上げた。全軍の下士官・兵士と空軍の将兵の制服を新式のもの

に交換し、軍種・兵種部隊の一部の特殊作業服を新しいタイプのものに交換し、チベット、

新疆駐屯部隊の一部に新しいタイプの高地防寒服を支給した。 
 兵站改革の着実な推進。三軍兵站の合同兵站機関への統合、支援実体の統一管理・共同

使用、供給・支援の統一的実施の原則を堅持し、済南戦区で大合同兵站への改革実験を行

い、三軍を統合した兵站支援体制という目標に向けて重要な一歩を踏み出した。資金集中

支払制度への改革を全面的に推進し、財務単一口座を基礎、集中支払いを主要形式とする

資金決済の支援モデルをつくった。軍隊の医療保障制度改革が順調に進み、軍人の医療が

重点的に保障され、70％以上の軍隊職員が医療社会保険システムに組み入れられた。住宅

制度改革が進展をみせ、軍隊保障と社会保障、官舎と持ち家、現物支給と貨幣分配を合わ

せた軍隊要員の住宅保障システムが初歩的に形成された。 
 2004 年 10 月、総参謀部、総政治部、総後勤部は共同で「軍以下の部隊物資調達改革の

一層の推進に関する通知」を出した。軍隊は現在、総部、大単位、部隊各兵站という３級

の物資調達管理体制及び集中調達モデルをほぼ確立している。「10・５」期、全軍の集中

調達物資総額は 450 億元で、31 億 5000 万元の資金が節約され、平均節約率は７％となっ

た。 
 
 兵器装備 
 
 人民解放軍は国の経済発展と科学技術の進歩に依拠し、自力更生を主にして、兵器装備

の近代化を加速している。 
 兵器装備長期計画の科学的立案。新しい時代の軍事戦略方針と軍隊整備計画要綱に基づ

いて、装備の必要性と経費の可能性の関係を正しく処理している。そして三軍一体、合同

作戦及び体系整備、総合統合の要請に従って、兵器装備の開発戦略を研究、論証し、兵器

装備計画要綱と兵器装備「11・５」計画を編成し、兵器装備の今後の方向、目標と重点を

科学的に決めた。 
 兵器装備の自主革新能力の増強。応用・基礎研究と国防基幹技術研究を強化し、技術成

果の転化・応用作業に取り組み、原初〈original〉革新、統合〈integrated〉革新及び導入・

消化・吸収・再革新の能力を高めている。国防科学技術及び兵器装備革新の仕組みを整え、
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ニュー・ハイテク兵器装備の自主的な、跳躍型の、持続可能な発展に保障を与えている。 
 兵器装備体系の完全化と 適化。技術性能が先進的で信頼でき、作戦効果が顕著な新型

装備の整備を優先的に進めている。総合電子情報システム開発を強化し、各種兵器システ

ムと支援保障システムの総合的統合に力を入れ、情報の共有と融合をはかっている。余分

な装備の退役・廃棄を進め、装備の型式改良や現役装備の情報化改造を重点的、選択的、

段階的に実施し、既存装備の潜在力を掘り起こしている。付帯業務を強化して、部隊の装

備システム、兵器システムと装備支援の完全性を実現している。 
 総合的装備支援能力の向上。装備管理を厳格にし、装備管理の科学化、制度化、恒常化

の評価活動を繰り広げ、既存装備の整備率、稼働率の維持、向上をはかっている。軍民一

体の装備支援体制を確立、整備し、保守・修理のニュー・ハイテクを開発、その成果の普

及・応用をはかり、装備メンテナンス、緊急救出・修理、遠距離技術支援の各能力を増強

している。装備支援部隊を強化し、装備支援訓練を強め、プレフィールド・トレーニング

をしっかりやり、資質の高い装備人材を養成し、部隊装備の作戦能力と支援能力が組織全

体、系統全体で形成されるようにしている。 
 装備調達制度改革の積極的推進。2005 年 12 月、中央軍事委は「装備調達制度改革深化

の若干の問題に関する意見」を承認して、下部に伝えた。この２年間、総装備部は装備調

達方式の審査を強化し、競争的調達の範囲を徐々に拡大して、競争的調達経費の比率を１

０％から２０％へ引き上げた。同タイプ装備の全軍集中調達制度を強化し、法規、基準を

定めて、集中調達の数量と種類を大幅に増やし、予定経費の８％を節約して、よい経済効

果をあげている。 
 
 軍事法制 
 
 「10・５」期に、全人代常務委、国務院と中央軍事委は所定の職権に従って、99 本の軍

事法律・法規を制定、改正し、各総部、軍区、海軍、空軍、第２砲兵は 900 本近い軍事規

則を制定、改正した。中央軍事委は 2006 年から「11・５」立法計画を実施しており、５

年をかけて、全体をカバーし、合理的構成で、内部の調和のとれた、科学的で厳密な軍事

法規体系を基本的に作り上げる。 
 軍事裁判機関が軍隊内部の民事裁判機能を遂行するのに合わせて、軍事検察機関が軍内

の民事検察制度を試行し、法に基づいて軍内の民事裁判活動を監督し始めた。軍事検察機

関は国の検察機関における人民監督員制度の規定に基づいて、軍人監督員制度の試行を初

め、職務犯罪の取り調べ・処分に対する外部監督を強めた。国の訴訟法律制度に従って、

新しい軍人陪審員制度をつくり、軍人陪審員の選定条件と職務遂行方式を規範化した。国

の司法制度との統一を保つため、軍事裁判官、軍事検察官の３等 11 級の専門等級制度を

とり、軍事司法陣を一層プロ化している。 
 近年、陸軍の集団軍、師団、旅団の３級部隊に軍隊弁護士を設置した経験を基に、第２

砲兵の旅団級以上の部隊でも軍隊弁護士を設置し始めた。総装備部と海軍に国防特許、海
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事などの専門的法律顧問事務所を設置した。軍弁護士は軍隊の首長や機関の法に基づく意

思決定の支援、刑事訴訟被告人の弁護担当、民事事案の代行による軍機関・軍人の合法的

権益の擁護などで積極的な役割を果たしている。 
 
 学校教育 
 
 人民解放軍の学校教育では中央軍事委の統一的指導下の、総部と軍区（軍種・兵種）に

よる２級管理体制をとっている。４総部が全軍の学校のマクロ指導を担当し、総参謀部が

全軍の学校教育を推進する。軍学校整備の目標は、ポスト就任前の職務教育学校を主体に

し、職務教育と士官候補生の学歴教育が相対的に分離され、軍事色の鮮明な新しい型の学

校体系を確立、整備し、学校教育の学歴教育中心から職務教育中心への転換を速めること

である。軍学校は現在 67 カ所あり、大きく２つのタイプに分かれている。士官の学歴教

育学校は、士官辞令前の本科学歴教育と士官の大学院教育任務を担っている。ポスト就任

前の職務教育学校は初級、中級、高級職務教育学校と下士官学校に分かれ、主に現職士官

と下士官の職務訓練と輪番研修の任務を担い、一部の学校は軍事学の大学院教育任務も担

っている。同時に、普通の大学教育で軍隊幹部を養成する比率を徐々に高め、全国の 112
大学が国防生の養成任務を引き受けている。 
 重点を際立たせることとつり合いのとれた発展を堅持して、軍学校全体の水準を高めて

いる。「11・５」軍学校重点建設プログラムを全面スタートさせ、情報化された軍隊を築

き、情報化された戦争に勝つことにとって意義の大きい学校や学問の専門領域を引き続き

重点的に整備している。新ラウンドの教育改革を繰り広げ、各級各種の人材養成目標のモ

デルを確立し、新しい軍事人材養成プランとカリキュラムを制定している。軍事訓練の情

報網づくりを強化し、バーチャルラボラトリー、デジタル図書館、デジタルキャンパスづ

くりを推進している。遠隔教育、ネットワーク教育、ネットワーク訓練を繰り広げている。

軍隊の大学院教育の学術型人材養成中心から応用型人材養成中心への転換、数量規模増大

重視から教育の質・効果向上重視への転換、相対的に閉鎖的な養成方式から開放的多元的

養成方式への転換を引き続き進めている。現在、全軍で博士号授与機関が 41、修士号授与

機関が 60 ある。 
 
 幹部政策制度 
 
 人民解放軍は 2005 年に幹部の評価・選抜・任用制度の改革を始めた。指揮士官の考課

評価体系づくりを研究、確立し、作戦部隊の連隊副職指導幹部の考課と試験を合わせた選

抜を行い、予備幹部制度を充実させ、優秀な若手幹部を選抜、養成する長期的な仕組みを

つくった。2006 年３月、中央軍事委の承認を得て、４総部が「中国人民解放軍専門技術人

材表彰規定」を共同で公布し、軍隊の専門技術人材賞と報奨的手当を設けた。 
 2005 年６月、国務院、中央軍事委は「中国人民解放軍契約文官条例」を公布し、軍隊で
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契約文官制度をとり、部隊の一部支援ポストを非現役要員が担当するように改め、限られ

た現役幹部定員を指揮作戦ポストに充てることにした。「条例」は契約文官の性格・地位、

主要な採用手続き及び軍と民間の関連政策の調整について具体的に定めている。2006 年、

初の契約文官が採用された。 
 国は軍隊の転業幹部〈民間に転出する士官と下士官〉を計画配属と自主職業選択を合わ

せた方法で再就職させている。国務院は軍隊転業幹部再就職機構を設置して、全国の軍隊

転業幹部の再就職事務を担当させる。省（自治区、直轄市）も相応の軍隊転業幹部再就職

機構を設置して、当該行政区域の軍隊転業幹部の再就職事務を担当させる。総政治部は全

軍の幹部転業事務を統一的に管理し、軍隊の連隊クラス以上の党委と政治機関は当該クラ

スの幹部転業事務を担当する。省軍区（衛戍区、警備区）は全軍からそれぞれの省、自治

区、直轄市に転業する幹部の引き渡しを担当する。2005 年から、国と軍は軍隊転業幹部の

再就職政策の見直しと改革をさらに深めた。 
 
 政府擁護・人民愛護 
 
 人民解放軍は政府を支持し、人民を愛することを主な内容にした大衆工作を非常に重視

している。４総部及び各軍区、軍種・兵種の政治機関は大衆工作部門を設け、軍、師団（旅

団）、連隊クラスの政治機関は大衆工作の士官を置いて、軍と政府の連絡や調整にあたらせ

る。各部隊は政府擁護・人民愛護教育を幅広く展開し、国の経済建設、緊急救助・災害救

援及び一般公共事業に参加している。 
 この２年間に、陸軍、海軍、空軍の工兵部隊は 430 件余りの交通、水力発電、通信、エ

ネルギー・インフラ重点工事に参加した。全軍の各部隊は社会主義の新しい農村づくりを

支援し、１万 9000 余りの農村貧困対策連絡地〈貧しい農家を定期的に支援する〉を指定

した。節水かんがい、人と家畜の飲料水、道路、水力発電など４万 8000 余りの小型公共

施設の建設を援助し、80 万人近くが直接にその利益を受けた。また 211 の小中学校の新設、

拡張を援助して、中途退学した 14万2000人の児童・生徒が再び教室に戻れるようにした。

西部地区の駐屯部隊は防護林帯や小流域整備などの生態系保全事業に参加し、２億 1000
万本を植樹し、1300 万平方メートル余りに草を植えた。軍隊の医療衛生部門は西部地区の

400 余りの県、郷立病院と支援・協業関係を結び、中心的医療スタッフを訓練し、巡回奉

仕診療を行い、また医療設備や医薬品を贈った。全軍と武装警察部隊は 2800 回の各種緊

急救助・災害救援行動に参加し、延べ 34 万人の将兵を出動させ、延べ４万台の車両・機

械を動員し、延べ 2000 機の航空機（ヘリコプターを含む）を出動させ、340 万人の大衆

を避難させ、数十億元の経済的損失を防いだ。2006 年末に、各部隊は被災地、貧困地区に

２億 3000 万元の義援金と 93 万点（組）余りの綿入れ服や布団を贈った。 
 2005 年６月、国務院、中央軍事委は「軍隊緊急救助災害救援参加条例」を公布し、緊急

救助・災害救援に参加する軍隊の主要な任務、地方人民政府の活動との関係調整、軍隊動

員の権限と手続き、軍隊・地方の合同指揮、平時の災害救援準備及び経費・物資保障など
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について明確な規定を設けた。 
 
【国境・沿岸防備】 
 
 中国は統一的計画をたて、陸・海共に重視し、防備を主とし、防備・管理を一体にする

という原則を堅持して、統一的、高効率の、堅固な、情報化された国境・沿岸防備に力を

入れている。 
 
 国境・沿岸防備体制 
 
 国境・沿岸防備活動は国務院、中央軍事委が統一的に指導し、軍と地方が責任を分担す

る管理体制をとっている。国家国境沿岸防備委員会は国務院と軍隊の関係部門からなり、

国務院と中央軍事委の指導下に、全国の国境・沿岸防備活動の指導・調整にあたる。各軍

区及び国境・沿岸にある省、地区、県の３級に国境沿岸防備委員会を設立し、管轄区域内

の国境・沿岸防備活動の指導・調整にあたらせる。 
 人民解放軍は国境・沿岸防備の主要な防衛力である。人民解放軍の国境防備部隊は国境

防備連隊、大隊、中隊を設け、沿岸防備部隊は沿岸防備師団、旅団、連隊、大隊、中隊を

設けている。2003 年、中朝国境と中国ミャンマー国境雲南区間の防備業務が公安国境防備

部隊から人民解放軍国境防備部隊に移管されたのに合わせ、国は陸地国境の防備管理方式

を統一した。公安国境防備部隊は国から与えられた国境・沿岸の安全防衛や治安維持など

の任務を担い、省（自治区、直轄市）に国境防備総隊を設け、国境・沿岸地区に国境警備

支隊、大隊、国境防備派出所、国境検問所を設け、国の対外開放通関港に出入国審査所を

設け、海上に海警〈海上警察〉部隊を配置している。改革・開放以来、国は公安、税関、

検査検疫、海監、漁政〈漁業管理〉、海事、環境保護などの国境・沿岸防備法執行機構を整

備している。さらに公安国境防備部隊及び海事、密輸取締、漁政、海監総隊などの国境・

沿岸防備法執行力を結成し、充実させている。 
 
 国境・沿岸防備の整備 
 
 中国は国防法のほか、領海及び隣接水域法、排他的経済水域及び大陸棚法などの法律・

法規を次々に公布し、国際法と国際慣行に従って国境・沿岸防備の政策規定を整備し、法

に基づいて国境を管理、沿岸を管理するようにしている。近代化された、軍・警察・民間

が共同で防備・管理する国境・沿岸防備の陣容を築いている。この 10 年余り、国は 20 億

元余りを投じて国境防備のインフラ整備を行い、２万㌔の国境パトロールルート、6000
㌔の国境鉄条網と 600 近い国境監視施設を建設した。2004 年から、沿岸防備インフラ整

備をスタートさせ、沿岸地区で警備勤務のためのふ頭、監視所、監視センター及び一部の

補助施設の建設を進めている。 
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 中国は常に善隣友好政策を堅持し、隣国に善意で接し、隣国をパートナーとし、関係諸

国と平等な話し合いを通じて、国境や海域境界問題を公平かつ合理的に解決することを主

張している。中国はミャンマーなど 12 の隣国と陸地国境条約または協定を締結して、過

去から残された国境問題を解決するとともに、いまインド、ブータンと国境問題交渉を行

っている。1996 年から、韓国及び日本と相次いで二国間海洋法協議制度をスタートさせ、

主に海域の境界画定や海上協力問題について意見を交換している。2004 年、ベトナムと結

んだ「中越北部湾境界画定協定」が正式に発効した。 
 中国は隣国との国境・沿岸防備協力を積極的に発展させ、関係諸国とさまざまな分野と

クラスの国境・沿岸防備交流を強め、国境・沿岸防備関連問題を適切に処理している。2005
年、ベトナムと「中越海軍北部湾共同パトロール取り決め」に調印し、フィリピン、イン

ドネシアとそれぞれ「海事協力了解覚書」、「海上協力了解覚書」に調印した。2006 年７月、

中国とインドは中国チベットとインド・シッキム地区を結ぶナトゥラ峠の交易ルートを再

開した。中国の国境・沿岸防備部隊は国際法及び周辺の隣国と結んだ取り決めや協定を厳

格に執行し、隣国との会談・会合制度を確立、整備し、法執行と対テロの協力を繰り広げ、

国境地帯と関連海域の安定と安寧を共同で守っている。 
 
 辺境地区の安定 
 
 辺境の安定と発展は、国境・沿岸防備強化の基礎である。中国政府は辺境の民族工作と

経済建設を重視し、一連の正しい民族政策を定め、辺境の経済発展をはかる多くの戦略的

措置を講じている。新中国成立の初期、人民解放軍の 100 万近い将兵が集団で転職して新

疆、内蒙古、黒竜江、雲南、チベットに入り、生産建設兵団と農場を設立して、辺境の経

済発展と安定維持のために不滅の功績を立てた。1950、60 年代、国は内地の大量の工業

企業と熟練労働者を辺境地区に移転させ、比較的完全な辺境の工業体系と交通輸送網を

徐々に作り上げた。改革・開放以降、国は 253 の通関港を建設、開放し、西部大開発と東

北地区の旧工業地帯振興戦略を実施し、「辺境の振興によって住民を豊かにする」、「地元民

を大切にして国境防備を固める」政策を実行に移すほか、内地各省による一対一の支援な

どの措置を講じて、辺境の経済発展を速め、国境・沿岸防備を強固にするためのしっかり

した物質的基礎を築いた。 
 人民解放軍国境防備部隊と公安国境防備部隊は、辺境の社会の安定と諸民族の団結を断

固として守り、辺境経済を発展させている。武器密輸、麻薬密輸、密航、人身売買など国

境を越えた犯罪及び民族分離、暴力・テロ活動の取り締まり措置を取っている。国の民族

政策と宗教政策を厳格に執行し、少数民族の風俗習慣を尊重し、軍隊と政府、軍隊と人民

の団結及び諸民族の団結を強め、辺境の政治的安定維持と社会の発展・進歩に積極的な貢

献をしている。 
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【国防科学技術工業】 
 
 国防科学技術工業は基礎強化、自主革新を重視し、タイプ転換・グレードアップ戦略を

加速し、軍事装備の生産・供給を保障し、国民経済の発展を促進している。 
 産業構造を 適化し、ニュー・ハイテク兵器装備の研究・生産能力を高める。研究・生

産能力の構造調整を加速し、先進的生産方式を採用し、生産の専門化を進め、製造技術・

製法をレベルアップした。ニュー・ハイテク兵器装備を優先的に開発し、力を集中してい

くつかの基幹技術を突破し、跳躍式の技術発展を実現して、兵器装備の近代化レベルを高

めた。大型プロジェクトのシステム全体及び基幹サブシステムなどの研究開発・生産のコ

ア能力引き上げ、一般設備・付帯設備の製造・加工分野における競争原理の拡大を通じて、

兵器・装備の研究開発・生産の社会化された大協業体制を徐々に確立した。核、宇宙、航

空、船舶、兵器、電子など軍事工業の特色をもつ技術、製品及び関連産業を重点的に強化

し、国民経済のけん引作用をもつハイテク産業群を形成した。2005 年、国防科学技術工業

全体の軍需品、民需品の工業生産額（総額ベース）、工業生産額（付加価値ベース）、総売

上高は前年よりそれぞれ 24.3％、20.7％、21.6％伸びた。 
 軍事工業製造業の情報化レベルを全体的に高める。「10・５」期に、軍事工業のデジタ

ル化製造技術が急速に発展し、コンピューター支援設計・製造（ＣＡＤ・ＣＡＭ）やコン

ピューターシステム統合製造技術が広く応用された。基本設計・開発能力、総組み立て・

統合能力、精密・超精密加工技術水準が著しく増強された。システムインテグレーション、

実験・シミュレーション、検査・試験手段がめだって改善された。 
 軍事工業企業が制度改革のテンポを速め、財産権構造の多様化を積極的に模索し、企業

の株式会社化を着実に進める。軍事工業研究機関の体制・仕組み改革を推進し、戦略的、

基礎的、公益的研究機関への支援度を強めた。 
 自主革新能力を増強する。基本設計、総組み立て・製造と実験・検証をけん引車にし、

コアシステムと専門設備の研究・製造で支えられた、社会化された協業・協力〈アウトソ

ーシング〉を拠り所にする兵器・装備の研究・製造・革新体制を充実させた。企業を主体

に、研究院・所を中核に、市場を目安にし、産学研が結びつた軍民結合のハイテク産業技

術の革新体制を整えた。基礎研究、基幹技術研究及び先端技術研究を重点的に強化し、自

前の知的財産権と世界の先進水準をもついくつかの科学技術成果を生み出し、特許出願数

年平均 40％を超える割合で急速に増えた。有人宇宙飛行と月探査計画などの重大科学技術

プログラムを組織、実施して、ハイテク産業の跳躍型の発展を引っ張り、国防科学技術の

全体的飛躍を実現した。兵器装備システムの研究開発プラットホーム、国防科学技術実験

室体制、先進的工業技術研究応用センター及び軍事工業技術の基礎的条件づくりを推進し、

合理的分布、全面的機能、高い効率の、軍民の相互作用による科学技術の基礎的条件を徐々

に作り上げた。国防科学技術工業の高等教育の質を高め、職業教育の発展を促進し、企業

経営管理人材、専門技術人材と技能人材の３つの隊列整備を強化するほか、人材事務の仕

組みを革新して、国防科学技術工業のための資質の高い優秀な人材を養成、誘致した。 
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 中国は国際的約束の厳格な順守を前提に、軍民両用産業分野における国際的協力と競争

への参加を奨励し、支持している。 
 
【国防費】 
 
 中国政府は国防法と予算法に準拠し、国防と経済の調和のとれた発展の方針に従い、国

防上の必要性と国民経済の発展水準に合わせて、国防費の投入額と対象を決めている。 
 中国の国防費の主要な支出項目には、要員生活費、訓練維持費と装備費がある。要員生

活費は士官、文官〔原語 文職幹部〕、下士官・兵士及び民間被用者の給与、保険、食事、

衣服、福利などの費用に充てられる。訓練維持費は部隊訓練、学校教育、施設の建設と保

守及び日常の消耗的支出に充てられる。装備費は兵器装備の研究、実験、調達、整備、輸

送及び保管に充てられる。国防費の支出範囲には現役部隊とともに、民兵、予備役部隊も

含まれる。また一部退役士官の扶養、軍人子女の教育、国の経済建設支援といった社会的

支出も負担している。 
 1990 年代以降、中国は経済の発展を基礎に、国家の主権と安全・統一を守るため、世界

の新しい軍事変革に合わせて、国防費を徐々に増やしてきた。しかしこれは国防の基礎の

脆弱さを埋める補償的なもので、国の経済発展と調和のとれた適度の伸びである。1980
年代、国の活動重点が経済建設に移り始め、国防が経済という大局に従い、これに奉仕す

ることが強調されて、国防は少ない資金投入と自己維持〈自活〉の状態にあった。1979
年から 89 年まで、国防費の年平均伸び率は 1.23％で、全国の消費者物価指数が年平均

7.49％上昇する中で、実質 5.83％のマイナスになっていた。1990 年から 2005 年まで、国

防費の年平均伸び率は 15.36％だったが、全国の消費者物価指数の年平均伸び率 5.22％を

除くと、実質は 9.64％の伸びだった。 
 2004 年、05 年の中国の国内総生産（ＧＤＰ）はそれぞれ 15 兆 9878 億元と 18 兆 3085
億元で、前年に比べそれぞれ 10.1％と 10.2％伸びた。国の財政支出は２兆 8486 億 8900
万元と３兆 3930 億 2800 万元で、前年よりそれぞれ 15.57％と 19.11％伸びた。04 年、05
年の中国の国防費は 2200 億 100 万元と 2474 億 9600 万元で、前年より 15.31％と 12.50％
伸びた。この２年間、中国の国内総生産と国の財政支出に占める国防費の比率はいくらか

低下し、03 年が 1.40％と 7.74％、04 年が 1.38％と 7.72％、05 年が 1.35％と 7.29％だっ

た。2006 年の国防費予算は 2838 億 2900 万元である。 
 国防費の増額分は主に、次のことに使われている。（一）軍人の給与待遇と部隊の生活条

件の改善。国民経済の発展と人民生活の改善に合わせて、現役軍人の給与・手当を引き上

げ、引退・定年退職者の年金を増やし、保険、医療、住宅などの保障水準を高めている。

地域手当と職務手当を引き上げ、条件の厳しい地区に駐屯する部隊の生活条件を改善して

いる。（二）兵器装備とインフラ整備の投資増額。軍隊の情報化を推進し、兵器装備の購入・

整備保守費用を増やし、軍事インフラを整備し、国境・沿岸防備部隊の施設整備投資を増

やしている。（三）軍事人材訓練の支援。軍学校の教育及び大学に委託した軍要員養成のた
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めの資金投入を増やし、軍隊の優秀な専門人材の手当水準と人材報奨基準を引き上げ、非

現役要員雇用経費を増やしている。（四）物価上昇対策。石油、建材及び主食・副食の値上

がりを受けて、軍用燃油購入と国防施設建設の支出を増やし、部隊の食費基準を引き上げ

ている。（五）非伝統的安全保障分野の国際協力経費の増額。 
 中国の国防費総額、軍人１人当たり金額は諸外国、特に大国と比べてなお低い水準にあ

る。2005 年、中国の年度国防費は米国の 6.19％、英国の 52.95％、フランスの 71.45％、

日本の 67.52％だった。中国の軍人１人当たりの国防費は 10 万 7607 元で、米国の 3.74％、

日本の 7.07％である。 
 中国は国防費について厳格な財政支出制度をとっている。軍隊は国が決めた国防拡充戦

略、軍隊の整備目標及び年度の軍事任務に基づいて、予算編成作業を進める。各級の予算

単位は予算項目決定のための論証作業と経費要求額の見積もりを行って、順次上級へ報告

していく。総後勤部は各総部の関係部門と共同で、各軍区、軍種・兵種から提出された年

度予算要求額について分析・試算と研究・論証を行い、それを集計して国防費予算を作成

し、中央軍事委の審査・承認を受けた後、財政省に提出する。財政省は中長期財政計画と

年度財政収入見込みに基づき、総後勤部と協議して軍事費支出プランをまとめ、年度中央

予算案に盛り込む。さらに国務院の承認を得た後、全人代常務委予算工作委員会と全人代

財政経済委員会の審査を受け、 終的に全人代に提出して審議・承認を求める。財政省は

全人代で承認された中央予算に基づいて、国防予算を総後勤部に文書で通知する。総後勤

部は通知された国防予算を所定の手続きに従って、各級の各部隊に下ろし、執行させる。 
 総後勤部と各軍区（軍種・兵種）、軍、師団（旅団）、連隊クラスには財務機関が設けら

れ、国防費の割り当てと管理・監視にあたっている。国と軍の会計検査機関は、国防費予

算とその執行状況について厳格な監視を行っている。 
 
【国際的安全保障協力】 
 
 中国は相互信頼、互恵、平等、協業に基づく新しい安全保障観を提唱、実践し、平和共

存５原則を堅持し、善隣友好、互恵・ウィンウィン〈共に勝者となること、両方が得をす

ること〉を堅持し、国際的安全保障協力を推進し、対外的軍事関係を強化している。 
 地域的安全保障協力 
 
 上海協力機構（ＳＣＯ）は設立後５年間、安全保障、経済、人文各分野の実務協力をた

えず深め、広げている。元首、首相会議を中心にした意思決定の仕組みと事務局、地域対

テロ機関の２つの常設機関を設立し、「３つの勢力」〈テロ、分離、過激勢力〉取り締まり

と麻薬禁止の複数の協力文書を出した。2005 年４月、ＳＣＯはＡＳＥＡＮ（東南アジア諸

国連合）、ＣＩＳ（独立国家共同体）と了解覚書に調印し、対テロ分野で協力することを決

めた。７月、アスタナ・サミットで「上海協力機構加盟国のテロリズム、分離主義及び過

激主義共同取り締まり構想」を採択した。06 年４月、北京で加盟国国防総会議を開いた。
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６月、上海で第６回元首会議を開いて、「上海協力機構５周年宣言」など 10 文書に調印し

た。 
 中国はＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）の役割を非常に重視している。2006 年７月

に開かれた第 13 回ＡＲＦ外相会議で、中国は相互信頼を深める、多様性という特色を尊

重する、ＡＲＦと他の機構との関係をよく処理するといった主張をした。この２年間、中

国はＡＲＦの枠組み内で、非伝統的安全保障分野の協力強化セミナーを開催し、米国、シ

ンガポールと大量破壊兵器（WMD）拡散防止セミナーを共催し、インドネシアと第５、

６回災害救援ＩＳＭ（inter-sessional meeting）を共催し、ブルネイと第４回対テロ・国

際犯罪取り締まりＩＳＭを共催した。 
 中国とＡＳＥＡＮ、ＡＳＥＡＮと中日韓の枠組み下の非伝統的安全保障分野協力は急進

展をみせている。2005 年１月、中国はＡＳＥＡＮ主催地震・津波被害特別首脳会議で、一

連の防災減災提案を行った。８月、ＡＳＥＡＮと中日韓首都警察局警務交流・協力セミナ

ーを主催し、「ＡＳＥＡＮと中日韓の首都警察局の協力強化に関する北京宣言」に調印した。

10 月、第２回中国ＡＳＥＡＮ麻薬取締協力国際会議を主催し、「北京宣言」などの文書を

採択した。11 月、第２回ＡＳＥＡＮ中日韓国際犯罪取締閣僚級会議及び第１回中国ＡＳＥ

ＡＮ国際犯罪取締閣僚級非公式会議に参加した。 
 
 国際的軍備管理及び不拡散条約の履行 
 
 中国は「核実験全面禁止条約」（ＣＴＢＴ）履行の準備作業に真剣に取り組んでいる。人

民解放軍総装備部がＣＴＢＴ履行準備事務室を設立し、外務省、衛生省、国家環境保護総

局、中国地震局などの協力下に、国際的監視システムにおける中国領内の 11 の監視所の

建設任務を引き受け、条約履行のための監視所管理規定とその実施細則を定めた。ハイラ

ル、蘭州の２つの基本地震所と北京、広州、蘭州の３つの放射性核種所が相次いで完成し

た。北京、昆明の２つの超低周波不可聴音局は現地測量が終わっており、近く建設が始ま

る予定である。中国国家データセンターと北京放射性核種実験室が完成し、慣らし試験段

階に入っている。 
 中国は「生物兵器禁止条約」（ＢＷＣ）の有効性を強める多国間の努力を一貫して支持し、

条約再検討会議、締約国年次総会、専門家グループ会議に積極的実際的態度で参加し、Ｂ

ＷＣの信頼醸成措置に関する宣言資料を国連に遅滞なく提出した。 
 中国は「化学兵器禁止条約」（ＣＷＣ）に定められた義務を厳格に履行し、各種の年度宣

言、新たに発見された日本の遺棄化学兵器に関する追加宣言及び年度国家防護プランを予

定通り、すべて提出するとともに、化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）の中国に対する 100 回

余りの現場視察を接遇した。人民解放軍は条約の要求に厳格に従って、「単一小規模施設」

と「10 キロ㌘付表一の化学合成研究所施設」を真剣に管理、運営している。日本の遺棄化

学兵器廃棄のプロセスを促進するため、中日両国は 42 回の二国間協議を行った。2005 年

以降、中国は日本に協力して 24 回の現場調査を行い、日本の遺棄化学兵器 3100 発余りを
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回収した。日本側の依頼を受けて、すでに回収されかつ日本側が確認した遺棄化学兵器の

一時保管を行っている。これらの化学兵器は今後、日本側によって廃棄される。 
 中国は「特定通常兵器条約」に付属する改正「地雷議定書」の関連義務を真剣に履行し

ている。人民解放軍は条約履行のための宣伝教育を積極的に繰り広げ、議定書の技術的要

求を実行に移し、すでに規定に合わない対人地雷の全面調査を行い、計画通り数十万発の

古い地雷を廃棄した。また正常に使用できる対歩兵地雷在庫について然るべき技術改良を

加え、「地雷議定書」の技術的要求に適合させた。中国は引き続き国際的地雷除去援助活動

を積極的に繰り広げている。2005 年９月から 12 月まで、中国は軍の地雷除去専門家をタ

イに派遣し、地雷除去要員を訓練し、地雷除去を現場で指導するほか、地雷除去器材を寄

贈した。06 年９月から 12 月まで、レバノン、ヨルダン両国要員のために南京で地雷除去

技術講習会を開くとともに、両国に地雷除去器材を援助した。中国は「特定通常兵器条約」

政府専門家グループの対車両地雷問題に関する討議に建設的姿勢で参加しており、「戦争遺

棄爆発物議定書」批准のため関係の準備を積極的に進めている。 
 中国は大量破壊兵器とその運搬手段の拡散に断固反対し、国連が不拡散分野で相応の役

割を果たすことを支持し、不拡散分野のすべての国際条約と関連国際組織に参加し、核、

生物、化学、ミサイルなど関連センシティブ品目と技術及びすべての軍需品をカバーする

完全な輸出規制法規体系をつくり、厳格な輸出審査承認制度をとり、有効な管理を保証し

ている。 
 
 軍事交流と協力 
 
 中国は 150 余りの国と軍事関係を結び、107 カ国に武官事務所を設け、また 85 カ国が

中国に武官事務所を設けている。この２年間に、人民解放軍の高級軍事代表団が 60 カ国

余りを訪問し、また 90 カ国余りの国防相、３軍総司令官、参謀総長などの高級代表団が

来訪した。中ロ両国軍はハイレベル相互訪問が頻繁で、総参謀部第９回、第 10 回戦略協

議が行われ、「ロシア年」の軍事活動は成功を収めた。2005 年 10 月と 06 年７月、米中両

国軍の指導者の相互訪問が実現した。中米両国は制度化された国防省防衛協議、海上軍事

安全協議などで交流を深めている。中国は欧州諸国の軍隊とのハイレベル接触と防衛協議

を強化し、中国欧州の軍事交流が着実に発展している。中国は周辺諸国軍隊との交流を続

け、発展途上国との軍事交流を強めている。2005 年以降、中南米諸国、アラブ諸国、中独、

中仏高級将校ワークショップ、ＳＣＯ防衛・安全保障フォーラム、中国－ＡＳＥＡＮアジ

ア太平洋地域安全保障問題ワークショップを開催した。2002 年以降、中国は 11 カ国と 16
回の共同軍事演習を行った。2005 年８月、中ロ両国軍はロシア・ウラジオストク、中国山

東半島とその近海で共同軍事演習「平和の使命－２００５」を行った。05 年 11 月から 12
月にかけて、中国海軍とパキスタン、インド、タイ海軍はそれぞれ海上共同捜索・救助演

習を行った。06 年９月、中国とタジキスタンは対テロ共同軍事演習「協業－２００６」を

行った。06 年９月と 11 月、中米両国の海軍は米サンディエゴ近海と中国南海海域で海上
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共同捜索・救助演習を行った。06 年 12 月、中国とパキスタンは対テロ共同軍事演習「友

誼－２００６」を行った。この２年間、人民解放軍はトルコ、タイ、パキスタン、インド、

米国、オーストラリアなどの軍事演習を視察した。05 年９月には、24 カ国の 41 人の軍事

オブザーバーと中国駐在武官を招いて、北京軍区が実施する実兵対抗演習「北剣－２００

５」を視察させた。タイ、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、英国、韓

国、フランス、シンガポール、ペルーなどの海軍艦艇編隊が相次いで訪中した。中国海軍

艦艇編隊もパキスタン、インド、タイ、米国、カナダとフィリピンを訪問した。この２年

間、人民解放軍は専門交流と軍事留学生の規模を引き続き拡大し、海軍、空軍、第２砲兵、

軍区、総部の関係業務部門と作戦部隊の師団、旅団主官に海外を視察させたほか、20 余り

の国に軍事留学生 500 人を派遣した。また 140 カ国の 2000 人の軍事要員が中国の軍事学

校で学んだ。 
 
 国連平和維持活動と国際災害救援活動への参加 
 
 1990 年以降、中国は 16 の国連平和維持活動に参加し、延べ 5915 人の軍事要員を派遣

し、任務遂行中に８人の軍事要員が犠牲になり、数十人が負傷した。2000 年以降、中国は

７つの任務地に延べ 893 人の平和維持警察を派遣した。現在、1487 人の平和維持軍事要

員が国連の９つの任務地と国連平和維持部で任務を遂行している。内訳は軍事オブザーバ

ーと参謀将校 92 人、コンゴ（キンシャサ）派遣工兵分隊 175 人、医療分隊 43 人、リベリ

ア派遣工兵分隊 275 人、輸送分隊 240 人、医療分隊 43 人、スーダン派遣工兵分隊 275 人、

輸送分隊 100 人、医療分隊 60 人、レバノン派遣工兵分隊 182 人などである。また現在、

180 人の平和維持警察がリベリア、コソボ地区、ハイチ、スーダンで平和維持の任務を遂

行している。 
 人民解放軍は中国政府が実施する国際災害救援活動に積極的に参加し、応急指揮体制を

確立し、要員を専門救援部隊を参加させ、器材を提供、特別の訓練に協力している。この

２年間、中国国際救援隊に参加して、インド洋津波、パキスタン地震、インドネシア・ジ

ョグジャカルタ地震などの国際救援活動で、捜索・救出、傷病者救急治療、衛生防疫など

の任務を担当するとともに、中国政府が関係被災国に救援物資を送るのを援助した。 
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9.5 米工作機械業界から出された対中輸出規制緩和要求（原文和訳） 

 
2006 年 11 月 10 日 
 
米国商務省 
産業安全保障局 
規制政策部門 
輸出業者サービス部 
14th St. and Constitution Avenue, NW 
Room 2705 
Washington, DC 20230 
 
宛先： Sheila Quarterman 様 
 
題名： RIN0694-AD75 
 
件名： 中華人民共和国（PRC）向け輸出および再輸出管理規制の改正および明確化； 認証

最終需要者の新規許可について（2006 年 7 月 6 日 Fed. Reg.（官報）38,313 号） 
 
Quarterman 様 
 
米国商務省材料加工設備技術諮問委員会（MPETAC）の会長として、委員会を代表し以

下の勧告と解説を述べる機会をいただき感謝いたします。 
 
勧告： 対中国規制案から項目（2）（ii）-2B991 を削除する。 
 
論拠： 本勧告は、既存の 2B001 と RIN0694-AD75 の（2）（ii）提案に該当する、工作機

械の高精度位置決め機能を備えた設備を、中国が入手または生産可能であるかを慎重に検

討した結果に基づいている。また本勧告は、規制が制定されたとしても、 終用途が軍用

となる可能性があるために規制対象となる高精度位置決め機能を備えた工作機械を、中国

が生産または購入する能力に何ら影響はしない、という事実に基づいている。中国が各国

から輸入する NC 旋盤、フライス盤、研削盤のうち、米国のシェアは 2005 年実績で 3.8％
に過ぎないため、影響を受けるのは米国の工作機械輸出産業だけであると予想される。 
 
下記のデータで示されているが、 も重要なことは、規制対象とすべき高精度位置決め

機能を備えた工作機械の生産能力を中国が明らかに有しているということである。その上、

中国はこの種の機械を台湾のメーカーから、または台湾メーカーの中国拠点から入手する
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ことが可能である。 
 
また、さらに知っておかなければならないことは、ワッセナー・アレンジメントの参加

国、特に日本やドイツなどが同様の要求事項を採用しない場合、中国は米国の規制による

影響を受けることなく、RIN0694-AD75 の（2）（ii）に係る中国自国での需要および軍用

需要を満たすことができる、ということである。繰り返して言うが、米国の対中国の NC
工作機械の供給シェアは低いため、当該規制によりこうした品目が実質的に規制されるこ

とはほとんど、または全くないと言える。 
 
結果として RIN0694-AD75 の（2）（ii）の規制には、軍用 終用途を管理する効果が現

行の輸出管理規制以上にある訳ではなく、中国でわずかなシェアを維持する米国企業が影

響を受けるだけである。 
  
考察： MPETAC は米国商務省の技術諮問会であるが、本回答では、背景説明と中国にお

ける工作機械の生産高と売上高の概要説明をまず行う。 
 
以下の図や表が示すように、中国の工作機械産業は大きく成長している。米国には現在、

約 350 社の工作機械・部品メーカーがあり、そのうち約 175 社が金属切削加工機を生産し

ている。一方、中国工作機械工具協会（中国機床工具工業協会：CMTBA）によれば、中

国にはこの 5 倍近くの 1,650 社を超えるメーカーがあり、そのうち 415 社が金属切削加工

機を生産している。 
 
自国の工作機械産業の育成を目的として、中国政府は様々なメーカーに助成金や補助金

を交付している。それは、西側諸国の高度技術レベルに追いつき、2010 年までに海外製工

作機械に依存せずに国産品のみで需要を満たすことができるようにするためである。 
 
中国の工作機械市場は 2000 年以降、並はずれた成長を遂げてきた。中国の工作機械消

費量（すべての供給元からの購入総額）と米国の消費量を比較してみると、2000 年におけ

る中国の消費量は米国の半分であったが、2002 年までに同じ水準に達し、さらに 2004 年

には米国の 2 倍に達している。2006 年は米国の 3 倍にも達する見込みである。 
 
このような状況にもかかわらず、米国の工作機械産業はここ 10 年間で中国でのシェア

を 38.8％失っている。このシェアの後退は、中国が世界 大の工作機械市場となる過程で

起きているのである。多くの国も米国と同じように中国でのシェアを失っているが、一方

で日本、台湾、韓国のシェアはそれぞれ 35％、13.4％、124.4％拡大している。実際のと

ころ、前にも述べた通り、中国の NC フライス盤、旋盤、研削盤の輸入に占める米国のシ

ェアは、2005 年には 3.8％に過ぎない。 
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2006 年 6 月に AMT（製造技術協会)の主催により中国で実地調査を実施したが、その際

に、前輸出管理担当商務次官、Paul Freedenberg 博士と米国ワッセナー・アレンジメン

トの現工作機械技術顧問である私 Paul Warndorf は、中国には NC 装置メーカーが 15 社

余りあり、そのうち 5 軸工作機械用の NC 装置を生産しているメーカーが 5 社あることを

確認している。それより 4 年前には、このような技術力を持つメーカーを中国では 1 社も

確認できなったと Freedenberg 博士は明言している。 
 
北京航天数控系統有限公司（Beijing Aerospace Numerical Control Systems）および武

漢華中数控股份有限公司（Wuhan Huazhong Numerical Control Company）の 2 社は、

も幅広い顧客層を持つメーカーであり、中国国防省と教育省から資金援助を受けて技術

の開発に努めてきた。中国の製造業者各社は、この 2 社の NC 装置を自社の機械に搭載し、

宇宙飛行機工場向け製品や、高度な用途で使用する製品として出荷している。このことか

ら、この 2 社の製品品質と信頼性の高さが実証されている。 
 

2006 年 6 月 12 日から 16 日に北京で開催された CIMES 2006（中国国際工作機械工具

展示会）でも情報収集を行った。調査対象となった中国のメーカーは約 70 社で、そのう

ち 12 社以上（前述の NC 装置メーカーの他に）が 5 軸工作機械を生産していた。また、

台湾のメーカーは 35 社あり、そのうち 5 軸工作機械を生産しているのが 5 社、これに加

えて NC 装置メーカーが 1 社であった。台湾のメーカーは中国のメーカーに新しい技術を

実質的に供与することはなく、中国に自社の生産拠点を作り、高精度位置決め機能を備え

た自社の高品質な機械を中国市場に売り出しているのである。 
  
世界の市場 
 

AMT（製造技術協会）と Gardner Publication, Inc.の報告によれば、米国は 2005 年に

工作機械の総生産高で世界第 6 位を占めているが、1995 年の世界第 3 位から後退してお

り、生産高も 29％減少している。これは中華人民共和国と台湾での生産高の増加によるも

ので、両国はそれぞれ世界第 3 位、第 5 位と順位を上げている。また、世界第 4 位の座を

保っているイタリアと比較しても、米国の売上高が減少していることがわかる。 
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〔図表 73〕工作機械生産高世界上位 10 カ国の生産高 

日本 1 13,259 10,573 25% 1 9,002 47%
ドイツ 2 9,509 8,959 6% 2 7,290 30%
中国 3 5,000 4,080 23% 7 1,857 169%
イタリア 4 4,879 4,530 8% 4 3,324 47%
台湾 5 3,295 2,884 14% 8 1,627 103%
米国 6 3,160 3,132 1% 3 4,468 -29%
韓国 7 2,816 2,362 19% 6 1,898 48%
スイス 8 2,635 2,333 13% 5 2,141 23%
スペイン 9 1,141 1,021 12% 12 662 72%
カナダ 10 949 814 17% 13 397 139%
（注）原文は数値に誤りがあったため訂正している

（出所）Gardner Publication, Inc.

1995年の
生産高（百万$）

2005年の
生産高（百万$）

2004年の
生産高（百万$）

1995-2005年
の増加率

1995年
の順位

2004-2005年

の増加率（注）
2005年
の順位

国

 

 
(1) 中国 
 
工作機械産業 
 
次に、中国における NC フライス盤、旋盤、研削盤の生産状況について詳しく考察する。 

 
市場の状況 
 
生産高 
 
上記の世界市場の表で示されているように、中国の工作機械生産高は 2005 年に 50 億米

ドルに達している。 
 
輸入 
 

2005 年の時点で、中国の工作機械の輸入額は過去 5 年間で約 65 億ドルにまで伸びてい

る。 
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〔図表 74〕中国の輸入総額 

 中国の総輸入額 

出典：●●●●●● 
 

 
下図で示されているように、この需要の増加により日本、台湾、ドイツは中国での売上

げを伸ばしているが、一方米国は 2004 年から 2005 年にかけて売上げを落としている。 
 

〔図表 75〕中国の輸入上位 5 カ国 

 
 
米国は 2004 年から 2005 年にかけて売上げを落としているだけでなく、1995 年以降中

国での売上高のシェアも全体的に失っている。下図に示す通り、中国の輸入総額に占める

米国のシェアは、過去 10 年間で 38％縮小している。 
 

中国の輸入上位 5 カ国 

日本 
台湾 
ドイツ 
韓国 
米国 
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〔図表 76〕中国での金属加工機械輸入額における米国のシェア 

 

 
下表からは、中国の工作機械輸入額約 65 億米ドルのうち、NC フライス盤、旋盤、研削

盤が 25 億米ドルを占めることがわかる。また、中国での売上高 65 億米ドルのうち、米国

は 3 億 8,200 万米ドル、総額の 5.9％を占めるに過ぎないこともわかる。この 3 億 8200
万米ドルのうち、NC フライス盤、旋盤、研削盤は 9,600 万米ドルだけにとどまっている。

従って 2005 年については、規制案の対象となるすべての NC 工作機械のうち、米国から

のものは 3.8％だけであった。これは例えば、台湾の 19.9％と比べるとはるかに少ない。 
 

〔図表 77〕中国の NC 工作機械輸入額（2005 年） 

国名
工作機械輸入
総額（百万$)

中国の輸入額に
占める割合

中国のNC機
輸入額（百万$）

中国のNC機輸入
額に占める割合

世界 6,497 2,508
日本 2,220 34.2% 958 38.2%
台湾 1,269 19.5% 498 19.9%
ドイツ 1,071 16.5% 459 18.3%
韓国 434 6.7% 170 6.8%
米国 382 5.9% 95 3.8%
スイス 264 4.1% 94 3.7%

（出所）中国税関データ  
 
製品 
 
中国が市場向け工作機械の生産能力を確立し、なおかつ拡大できているのは、外国メー
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カーの支援によることが明白である。これは、高度な NC 装置や 5 軸工作機械、競争力に

優れた高精度位置決め機能を備えた製品の供給業者数が増加していることからもわかる。 
 
NC 装置 
設備生産において、NC 装置の入手可否は も重要な条件の一つである。中国では NC

の供給業者が増加しており、その中には 5 軸同時制御製品の供給が可能な業者もある。 
 
下表は、中国の NC 装置の主要な供給業者を一覧にしたものである。すべての供給業者

を網羅していないのは、NC 装置の中には特定の会社向けに特定用途のために生産される

ものがあるからである。例えば、瀋陽黎明航空発動機（集団）有限公司では、自社設備に

搭載するため、独自の制御機器を製作している。大連・北京精彫科技有限公司もまた、自

社の工作機械に搭載するための NC 装置を製作している。 
 

〔図表 78〕中国の NC 装置メーカーと代表的なＮＣ装置 
会社名 NC 装置 

名称 
大制御

軸数 
大同時 

制御軸数 
情報源 

北 京 航 天 数 控 系 統 有 限 公 司 (Beijing 
Aerospace Numerical Control System) 
www.casnuc.com.cn 

CASNUC 8 6 (CIMES & 
CMTF ) 
2006* 

北京凱奇数控設備成套有限公司 (Beijing 
Catch CNC Equipment Co., Ltd) 
www.catch-cnc.com 

NC-110 16 6 パンフレット

(CIMES & 
CMTF ) 
2006 

成都関泰実業有限公司 
(Chengdu Great Industrial Co., Ltd) 
www.great-cnc.com 

Great-160iM
Great-180M 

5 
9 

5 
9 

パンフレット 
IMTS 
2006** 

中国科学院瀋陽計算技術研究所(LT-CNC) 
http://lt-cnc.sict.ac.cn/en_contact.asp 

NC110 16 8 ウェブサイト 
2006 

武 漢 華 中 数 控 股 份 有 限 公 司 (Wuhan 
Huazhong Numerical Control Co.(HNC)) 
www.huazhongcnc.com 

HNC-2000 
HNC-21M6 

16 
6 

5 
6 

パンフレット

(CIMES & 
CMTF ) 
2006 

*CIMES & CMTF：2006 年 6 月に開催された中国国際工作機械工具展示会 
**IMTS：イリノイ州シカゴで 2006 年 9 月に開催された国際製造技術展示会 
 
 
メーカー数社の担当者と話をする機会があり、そこで聞いた話によるとこの分野を現在

リードしているメーカーは武漢華中数控股份有限公司とのことであった。例えば、その製

品である JNC2000 は中国の多くの工作機械に採用され、桂林機床股份有限公司の 5 軸門

形ガントリ式機械の標準装置となっている。実際に中国教育省は、武漢華中に多額の補助

金を交付し、多軸機械の操作トレーニング用設備を製作させている。 
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武漢華中の制御技術について桂林機床の社員から聞いた話では、桂林機床のユーザーの

データから、武漢華中の制御機器を使用した場合、Fidia 社（イタリア）製 5 軸 NC 装置

を使用した場合と同等の部品を製造可能であることが実証されている、とのことであった。 
 
一方では、中国国防省の支援を受けている北京航天数控系統有限公司が、上記制御機器

の開発に成功したと発表している。開発された制御機器は従来の市場にはない全く新しい

機器であると謳っている。 
 
位置決め精度 
中国や他国で生産された工作機械の位置決め精度の具体的な評価を行う前に、異なる規

格を用いて測定された精度の数値間の関係を正しく理解することが必要である（別紙 A を

参照）。そうしなければ工作機械の精度というものは、かなり主観的な数値となってしまう

からである。 
 
また正しく理解したとしても、中国では 0.010mm より高い精度の製品を提供できる供

給業者がますます増加しているということに気づかなければならない。この事実は、中国

製品の位置決め精度の一連の表によりわかることと思う。 
 
一連の表のうち、1 組目の表には自社製品の位置決め精度、および精度測定に使用した規

格を明示している中国のメーカーを挙げている。2 組目の表には、精度のみ明示し、精度

測定に使用した規格は明示していないメーカーを挙げている。 
 
注記 1：表中のメーカー各社につき、1 型式のみ記載。当該メーカーが生産している他の型

式や製品が同等の精度要件を満たす場合があろうが、それを列挙するよりも、高精度な工

作機械を生産する能力があるのはどのメーカーか、またそうした会社がどれだけ存在する

のかを把握することの方がより重要である。 
 
注記 2：以下の表に示した情報は各社のウェブサイトには掲載されていない場合がある。パ

ンフレットなどに掲載されているデータも含まれる。 
 
注記 3：表中の位置決め精度の単位は mm（ミリメートル）。 
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中国のメーカー：位置決め精度と規格の明示あり 
 

〔図表 79〕フライス盤 
会社名 機種 位置決め精度 情報源 

北京機床研究所 
(BMTI Precision Mechatronics Co.) 
http://www.jcsjm.com 

u2000/5-630H 
5 軸 

0.008 
GB/T17421.2(2000)
（オプションパッケ

ージ） 

ウェブサイト-2006

桂林機床股份有限公司(Guilin 
Machine Tool Co., Ltd) 
www.glmtc.com.cn 

立形マシニングセンタ

XK716/2-5X 
5 軸 

0.010 
GB/T17421.2(2000)
 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

青海一機数控機床有限責任公司 
(Qinghai No.1 CNC Machine Tool 
Co. Ltd) 
www.qh-machine.com.cn 

立形マシニングセンタ

VMC750 
0.010 
VDI3441 
 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

江蘇多棱数控機床股份有限公司 
(SDL-Jiangsu Duoleng CNC 
Machine Tool Co) 
www.czmtw.com 

立形マシニングセンタ

XH716/5x 5 軸 
0.010 
JB/T8771.4(1998) 

パンフレット-2005
 

江蘇新瑞機床（集団）有限公司 
(Shinri Machinery Co.) 
www.shinri.cn 

立形マシニングセンタ

VM55 
0.008 
ISO 

ウェブサイト-2006

山東魯南機床有限公司

(TLUNAN-Shandong Lunao 
Machine Tool Co.) 
www.lunanmachine.com 

立形マシニングセンタ

XH716 5 軸 
±0.005 
GB16462 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

南通科技投資集団股份有限公司 
(Tonmac International Co.) 
www.tonmac.com.cn 

立形マシニングセンタ

VMC600 
0.005 
JIS 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

 
〔図表 80〕旋盤 

会社名 機種 位置決め精度 情報源 
北京機床研究所 
(BMTI Precision Mechatronics 
Co.) 
http://www.jcsjm.com 

CNC 旋盤 
CKG250 

±0.002 
JIS 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

大連機床集団有限責任公司

(DMTG-Dalian Machine Tool 
Group Corp.) 
www.dmtg.com 

CNC ターニングセン

タ 
DL-20MH 

0.010 
ISO230-2(1997) 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

重慶科菲精密機械有限公司(FED - 
ChongQing Kefei Precision 
Machinery Co.) 
www.fred.com.cn 

CNC 旋盤 
CNCP5 

0.007 
VDI 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

寧江機床集団股份有限公司 
(Ningjiang Machine Tool Group 

CNC 旋盤 
CKN6140 

0.006 
GB 中国の規格 
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Co.) 
www.ningiang.com 
田貝機床有限公司(TianBei 
Machine Tool ) 
www.tjtbmachine.com 

CNC 旋盤 
CK6125B 

0.006 
GB16462 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

大連因代克斯機床有限公司

(Index-Dalian Machine Tool) 
www.dmtg.com 

CNC ターニングセン

タ 
TNA400（中国本土向

けのみ） 

0.008 
VDI3441 

ウ ェ ブ サ イ ト

-2006 

済南一機床集団有限公司(JFMT - 
Jinan Fust Machine Tool Group 
Co.) 
www.jfmt.com.cn 

CNC ターニングセン

タ 
MJ-18 

0.005 
GB16462 
（ガラス製スケー

ルのオプション仕

様） 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

 
 

〔図表 81〕研削盤 
会社名 機種 位置決め精度 情報源 

寧江機床集団股份有限公司 
(Ningjiang Machine Tool Group 
Co.) 
www.ningiang.com 

治具研削盤 
MK2945C 

0.007 
VDI 

ウ ェ ブ サ イ ト

-2006 

 
 
中国のメーカー：位置決め精度明示あり、規格の明示なし 
 
下表は中国のメーカーで、高精度を謳っているが、規格を明示していないもの。 

 
〔図表 82〕フライス盤 

会社名 機種 位置決め精度 情報源 
北京第一機床廠 
(BYJC - Beijing No.1 Machine Tool Plant) 
http://www.byjc.com.cn/bycpm3.htm 

立形マシニングセン

タ 
MAR-560V 

± 0.004 ウェブサイト

-2006 

大河数控機床有限公司(Dahe CNC Machine Co.)
www.nxdahe.com.cn 

立形マシニングセン

タ 
V600C 

± 0.005 パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

大連機床集団有限責任公司(DMTG - Dalian 
Machine Tool Group Corp.) 
www.dmtg.com 

立形マシニングセン

タ 
VDL500 

± 0.005 ウェブサイト

-2006 

威海華東数控股份有限公司(HDCNC - Weihai 
Huadong Automation Co.) 

HC-6350(B) 0.008/300  

済南三機床集団有限公司(Jinan Third Machine 
Tool Ltd. Co.) 
www.sdjichuang.com 

立形マシニングセン

タ 
JTVM650 

0.010 パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

寧江機床集団股份有限公司 横形マシニングセン 0.008 ウェブサイト
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(Ningjiang Machine Tool Group Co.) 
www.ningiang.com 

タ 
THM6363 

-2006 

上海第四機床廠(Shanghai No.4 Machine Tool 
Works) 
www.h3mt.chinasec.com 

XH766A ± 0.005 ウェブサイト

-2006 

深セン第一数控機床股份有限公司(Shenzhen 
First CNC Machine Tool Co., LTD) 

FSTM-650 0.008  

雲南 CY 集団有限公司(YMTW - Yunnan 
Machine Tool Group of SMTCL) 
www.smtcl.com 

立形マシニングセン

タ 
VM650 

± 0.005 パンフレット 
2006 IMTS 

 
〔図表 83〕旋盤 

会社名 機種 位置決め精度 情報源 

北京京儀世紀自動化設備有限公司

(Beijing Jingyi Century Automatic 
Equipment) 
www.chinabyj.com 

CNC 旋盤 
CK6110A 

0.006 パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

寧江機床集団股份有限公司(Ningjiang 
Machine Tool Group Co.) 
www.ningiang.com 

CNC 旋盤 
NJ-KM011 

0.003 ウェブサイト-2006

徳州徳隆（集団）機床有限責任公司

(Dezhou Delong (Group) Machine 
Tool Co.) 
www.dzjc.com 

CNC ターニング・ミリ

ングセンタ 
CH6171-4 

0.004 パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 
 

深セン市鴻博実業発展有限公司

(Shenzhen Poly Top Industry 
Development Co.) 
www.sz-polytop.com 

CNC ターニングセンタ

PTCL-15 
0.010 ウェブサイト-2006

瀋陽機床責任有限公司

(SMTCL-Shenyang Machine Tool 
Group Co., Ltd.) 
www.smtcl.com 

CNC ターニング・ミリ

ングセンタ 
SSCKZ80A-5 
5 軸 

0.008 ウェブサイト-2006

 
〔図表 84〕研削盤 

会社名 機種 位置決め精度 情報源 
上海莱必泰数控機床股份有限公

司(Shanghai Rabbit Machinery 
Development Co.) 
www.rabbit-m.com 

ベアリング用研削盤

のリーディングメー

カー 

データなし ウ ェ ブ サ イ ト

-2006 

無錫機床股份有限公司(Wuxi 
Kuaiyuan Machine Tool Co.) 
www.xiji.com.cn 

内円・外円研削盤 
MK2710 

部品精度 
0.002 真円度 
0.4 Ra 粗度 

ウ ェ ブ サ イ ト

-2006 
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ティルティングスピンドル型 
 
後半品目であるティルティングスピンドル型については、中国はこの種類の製品の供給能

力を十分に有しており、さらに台湾などの他国からも入手が可能である。この種類の製品

の一覧を以下に示す。 
 

〔図表 85〕中国で供給可能な製品 
会社名 機種 型式 

北京第一機床廠 
(BYJC - Beijing No.1 Machine Tool Plant)

NC ターニング・ミリングセンタ

ガントリ形平削り盤 
CXHA6130 
 
 
XKAV2415 

北京機電研究院 
(BMEI Co., Ltd.) 

立形マシニングセンタ 
立形マシニングセンタ 

5C-VMC1250 
XKH400 

大連機床集団有限責任公司 
(Dalian Machine Tool Group Corp) 

NC ターニング・ミリングセンタ CHD25 

桂林機床股份有限公司 
(Guilin Machine Tool Co., Ltd.) 

門形ガントリ式 XK2316/4-5X 

漢川機床有限責任公司 
(Hanchuan Machine Tool Group Co) 

門形ガントリ式 XH2308 

江蘇多棱数控機床股份有限公司 
(Jiangsu Duoleng CNC Machine Tool Co.)

門形ガントリ式 
ガントリ形プロファイラ／MC 
横形マシニングセンタ 
立形マシニングセンタ 

TH42160B/5X 
XH2725/5X-10 
 
TH(TK)68125A 
XH716/5x 

寧江機床集団股份有限公司 
(Ningjiang Machine Tool Group Co., Ltd.)

横形マシニングセンタ NJ-5HMC40 

瀋陽機床責任有限公司 
(Shenyang Machine Tool Group Co.) 

NC ターニング・ミリングセンタ

ガントリ形プロファイラ／MC 
SSCKZ80A-5 
 
MB200x40/5x 

 
 
生産 
 
中国での合弁会社（例） 
 
・大連因代克斯機床有限公司（INDEX-DALIAN） 

INDEX 社と大連機床集団との合弁会社で、2001 年に中国大連市で設立。INDEX グル

ープの製品のうち、中国市場向けに選定された旋盤を製造している。 
 
・大連大力電脳機床有限公司（Dalian Dali CNC Machine Tool Co., Ltd.） 

香港のJoin Channel Investment社と大連機床集団との合弁会社として1993年に設立。

CNC 旋盤を製造している。 
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中国の会社が所有する企業 
 
・Zimmerman GmbH 

2004 年、大連機床集団がドイツの大型ガントリ形機械メーカーZimmerman GmbH の

主要株主となった。 
 
・Ingersoll Production Systems 

2002 年に大連機床集団が米国企業 Ingersoll Production Systems を買収。 
 
・Waldrich Coburg GmbH 
北京第一機床廠が大型ガントリ形機械のメーカーであるドイツの会社 Waldrich Coburg 

GmbH を買収。 
  
・Schiess AG 
瀋陽機床集団が 2004 年に大型ガントリ形機械のメーカーであるドイツの会社 Schiess 

AG を買収。 
 
・Wohlenberg Werkzeugmaschinen GmbH 
上海電気集団が 2005 年にターニングセンタとマシニングセンタのメーカーである

Wohlenberg を買収。 
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中国に生産拠点を持つ企業 
 
・欧馬科技股份有限公司（EUMA-Spinner Corp.） 
本社は台湾。2006 年中国国際工作機械工具展示会での社長の話によると、台湾だけでな

く中国にも生産拠点があり、中国の拠点でほとんどすべての製品を製造しているとのこと

であった。次ページ以降の台湾に関する説明にもある通り、高精度のフライス盤と旋盤を

製造している。 
 
[品質] 
工作機械にとって重要な点は品質である。今日工作機械は世界各国で生産されているが、

中国のメーカーでも各国で生産された部品を使用している。資料などによると、中国の多

くのメーカーが自社製品に使用している部品は中国以外の他国のメーカーのもので、その

大半がワッセナー・アレンジメント参加国のメーカーであることがわかる。また、中国の

メーカーは、従来の中国製品よりも高い品質の実現を可能にしたメーカー各社との関係に

ついても言及している。要するに、中国のメーカーは世界各国のメーカーが使用している

のと同じ高品質な製品（フィードバックシステム、リニアウェイなど）を使用し、その応

用方法についても教示を受けているのである。 
  
（2） 台湾 
 
工作機械産業 
 
中国市場で入手可能な台湾の製品や、中国で生産された台湾メーカーの製品が高精度で

あることも大変重要である。台湾区機器工業同業公会（Taiwan Association of Machinery 
Industry、TAMI）によれば、同会の会員である工作機械メーカーは 2,376 社を超えてい

る。残念ながらその内訳が公表されていないため、金属切削加工機メーカーの数は不明で

ある。 
 
位置決め精度 

前にも述べたが、中国や他国で生産された工作機械の位置決め精度の具体的な評価を行

う前に、異なる規格を用いて測定された精度の数値間の関係を正しく理解することが必要

である（別紙 A を参照）。そうしなければ工作機械の精度というものは、かなり主観的な

数値となってしまうからである。とは言え、下表からは台湾が非常に高精度な工作機械の

生産国に成長していることがわかる。 
 
下表に挙げられているのは、台湾メーカー全体のごく一部である。 
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〔図表 86〕台湾のメーカー 
会社名 機種 位置決め精度 情報源 

旋盤 
凱柏精密機器股份有限公司（Campro 
Precision Machine Co.） 
www.campro.com.tw 

CPL-20 0.004 
VDI3441 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

欧馬科技股份有限公司 
(EUMA - Spinner Corp.) 
euma.machine-tools.com.tw 

EL-52 0.002 
VDI3441 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

台湾麗偉電脳機械股份有限公司(Leadwell 
CNC Machines Mfg. Corp) 
www.leadwell.com.tw 

T-8S 0.005 
VDI3441 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

台中精機集団(OR) 
www.or.com.tw 

VTplus-15 0.004 
JIS 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

 
立形マシニングセンタ 
欧馬科技股份有限公司 
(EUMA - Spinner Corp.) 
euma.machine-tools.com.tw 

ME810S 
5 軸 

0.005 
VDI3441 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

福聯機械股份有限公司 
(Fulland Machinery Co) 
http://www.fullandtech.com 

DMC880-5X 
5 軸 

0.004/300 mm 
VDI3441 

ウェブサイト 
2006 

台湾麗偉電脳機械股份有限公司(Leadwell 
CNC Machines Mfg. Corp) 
www.leadwell.com.tw 

V-20 
5 軸 

0.005 
VDI 

2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

百徳機械股份有限公司 
(Quaser Machine Tools Inc.) 
www.quaser.com 

MK603U 
5 軸 

0.008 
ISO230-2 

ウェブサイト 
2006 

横形マシニングセンタ 
瀋陽大立機械設備有限公司(DAHLIH - 
Dah Lih Machinery Industry Co) 
http://www.dalicnc.com 

MCQH-400 
5 軸 

0.005/300 mm 
規格明示なし 

パンフレット 
IMTS 
2006 

百徳機械股份有限公司 
(Quaser Machine Tools Inc.) 
www.quaser.com 

HX805B 
5 軸 

0.004 
JIS 

ウェブサイト 
2006 

門形ガントリ式 
欧馬科技股份有限公司(EUMA - Spinner 
Corp.) 
euma.machine-tools.com.tw 

DMH-1208i 
5 軸 

±0.004/300 mm 
JIS B 6336 

パンフレット 
2006 CIMES & 
CMTF 展示会 

龍昌機械股份有限公司(FIRST - Long 
Chang Machinery Co.) 
www.first.com.tw 

MCV2000 
5 軸（オプション） 

規格明示なし ウェブサイト 
2006 

協鴻工業股份有限公司(Hartford - She 
Hong Industrial Co.) 
www.hartford.com.tw 

HB-3210BC 
5 軸 

規格明示なし ウェブサイト 
2006 

喬福機械工業股份有限公司(Johnford) DMC-4000 GSA 規格明示なし ウェブサイト 
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www.johnford.com.tw 5 軸 2006 
ガントリ形プロファイラ／MC 
亜崴機電股份有限公司 
(AWEA Mechantronic Co. 
www.awea.com 

LG5025 
5 軸 

0.045 
VDI 

ウェブサイト 
2006 

 
 
ティルティングスピンドル型 
 
長年の間、台湾各社は 4 軸までの工作機械の生産に重点を置いてきたが、近年は 5 軸製

品に力を入れ始めている。 
 

〔図表 87〕ティルティングスピンドル型工作機械の製造能力-台湾で供給可能な製品： 
会社名 機種 型式 
欧馬科技股份有限公司(EUMA - Spinner 
Corp.) 

門形ガントリ式 DM-2020 

喬福機械工業股份有限公司(John ford) 門形ガントリ式 DMC-4000 GSA 
台中精機集団(OR) 立形マシニングセンタ Vcenter-110 
百徳機械股份有限公司(Quaser Machine Tool 
Inc.) 

立形マシニングセンタ 
横形マシニングセンタ 

MK603U 
HX805B 

勝豊機械廠股份有限公司(Sheng Fang Yuan 
Technology Co.) 

門形ガントリ式 
横形マシニングセンタ 

5AX-1000 
HA-5AX6 

 
 

敬具 
 
AMT－米国製造技術協会 技術担当副会長 
米国商務省材料加工設備技術諮問委員会 会長 
Paul R. Warndorf 
TEL： 703-827-5291 
FAX： 703-893-1151 
E メール： pwarndorf@amtonline.org 
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別紙 A 
工作機械の精度測定の規格 
 
（本表は未完成であるため、参考のみとしてください） 
 
中国 

-GB/T 16462 (1996) 
NC 旋盤－精度試験 

   
-GB/T 17421.2 (2000) 
工作機械の試験方法－第 2 部：数値制御による軸の位置決め精度と繰り返し精度の測定 
同等－ISO 230-2 (1997) 工作機械の試験方法－第 2 部：数値制御による軸の位置決め精

度と繰り返し精度の測定 
 

-JB/TB 8771.4 (1998) 
業界規格 
類似－ISO 10791-4 マシニングセンタの検査条件－第 4 部：直動軸と回転軸の位置決め

精度と繰り返し精度の測定 
 
ドイツ 
 

-VDI3441 (1982) 
工作機械の操作精度と位置決め精度の統計試験 

 
国際規格 
 

-ISO 10791-4 (1998)  
マシニングセンタの検査条件－第 4 部：直進および回転運動軸の位置決め精度と反復性 

 
-ISO 230-2 (1988)  
工作機械の試験方法－第 2 部：数値制御による軸の位置決め精度と繰り返し精度の測定 

 
-ISO 230-2 (1997)  
工作機械の試験方法－第 2 部：数値制御による軸の位置決め精度と繰り返し精度の測定 

 
-ISO 230-2 (2006)  
工作機械の試験方法－第 2 部：数値制御による軸の位置決め精度と繰り返し精度の測定 
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同等：ISO 230-2 (1997) 工作機械の試験方法－第 2 部：数値制御による軸の位置決め精

度と繰り返し精度の測定 
 
日本 
 

-JIS B 6192 (1999) 
工作機械－数値制御による位置決め精度試験方法通則  
修正：ISO 230-2 (1997) 工作機械の試験方法－第 2 部：数値制御による軸の位置決め精

度と繰り返し精度の測定 
 

-JIS B 6228 (2003) 
門形プラノミラー－精度検査 
修正：ISO 8636-1 (2000) 工作機械－門形フライス盤の検査条件－精度試験－第 1 部：

固定式門形加工機 
 

-JIS B 6331 (1986) 
数値制御による旋盤の性能と精度の試験方法 
-JIS B 6336 (1986) 廃止 
数値制御旋盤の試験及び検査方法 

 
-JIS B 6336-1 (2000) 
マシニングセンタの検査条件－第 1 部：横形及び付属主軸頭をもつ機械の静的精度（水

平Ｚ軸）  
同等：ISO 10791-1 (1998) マシニングセンタの検査条件－第 1 部：横形および付属主軸

頭をもつ機械の静的精度（水平 Z 軸） 
 

-JIS B 6336-2 (2002) 
マシニングセンタの検査条件―第 2 部：立て形または垂直主軸付き万能主軸頭をもつ機

械の静的精度（垂直Ｚ軸） 
修正：ISO 10791-2 (2001) マシニングセンタの検査条件－第 2 部：立て形または垂直主

軸付き万能主軸頭をもつ機械の静的精度（垂直Ｚ軸） 
 

-JIS B 6336-3 (2000) 
マシニングセンタの検査条件－第 3 部：固定または連続割出万能主軸頭をもつ機械の静

的精度（垂直 Z 軸） 
同等：ISO 10791-3 (1998) マシニングセンタの検査条件－第 3 部：固定または連続割出

万能主軸頭をもつ機械の静的精度（垂直 Z 軸） 
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-JIS B 6336-4 (2000) 
マシニングセンタの検査条件－第 4 部：直進および回転運動軸の位置決め精度と反復性 
同等：ISO 10791-4 (1998) マシニングセンタの検査条件－第 4 部：直進および回転運動

軸の位置決め精度と反復性 
  

-JIS B 6338 (1985) 廃止 
マシニングセンタの性能と精度の試験方法（立て形） 
改訂：ISO 10791 (1998) と一致の JIS B 6336 (2000)  

 
-JIS B 6338-3 廃止 
マシニングセンタの試験条件－第 2 部：立て形または垂直主軸付き万能主軸頭をもつ機

械の静的精度（垂直Ｚ軸） 
改訂：JIS B 6336-2：2000 マシニングセンタの検査条件－第 2 部：立て形または垂直

主軸付き万能主軸頭をもつ機械の静的精度（垂直Ｚ軸） 
 
 
米国 
 

-ANSI B5.54 (2005) 
コンピュータ数値制御によるマシニングセンタの性能評価方法 

 
-ANSI B5.57 (1998) 
コンピュータ数値制御による旋盤および複合旋盤の性能評価方法 
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