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本講義のねらい

• デュアルユース問題の概要を理解する

–軍民デュアルユース、善悪デュアルユース、
デュアルユース・ディレンマ

• 宇宙安全保障の現状を理解する

–宇宙軍の創設、宇宙への兵器配備、宇宙状況
把握（SSA）

本日は、宇宙安全保障⇒デュアルユース問
題で講義する。

2



宇宙安全保障の動向
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※なお、宇宙安全保障全般については、防衛研究所の橋本靖明先生、福島
康仁先生の論文を検索してほしい。国際政治史の観点からは、鈴木一人先
生の著作を参照してほしい。



宇宙の軍事利用

http://natoassociation.ca/wp-content/uploads/2014/03/AGS2.jpg
元出典はNATOと思われるが、現在、該当ページ無し。 4



宇宙の軍事化 （Militarization）

・周知のとおり、宇宙には、各国の偵察、監視、通信などの軍
事衛星が既に配備されている。

・現状の国際規範
宇宙条約第4条は、大量破壊兵器の配備を禁止しているが、兵器配
備自体を禁止していない。

・宇宙への兵器配備をめぐる国際規範策定の動向
中露「宇宙兵器配置防止条約（案）」（ＰＰＷＴ）（2008年）は

米国の反対で頓挫
ＥＵ「宇宙活動に関する国際行動規範（案）」（2010年改定）は、

兵器配備禁止を打ち出さず
国連宇宙平和利用委員会（COPUOS）のガイドライン案（2015年

11月総会に提出）では、「宇宙への兵器配備を回避する」との文言

⇒ 国際規範の策定には至らず

5※詳細は、青木節子先生、高屋友里先生の著作や資料を参照されたい



宇宙の武装化（Weaponization）へ

• 従来は、宇宙は軍事化
（ Militarization ）されてい
ても、まだ武装化
（Weaponization）されてい
ないと表現してきた。

• しかし、2020年6月の米国の
『防衛宇宙戦略』は、中国と
ロシアが宇宙を武装化したと
明記し（China and Russia 
have weaponized space
…）、宇宙を戦闘領域
（warfighting domain）と規
定。

https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-
1/1/2020_DEFENSE_SPACE_STRATEGY_SUMMARY.PDF
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宇宙での脅威

目くらまし（Dazzling）、ジャミング
（Jamming）、キネティック
（Kinetic）、サイバー（Cyber）

Elbridge Colby, FROM SANCTUARY TO BATTLEFIELD:
A Framework for a U.S. Defense and Deterrence Strategy for Space, the Center for a New 

American Security, January 2016
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https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-
1/1/2020_DEFENSE_SPACE_STRATEGY_SUMMARY.PDF
,p.4

可逆的から不可逆的（脅威）

https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-1/1/2020_DEFENSE_SPACE_STRATEGY_SUMMARY.PDF


内閣府宇宙開発戦略推進事務局「宇宙システムに対する脅威・リスク関連の動向（２０１８年１
２月～現在）」、2019年6月24日、https://www8.cao.go.jp/space/comittee/dai81/siryou4.pdf
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中国による宇宙兵器の配備

• 2007年以来、2018年2月5日、中
国は、大気圏外の標的ミサイル
を、超音速ミサイル（DN-3と呼
称）で撃墜に成功（右の写真）

• 中国は、運動エネルギーミサイ
ル（kinetic-kill missiles）、地
上配備レーザー（ ground-based 

lasers）、軌道宇宙ロボット
（orbiting space robots）の開発
を進めている。
https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-

CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF 、p.65

• 宇宙配備兵器（potential space-

based counterspace systems）の
研究開発も進めている。
https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-

05/China_Space_and_Counterspace_Activities.pdf 、p.39

https://www.popsci.com/china-space-missile-test/
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https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF
https://www.uscc.gov/sites/default/files/2020-05/China_Space_and_Counterspace_Activities.pdf


米国の宇宙軍創設
• 2019年12月、米軍の第6の軍種として、宇宙

軍（Space Force）を創設。（なお、任務部隊/
統合軍としての宇宙軍（Space Command）は
19年8月に設置。※学部/研究科とユニットの
関係に似ている）

• 宇宙軍は、高地を管制する（control of the 
high ground ）。

• 宇宙軍の防衛作戦は、アクティブとパッシブ
に分かれる。前者は脅威の、破壊、無力化、
減少（ destroy, nullify, or reduce ）を含み、
後者は生存性を軸に、宇宙機の機動性、自己
防衛、分離、軌道の多様化、大規模拡散、通
信・伝達・放出セキュリティ、カモフラー
ジュ・隠ぺい・欺瞞を含む。（右、p.36）

• 中露などの対象国の兵器の想定は表に出すが、
米国宇宙軍の能力については公表していない。
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日本の宇宙作戦隊創設

• 2020年5月18日、空自
に20名で「宇宙作戦
隊」発足。
– 「UFOは相手にしませ
ん」「『科学特捜隊』の
ようなユニフォームを着
せるつもりはありませ
ん」（河野大臣発言）

• スペースデブリや不審
な衛星等の監視を任務。
23年度に任務開始予定。

11

https://mainichi.jp/articles/20200518/k00/00m/040/21700
0c



予想される被害
・既知の被害想定

CNNテレビ（右図参
照）は、主としてGPSの
機能不全を念頭に、以下
のような被害を想定。

ATM（現金預払機）の
停止
航空インフラの停止
発電所や送電インフラ

の停止
携帯電話などの通信網

の停止

・スペース・デブリ問題
の悪化
・宇宙インフラへの依存
度が増大するにつれ、社
会の脆弱性も増大

Jim Sciutto, ‘War in Space: The Next Battlefield’,CNN, 29 NOV 2016,  
https://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2016/11/28/cnn-to-premiere-war-in-
space-the-next-battlefield-at-9-p-m-on-nov-29/
画像は下記より。https://www.youtube.com/watch?v=j-ZBLFhb_lg
トランスクリプトは下記。
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1803/01/sn.01.html
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近未来の宇宙戦争？？

英大衆紙サンが掲載の宇宙戦争のイメージ
https://www.thesun.co.uk/news/7970143/space-war-weapons-satellites-shoot-down/ 13



地上攻撃兵器の構想

• directed-energy 

weapons

• kinetic-energy weapons 

against missile targets

• kinetic-energy weapons 

against surface targets

• space-based 

conventional weapons 

against surface targets.
神の杖（Rods from God）
ただし、これらの実現可能性とコス
ト・パフォーマンスは疑問視されて
いる。なお、藤井太洋著『オービタ
ル・クラウド』はこの『神の杖』を
題材にしている。 14



デュアルユース問題
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狭義のデュアルユース問題
軍民デュアルユース

• 軍事と民生の双方に使用できる技術をど
う考えるか？

–政府は、予算や効率の観点から、防衛技術の
研究開発に大学等を取り込みたい。ただし、
現時点では基礎研究のみ。

–学術会議を舞台に大学関係者は反発し、軍事
研究の禁止を打ち出す。
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高額な装備品価格

17財務省 2010「日本の財政と防衛力の整備」、平成22年4月「新たな時代の安全保障と
防衛力に関する懇談会（第6回）」資料



学術会議の声明と報告

• 防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」（2015年開始、以下安保研

究制度）

• →学術が軍事との関係を深めることで、学術の本質が損なわれかねな

いとの危惧

• 日本学術会議は、安全保障と学術に関する検討委員会を設置し、

2016年6月から計11回の会合

• 2017年3月24日「軍事的安全保障研究に関する声明」（以下、声明）

• 同年4月13日「報告 軍事的安全保障研究について」（以下、報告）
18



声明と報告の内容

• 声明：

– 「軍事的安全保障研究」と呼称

– 軍事的安全保障研究は、学問の自由、とりわけ公開性を侵害する。

安保研究制度は、「研究者の活動への介入が強まる懸念」。

– 反対論の根拠は、戦争協力反対ではなく、公開の自由の侵害。※

なお、自衛隊や自衛戦争の是非は、議論回避。

• 報告：

– 「大学等の各研究機関」に「目的・方法・応用の妥当性の観点から、

技術的・倫理的に審査する制度」

– 学協会に「ガイドライン等を設定することも求められる」
19



軍事的安全保障という用語

ア）軍事利用を直接に研究目的とする研究

イ）研究資金の出所が軍事関連機関である研究

ウ）研究成果が軍事的に利用される可能性がある研究、

等である。範囲が広く、どこまで含まれるか判断が特に

難しい
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参考：DARPAの事例
• 米国の国防高等研究計画局

• DARPAはインターネットの原型（ARPA

ネット）や無人航空機で有名。

• 枯葉剤などの機密プログラムも存在

• 有名なアレシボ天文台もミサイルディ

フェンスの予算

• 研究者のアドバイザーグループ（ジェイ

ソン）を組織

• 時期によって社会科学への投資も顕

著

• 時期と局長によって、研究内容や方向

性が異なってくる。

シャロン・ワインバー
ガー（千葉敏生訳）
『DARPA秘史 世界を
変えた「戦争の発明家
たち」の光と闇』光文社、
2018年

21

アニー・ジェイコブ
セン (加藤万里子訳) 
『ペンタゴンの頭脳
世界を動かす軍事科
学機関DARPA』太
田出版、2017年



ランデブー技術とロボットアーム
多くの宇宙技術はデュアルユース性（the 

dual-use nature）により、無害の宇宙能力で
さえ、他者は対宇宙兵器（counterspace

weapons）と見なすことができる。 1998年、
日本は2つの周回衛星をランデブーさせ、正常
にドッキングできることを示した。 このラン
デブーで、日本は、2つ目の衛星を調整して制
御できるロボットアームの機能をテストした。
これらの機能は両方とも、軌道共有でのASAT

（対衛星）兵器（a co-orbital ASAT weapon）
の一部として使用できるが、日本はそういっ
た企図を示していない。

※同報告書での日本に関する記述は、わずか
187ワードであり、日本の民生技術が軍事利用
されると危惧したものでは全くない。
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Todd Harrison, Kaitlyn Johnson, and 
Thomas G. Roberts, Space Threat 
Assesment 2019, CSIS, APR 2019、
pp.28-29



準天頂衛星みちびき
・「日本の準天頂衛星への米国
の宇宙状況監視（SSA）ペイ
ロードの搭載を通じたSSA能力
向上」（外務省：報道発表「宇宙に関する包
括的日米対話」第6回会合の開催（結果）, 2019
年7月25日）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007645.html

・米国の『防衛宇宙戦略』公表
の記者会見で、Stephen L. 
Kitay副次官補（宇宙防衛政
策）は、日本との防衛協力につ
いて、みちびきに米国の機材を
搭載すると明言。（what we‘re 
doing is we’re putting a hosted payload, a 
space situational awareness payload on 
the Japanese …）
https://www.spaceforce.mil/News/Article/2046007/space
-force-briefing-transcript/
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007645.html


防衛省の宇宙状況把握／監視とJAXA

第２７回宇宙安全保障部会防衛省説明資料資料２



JAXA側の宇宙状況把握の設備：
美星はNPOによる運用（業務委託）

http://www.jaxa.jp/projects/ssa/
images/ssa_main_002.jpg

運用：ＮＰＯ法人日本スペースガード協会（業務委託・孫請け）
実績：４３９天体の小惑星発見（2019/05/28現在）

小惑星イトカワの自転周期の観測
多数の人工天体（人工衛星やスペースデブリ等）の観測、など



参考：制度上規制されるデュアルユース技術
安全保障輸出管理制度

• 現行の規制体制：

– 規制ミサイル技術管理レジーム（MTCR：Missile Technology Control 

Regime）

– ワッセナーアレンジメント（Wassenaar Arrangement）

など

• 現行のガイドライン：

– 産学連携学会の「大学・高等教育機関における研究者のための安全保
障貿易管理ガイドライン改訂第２版」

• 研究者は，「規制の対象になっている物の輸出，技術の提供等を行
う場合には，経済産業大臣の許可を得る必要」

• 京都大学においては，各教員が学内の安全保障輸出管理委員会と助
言やサポートを受けつつ，手続き
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もうひとつのデュアルユース
――善悪両用性－－

ここまでは、軍民両用のデュアルユース問題
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デブリ除去のためのレーザー

• 中国がデブリ除去のために宇宙空間にレーザー兵器を配備する可能
性

• （Matt Williams、China has a plan to clean up space junk with 
lasers, Phys.org, JANUARY 17, 2018, https://phys.org/news/2018-
01-china-space-junk-lasers.html）

• ・科学誌Optikに掲載された「小規模宇宙デブリ除去に関する宇宙
配備ののレーザーステーションの軌道要素の影響」という中国空軍
大学の研究者の論文

• ・軌道レーザーは大気の干渉の影響を受けないため、宇宙デブリを
除去するのに非常に効率的だが、戦争の際にこれらのレーザーが敵
の衛星やステーションに向けられる恐れもある（they would also 
lead to fears that these lasers could be turned towards enemy 
satellites or stations in the event of war）。
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軍民両用と善悪両用のデュアルユース

• 軍でも民間でも使う / 使える

⇒デュアルユース（軍民両用）

• 生命科学等で言及されるデュアルユース研究とは、

「善と悪の双方の目的に使用しうる潜在性のある研究」

⇒デュアルユース（善悪両用）

似ているが、少し違う。後者は、必ずしも軍民両用という意

味でのデュアルユースを含まない。科学技術が生み出した成

果が悪用・誤用されるという意味でのデュアルユース（善悪

両用）にも注目するべきではないか。

Michael J. Selgelid, "Ethics and Dual-Use Research", p.4, in Brian Rappert and Michael J. Selgelid eds. 
(2013), On the dual uses of science and ethics : principles, practices, and prospects.The Australian 
National University
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生命科学におけるデュアルユース

• 軍事用か民生用かを問わず，意図的か

非意図的かを問わず，研究が生み出す

危害に注目

• バイオテクノロジーの進展で、強力な

毒性ウィルスなどを人工的に生成可能

• 生命科学では、「懸念されるデュアル

ユース研究（Dual use research of 

concern ：DURC）」と呼称

• 悪用の可能性がある研究成果は、公開

に制限がかけられる。（学術会議の声

明とコンフリクト） 30

四ノ宮成祥・河原直人編
『生命科学とバイオセキュ
リティ―デュアルユース・
ジレンマとその対応』（東
信堂、2013）が最も参考に
なる。



生命科学におけるデュアルユース問題の事例

• 2011年には，日本人研究者などが哺乳類に感染する鳥インフルエンザウィ

ルスの構築に成功。ネイチャーでの論文公刊に際し、米国のNSABB (諮

問機関)は論文の一部削除を要求。

31

• 但し2012年3月にNSABBは方針を

変え、公刊を許可。一方で、当

該分野の研究者たちは問題視し、

同年1月より一年モラトリアム。

• ※善悪デュアルユースの観点で

は、公開の自由は無制限ではな

い。



宇宙科学技術のデュアルユース性

• 現行の安全保障貿易管理は，あくまで国家や武装集団など

が武器へ転用する可能性を想定

• 国家や武装集団以外のアクターによるミスユース

• 従来武器と考えられていない技術のミスユース

• 自国内のホームグロウン・テロリストへの対処

• 宇宙産業が進展＝アクターの増加

⇒近い将来，悪意を持った人々が宇宙科学技術を利用しよう

とする可能性を否定できない．
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スペース・セキュリティ・チャレンジ

• 米空軍省と防衛デジタ
ル庁が、優勝賞金5万ド
ルを拠出。

• 有志のチームが、衛星
をハッキングするコン
テスト！！

• DARPAのRobotics
Challengeに倣ったイ
ベント。その際、日本
チームの参加に大学が
難色。

33

https://www.hackasat.com/



デュアルユース・ディレンマ

• 技術は、善用されるとともに悪用される。
• 実現すれば人々の幸福を増進する技術は、人々を
不幸に陥れる技術でもある。

• 実現すればエネルギー問題を抜本的に解決するが、
それが悪用されれば悲惨な帰結を生み出すかもし
れない。

• 日本では、このディレンマを生み出しそうな研究
を回避、つまり研究しないよう有形無形の制約・
負担をかけている（のではないか）。

• ※前任者の中野先生が、再突入技術、LE-5エンジ
ン、STOL機の問題をとり上げたのも、このデュ
アルユース問題回避が、いびつな負担問題だと推
測。 34



まとめ

• 宇宙安全保障は、武装化の段階に到達。

• 軍民デュアルユースは進展している。善悪デュアルユースと
デュアルユース・ディレンマの問題に取り組む必要がある。

• なお、この講義は、これまでの事実についての説明であり、
私の研究そのものではない。

• 主張：事実と当為を区別する。軍事研究（軍事でも使用でき
る研究）であるかという問題と、やっていい研究かどうかと
いう問題を区別する。包丁が殺人にも使用できるからとして、
包丁の使用を禁止することは不合理。

• 私見：デュアルユース問題の観点は複数存在しても、対象と
なるのは同じ技術。一つの技術を対象に、異なる観点からの
重複規制は、不合理。「当為は可能を含意する（「すべき」
と主張する前提に、「できる」がなくてはいけない）」

35
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WS 航空宇宙分野とデュアルユース技術

• そもそも、この手の問題は議論が難しい。
• 浅井先生、磯部先生、中野先生たちとワークショップを開催

しています。第3回は、明日1月8日。
https://www.usss.kyoto-u.ac.jp/etc/mil/

---------------------

• この問題はしばしば政治的なスタンスの違いに起因する面倒
な軋轢を引き起こしてしまうため、多くの研究者が議論する
ことに対して及び腰になっているように思われます。私たち
はこの状況を健全だとは考えません。多くの人が発言しにく
いと思っているような事柄こそ、オープンな場であけすけな
議論を行うことが、学問に携わる者の責務だと考えます。

以上のことから、軍事研究（デュアルユース技術）について
タブーなき議論を交わし、そこで出てきた意見や論点を公開
してさらなる議論を促すことを目的としたワークショップを
企画します。（20年3月の趣旨文（磯部さん素案作成）：
https://www.usss.kyoto-u.ac.jp/etc/20200326ws.html）
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