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第２９回防衛問題セミナー（議事概要） 

平成２９年９月５日（火） 

 

 

【司会】 

 ただいまから防衛セミナーを開催させていただきます。本日、第２部の講演者といた

しまして、内閣官房副長官補付  横田 真二 内閣審議官とご案内させていただきました

が、都合により、内閣官房副長官補付 末永 洋之 内閣参事官に変更となっておりま

すので、ご案内させていただくとともに急な変更となりましたことをお詫び申し上げま

す。 

防衛セミナーの開催にあたりまして、主催者であります中国四国防衛局長 赤瀬 正洋

から一言、ご挨拶を申し上げます。 

 

【挨拶】 

                          中国四国防衛局長 赤瀬 正洋 

   

 皆さまこんばんは。中国四国防衛局長の赤瀬です。本日は非常にお忙しい中、こうして

多くの皆さま方にお越しいただき、誠にありがとうございます。私ども中国四国防衛局は

防衛省・自衛隊と皆さま方とのパイプ役、窓口としての役割も担っております。そのよう

な観点から、防衛施設周辺の周辺環境整備事業や、こうした防衛セミナーなどの活動をさ

せていただいております。 

 本日の防衛セミナーにつきましては、『弾道ミサイル防衛とは～国民の安全・安心を目

指して～』というテーマを設定させていただいております。昨今の北朝鮮の動向につきま

しては、さまざまな形で新聞やテレビで報道がなされておりますので、皆さま方の中には

ご懸念やご心配をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。そういった意味で今回、この

時期にこのようなテーマで講演をさせていただくということは、非常に時宜を得たもので

あると思っております。本日の講師としては、防衛省から中野防衛政策企画官、内閣官房

から末永内閣参事官のお二人をお招きしております。お二人はそれぞれの分野につきまし

て、正に専門家、プロフェッショナルでございますので、非常に興味深い話を聞くことが

できるのではないかと思っております。 
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 最後になりますが、本日の防衛セミナーを開催するにあたりまして、本日、ご後援を賜

りました香川県の皆さま、善通寺市の皆さま、またご協力をいただいた香川地方協力本部

をはじめとする関係者の皆さま方に心より感謝を申し上げまして、簡単ではありますが私

のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

【講演】 

「北朝鮮情勢と弾道ミサイル防衛について」 

            防衛省防衛政策局 防衛政策課 防衛政策企画官 中野 憲幸 

 

北朝鮮はここ最近、弾道ミサイルの発射を繰り返し行い、一昨日は核実験も行っており

ます。 

本日は北朝鮮情勢が中心となりますが、まず我が国を取り巻く安全保障環境について概

観させていただきますと、非常に厳しさを増しているということです。北朝鮮は核実験や

弾道ミサイルの発射を繰り返しておりますし、中国は軍事力を強化し、我が国周辺の海空

域における活動を活発化させています。特に東シナ海の尖閣諸島周辺や日中の中間線付近

でのガス田開発などの活動、さらに南シナ海におきましても、我々は力を背景とした現状

変更の試みと呼んでおりますが、不測の事態を招きかねない危険な行為を行っております。

また、ロシアにつきましても、北方領土に地上軍部隊を駐留させ、極東における活動を活

発化させているという状況にあります。 

次に国防費を見ていただきますと、中国の国防費はここ１０年間で３倍以上の伸びを示

していますが、日本の防衛関係費は１０年間で１．０１倍とほぼ横ばいという状況です。

中国の国防費については、更に遡ると過去２９年間で４９倍になっていると言われており、

直近（２０１５年）では、日本の防衛関係費の５倍程度となっています。中国を始めとし

て、我が国周辺の主要国では継続して国防費を増加させる傾向にあるというのが全般の情

勢です。このような状況から我が国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増す一方にあると

いうことがお分かりいただけるかと思います。 

次に北朝鮮情勢です。朝鮮半島では半世紀以上にわたって南北分断が続いており、現在

も非武装地帯を挟んで１５０万人程度の地上軍が厳しく対峙しております。 

どのくらいの兵力が対峙しているかと言いますと、北朝鮮は総兵力が約１１９万人、韓
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国が約６３万人で、そのうち陸上兵力であれば、北朝鮮は韓国の２倍程度の兵力となって

います。また、艦艇については、北朝鮮の方が保有数は多いのですが、小型の艦艇が多く、

艦艇の大きさを示す総トン数で比べると韓国の方が大きくなります。また、航空機につい

ては、韓国と北朝鮮の保有数は同程度ですが、北朝鮮では、日本や韓国が保有している第

４世代戦闘機の保有数は少なく、韓国に対して質的に劣勢になっています。 

そうした中で北朝鮮は何故、核やミサイル開発を進めているかということです。北朝鮮

では、２０１３年の金正恩氏の発言にあるとおり、経済建設と核武力建設を並進するとい

う、並進路線を進めています。米国の核の脅威に対抗するためには、独自の核抑止力が必

要ということで、核やミサイルに集中投資をすることによって、核の抑止力を持つととも

に、経済建設を効率的に進めることができるという考え方です。 

北朝鮮、金正恩氏は何を考えているのか、どのような目的で核やミサイルを開発してい

るのかというと、このような考え方を基にして明示的に核武力建設を進めているというこ

とが言えるかと思います。 

では、北朝鮮が保有している弾道ミサイルとは具体的にどのようなものかということで

す。一般的にミサイルと言うと、ジェットエンジンを噴射して飛翔するというイメージか

と思いますが、これは巡航ミサイルと呼ばれるものです。例えば航空機から発射すると比

較的低い高度を水平に飛翔するミサイルで、途中で誘導することにより、目標が動いてい

ても当てることができますし、地上の目標に対しても極めて精密に当てることができます。

時速は亜音速、つまり音速に少し足りないくらいで、最近は音速を超えるものもあります

が、いずれにせよ音速と同程度の速度というのが巡航ミサイルの速さとなります。 

これに対して、弾道ミサイルは、ロケットエンジンにより放物線を描いて飛翔するのが

特徴で、長距離にある目標を攻撃することが可能です。更に速度が速いということで、射

程距離が５，５００km以上の大陸間弾道ミサイルになると、マッハ２１～２４、秒速７～

８kmで飛翔し、発射から３０分ほどで目標に到達するということになります。弾道ミサイ

ルは、高高度から落下してきますので、速度は非常に速く、迎撃しにくいという特徴があ

ります。 

北朝鮮は、こうした弾道ミサイルを１９９３年に我が国に向けて発射を始めています。

１９９８年には初めて我が国上空を弾道ミサイルが飛翔し、２０１２年１２月及び２０１

６年２月に発射した弾道ミサイルは、沖縄県上空を通過しています。また、３発同時の発

射や、ＴＥＬと呼ばれる発射台付きの車両からの発射も行っており、潜水艦から発射する
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弾道ミサイルも開発されているということです。 

また、２０１６年だけで、北朝鮮の弾道ミサイルは１５回、２３発発射され、そのうち

の２回、４発は我が国のＥＥＺ（排他的経済水域）内に着水しています。今年（２０１７

年）はまだ８月ですが、既に弾道ミサイルを１２回、１５発発射し、そのうちの２回、６

発はＥＥＺ内に着水させています。このような状況から、我々は昨年来、北朝鮮によるミ

サイルの脅威が新たな段階に入っていると考えています。 

では、北朝鮮ではどのような弾道ミサイルを保有・開発しているかということです。こ

れまでは、射程距離が約１２０kmのトクサというミサイルから、更に射程距離が長いスカ

ッドＢ・Ｃ等のミサイル、射程距離が約１，３００～１，５００kmのノドン、さらにムス

ダンというミサイルや、ＩＣＢＭとの指摘のあるＫＮ－０８、ＫＮ－１４といったミサイ

ルを保有していると言われておりました。さらに、本年７月に発射したＩＣＢＭ級の弾道

ミサイルは新型であろうと言われておりますし、本年５月１４日に発射したＩＲＢＭ級の

中距離弾道ミサイル、これも新型の可能性があります。このように、北朝鮮はこれらさま

ざまなミサイルを保有・開発しているということです。 

北朝鮮を中心に弾道ミサイルの射程距離をイメージすると、射程距離が１，３００kmの

ノドンは、日本のほぼ全域が射程内に入ります。北朝鮮が人工衛星と称して開発している

テポドン２派生型で、アメリカ本土まで到達可能となっています。また、先ほどご紹介し

たＩＲＢＭ級の新型弾道ミサイルになりますと、グアムが射程内に入りますし、ＩＣＢＭ

級の新型弾道ミサイルであれば射程は５，５００km以上となり、アメリカに届くのではな

いかと考えられます。 

では、北朝鮮が弾道ミサイルを具体的にどのように発射しているのかをご説明いたしま

す。まず本年５月１４日に北朝鮮が発射したミサイルです。この時は午前５時２８分頃に

発射され、我が国のＥＥＺの手前に着水しております。このミサイルは、２，０００kmを

超える高度に達して約３０分間飛翔したという特徴があり、新型の弾道ミサイルではない

かと考えております。 

通常、弾道ミサイルはできるだけ遠くに飛ばせるような角度で発射しますが、この時の

発射の特徴としては、フライのように高く打ち上げています。この飛ばし方だと飛距離は

伸びませんが、高い高度から高仰角で落下するため、速度が速くなり、非常に対処が困難

な軌道になります。我々はこれをロフテッド軌道と呼んでいます。 

次は、本年７月４日に発射された弾道ミサイルです。午前９時３９分頃にミサイルを発
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射し、２，５００kmを大きく超える高度に達して、約９００km飛翔し、我が国のＥＥＺ内

に着水したというものです。通常の角度で発射した場合を計算すると射程が５，５００km

を超えると見られますので、これはＩＣＢＭ級の弾道ミサイルと考えられます。 

ＩＣＢＭ（大陸間弾道ミサイル）というのは、射程距離が５，５００km以上のミサイル

と定義されています。もともと、冷戦時代にアメリカと旧ソ連が互いに相手を狙っていた

ミサイルで、冷戦期に米ソ間で戦略兵器の制限について交渉が行われた際、ロシア（旧ソ

連）北西の国境とアメリカ本土北東の国境との最短距離、米ソの本土で一番近かった位置

（５，５００km）を基に定義づけられたというものです。 

次は本年７月２８日に発射された弾道ミサイルです。２３時４２分頃、またＩＣＢＭ級

のミサイルを発射し、３，５００kmを大きく超える高度に達して、１，０００kmの距離を

飛翔し、着水させています。これも先ほどご紹介したロフテッド軌道による発射となりま

す。 

次に四国地方の方々はよくご存じだと思いますが、８月１０日に北朝鮮がグアム島周辺

に向けて火星１２型の弾道ミサイルを４発同時に発射するという計画を発表しました。そ

の際、これを日本の島根県、広島県、高知県の上空を通過させると発表したというもので

す。 

次に本年８月２９日に発射された弾道ミサイルです。午前５時５８分頃に北朝鮮の平壌

（ピョンヤン）近くにある順安（スナン）から発射され、我が国の上空を通過して太平洋

に着水しています。これはＩＣＢＭ級ではなく、ＩＲＢＭ級の中距離弾道ミサイルだと考

えられます。後ほど、Ｊアラートのご説明がありますが、この時はＪアラートが起動して

おります。このミサイルは、最高高度は約５５０kmに達し、約２，７００km飛翔していま

すので、特異な打ち上げ方ではなかったとみられておりますが、いずれにせよ、我が国の

上空を通過しているということです。 

我が国の上空を通過した弾道ミサイルは、これ（本年８月２９日）を除いて過去４回あ

ります。初めて我が国の上空を通過したのは、９８年８月３１日、テポドン地区からテポ

ドン１を突然発射した弾道ミサイルです。この時は後から北朝鮮は人工衛星の打ち上げで

あったと発表しています。次に、２００９年にテポドン地区から発射したミサイルで、東

北地方上空を通過し、ミサイルの１段目は日本海に着水し、２段目は太平洋側に着水しま

した。これも北朝鮮は人工衛星と称して発射しております。次は２０１２年、２０１６年

に東倉里（トンチャリ）地区から発射したテポドン２派生型というミサイル、これも人工
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衛星と称して発射しておりますが、沖縄の上空を超えて飛翔しております。今回（８月２

９日）の弾道ミサイルの発射により、我が国の上空を通過した発射は５回目ということに

なります。 

このように北朝鮮は弾道ミサイルの発射を繰り返し行い、ミサイルの開発を進めており

ます。先ほどご説明したとおり、北朝鮮は人工衛星の打ち上げと称して、長射程の弾道ミ

サイルを発射しておりますが、弾道ミサイルの発射と人工衛星の打ち上げに必要な技術は

共通ですので、発射を重ねるほど技術が向上し開発は進むということになります。また、

本年３月にはスカッドＥＲと推定される弾道ミサイルを４発同時に発射し、ほぼ同時に着

水させています。同時に何発ものミサイルで攻撃されると対処が難しくなりますが、この

ような飽和攻撃に必要な正確性や運用能力を向上させているということが言えます。 

次にさまざまな形で弾道ミサイルを発射しているということで、奇襲的な攻撃能力と残

存性の向上を追求しているとみられています。テポドンの発射のように固定式の発射台か

ら発射すると、外から見つかりやすく、発射する前に分かってしまいますが、ＴＥＬと呼

ばれる発射台付きの車両であれば、移動して隠れながら発射することができますので見つ

かりにくくなります。また潜水艦から発射するとさらに見つかりにくくなり、奇襲攻撃が

可能になるということです。 

さらに先ほどご説明した、通常より高い高度まで打ち上げるロフテッド軌道による発射

です。一般論としてロフテッド軌道で打ち上げたミサイルは、迎撃がより困難になるとい

う特性があります。このような方向性で北朝鮮は弾道ミサイルの開発を進めていると考え

られます。 

次に北朝鮮による核開発ですが、先週まで北朝鮮の核実験は過去５回行っているという

状況でしたが、一昨日に６回目が行われました。核実験の監視を行うＣＴＢＴＯという国

際機関が朝鮮半島に地震計を置いているのですが、過去の核実験ではマグニチュードが４．

１から５．１と回数を重ねるごとに徐々に規模が大きくなっており、一昨日の核実験の初

期発表ではマグニチュード５．８という数字となっています。その地震の規模で核実験の

規模を推定しますと、前回２０１６年９月の核実験では、マグニチュード５．１で、核実

験の規模となるＴＮＴ火薬（換算値）は１１kt～１２ktでしたが、今回の核実験の初期的

な分析によると、マグニチュード５．８で、ＴＮＴ火薬（換算値）は約７０ktとなってい

ますので、これまでよりも確実に大きな出力ということになります。 

北朝鮮は今回、これをＩＣＢＭに搭載できる水爆実験に成功したと発表しています。
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我々としては北朝鮮の発表をそのまま受け入れるわけではなく、分析をしていかなければ

ならないわけですが、広島型の原爆が出力１５kt、長崎型の原爆で出力２１ktでしたので、

今回の７０ktという出力については、非常に大きいということがお分かりいただけるかと

思います。 

これが本当に水爆だったのかどうかはこれからの検証となりますが、核保有国であるア

メリカ、旧ソビエト連邦、イギリス、フランス、中国の核開発の状況を見てみると、例え

ばアメリカであれば、初めて核実験をしてから７年で３３回の核実験を経て水爆に達して

おり、最後に核開発を行った中国では、１９６４年に核実験を行ってから１９６７年まで

に６回の核実験を得て水爆に達しています。では、北朝鮮ではどうかというと２００６年

に初めての核実験を行い、それから既に１０年以上経って、一昨日に６回目の核実験が行

われたということです。いずれにせよ、北朝鮮が水爆に達しているかどうかは、今回の７

０ktという出力をどのように評価していくかということになります。 

さらに核とミサイルの関係ですが、核弾頭を弾道ミサイルに搭載するためには小型化の

必要があるということです。北朝鮮がどれくらい小型化を進めているかは分析が必要です

が、例えばアメリカは核実験を６年で１２回行って小型化に成功しておりますし、旧ソ連

では、核実験を４年で４回行って小型化に成功しています。 

このように、他国の核実験の状況により、どの程度の時間と回数を重ねると小型化に成

功しているのかが分かりますので、北朝鮮が最初の核実験から１０年経って既に５回、一

昨日に６回目を行ったということは、核兵器の小型化、弾頭化の実現に至っているという

可能性は十分に考えられます。我が国の射程に入る核弾頭を搭載した弾道ミサイルが配備

されるというリスクは、このように時間の経過とともに増大していくということになりま

すので、我々は昨年来、国際社会に対する新たな段階の脅威になっていると考えていると

いうことです。 

次にこのような新たな段階の脅威に対して、防衛省・自衛隊が構築している弾道ミサイ

ル防衛についてご説明いたします。 

弾道ミサイルについては、速度が速く、発射から１０分程度という極めて短い時間で、

高い高度から小さい弾頭が落ちてきますので、極めて精度の高い迎撃システムが必要にな

ります。我が国の弾道ミサイル防衛については、多層防衛で、弾道ミサイルが発射される

と、まず航空自衛隊のレーダーがミサイルを探知し、海上に展開しているイージス艦に情

報を共有します。イージス艦も自らのレーダーでミサイルを探知して、イージス艦のＳＭ
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－３が上層のミッドコース段階で迎撃を行います。その後、迎撃できなかった場合には、

下層のターミナル段階でペトリオットＰＡＣ－３により迎撃するというものです。弾道ミ

サイルは落下する速度が非常に速いので、ミッドコース段階による迎撃が非常に重要とな

ります。ミッドコース段階の相対速度はそれほど速いものではありませんので、そこで迎

撃することを第一に目指しているということです。 

イージスＢＭＤシステムについては、海上から迎撃し、飛来する弾道ミサイルを探知、

追尾し宇宙空間で迎撃するもので、現在ＢＭＤ対応で迎撃できるイージス艦は４隻ありま

すが、３隻で我が国全域を防護することが可能です。ＰＡＣ－３は、下層の高度１０数km

下において、落下する弾道ミサイルを迎撃するシステムです。１高射隊は射撃管制装置、

レーダー装置、アンテナマストグループ、電源車、発射機（ランチャー）５基の構成とな

っており、そのうちの２基がＰＡＣ－３ミサイルを搭載可能となっています。 

全国の展開としては、イージス艦が佐世保に２隻、舞鶴に１隻、横須賀に１隻配備され

ており、計４隻のイージス艦でＢＭＤ対応を行っております。また、現在全国２８個の高

射隊のうち１７個にＰＡＣ－３部隊が配備されています。中国、四国地方には ＰＡＣ－

３の部隊は配備されておりませんが、本年８月１０日、北朝鮮がグアムに向けた発射計画

として島根、広島、高知県の上空を通過するとの発表がありましたので、政府、防衛省・

自衛隊として万全の態勢をとるため、８月１２日までにＰＡＣ－３部隊を出雲駐屯地、海

田市駐屯地、松山駐屯地及び高知駐屯地に配備させていただいております。 

さらに我々が今後どのように装備を向上させ、弾道ミサイル防衛システムを強化させて

いくのかというと、我が国全域を防護し得る能力の強化、即応態勢、同時対処能力、継続

的な対処能力の強化が必要と考えています。 

まず、イージス艦については、日本全域を防護するためには３隻必要ですが、現在４隻

しかありませんので、継続的な監視のためイージス艦を４隻から８隻に増勢します。さら

に能力向上型の迎撃ミサイル（ＳＭ－３ブロックⅡＡ）を日米で共同開発しており、取得

する経費を要求しております。これにより、イージス艦の防護範囲が広がり、２隻で日本

全域を防護できるようになり、イージス艦が８隻となれば、相当継続的な監視が可能とな

ります。また、航空自衛隊のレーダーも新しくし、ＰＡＣ－３ミサイルについても防護範

囲を広げるためにＰＡＣ－３ＭＳＥを導入することで、より高く、より遠くに発射できる

ようにしていこうとしています。さらにＳＭ－３ブロックⅡＡはロフテッド等への対処能

力の向上にもなります。 
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このほか、弾道ミサイル防衛については、日米間でもしっかりと協力して対応していま

す。早期警戒衛星という米軍の人工衛星が監視をしておりますので、弾道ミサイルが発射

されると、最も早い発射情報を米軍から受領できるようになっております。さらにアメリ

カも我が国にＢＭＤ弾道ミサイルを監視するレーダーやイージス艦を配備しております。 

具体的にはＴＰＹ－２レーダーが青森県の車力に配備されており、平成２６年１２月か

ら京都府の経ヶ岬にも配備されています。また、横須賀には日本に配備されているイージ

ス艦と同様にＢＭＤ対応のイージス艦が配備されており、沖縄県の嘉手納基地には米軍の

ＰＡＣ－３が配備されています。また、米軍は新しいアセットとして、イージス艦を陸上

に上げた陸上配備型のイージス・アショアや、ＳＭ－３とＰＡＣ－３の迎撃範囲の間で対

処可能なＴＨＡＡＤという迎撃システムを保有しています。 

それからＰＡＣ－３については、さまざまな所に展開する訓練を行っております。今年

６月から愛知県の小牧基地、北海道の真駒内駐屯地、東京の横田飛行場などに展開してお

ります。先ほどご説明したとおり、本年８月１０日に中国・四国地方の上空を通過すると

いう北朝鮮のミサイル発射計画が発表された際、８月１２日にはＰＡＣ－３の移動を完了

しておりますので、こういった訓練はしっかりと行ってくことが必要と考えています。 

最後に防衛省・自衛隊の弾道ミサイル防衛の能力強化の計画をご紹介させていただきま

す。先ほどイージス艦の増勢やＰＡＣ－３ＭＳＥの導入など、さまざまな計画を申し上げ

ましたが、平成１５年に政府として弾道ミサイル防衛システムの導入を決定して以降、こ

れまでイージス艦を４隻体制、ＰＡＣ－３は１７個の高射隊に配備しています。 

今後、平成２９年度にイージス艦が１隻増えると５隻体制となり、順次増勢していくこ

とで平成３２年度にはイージス艦は８隻体制となる予定です。加えて、能力向上型の迎撃

ミサイル（ＳＭ－３ブロックⅡＡ）も導入することで、イージス艦２隻で日本全域を防護

できるということになります。また、平成３２年度からはＰＡＣ－３も２８高射隊全てに

配備を予定しており、一部はＰＡＣ－３ＭＳＥを導入するという計画です。さらには陸上

配備型のイージス・アショアを中心とした新しいアセットの導入を検討しております。 

このように弾道ミサイル防衛の強化については、政府、防衛省・自衛隊として、タイム

リーに進めていこうと考えておりますので、皆さまのご理解とご協力をいただければと思

います。私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。 

 

【司会】 
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どうもありがとうございました。それではここで会場の皆さまからご質問をお受けした

いと思います。 

 

【質問者】 

３点お聞きします。まず１つ目としてペトリオットミサイルは本当に命中するのでしょ

うか。 

２つ目は今一番有益な迎撃ミサイルということで完成が近いと言いますか、非常に完璧

と言われているのがイスラエルの迎撃ミサイルだと思っています。確か湾岸戦争の時にア

メリカの空爆に対抗してイラクがイスラエルに向けてスカッドミサイルを発射した際、ペ

トリオットミサイルの命中率があまり良くないということで、イスラエルが自国でミサイ

ル装備を開発したと聞いたのですが、その辺をイスラエルとの間で情報交換とか協力が得

られないものなのでしょうか。 

３つ目は、先ほどお話がありましたように、ノドンとかのミサイルが数発飛んできて地

上に落ちる前に高い高度で爆発して、化学兵器、例えばサリンのようなものが、風によっ

て散っていくような攻撃の場合、どのように対応するのでしょうか。この３点についてお

聞きしたいと思います。 

 

【中野企画官】 

１点目についてですが、まずＰＡＣ－３により日本全国を守っているというイメージを

お持ちなのかもしれませんが、日本全国を守っているのはイージス艦になります。ＰＡＣ

－３は防護範囲が比較的狭いので、一定の範囲に落ちてこなければ迎撃できないというも

のです。これまでＰＡＣ－３の迎撃試験を米国で行っておりまして、その中でも高い確率

で命中している実績はあります。ただ、防護範囲は比較的狭いということです。 

２点目についてですが、湾岸戦争時のペトリオットミサイルがそれほど命中しなかった

という話もあるのですが、ただ、あの当時のミサイルとＰＡＣ－３は全然別のミサイルで

す。また、イスラエルと連携しないのかということですが、我が国のＢＭＤシステムは、

平成１５年にミサイル防衛の導入を決定し、日米間で非常に緊密な連携をしながら作り上

げてきたシステムですので、迎撃ミサイルだけで成り立っているものではなく、ミサイル

だけを導入できるというシステムではありません。 

次に、化学兵器を搭載したミサイルが飛来した場合ですが、確かに化学兵器というのは
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核と同様にミサイルに搭載されていると対応が非常に難しいというものです。非常に高い

ところでミサイルが爆発した場合にどの程度拡散するのか、どの程度の量がミサイルに搭

載されているのか、風向きにもよりますので、化学兵器が地上に落ちてくる場合のシミュ

レーションは難しい問題かと思います。 

 

【質問者】 

ご説明は非常に有り難いのですが、我が国のＰＡＣ－３の配備を他国に公開していいの

でしょうか。ペトリオットによる迎撃に防護範囲の制限があれば、防護範囲外を狙って撃

つということが可能と考えられますので、国民に知らせることも大事ですが、我が国の体

制を他国に知られないようにすることも大事なことではないかと思います。軍事のことは

秘密裏で行っていただく方がいいのではないかと思いますし、その方が国民のためになる

のではないかと素人ながらに思います。相手の裏をかいて奇襲するのが一番であり、今回、

ペトリオットを中国、四国地区に４か所配備したことが囮ということではないのであれば、

国民に知らせないで内々に行ってもらいたいと思うのですが如何でしょうか。 

 

【中野企画官】 

さまざまな考え方があるかと思いますが、軍事行動の局面においては、お知らせできる

ことと、お知らせできないことが変わってくると思っています。ただ、今回は、北朝鮮が

弾道ミサイルを広島、島根、高知の上空を通過させると表明し、関係各県の知事も上京さ

れてご要請をいただいております。そのような中で政府としてしっかりと対応していると

いうことを申し上げた方が、国民の皆さまの安心に資するのではないかということでお知

らせをしたということです。その他にもさまざまな対応を行っておりますが、そこはお話

しできるところとできないところがあるということをご理解いただければと思います。 

 

 

【講演】 

「Ｊアラートによる弾道ミサイル情報の伝達について」 

内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付  

内閣参事官 末永 洋之  
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第１部でもご紹介がありましたとおり、北朝鮮がグアムの方向にミサイルを発射すると

いう計画の中で中国四国地方の上空を通過するということが発表されておりますので、こ

ちらの地域の皆さま方におかれては、大変不安な状況にあるかと思います。また、先日も

予告なしに日本の上空を通過する弾道ミサイルが発射されたということで、先ほどご紹介

がありましたとおり、弾道ミサイルの発射事案が何件も続いていることで国民の皆さまの

不安は高まっていることと思います。本日は私のお話を聞いていただいて少しでも不安が

軽くなればありがたいと思います。 

本日お伝えしたい内容は大きく分けて２つあります。１つ目は弾道ミサイルが我が国に

飛来する可能性がある場合にどのような情報が国民の皆さまに伝えられるのかということ

です。２つ目はそうした情報が伝えられた時にどのような行動を皆さまに取っていただき

たいかということです。 

それではまず、Ｊアラートの概要についてご説明いたします。Ｊアラートという名称は

最近テレビで多く取り上げられていますが、正式には全国瞬時警報システムと言います。

緊急情報をいち早く国民の皆さまにお知らせをするためのシステムで、扱われる情報とし

ては大きく２つあります。１つ目は内閣官房から出させていただく、主に弾道ミサイル発

射等の武力攻撃情報で、２つ目は気象庁から出される津波警報や緊急地震速報等です。 

弾道ミサイルの発射を例に緊急情報の伝達の流れをご説明しますと、弾道ミサイルが発

射された情報を内閣官房が把握しますと、直ちに消防庁の送信システムに情報を伝達しま

す。その情報は、各市町村の市役所や役場の庁舎にありますＪアラートの受信機に自動的

に伝達されますが、その際は人工衛星と地上回線を通じた２つのルートにより同時並行で

確実に市町村に情報が伝達されるという仕組みを構築しております。 

市町村に情報が届いた後、住民の皆さまへの情報の伝わり方は大きく３つあります。 

１つ目は防災行政無線に情報が入るとスピーカーが自動的に作動し、音声情報が皆さま

に伝わるということです。 

それから２つ目として防災行政無線の戸別受信機やケーブルテレビ、コミュニティＦＭ

等のメディアを使った情報伝達が自動的に行われるということです。 

３つ目は市町村で登録制のメールシステムを作られているところでは、登録されている

方の携帯電話等に自動的に情報が伝わるということです。 

さらにもう１つの形態として、ＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンク、ワイモバイル等の

大手の携帯電話会社はエリアメールや緊急速報メールのシステムを持っています。Ｊアラ
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ートにより内閣官房の情報を消防庁に伝達しますと、自動的に携帯電話会社に情報が伝わ

り、自動的にエリアメールや緊急速報メールという形で皆さまに伝達されるということで

す。 

このように最初に情報が伝えられると、自動的に瞬時に住民の皆さまに情報が流れてい

くということが可能なシステムとなっています。 

それではどのような情報が伝えられるかということで、メッセージの内容をご説明させ

ていただきます。弾道ミサイルが発射され、日本に飛来する可能性がある場合には、ミサ

イル発射情報と避難の呼びかけを伝達するためにＪアラートを使用します。具体的には

「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。頑丈な建物

や地下に避難して下さい。」というメッセージがＪアラートを通じて皆さまに届けられま

す。この後は弾道ミサイルがどのように飛来するかでメッセージが変わります。 

大きくは３つありますが、１つ目は日本の領土、領海内に落下する、または落下の可能

性があるという場合です。２つ目は先日のミサイルもそうですが、日本の上空を通過する、

通過した場合です。３つ目は日本の領土、領海に届かずに、領海外の海域に落下した場合

です。 

１番深刻なのは日本に落下する可能性があると判断した場合で、すぐに飛来する可能性

がありますので直ちに避難の呼びかけとなり、「直ちに避難。直ちに避難。直ちに頑丈な

建物や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。」というアナウンスやメッセージが皆さまに届けられます。その後、実際に落下し

た場合にはその後、「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。」という情報が

なされた後、追加の情報が流れます。このような流れがまず１つあります。 

次に、先日のように弾道ミサイルが我が国上空を通過した場合ですが、まず、発射情報

と避難の呼びかけが伝達され、ミサイルが通過した後に通過情報が伝達されます。具体的

には「ミサイル通過。ミサイル通過。先程、この地域の上空をミサイルが通過した模様で

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。」という内容のメッセージが皆さまに伝達されます。 

最後に、日本の領土、領海内に飛来する可能性があると判断されたものの、結果的に領

海外に落下した場合には「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」というよう
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な内容となります。 

このように最初に弾道ミサイル発射情報と避難の呼びかけを伝達します。ミサイルが日

本の領土、領海内に落下する可能性がある場合には、直ちに避難をしてくださいというお

知らせとなり、ミサイルが落下した場合には、落下したという情報をお知らせするという

ことになっております。 

それでは実際にＪアラートにより弾道ミサイル情報を伝達したケースをご説明いたしま

す。平成２８年２月７日に弾道ミサイルの発射事案がありました。これは沖縄の方向に人

工衛星を打ち上げるということで北朝鮮から予告があり、実際にミサイルが日本上空を通

過しましたのでＪアラートを使用しております。 

次に先日のケースですが、本年８月２９日の午前５時５８分頃、北朝鮮の西岸から北東

に向けてミサイルの発射が確認された後、わずか９分間しかありませんが、６時７分頃に

太平洋へ通過、６時１２分頃に襟裳岬東方の東１，１８０kmの太平洋に落下したものと推

定されたというものです。Ｊアラートによりミサイルが発射されたというお知らせを６時

２分に出しています。内容は「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。頑丈な建物や地下に避難して下さい。」というものです。その後、日本

の領土、領海に落下するということではなく、日本を通過して太平洋に落下するという通

過情報が入ってきましたので、少し確認をした後、６時１４分に「ミサイル通過。ミサイ

ル通過。先程、この地域の上空をミサイルが通過した模様です。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。」とお知らせをしまし

た。 

また、エムネットという情報伝達システムがありまして、メールのシステムで、地方公

共団体、県、市町村、マスコミ、交通機関、通信事業者等の指定公共団体、都道府県警察

や消防等に対して、より詳しい情報をメールで流しています。地元の市町村は、こういう

情報を基に住民の皆さまへの周知をされることになろうかと思います。 

Ｊアラートによる情報伝達については、先ほどいくつかのメディアで行っているとご説

明しましたが、防災行政無線であれば、国民保護サイレン音と、先ほどのメッセージが流

れてきます。国民保護サイレン音はテレビで放送されていたので聞かれた方もいらっしゃ

るかと思います。再生しますので１４秒程のサイレンをお聞きください。 

（国民保護サイレン音） 

まず、このサイレン音が流れて、そのあと、先ほどのメッセージが流れ、３回ぐらい繰
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り返されるということになります。それから緊急速報メールについては津波や火山情報等

に関するエリアメールや緊急速報メールと同じ音が流れます。こちらも聞いていただきた

いと思います。 

（緊急速報メールの音） 

この音が流れ、メールが届いた場合、弾道ミサイル発射や津波、火山噴火の情報等にな

りますので、もしかしたらミサイル情報の可能性があるということです。このほかケーブ

ルテレビ、コミュニティＦＭや戸別受信機でのお知らせがあり、市町村によっては戸別受

信機を安い値段で頒布等しているというところもあり、これを活用していただけるとより

万全かと思いますので、お住まいの市町村にお尋ねいただければと思います。 

次に弾道ミサイル落下時の情報に接した場合、皆さまにどういう行動を取っていただく

かという点についてお話をさせていただきます。 

弾道ミサイル落下時の行動については、インターネット上の内閣官房ポータルサイトと

いうＨＰに公開していますが、避難行動には大原則が２つあります。１つ目は速やかな避

難行動、２つ目は正確かつ迅速な情報収集をしていただきたいということです。 

Ｊアラートで直ちに避難してくださいというお知らせがあった場合、どのような行動を

取っていただくべきかというと、まず、屋外にいる場合は、近くの建物や地下に避難をし

ていただきたいということです。近くに建物がない場合には、物陰に身を隠すか地面に伏

せて頭部を守る行動を取っていただきたいということです。屋内にいる場合も多いかと思

いますが、すぐ近くに頑丈な建物があればそちらに避難していただいても結構ですが、時

間的余裕がない場合や直ちに外に出られない場合には、そのまま屋内で窓から離れるか、

窓のない部屋に移動するという行動を取っていただきたいと思います。 

先ほど８月２９日のミサイルが飛来した際の時系列としては、５時５８分頃に発射され、

６時２分にＪアラートで避難してくださいという情報を流させていただきましたが、そこ

から弾道ミサイルが日本上空を通過するまで４分か５分程度しかありませんでした。その

ような状況下で取れる行動というと、それほど遠くの建物まで移動することはできないと

思いますので、屋外にいる場合は近くの頑丈な建物、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るという行動をしてください。すぐ近くに建物があれば、移動

しても構いませんが、移動できないということであれば、窓から離れるか窓のない部屋に

移動するという行動を取っていただければと思います。 

次にＱ＆Ａについてご紹介をさせていただきたいと思います。 
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最初に「ミサイルは発射から何分位で日本に飛んでくるのか」ということですが、繰り

返しになりますが、本年８月２９日の例でいうと約９分です。１つ目にご紹介した沖縄県

地方の上空を通過した例で言いますと約１０分で沖縄県上空を通過しています。避難行動

の時間はあまりないので、限られた時間の中で避難行動を取っていただく必要があるとい

うことです。 

次に「これまでＪアラートにより弾道ミサイルに関する情報伝達を行った実績につい

て」ということですが、先日の８月２９日もＪアラートを流しましたので、過去３回、Ｊ

アラートを流したということになります。 

次に「弾道ミサイルが発射されてもＪアラートが鳴らない場合はどういうものがあるの

か」ということですが、Ｊアラートは、弾道ミサイルが日本の領土、領海に落下する可能

性、または領土、領海の上空を通過する可能性がある場合に使用します。北朝鮮は弾道ミ

サイルを何度も発射していますので、無用な混乱は招きたくないということもあり、本当

に必要な時に適切な情報を瞬時にお伝えするという運用を行っているということです。な

お、我が国のＥＥＺ内にミサイルが落下する可能性がある場合は、Ｊアラートは鳴らさな

いのですが、船舶や航空機に対しては警報を鳴らして警戒をしていただくという運用をし

ております。 

次に「所有している携帯電話やスマートフォンがエリアメールや緊急速報メールを受信

するかどうかを確認したい」という場合ですが、基本的にはほとんどの携帯電話で受信で

きるかと思いますが、確認されたいという方は、対応していない機種であってもどうした

ら対応できるかというかということも含めて消防庁のＨＰにご案内が掲載されていますの

で一度ご確認をしていただければと思います。 

それでは、「Ｊアラート作動時に取るべき行動について」ご説明します。繰り返しの内

容もありますが、ミサイルが発射されたとの情報伝達があった場合、近くの頑丈な建物や

地下に避難してください。なぜかというと、ミサイルが着弾した時の爆風や破片等による

被害を避ける意味で屋内や地下が有効だと考えられるためです。 

先ほど、イスラエルのことについてご質問がありましたが、イスラエルの場合はもう少

し細かいさまざまな指示があるのですが、基本的な行動としてはミサイルが飛来してきた

時に取る行動はほとんど同じです。Ｊアラート作動時に取るべき行動は、イスラエルや各

国の避難行動を参考にして作ったものですので、このような行動が有効だと考えています。 

それから、「避難場所は自治体が指定した建物でないといけないのか」ということです
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が、先ほどからご説明しているとおり、なかなか避難する時間が短いので、ご自身の近く

に建物があれば避難をしていただきたいということです。 

それから、自宅が木造住宅の方も多いと思いますが、「自宅にいる場合はどうすればい

いのか」ということです。直ちに近くの頑丈な建物や地下に避難していただきたいのです

が、それができない場合には自宅にとどまって、できるだけ窓から離れ、窓のない部屋に

移動していただきたいということです。 

あと、「車に乗っている場合の避難行動について」ですが、車に引火する恐れがありま

すので、できれば車から離れていただいて、地面に伏せて頭部を守るよう行動していただ

きたいと思います。車から出られない時にはやむを得ませんので車を安全な場所に止めて、

車内で姿勢を低くして、ラジオ、携帯電話等で行政からの連絡があるまで待機をしていた

だきたいと思います。 

それから、弾道ミサイルが落下した可能性があるという情報伝達があった場合、どうす

ればいいのかということですが、詳しい情報については、その後皆さまに伝達をいたしま

すので引き続き屋内に避難をしていただきたいと思います。弾頭の種類によって被害の予

想や対応が変わってきますのでテレビ、ラジオ、携帯電話、インターネット等で情報収集

をしていただきたいと思います。 

避難訓練を実施する際、サイレン音を使用して周知をしたいということでしたら、先ほ

どのサイレン音は内閣官房の国民保護ポータルサイトにありますのでご確認いただけます。

ただ、避難訓練としてサイレンを鳴らす場合は、訓練だということを併せて周知していた

だきたいと思います。 

次に各地で実施されている弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の状況についてご説明

をいたします。弾道ミサイルが我が国に落下してくる、通過するという時にどのような行

動を取るべきかということを実際に体験していただく、或いはどのような情報が伝わるか

ということを経験していただくために避難訓練を各地で実施しています。 

これは都道府県に対して政府がお願いをしたものです。現時点で１３件の訓練が国と共

同で行われており、今後も予定されております。それから国と共同ではなくても地方公共

団体が単独で訓練を行っていただいているところもあります。 

それでは訓練の様子をご紹介します。これは山口県阿武町の訓練（平成２９年６月４

日）で、屋内では、窓のない廊下に身を伏せて避難するという行動を取っていただいたと

いうことです。また、新潟県燕市の訓練（平成２９年６月１２日）では、屋外にいて近く
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に頑丈な建物がない時、これは農村地帯でしたので、コンクリート製の橋の下や土管に避

難していただいたということです。富山県高岡市の訓練（平成２９年７月１４日）では、

地下街へ避難していただいたということで、地下があるところではそこに避難していただ

くというのも有効です。このような訓練を各地で実施していただいております。 

最後に申し上げておきますが、政府としてはミサイルが必ず落下してくるということを

前提としているわけでも、ミサイルが落ちてくるとむやみに申し上げて危機感を煽ってい

るわけでもないということです。 

政府としてまず大事なことは、諸外国と連携をして、北朝鮮にミサイルを発射させない

ようにするというのが、第一の努力として必要なことです。そして弾道ミサイルが発射さ

れるという時にはしっかりと迎撃をするというのが第二の努力です。そうした努力を政府

で行っていきますが、万が一の備えとして、国民の皆さまにこのような行動を取っていた

だきたいということをご理解いただければと思います。 

万が一の時には、正確に情報を把握し、必要な避難行動を自ら取っていただけるよう、

それぞれの状況にあった避難行動の仕方があると思いますので、ご家族や地域の皆さまと

お話をしていただくのも有効だと思います。 

政府としては今後ともこうした周知や訓練を積み重ねて国民の皆さまの安全と安心に少

しでもつながるよう、努力していきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。 

私からは以上です。ありがとうございました。 

 

【司会】 

それでは会場の皆さまからご質問がございましたらお受けしたいと思います。 

 

【質問者】 

Ｊアラートにより、直ちに消防などに情報が伝達されるということですが、弾道ミサイ

ルの情報であれば、防衛省の方に先に連絡した方がよいのではないでしょうか。 

 

【末永参事官】 

弾道ミサイルの情報については、先ず内閣官房に入り、消防庁に流すのですが、内閣官

房に入る情報というのは、防衛省から伝達されているものです。先ほど日米で連携して情

報収集をするというお話がありましたが、そうした中で防衛省が情報を把握した上で、内
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閣官房に伝達があり、消防庁を通じて皆さまにお伝えするという流れになっています。 

 

【質問者】 

漠然と弾道ミサイルは非常に恐ろしいとは思っているのですが、どの程度の破壊力があ

るものなのでしょうか。弾道ミサイルに何が搭載されているかでケースバイケースかと思

いますが、例えば、先日の北海道の上空を通過したミサイルは、１市町の範囲に被害が及

ぶものなのか、１自治会の範囲で被害を受けるなど、さまざまかと思うのですが、どのよ

うな想定をされているのでしょうか。 

 

【中野企画官】 

第１部でご紹介しましたが、弾道ミサイルに何を搭載しているのかということが問題と

なります。一昨日の北朝鮮が成功したとしている核実験の規模は約７０ktです。例えば、

広島・長崎型の原爆であれば、広島型が１５ktで長崎型が２１ktです。広島型であれば、

TNT火薬１５，０００ｔ分の火薬を爆発させているのと同じであり、核であればこのよう

な規模になります。他方、弾道ミサイルに何も搭載していないということになりますと、

弾道ミサイルの諸々の破片等が飛んでくるということになろうかと思います。 

 

【質問者】 

飛来するミサイルの命中精度について、相手方が場所を狙って撃った場合、どの程度の

範囲に着弾させる技術力を持っているのか、それをどう掌握されているのかお伺いします。

例えば大阪を狙ったのが、ここ香川県に落ちる程度の精度なのか。それとも、この市民会

館を狙えば、そこを当てる力量があるのかということです。 

 

【中野企画官】 

北朝鮮のミサイルという前提でお答えしますと、昔は北朝鮮のミサイルというと、先進

国のミサイルに比べて命中精度は低いと言われておりましたが、先ほどご説明したとおり、

今はミサイルの信頼性を向上させております。例えば、狙った所に４発同時に発射し、４

発をほぼ同時に着水させるという点で、非常に精度は向上していると考えています。また、

グアムに向かって発射するという時にも、コンマ何kmまでの数値を出して、どのくらいの

時間で着弾させるということを発表しておりますし、先日の北海道の上空を通過したミサ
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イルについても、飛翔した時間、距離、高さを非常に細かく発表しております。 

そういう意味では、例えば大阪を狙って発射した場合に、それが外れて、こちらの香川

県に飛来するというように精度の低い段階ではないものと思います。 

 

【質問者】 

Ｊアラートで最初の情報が伝達され、その次の情報も全て電力を使って色々な形で伝達

されると思いますが、電力が一体いつまで持つものなのかどうか、その辺りがとても心配

です。例えば、今も東京電力の福島原発は止まっていますが、あれも結局は電源がなくな

ってしまったということが問題と考えています。Jアラートの伝達についても、色々な形

で用意はしているのでしょうが、電力がなくなってしまったら一体どうなるものなのかが

心配です。 

 

【末永参事官】 

政府の対応につきましては、電力不足で対応ができないということがないよう、２重３

重の措置を講じておりますので、その辺りは、問題ないものと考えていますが、そうした

事態が生じても住民の皆さまへの情報を少しでも伝達できるようにさまざまな形の情報伝

達は大事であろうと思います。一つのものに頼るとやはりそれがダウンしてしまうとよろ

しくないと思いますので、少なくともこれが駄目でもこっちの形態がうまくいくとか、そ

ういうさまざまな形の情報伝達を地方公共団体の方にもお願いしたいと思いますし、私ど

もとしても検討し、対応していきたいと思っています。 

 

【質問者】 

情報伝達手段として、コミュニティＦＭを常時ＯＮの状態にできないのでしょうか。車

のバッテリ－で何時間かは対応可能かと思いますし、テレビに比べてはるかに少ない電源

で済みますので、各自治体のコミュニティＦＭを常にＯＮの状態にするということができ

れば、より全国的な対応も可能かと思いますし、ミサイルだけではなくて、集中豪雨や津

波などにも応用できるのではないかと思います。 

 

【末永参事官】 

コミュニティＦＭを２４時間、３６５日、人が張り付いて放送を流す体制にするのはな
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かなか難しいと思います。そのため、コミュニティＦＭの中には自動起動装置というもの

があり、Ｊアラートの情報が流れたら自動的に放送を始めるというシステムが構築されて

おります。しかしながら、受け取る側でラジオの電源が入っていないと、コミュニティＦ

Ｍで情報を流す意味が無いということになります。 

自治体によっては、Ｊアラートからの情報が入ると自動起動装置により、防災行政無線

やコミュニティＦＭから特別な信号が自動的に流れることで、ラジオの電源がＯＦＦの状

態でも自動的にＯＮになるラジオを無償で貸与したり、低価で頒布したりというところも

あります。自治体によって対応は異なるかと思いますが、政府としてもさまざまな方法で

情報を伝達していただきたいということを自治体にお願いをしておりますので、そうした

こともぜひ検討していただきたいと思っています。 

もう一つ申し上げると、防災行政無線の屋外スピーカーは家の中では良く聞こえないと

いうことがあるかと思います。緊急時にはボリュームを最大にして放送をしていただいて

いるのですが、それでも放送が聞こえにくいという状況がありますので、屋内の戸別受信

機やFMラジオの電源が自動的にＯＮになる機械を導入していただくと、より手厚く情報が

伝達されるのではないかと考えています。そういう点を含めて都道府県や市町村にお願い

をしているという状況です。 

 

【質問者】 

放送法等の問題があるかと思いますが、コミュニティＦＭで、例えば、ＮＨＫの第一ラ

ジオ放送のように、普段は別の番組を放送して２４時間流し続けるということはできない

のでしょうか。 

 

【末永参事官】 

それぞれのコミュニティＦＭの状況により、そのような対応をしていただけるところは

調整をしていただければと思いますし、それが難しいということであれば、繰り返しご説

明したとおり、Ｊアラートが自動的に起動して情報伝達がなされるという手段はしっかり

と確保されておりますので、その点はご理解をいただければと思います。 

 

【司会】 

それでは以上をもちまして防衛セミナーを終了させていただきたいと思います。 
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本日はありがとうございました。 

 


