
第３２回防衛セミナー（議事概要） 

（平成２９年１２月７日 下田市民文化会館 小ホール） 

 

【司会】 

ただ今から、防衛省南関東防衛局主催「第３２回防衛セミナー」を開催致しま

す。 

始めに、主催者であります南関東防衛局長 堀地徹より開会の挨拶を申し上げ

ます。 

 

【堀地局長】 

南関東防衛局長の堀地です。本日は防衛セミナーにお越しいただきありがと

うございます。私ども、南関東防衛局は静岡県、神奈川県及び山梨県を管轄区域

としている防衛省の地方支分部局の一つで、場所は横浜にあります。横浜は、昨

年に開港１５０周年を迎えましたが、ここ下田は日本で最初の開港地として、こ

れに先立つ１０年前に開港しています。１８５６年にアメリカのハリスが最初

の総領事として赴任した地であり、その２年前の１８５４年には、ペリー提督が

日米和親条約を神奈川で結び、その後下田に来て、アメリカ人の地位に関する

様々な取り決めを行っております。いわば現在の日米地位協定のようなものが

この下田で結ばれたということになろうかと思います。つまり、今、我々にとっ

て一番重要なパートナー国であるアメリカと結んでいる日米同盟、この原点と

なった地が下田であるということで、本日のセミナーをこの地で開催する機会

をいただけたことに大変歴史的なものを感じています。また、同じ年の１８５４

年には、択捉島とウルップ島の間を日本とロシアの国境とし、わが国固有の領土

として北方領土を定めた日露和親条約もこの下田で結ばれています。まさに、近

代日本の歴史はこの下田から始まったと言っても過言ではないと思っています。 

さて、わが国をとりまく安全保障環境、特に北朝鮮のミサイル問題は皆さんも

非常に関心が高いと思います。そのような中、下田市は本年６月に全国に先駆け

て、弾道ミサイルの落下を想定した避難訓練を実施されました。現在では、この

避難訓練は全国に広がり、１００を越える自治体で実施されております。こうし

た住民の皆さまの安心・安全に関する取組は非常に重要だと思っています。 

本日は「弾道ミサイルに備えて」と題し、わが国が直面している北朝鮮の弾道

ミサイル問題と、これに対して防衛省・自衛隊はどのように対応していくのか、

また、弾道ミサイル情報がＪアラートを通じてどのように国民の皆さんにお知

らせする仕組みになっているのかというお話を約１時間半聞いていただきます。

本日は講師として、内閣官房と防衛省のそれぞれ第一線で政策・立案に携わって

いる責任者が来ておりますので、講演を聞いていただき、皆さんの安心・安全の



貢献に繋がればと思います。最後に、本日の開催にあたり、福井市長、また下田

市の皆さまには、大変御尽力をいただきありがとうございます。それでは皆さん

最後までよろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

続きまして、本セミナーの共催者であります下田市長 福井祐輔様よりご挨

拶をいただきます。 

 

【福井市長】 

 本日、防衛セミナーを計画したところ、こんなにたくさんの方においでいただ

きまして、大変ありがたく思うとともに心強く思っております。今、南関東防衛

局長からご挨拶がありましたので、ここで南関東防衛局のご紹介をさせていた

だきます。各地にも防衛局がありますが、自衛隊や米軍の活動を支援するという

非常に重要な役割を担っておりまして、南関東防衛局は、ご案内の通り、神奈川

県と静岡県と山梨県が管轄区域となっています。神奈川県内には多くの米軍施

設がありますし、また自衛隊施設として、横須賀基地や武山駐屯地などの様々な

施設があります。また、静岡県にも陸上自衛隊の駐屯地や、航空自衛隊の基地な

どがあり、さらに米軍も演習場を共同使用しております。そういった面で沖縄に

次ぐ重要な防衛局ではないかと思っております。 

さて、本日講演していただくお二方はそれぞれ防衛省、内閣官房の中枢で非常

に重要な役割を果たしている方ですので、非常に貴重なお話をお伺いできるの

ではないかと思っております。そういった面で、皆さん今日は防衛に関する知識

を深めていただきまして、自衛隊の信頼感に繋がればと思っております。また、

何かあった場合には、Ｊアラートが鳴るわけですので、その対応についての知識

も持っていただき、出来ましたら地区の人達にもその知識を広めていただけれ

ばと思っております。本日は貴重な機会でございますので、皆さんのご静聴を期

待しております。 

 

【司会】 

本日は第１部といたしまして、防衛省防衛政策局防衛政策課 松尾友彦企画

調整官より、「北朝鮮情勢と弾道ミサイルについて」と題しました講演を、第２

部といたしまして、内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付 末永洋之

内閣参事官より、「Ｊアラートによる弾道ミサイル情報の伝達について」と題し

ました講演をしていただきます。 

それでは松尾企画調整官よろしくお願いいたします。 

 



【松尾企画調整官】 

皆さんこんばんは。防衛省防衛政策局防衛政策課の松尾と申します。本日はこ

のような機会をいただき、誠にありがとうございます。私の方からは、北朝鮮情

勢、今、北朝鮮はどのようなミサイルを開発して何をしようとしているのか、そ

れに対して自衛隊はどのような体制で臨もうとしているのかというご説明をさ

せていただきます。 

まずは北朝鮮情勢です。北朝鮮と韓国は国境間で軍事力を対峙させておりま

すが、北朝鮮が何故弾道ミサイルや核兵器の開発に力を入れているのかという

と、通常の戦力である戦車や航空機、軍艦ではもはや韓国に勝てない状況にある

からだと考えられます。 

北朝鮮の兵力は韓国の倍以上と多く、また、戦車の保有数は、韓国の約２，４

００両に対して、北朝鮮では約３，５００両と多いのですが、非常に古い型の戦

車を使っています。艦艇の保有数にしても、韓国の約２４０隻に対して、北朝鮮

は約７８０隻となっていますが、トン数で比較すると約１０万トンの北朝鮮に

対し約２１万トンと、韓国の方が優勢となっています。さらに韓国は最新鋭のシ

ステムが搭載されたイージス艦を保有していますが、北朝鮮は古いものしか保

有しておりません。また、航空機についても、韓国の最新鋭の戦闘機に比べて、

北朝鮮では少し古い型のものが使われています。こういった状況に加えて、韓国

には米軍が駐留しているということも踏まえますと、通常戦力において北朝鮮

は非常に劣勢になっているということが言えると思います。 

その中で、今の北朝鮮のリーダー、金正恩氏が何を考えているのかということ

です。一代前の金正日氏は「先軍政治」というモットーを掲げ、すべてにおいて

軍事を優先するとしていましたが、金正恩氏は核武力建設と経済建設を両方進

めるという「並進路線」を主張しています。しかしながら、北朝鮮の経済が劇的

に良くなっているというわけではありませんので、実態としてはミサイルや核

開発にかなりの力を注いでいるということが言えると思います。 

アメリカと北朝鮮の間でいろいろと対立があるというのは、皆さんもメディ

アでご承知のことかと思います。今年の１月にトランプ政権が発足しましたが、

その前のオバマ政権に比べると北朝鮮に対する圧力というものを非常に重視し

ています。例えば、トランプ大統領が国連総会の一般討論演説において、「アメ

リカには力も忍耐力もあるが、自国または同盟国を守ることが強制されれば、北

朝鮮を完全に破壊する以外の選択肢がなくなる。」といった発言しています。そ

れに対して北朝鮮はどうかというと、「それに釣り合った史上最高の超強硬対応

措置断行を慎重に考慮するであろう。」という委員長声明を発表するなど、言葉

の応酬が続いています。具体的に北朝鮮が何をしようとしているのか、この言葉

だけでは計り知れないところがあるとは思いますが、ただ、トランプ大統領は



「アメリカには全ての選択肢が机の上にある、その全ての選択肢の中には軍事

的なものも含まれている。」と明確に主張しています。この様に、アメリカと北

朝鮮の間では極めて厳しい政治上の対峙があるという状況です。一方でわが国

としても、弾道ミサイルを開発している国が近くにあるということは非常に脅

威でありますし、拉致問題もありますので、北朝鮮に圧力をかける時期にあると

いうのが現在の政府方針となっています。 

それでは、次に北朝鮮が今、どのようなミサイルを保有し、開発しようとして

いるのかについてご説明いたします。 

まず、一般的にミサイルと言った場合、いくつか種類があります。一つは巡航

ミサイルというもので、航空機や艦船から発射するジェットエンジン推進のミ

サイルです。非常に命中精度が高く、亜音速で飛翔しますが、北朝鮮が、今、力

を入れているのはこういった巡航ミサイルではなく、弾道ミサイルというもの

で、放物線を描いて落下するミサイルです。打ち上げると基本的に宇宙空間まで

飛翔し、大気圏に再突入して落下するのが特徴で、長距離にある目標を攻撃する

ことが可能です。一度宇宙空間まで上がりますので、非常に遠くまで飛翔するこ

とができ、落下する際のスピードは非常に速くなります。 

この弾道ミサイルにも様々な種類があります。一つ大きな特徴で区分すると、

射程距離に応じて短距離、準中距離、中距離、大陸間に分けられます。今、北朝

鮮が特に力を入れようとしているのは最も射程距離の長いＩＣＢＭと呼ばれる

大陸間弾道ミサイルです。大体５，５００㎞以上の射程距離があり、約２０分の

飛翔時間で敵地に到達します。また、大気圏に再突入して落下するスピードはマ

ッハ１８以上です。音の伝わる速さはマッハ１と言われていますので、その１８

倍のスピードとなる極めて高速のミサイルです。 

何故５，５００㎞を越える弾道ミサイルをＩＣＢＭと区分しているのかとい

うと、これはアメリカと旧ソ連が軍事的に対峙していた冷戦期に、両国の国境の

間で一番近いところが約５，５００㎞であったことに由来しています。その間を

飛翔するミサイルをアメリカと旧ソ連が競争して製造していく中で、ＩＣＢＭ

と呼ばれる概念が生まれたということです。 

さらに弾道ミサイルの打ち上げ方にも区分があり、ミニマミムエナジー軌道

とロフテッド軌道に分けられます。野球をイメージしていただくと、ボールを投

げて一番遠くまで飛ぶのは恐らく４５度ぐらいで投げた時だと思います。一方

で、球を上に投げると高く上がり遠くまでは飛びませんが、その代わりに落下し

てくるスピードが速くなります。大体この違いが弾道ミサイルにも当てはまり、

一番効率的に遠くまで飛ばしたい時は４５度くらいの角度で発射するミニマム

エナジー軌道になります。一方、ロフテッド軌道とは、ミサイルを高く打ち上げ

る軌道のことで、宇宙空間の高いところまで上昇した後、落下してきますので、



スピードが非常に速く、迎撃しづらくなります。現在、北朝鮮では、どちらの飛

翔パターンでも発射できる技術を有していると見積もられています。 

少し過去の経緯をご説明すると、実は北朝鮮による弾道ミサイルの発射はこ

こ最近だけのことではなく、１９９８年に初めてわが国の上空を飛翔するミサ

イルを発射しています。その後、静かな時期があったのですが、２０００年代に

入ってから、人工衛星の打ち上げと称してフィリピンの方向へ弾道ミサイルを

発射しています。実は、弾道ミサイル開発の技術は、人工衛星を宇宙に打ち上げ

るロケットの開発とあまり変わりはありません。したがって北朝鮮は、人工衛星

の打ち上げという科学開発だと言いながら、実際にはミサイルの開発を行って

いたのではないかと考えられます。 

次に北朝鮮による弾道ミサイルの発射回数です。数年前までは、それほど多く

はなかったのですが、今年と去年の２年間で極めて数が多くなっています。平成

２８年は弾道ミサイルの発射回数が１５回、発射弾数が２３発、さらに核実験を

２回行っており、平成２９年になると、弾道ミサイルの発射回数が１４回、発射

弾数が１７発ということで、去年よりは少し減っていますが、それでもかなりの

数を発射し、さらに核実験を１回実施しています。 

元々北朝鮮が保有していた弾道ミサイルというのは、旧ソ連の技術が入って

いるスカッドと呼ばれるミサイルでした。これは１９９０年にイラクがクウェ

ートに侵攻して発生した湾岸戦争の時にイラクが発射したミサイルで、冷戦期

からあります。北朝鮮はその後、独自に改良したノドンというミサイルを製造し、

既に実用化しています。保有する弾数も数百発はあるのではないかという見積

りもありますが、ただ、飛翔距離は比較的短く、１，５００㎞くらいです。 

その後、さらに射程距離が長く、発射する際に探知されにくい弾道ミサイルの

開発を進めています。例えば、射程距離が５，５００㎞以上の大陸間弾道ミサイ

ル級のものや、ＳＬＢＭという潜水艦から発射する弾道ミサイルがあります。潜

水艦から発射すると何が良いか、逆に、我々からすると何が困るのかというと、

潜水艦は水中に潜っていますので、どこから発射するのかが分からないという

ことです。また、海の中では点火することができませんので、ロケットの様に火

をつけてから上昇するミサイルではありません。一旦、圧縮した空気で潜水艦か

ら打ち上げて、水上に出たところで点火するということになりますので、極めて

高度な技術が必要となります。これはアメリカやロシアといった一部の国しか

実用化されておりません。 

次に、弾道ミサイルの射程距離についてご説明します。北朝鮮を中心に同心円

を描きますと、先ほどご説明した実戦配備されているノドンという弾道ミサイ

ルであれば、射程距離は大体１，５００㎞となりますので、日本列島のほとんど

が射程内に入ることになります。それから彼らが開発している５，５００㎞を越



える弾道ミサイルになりますと、グアム島やアメリカの一部、アラスカが射程内

に入ります。さらには、恐らくアメリカ本土のかなり奥まで飛翔することが可能

な射程１０，０００㎞以上の弾道ミサイルも開発中であると言われています。こ

の場合は、ヨーロッパも射程内に入る上、アメリカのロサンゼルスやデンバー、

もう少し伸ばすとニューヨークも射程内に入ります。このように、北朝鮮のミサ

イルの脅威は今や全世界的に広がりつつあるということが言えるかと思います。 

最近、北朝鮮が頻繁に弾道ミサイルを発射していると申し上げましたが、これ

からその一例をご紹介します。今年の７月２８日に北朝鮮が発射した弾道ミサ

イルは、北朝鮮の北部から日本海側に向けて発射され、わが国のＥＥＺ（排他的

経済水域）内に着水しました。この時は、高度３，５００㎞を大きく超えるとこ

ろまで達しておりますので、恐らくこれをミニマムエナジー軌道で発射した場

合には、ＩＣＢＭ級の飛翔距離になるのではないかと見積もられています。 

わが国の領海というのは沿岸から１２海里と決まっていますが、沿岸から２

００海里まではＥＥＺとしてその国の経済的な優先権が認められており、漁業

や資源採掘が出来ますのでとても重要な海域です。そのため、そこにミサイルを

着水させるというのは非常に大きな問題であると考えています。 

さらに８月になると、北朝鮮はアメリカのグアム島周辺に向けた弾道ミサイ

ルの発射計画を発表しています。どういう意図があるかは分析する必要がある

と思いますが、ある意味アメリカに対する挑発だと考えています。日本人にとっ

てグアム島は観光の島といったイメージがあるかもしれませんが、実はアメリ

カ軍の非常に重要な基地や飛行場が所在しており、太平洋の安全を守るための

拠点となっています。また、北朝鮮がグアム島に向かって弾道ミサイルを発射す

るということは、大気圏外ではありますが、日本の上空を飛翔することにもなり

ます。 

北朝鮮は、このグアム島に向けた弾道ミサイル発射計画の発表後、８月２９日

には、平壌（ピョンヤン）の少し北にある順安（スナン）から弾道ミサイルを発

射し、津軽海峡の北側から襟裳岬上空を通過し、太平洋まで飛翔させております。

この時の飛翔距離は、約２，７００㎞となっていますので、中距離弾道ミサイル

ではないかと考えられます。さらにその１ヶ月後の９月にも同型の弾道ミサイ

ルを発射し、わが国の上空を通過して、今度は約３，７００㎞という距離を飛翔

させておりますので、ミサイルの能力の高さを示すものではないかと考えます。 

皆さんのご記憶としても新しいかと思いますが、北朝鮮は１１月２９日の夜

中３時１８分にも弾道ミサイルを発射し、日本海側のＥＥＺの少し内側に着水

させております。この時は高度が４，０００㎞を大きく超えるロフテッド軌道で

発射したと考えておりますが、ミニマムエナジー軌道の場合ですと５，５００㎞

くらいは飛翔するということになりますので、ＩＣＢＭ級の新型ミサイルの可



能性があると考えられます。また、弾道ミサイルを遠くまで飛ばすためには、人

工衛星のロケットを打ち上げる方法と同様に、飛翔中に１段目、２段目の切り離

しを行い、重量を軽くしながら遠くまで飛翔できるようにしますので、彼らはそ

のような技術も持っているということが見込まれます。この弾道ミサイルの発

射当日、北朝鮮は、「火星１５型」というミサイルを製造したと発表し、大きな

トラックの上に載っているミサイルの写真を公表しています。このトラックに

より、どこにでもミサイルを運ぶことができ、いつでも発射することが可能とい

うことです。 

このように、どの場所で北朝鮮が発射準備をしているのかを我々が探知する

ことが難しくなっているとともに、人工衛星と称して南に向けた発射や、最近で

は津軽海峡上空を抜けて太平洋上へ飛翔させていますので、より遠くに発射で

きるようになっているということが言えます。 

次に北朝鮮のミサイル開発の動向を簡単にご説明しますと、より正確に目標

地点へ弾道ミサイルを発射するといった技術的信頼性の向上、それから奇襲的

な攻撃能力の向上や様々な発射形態により、多様化を追求しているということ

です。 

例えば、信頼性の向上という面では、正確に決まった場所に落としていくこと

を追求するほか、遠くまで飛翔させるという観点で、先程申し上げましたように

１段目、２段目と切り離しながら飛翔させるという技術を備えていくだろうと

考えています。また、今年の３月には４発同時に弾道ミサイルを発射し、日本海

の同じような地点に着水させるというケースがありました。このように同一地

点へ向けた複数のミサイル発射は飽和攻撃と言いまして、相手の反撃を阻止す

るために一度に多くのミサイルを発射するというものです。こういった正確性

及び運用能力の向上も彼らは視野に入れていると我々は推測しています。 

また、以前は固定式の発射台から弾道ミサイルを発射していましたが、これで

は外部から見つかりやすく、攻撃を受けやすいということで、現在は、発射台を

備えたトラックや潜水艦からの打ち上げなど、見つかりにくい方法で発射する

ことで奇襲的な攻撃能力を向上させています。さらに、先ほどご紹介したように、

高い高度で打ち上げることで迎撃されにくくなるロフテッド軌道による発射も

行っておりますので、発射形態にも多様化が見られるということです。 

続いて、北朝鮮による核開発についてご説明します。北朝鮮は２００６年に最

初の核実験を行ってから、これまで６回の核実験を行っています。朝鮮半島の北

東部に位置する豊渓里（プンゲリ）と呼ばれるところに核実験場がありまして、

実験に伴い発生する地震波によって、その核兵器の威力がどれほど強いものな

のか、推定出力が計算できます。広島に落とされた原爆はＴＮＴ火薬の重さに換

算した場合、１５kTという規模になるのですが、北朝鮮の最初の核実験ではそ



れよりもかなり小さい約０.５kT～１kT という規模でした。徐々に核実験の規

模が大きくなり、２０１６年９月には５回目の核実験が実施されたと見られて

いるのですが、この時の推定出力は約１２kTと広島型の原爆くらいの規模にな

っています。その後、今年の９月に行われた実験では推定出力が約１６０kTと

見込まれておりますので、広島の原爆の１０倍近い破壊力を持った核兵器を北

朝鮮が開発しているのではないかと考えられます。 

また、現在、安保理常任理事国の米国、ロシア、英国、フランス、中国の５カ

国、これらは核保有国ですが、大体４年から６年くらいで、航空機やロケットに

搭載するための核兵器の小型化を成功させています。一方北朝鮮は、これまで約

１１年かけて核開発をしていますので、既にかなりの技術力が蓄積されており、

核兵器の小型化・弾頭化の実現に至っている可能性があると考えられます。 

ここまでが北朝鮮のミサイル開発と核開発に関する内容です。続いて、このよ

うな弾道ミサイルの脅威に対して、防衛省・自衛隊は、どのようにわが国を守っ

ていくのかという説明となります。 

弾道ミサイルからわが国を防護するためには非常に難しい課題があります。

弾道ミサイルは非常に速いスピードで飛翔しますので、発射されてからわが国

に到達するまでの時間というのは非常に短く、また高い高度から落下して来る

ということ、さらに目標自体がとても小さいということです。例えば、ミサイル

で敵の船を沈める場合、相対的に船は大きいため、大きな的にミサイルを当てる

ということになるのですが、弾道ミサイルを迎撃する場合には、非常に小さいミ

サイルの弾頭部を破壊しなければならないという難しさがあります。 

その中でわが国が整備しているのが、弾道ミサイル防衛システムというもの

です。まず、敵のミサイルが発射されると、目標を探知・識別し、その後追尾し

ます。探知というのはどこからどのようなものが打ち上がったのかということ

で、アメリカの人工衛星が探知し、その情報を受けた自衛隊がどのようなミサイ

ルなのかを識別し、レーダーで追尾します。その後、ミサイルが大気圏外を飛翔

するミッドコース段階で、海上自衛隊のイージス艦から発射するミサイルによ

り迎撃します。万が一、ここで撃ち落とせなかった場合には、そのまま弾道ミサ

イルが落下してきますので、ターミナル段階という大気圏内で、航空自衛隊のＰ

ＡＣ－３ミサイルにより迎撃します。このような二つの段階による迎撃を組み

合わせた多層のミサイル防衛システムを構築しており、さらにレーダーのシス

テムもありますので、レーダーとミサイルという２つのシステムで構成される

高度な技術を使った体系を組んでいます。 

イージス艦に搭載されているイージスシステムは、強力なレーダーによって

飛来するミサイルを探知・追尾し、ＶＬＳという発射機から迎撃ミサイルを発射

し、ミッドコース段階において敵のミサイルを迎撃するものです。現在、海上自



衛隊が持っているシステムだと大体イージス艦３隻で、わが国全域を防護する

ことが可能となっています。 

一方、ＰＡＣ－３という航空自衛隊のミサイルはどのようなものなのかと言

いますと、これはターミナル段階のミサイルを迎撃するものですが、このＰＡＣ

－３はそこまで広い範囲を防護できるものではなく、半径数十㎞の範囲です。Ｐ

ＡＣ－３のシステムは、発射機（ランチャー）だけではなく、レーダー装置を搭

載した車両や、通信を司る車両、電源車などで１個高射隊が編成されています。

ＰＡＣ－３は、通常、航空自衛隊の基地に配備されていますが、他の地域におい

てミサイルの防衛をしなければならないという時には、これらの車両が列を組

んで展開していきます。今、私が勤務している東京の防衛省のグラウンドにもこ

れらが配備されています。 

続いて、弾道ミサイル防衛システムの全貌についてご紹介します。全国にはレ

ーダーサイトがいくつもありまして、弾道ミサイルを探知できるシステムに順

次換装を行っています。また、現在、海上自衛隊のイージス艦６隻のうち、弾道

ミサイルに対応できる艦船は４隻ですが、残り２隻についても、弾道ミサイル防

衛の能力を付加するよう改修を行っています。さらにこの６隻に加えて２隻の

弾道ミサイル対応のイージス艦を整備していくこととしておりますので、最終

的にはイージス艦計８隻でわが国を防護することになります。それから航空自

衛隊のＰＡＣ－３システムについてですが、全国の２８個の高射隊の中でミサ

イル防衛に対応できるのは現在１７個の部隊です。残り１１個については、航空

機への迎撃は可能であっても、弾道ミサイルの迎撃ができない状態にあるため、

今後、ＰＡＣ－３を配備し２８個全ての部隊が弾道ミサイルの迎撃が可能とな

るよう体制の構築を進めています。 

このようにシステムを増やすのと同時に、迎撃ミサイルの性能そのものを向

上させることとしています。例えばＰＡＣ－３ミサイルについて言えば、現在よ

りも防護範囲を広げたＰＡＣ－３ＭＳＥという能力向上型のシステムを導入す

ることとしています。また、イージス艦から発射する迎撃ミサイルは、ＳＭ－３

ブロックⅡＡという新しいシステムの導入により、能力を向上させ、さらに防護

範囲を広げようとしています。現在イージス艦３隻で日本全域をカバーしてお

りますが、新しいシステムの導入によりイージス艦２隻でのカバーが可能とな

り、さらに複数の弾道ミサイルが同時に飛来した際に、より多くの目標に対処す

ることが可能となります。また、先ほどご説明したように、ロフテッド軌道とい

う迎撃しにくい発射形態にも対応できることにもなります。このＳＭ－３ブロ

ックⅡＡは、わが国の技術力を結集し、アメリカの技術力も併せて開発を進めて

おり、平成３３年度の配備を予定しています。 

ここからはアメリカとの協力についてご説明します。アメリカ自身も当然ミ



サイル防衛のシステムを保有しており、わが国が保有していないものとしては、

イージス・アショアがあります。先ほど、イージス艦のミサイル防衛システムに

ついて申し上げましたが、イージス艦に積んであるシステムを陸地に置くよう

なイメージです。艦船は定期的にドックに入れて修理する必要がありますし、補

給や乗組員の交代のために港に戻る必要がありますので、ずっと海の上にいる

わけにはいきません。しかし、陸地に置いてあれば少なくとも艦船の修理や補給

は必要なく、要員の交代はその場で出来ますので余計な時間をかけずに済みま

すので、２４時間３６５日監視が出来るというメリットがあります。もう１つ、

アメリカはＴＨＡＡＤと呼ばれる新しい弾道ミサイル防衛のシステムを開発し

ており、これを韓国に配備しています。このシステムは、ＰＡＣ－３とイージス

システムがカバーできない段階のミサイルを迎撃することが可能です。 

防衛省としては、北朝鮮のミサイルの脅威がこれだけ高まっている状況です

ので、今ご紹介したイージスシステムを陸上に置くイージス・アショアを中心と

して、新しい弾道ミサイル防衛システムの導入を検討しているところです。 

ここ下田の地でアメリカとの絆が結ばれてから、かなりの時間が経っていま

すが、現在でもアメリカとの協力体制は非常に強いものがあります。彼らは自ら

イージス艦を横須賀に配備したり、ＰＡＣ－３を沖縄に配備したり、さらには、

レーダーシステムを京都や青森に配備しておりまして、これらは全て自衛隊と

協力出来る環境にあります。 

最後に、今後の弾道ミサイル防衛の体制強化についてご紹介します。現在、イ

ージス艦は４隻ですが、今年中に５隻になり、１年ごとに６隻、７隻体制に増勢

し、平成３２年度には８隻体制となる予定です。ＰＡＣ－３の部隊についても、

平成３２年度までに現在の１７個の体制から２８個全ての部隊に配備する予定

です。さらにイージス・アショアを中心とした新規アセットの導入を検討してい

ますが、それもなるべく早く配備し運用できるよう進めていきたいと思ってい

ます。 

概説ではありますが、ご説明は以上となります。北朝鮮の弾道ミサイルの状況

や自衛隊がどう対応していくかというのは、なかなか分かりにくいかと思いま

すが、防衛省・自衛隊の取組みについてご理解いただければと思います。 

 

【司会】 

 続きまして第２部「Ｊアラートによる弾道ミサイル情報の伝達について」を始

めます。 

末永参事官お願いいたします。 

 

 



【末永参事官】 

 みなさんこんばんは。内閣官房の末永と申します。本日は「Ｊアラートによる

弾道ミサイルの伝達について」と題し、大きく分けて三つのお話をさせていただ

きます。一つ目は、北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、日本に影響がありそう

だという場合に、政府からどのような情報が国民の皆さんに伝達されるのかと

いうこと。二つ目は、幸いにして日本の領土・領海にミサイルが落ちたことはこ

れまでありませんが、ミサイルが落下する危険性があるという情報に接した時

に、皆さんにどのような行動をとっていただきたいかということ。三つ目は、冒

頭でご紹介がありました、下田市の皆さまにも取組んでいただいた住民避難訓

練について、全国各地でも進めていただいておりますので、その状況を少しご紹

介したいと思います。 

前置きになってしまいますが、北朝鮮の主張に対して、まず政府として行うべ

きことは外交努力です。他の国と連携をして核を放棄させる、ミサイルを撃たせ

ないようにする、北朝鮮に政策の変更をさせるために様々な手段を講じていく、

これを第一として努力しているということはご理解いただきたいと思います。

その上で前半の松尾企画調整官からのお話にありましたように、しっかりとわ

が国を防衛する、国民の皆さんに危険が及ばないようにする、これが第二の努力、

防衛努力です。第一の外交努力、第二の防衛努力をした上で、万が一、何かが起

こりそうなときにどういった対応が必要になるのかというご説明となります。 

 それでは、まず一つ目のＪアラートについてです。正式には全国瞬時警報シス

テムと言います。概要を説明しますと、ミサイルが発射された後、その情報が防

衛省から私ども内閣官房に提供されます。その発射情報により、わが国の上空を

通過する可能性がある、あるいはわが国の領土・領海に落下する可能性がある場

合に、Ｊアラートを使用して皆さんに避難の呼びかけを行います。 

具体的に流れを申しますと、内閣官房でＪアラートを使用する判断をすると、

消防庁のシステムに自動的に繋がり、人工衛星と地上回線という２系統で確実

に関係自治体へ情報が伝わるようになっています。下田市であれば市庁舎にＪ

アラートの受信機が設置されているかと思いますので、そちらに情報が伝達さ

れるということです。 

例えば、９月１５日のミサイル発射は、朝６時５７分頃に行われたものでした

が、このような早朝や夜中の場合には、Ｊアラートを受信する市町村の役所に職

員の皆さんがいるとは限りません。ここで情報が止まってしまったら何の意味

もありませんので、自治体にあるＪアラートの受信機は自動起動装置となって

おり、２４時間３６５日、自動的に起動するようになっています。その後は自治

体ごとに様々な方法で住民の皆さんに情報を伝えるということになります。 

代表的なものとしては、防災行政無線の屋外スピーカーです。これは下田市に



もたくさん設置されているかと思います。自治体の受信機が情報を受けると自

動的に屋外スピーカーへ繋がり、夜中でもサイレン音が鳴ります。同様に戸別受

信機というのもありまして、家屋や施設の中にある受信機が自動的に起動して

同様のサイレン音が鳴るというものです。後は、ケーブルテレビやＦＭ放送にも

自動的に伝達されるようになっているほか、下田市でも取り組まれていると思

いますが、自治体の登録制メールにアドレスを登録しておきますと、緊急時にメ

ールを受信できます。このように様々な方法でＪアラートが起動すると住民の

皆さまに自動的にお知らせできる仕組みになっています。 

それから、市町村は介さないのですが、携帯電話の緊急速報メールというもの

もあります。大きな地震が起きる時に気象庁から緊急地震速報としてメールで

お知らせするシステムですので、携帯電話をお持ちの方は受信されたことがあ

るのではないかと思います。Ｊアラートについても同様にミサイルが発射され

て避難行動をとっていただく必要がある際には、緊急速報メールが自動的に流

れることになっております。 

それでは、どのような場合にＪアラートを使用するのかということを具体的

にご説明いたします。Ｊアラートはむやみに使用するものではなく、本当に国民

の皆さんに避難行動をとっていただきたい時にだけ使用しています。具体的に

は、日本の上空を通過する可能性がある場合、それから日本の領土・領海に落ち

てくる可能性がある場合です。 

今年は２回Ｊアラートを使用しており、発射後３分、４分くらいで発射情報を

伝達しています。お知らせする内容としては、第一報として「ミサイル発射。ミ

サイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。建物の中、又は地下に

避難して下さい。」このメッセージがメールや防災行政無線のスピーカーで自動

的に流れます。二報目以降は場合によって三つに分かれます。わが国の上空を通

過する、あるいは領土・領海に落ちてくるという予想に反して、日本の領海外の

手前の海域に落下した場合は、第一報のＪアラートで皆さん避難して下さいと

いうお願いをしておりますので、「先程のミサイルは、●●海に落下した模様で

す。不審な物を発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連

絡して下さい。」というお知らせをして、避難は終了となります。 

実際にあった例としては、二つ目の弾道ミサイルが日本の上空を通過した場

合になります。今年の８月２９日と９月１５日にわが国の上空を通過するとい

うことがありました。これについては発射後３分、４分でＪアラートにより避難

の発射情報を伝達し、その後ミサイルが通過したという情報をＪアラートによ

り伝達しました。８月、９月の例で申しますと、「ミサイル通過。ミサイル通過。

先程のミサイルは、北海道地方から太平洋へ通過した模様です。不審な物を発見

した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡して下さい。」と



お知らせしました。仮に静岡県や中部地方、関東地方に飛来してわが国の上空を

通過した場合には、中部地方から太平洋へ、関東地方から太平洋へというお知ら

せとなります。上空を通過するだけであれば、被害はないのだから、朝３時や４

時に大音量のサイレン鳴らして何を考えているのだというお声をいただくこと

もありますが、わが国の上空を通過するという場合であっても、ミサイルが途中

で分解し、その破片が落下するかもしれません。そのため、通過情報とともに「不

審なものを発見した場合には近寄らないで下さい」というお知らせをしていま

す。この通過情報が流れた後は引き続き屋内に避難する必要はありません。 

三つ目は、これまでに例はないのですが、弾道ミサイルが日本に落下する可能

性があると判断した場合です。領土・領海に落ちてくると予測される時は第二報

として、「直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中、又は地下に避難して下さ

い。ミサイルが落下する可能性があります。直ちに避難して下さい。」という内

容で避難の呼びかけを改めてさせていただきます。実際に落ちてくるかもしれ

ないので直ちに避難して欲しいという呼びかけを第一報、第二報と立て続けに

行うということです。その後、第三報として落下場所等についての情報を「ミサ

イル落下。ミサイル落下。ミサイルが●●地方に落下した可能性があります。続

報を伝達しますので、引き続き屋内に避難して下さい。」というお知らせをしま

す。●●地方というのはピンポイント、例えば下田市の何とかというところまで

はとても言えませんけれども、例えば中部地方など地方単位でお知らせします。

とにかくいち早くお知らせをするという観点で、分かった範囲ですぐに情報を

発信します。ミサイルが落ちた場合は、どのような影響があるのかは分かりませ

んので、引き続き避難行動を続けて下さいというお願いをしますが、その後状況

が分かってきたら、徐々に避難の呼びかけを解除する旨の情報、あるいはミサイ

ルの着弾地点に関する情報などをＪアラートにより伝達することを想定してい

ます。 

今年８月２９日の弾道ミサイルの発射に際しては、５時５５分頃に発射され

たということで４分後に第一報をＪアラートでお知らせしています。６時１４

分には上空通過が確認されましたので、その旨をＪアラートでお知らせしまし

た。Ｊアラートのほかにエムネットというメールのシステムがありまして、こち

らは地方公共団体、警察、消防、マスコミあるいは運送事業者などの関係機関に

お知らせするもので、Ｊアラートよりも少し詳しい情報を流しています。９月１

５日の弾道ミサイルの発射に際しては、６時５７分頃に弾道ミサイルが発射さ

れたということで、７時ちょうどに第一報でミサイル発射と避難をして下さい

という情報をＪアラートでお知らせしました。その後、７時７分にはわが国上空

の通過が確認されましたので、北海道地方から太平洋へ通過したという第二報

をお知らせしました。 



Ｊアラートによる情報伝達が行われる場合、防災行政無線で国民保護のサイ

レン音がなりますが、皆さまあまり馴染みがないと思います。せっかくの機会で

すので、サイレン音を今から再生します。 

（サイレン音） 

あまり気持ちの良い音ではないと思います。このサイレン音を作ったのは１

０年くらい前だそうで、当時の人に聞きますと、他の音と混同しないよう、誰も

聞いたことのない音にしないといけないということで、このような音にしたそ

うです。ミサイルが発射され、わが国に影響がありそうだという時には、国民保

護サイレン音とそれから先ほどの第一報が流れますし、第二報の前にも今のサ

イレンが鳴ります。このサイレン音を聞いたらミサイル情報ではないかと思っ

ていただければと思います。 

また、先ほどご説明した携帯会社からの緊急速報メールの受信音も普段のメ

ールの音とは少し違いますので、これも聞いていただけたらと思います。 

（着信音） 

津波や火山情報の時には先ほどと同じ音が鳴りますが、地震の際に流れる緊

急地震速報は、これとは別の着信音になります。今の音が鳴った場合、ミサイル

か津波などの関係だと覚えておいていただきたいと思います。もしご興味のあ

る方がいらっしゃれば、インターネットの国民保護ポータルサイトで国民保護

のサイレン音を聞くことが出来ますので、ご覧いただければと思います。以上が

Ｊアラートにより皆さまにお知らせする情報となります。 

続いて、弾道ミサイルの落下情報を聞いた時にとっていただきたい行動につ

いてご説明します。私どもの方で国民保護ポータルサイトなどに掲載している

「弾道ミサイル落下時の行動について」というお知らせの内容です。Ｊアラート

から情報が流れましたら、屋外にいる場合には近くの建物か地下に避難をして

いただきたいというのがまず一つです。近くに建物がない時には物陰に身を隠

すか地面に伏せて頭部を守って下さい。次に屋内にいる場合、自宅にいることが

多いかもしれませんが、慌てて外に出る必要はありませんので、自宅の中で窓か

ら離れるか、窓のない部屋に移動して下さい。 

何故このようなことをしなければならないのかということですが、実際にミ

サイルが落下してきた場合、例えば地下にいると身を守れるかもしれませんが、

１００％大丈夫とは申し上げられません。頭上に落ちてくるというのは相当小

さな確率になると思いますが、少し離れた場所に落ちるという可能性はあるか

と思います。そういう時にまず考えられるのは爆風、それから破片です。そうし

たものから少しでも身を守るために建物の中に避難していただくということ、

また、爆風は水平方向に広がりますので、当たる面積が少なくなるよう、地面に

伏せていただきたいということです。屋内にいる場合には、窓の近くにいるとガ



ラスが割れたりして破片で怪我をされたりということも考えられますので、窓

から離れるか、窓のない部屋に移動して下さい。それぞれのご自宅の状況によっ

ても違うと思いますし、その時にいる部屋でも違うと思いますが、窓からなるべ

く離れるようにしていただきたいということです。 

ここからは、Ｑ＆Ａという形でかいつまんでお話をさせていただきます。 

「ミサイルは発射から何分位で日本に飛んでくるのでしょうか。」ということ

ですが、弾道ミサイルの発射場所や発射方向などにより異なるため一概には言

えませんが、最近の弾道ミサイルのわが国上空を通過した事例をみますと大体

１０分以内にわが国に飛来しています。ミサイル発射の情報を受けて最初のＪ

アラートが鳴るまで３、４分かかるということを踏まえると、実際最初のＪアラ

ートを聞いてから５分程度しか避難行動の時間がないということになります。

ですから、本当に近くの建物に避難していただくか、自宅の中で窓のない部屋に

移動していただくという行動をお願いしています。 

次に、「どういう建物に避難すれば良いのでしょうか。」というお話をいただき

ます。できればコンクリート造の頑丈な建物の方が安全ですし、地下施設がすぐ

近くにある時にはそちらに避難するというのがより安全です。離れたところに

ある頑丈な建物に急いで向かっても時間が足りずに途中で爆風に巻き込まれた

りすることも考えられますので、できるだけ早く、近くの建物に避難するという

ことを考えていただきたいと思います。また、近くに建物がない場合には、物陰

に身を隠すか地面に伏せて頭部を守って下さいというお願いをしています。 

次に、「なぜ建物の地下へ避難するのですか。」ということです。先ほどご説明

したとおり、爆風や破片から少しでも身を守っていただきたい、リスクを減らす

行動をとっていただきたいということです。それから、自宅にいる場合は、すぐ

近くに頑丈な建物や地下があれば良いのですが、なければ自宅にいてできるだ

け窓から離れるか、窓のない部屋に移動して下さいというお願いをしています。 

また、車に乗っている場合もありますが、車内というのは実はあまり安全では

ありません。熱風が来るとガソリンに引火して爆発する可能性がありますので、

できれば車から降りていただき、外で物陰に隠れるというのが安全だと思って

おります。高速道路や大きい道路などを走行していて、急に停車できない、車か

ら降りられないという時には、次善の策として車内で姿勢を低くして待機をし

て下さいというお願いをしています。 

先ほど、ご紹介した国民保護ポータルサイトというインターネットのページ

はこちらです。国民保護サイレン音もこちらで聞けるようになっておりますの

でアクセスしていただけたらと思います。また、北海道庁の取組でミサイル飛来

時の対応について、マンガで分かりやすくまとめていただいているものを紹介

しておりますので、こちらも見ていただけたらと思います。 



最後に住民避難訓練について少しお話いたします。１２月７日現在、８３件７

５市町村で実施しています。それ以外に国と一緒に実施した訓練が２４件で、こ

の週末に香川県で２５件目の訓練を行っていただくことになっています。 

このように、各地で住民の皆さんにご参加いただいて訓練が進んでいるとい

う状況にあります。例えば、学校への避難や、地下への避難、車から降りて物陰

に隠れる行動や電車に乗っている時に窓から離れて車両の中央で身を守るとい

う訓練を行っております。また、これはかなり反響があるのですが、コンクリー

トの橋の下に身を隠すという訓練も実際に行っています。弾道ミサイルの落下

の際は、様々な状況が考えられますので、屋外でＪアラートのサイレン音を聞い

た場合は、例えばベンチの下に身を隠すとか、物陰や遊具の中、トンネルといっ

た場所に避難していただくということもあります。また、屋内の場合は窓の反対

側に逃げて身を守るということを自宅でもオフィスでも訓練をしていただいて

います。 

最後になりますが、冒頭で申し上げたように、北朝鮮の弾道ミサイルの対応に

あたっては、外交努力が第一、防衛努力が第二です。これは日本政府として努力

していますが、万が一の時に備えて、本日ご説明したＪアラートからの情報が皆

さんに伝達されるということ、また、情報を受けたときには、このような避難行

動をとっていただきたいということをご理解いただければと思います。ご静聴

ありがとうございました。 

 

 

【質問者】 

ミサイルが落下して、弾が爆発したり、撃ち落とした際にＥＭＰ、電磁パルス

が発生したりするのでしょうか。 

また上空で爆発した際のＥＭＰへの対処について、国として何か行っている

ことがあれば教えてください。 

 

【松尾企画調整官】 

核爆弾については、起爆装置という難しいプロセスを経て起爆させないと核

爆発が起きない仕組みになっています。したがって、わが国に飛来した弾道ミサ

イルを自衛隊が撃ち落としたとしても基本的に核爆発は起こらないものと考え

ています。さらに、ミサイルの破片が飛び散るという心配もあろうかと思います

が、イージスシステムにより宇宙空間で撃ち落とした場合は、ミサイルが大気圏

内に落下してくる際に燃え尽きてしまうと考えています。一方、大気圏内で撃ち

落としたときには、破片などが多少発生する可能性はありますが、撃ち落とさず

にそのまま落下して爆発するよりは危険性はかなり低くなると考えられます。 



 また、ＥＭＰをご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、これは電磁バルス

というもので、核兵器が爆発した際の電磁波で地上の電気がとまる、通信が遮断

されるという現象が起きると言われています。以前、アメリカが太平洋で核実験

を行った際には、ハワイで停電が起きたというケースがありましたが、核爆発が

起きない限りは電磁波の影響はないと考えられておりますので、ミサイルの迎

撃により、このような現象が発生することはないと思います。 

 

【質問者】 

北朝鮮が一斉にミサイルを発射してきた場合、海上自衛隊のイージスシステ

ムで対処することになると思いますが、ミサイルの数の問題で対処しきれない

のではないかという話を伺ったことがあります。その点はいかがでしょうか。 

 

【松尾企画調整官】 

一度に多くのミサイルが発射された場合は、迎撃するミサイルをどれぐらい

保有しているのかという話にもなるかと思いますが、これは我々の手の内を明

かしてしまうことになりますので、お答えしづらいということはご理解いただ

ければと思います。  

その上で、わが国には複数のイージス艦が配備されており、ＰＡＣ－３ミサイ

ルは全国に展開することが可能です。大事なことはできるだけ早くミサイルが

発射される兆候をつかむということです。いつ頃飛んできそうだ、あるいはこう

いうところを狙っているのではないかなどの情報を収集し、その情報に基づい

て適切な場所に配備する努力をする。そうすることで、集中して弾道ミサイルを

対処できるような体制をとるということが基本になります。 

先ほど、一度に４発のミサイルを発射した事例を紹介しましたが、自衛隊が配

備しているシステムには同時に対処できるシステムがありますので、一斉に発

射された場合であっても十分に防衛は可能だと思いますが、一度にものすごい

数のミサイルが飛んでくる場合は、なるべく早くその情報を察知する、今は様々

な情報収集の手段がありますので、情報をとって構えておくことによりリスク

を減らしていく形にしています。 

 

【質問者】 

Ｊアラートが鳴った際の避難の話がありましたが、安全解除のお知らせは流

れるのでしょうか。 

 

【末永参事官】 

 避難を止めてくださいという言い方は特にしていませんが、弾道ミサイルが



わが国の上空を通過した際には、ミサイルの通過情報と不審な物を発見した場

合に直ちに連絡して下さいということをお知らせしますので、この時点で避難

解除となります。一方、弾道ミサイルが落下してきた場合には、第三報目として、

ミサイル落下についてのお知らせをしますが、この時はどこに落ちたかはわか

らないと思いますので、引き続き避難してくださいというお知らせとなり、避難

解除にはなりません。その後の追加情報のなかで避難解除の情報を流すことに

なりますが、ミサイルの落下場所が近い地域であればなかなか避難解除という

ことにはならないかもしれません。Ｊアラートはかなり広い範囲で流しており、

先日の例であれば北海道、東北、北関東まで流しています。ミサイル軌道から遠

い地域の皆さんにずっと避難していただく必要はないと思いますので、追加情

報として、避難解除の情報は徐々に流していきたいと思います。弾道ミサイルの

多くは上空を通過する場合かと思いますが、そのような場合には、最初は避難し

てくださいとお伝えしますが、上空を通過したという情報が流れてきた場合は、

それを安心情報として捉えて避難を解除していただければと思います。 

 

【質問者】 

 私は静岡県で漁船等の登録等を行っているのですが、静岡県だけでも約６，０

００隻の船が操業しています。ご説明のあった弾道ミサイル落下時の行動につ

いては、基本的に陸上の話だと思いますので、船が操業している時であれば、ど

のような行動をとったらいいのか教えていただければと思います。 

 

【末永参事官】 

 船上にいる場合は、できるだけ水平方向に広がる爆風から身を守るために船

の中に入っていただくか、船上で物陰に隠れていただくことになろうかと思い

ます。 

一方でミサイルが飛来する可能性がある場合の情報伝達については、Ｊアラ

ートではない別の手法で漁船の皆さんにお知らせをしています。太平洋側で操

業している皆さんにはあまりご経験がないかもしれませんが、先日北朝鮮から

発射されたミサイルが日本海側のＥＥＺ内に着水した時には、警戒情報という

形で、漁船や航空機に警報でお知らせをしています。北緯何度、東経何度という

ような詳細な落下場所まではお伝えできませんが、漁船の場合であれば、水産庁

から漁業無線局などを通じて発射情報が伝わる仕組みが整っています。 


