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はじめに
1981 年、イスラエル空軍の F16 戦闘機８ 機がイラク・アルツワイサ核研究センターに所在するオシラ
ク原発を空爆によって破壊した。その数日後、イスラエルのベギン首相（当時）は同作戦を行ったこと
を公に認め、自衛による先制攻撃であったと述べた。同首相は記者会見で、
「今空爆を行わなければ、サ
ダム・フセインが核兵器を取得してしまい手遅れとなる。我が国は再びホロコースト の憂き目をみるこ
とがあってはならない」と主張し、イスラエルに対して今後大量破壊兵器（WMD）の矛先が向けられ
た場合、同様の措置をとるだろう と宣言した。
これは俗に「ベギンド クト リ ン」とも呼ばれ、このよう なイスラエルの姿勢は 2007 年、シリ アが北朝
鮮の協力を得て秘密裏にアル・キバルに建設していた黒鉛減速炉とみられる施設への空爆でも堅持され
た。今や核開発の透明性に疑義のあるイラン核施設に対する空爆の是非が、主にイスラエル及び米国内
で議論されている。オシラク攻撃後、イスラエルは国際連合憲章 7 章 51 条の自衛権の発動であると主張
したが、このよう な軍事的先制攻撃の正統性が国際的に受け入れられる為には「必要性（necessity）
」と、
「均衡（proportionality）
」を満たす必要があると指摘されている。
本稿はイラン核施設に対する軍事攻撃に関する関係国の主張や議論を概観した上で、仮に核施設攻撃
が行われるとした場合、この二つの要件を満たすことが可能なのか検討したい。

軍事攻撃を巡る議論
イラン核施設に対する軍事攻撃を巡る議論は主に次の 3 点に集約されるだろう 。1 つ目は、イランの
核開発技術の評価である。2 つ目は、軍事攻撃のタイミ ングであり 、いわばレッド ラインの見極めであ
る。3 つ目は、空爆によってイランが核開発を果たして放棄するのか否かという 問題である。
1 点目について、イランは核開発を拡充させているものの、一貫して自国の核開発を平和目的であり 、
核不拡散条約（NPT）で認められている権利であると主張している。しかしながら、2011 年 11 月に国
際原子力機関（IAEA）が出した事務局長報告では、極めて異例な形でイランの核兵器開発疑惑を 12 項
目に渡り 指摘され、そのう ちのいく つかは比較的最近まで継続していた可能性があると報告されている。
この問題についてイスラエルは、イラン指導部は核兵器製造の決定を行っていないが、核兵器をいつで
も生産できる能力獲得を狙っていると評価している模様で、米国も概ねこの見方に同調している（米上
院情報特別委員会）
。
2 点目として、イランは従前から使用していたナタンツのウラン濃縮施設に加え、コム近郊に第二の
濃縮施設を建設しているが、地下数十メート ルの岩盤の下に埋設されているとみられている。堅固に防
御された施設で核開発を行う ことは、仮に軍事攻撃を受けたとしてもウラン濃縮活動をはじめ核関連活
動を継続することを可能とするであろう 。このよう に外部からの攻撃に対して核施設の非脆弱性が確保
されている状況を、イスラエルのバラク国防相は「Immunity Zone（他国が手を出せない状況）
」
（フォ
ーリ ンアフェアーズ誌）と呼んで警戒しているが、同国のレッド ラインを考える上で重要な点であると
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考えられている。一方、米国はイランがウラン濃縮を現在の 20 パーセント から兵器級（９ ０ パーセント
以上）まで上げ、兵器化の意図が明らかになった時点をレッド ラインと考えているよう である。このこ
とから、攻撃のタイミ ングを巡り 両国には一定の相違があり 、イランが兵器級ウラン生産を開始する前
にもイスラエルによる軍事攻撃があり う るとも報じられている（エルサレムポスト 紙）
。
3 点目については、とり わけ米国の専門家は軍事攻撃によってイランの核開発を数年遅らせることは
出来たとしても、それを最終的に止めることはできないと主張している。更に、攻撃後にイランからの
報復によって米国が中東地域の紛争に巻き込まれる可能性が高いという シミ ュレーショ ンも実施された
模様である。イスラエルは空爆によって米国が懸念する中東地域の混乱、テロ等が生起することに懐疑
的な見方をしているとも伝えられており 、イラン核開発を止める機会が失われつつあることをより 懸念
していると見られる（ニューヨークタイムズ紙）
。

「必要性（necessity）
」について
ここで上述した議論について、軍事的先制攻撃の条件とされる二点のう ち、まずは「必要性」の点か
ら検討したい。このよう な手段に踏み切る場合、攻撃対象国の脅威が「差し迫ったもの（imminent）
」
であることを示す必要があると専門家は指摘する。では核開発が差し迫った脅威であることを示すこと
は可能なのだろう か。
過去にイラク及びシリ アの核施設が軍事攻撃の対象となったが、外部から両国の核兵器開発の全体像
と、その正確な意図を把握することが困難であったことが明らかになっている。オシラク原発の場合、
当初、イラクは兵器級プルト ニウムが容易に生産可能な原子炉の購入をフランス政府に打診していたも
のの、フランスが売却に同意した原子炉は拡散抵抗性の高いものであった。同炉は IAEA の査察下に置
かれていたが、イスラエルはオシラク原発に関する情報を十分に入手できなかったとその後の研究は指
摘している。またアル・キバルの核施設についても、米情報機関が空爆の数ヶ月後に実施したブリ ーフ
ィ ングでは、核兵器開発に必要なその他の施設に関する情報（例えば核燃料棒再処理施設）が不足して
いる点を認めている。湾岸戦争後にイラクの WMD 解体・監視のために組織された国連大量破壊兵器廃
棄特別委員会（UNSCOM）のメンバーだったデヴィ ッド・ケイ氏は、
「イランや北朝鮮の指導部が核（兵
器）開発でどのよう な決断を行っているのかについての情報収集が成功していない」と米紙に語ってい
る。また、かつてゲイツ米国防長官（当時）も、決断すればいつでも核兵器を製造できる状況から、兵
器化に実際に踏み切ったのか否かを判断することの難しさについて言及している。
このよう な問題はあるにせよ、イスラエル及び米国はともに、イランが核兵器開発を決心した際には
それを探知できると考えているよう である。例えば、IAEA 査察官の追放や、未申告施設・活動の暴露、
イラン科学会サークル内からの情報等があると考えられているが、このよう な兆候を探知出来なかった
際のリ スクについてイスラエルは米国より も懸念しているのである。過去の事例でも明らかなよう に、
そもそも核開発の実体把握が難しく 、それを推し進める国家の意図を正確につかむのは不可能である。
それが明白な脅威となるまで待った場合、核兵器開発の阻止が不可能となることは必至であろう 。イス
ラエル国内では、ガンツ参謀総長や情報機関モサド のダガン前長官のよう にイラン攻撃に反対する意見
も一部にみられるが、核開発はイスラエルの「生存に対する脅威」
（ネタニヤフ首相）なのであり 、この
よう な強烈な脅威認識が軍事先制攻撃を後押ししているのであろう 。
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「均衡（proportionality）
」について
この問題は、軍事攻撃が脅威の原因を排除する上で必要とされる以上であってはならないと、考えら
れているが、次の２ 点を検討する必要があろう 。
１ つ目は、軍事攻撃を物理的に限定するという 問題である。ジュネーヴ諸条約追加議定書（1977 年採
択）において、原子力発電所（nuclear electrical generating stations）は、
「攻撃することが危険な力の放
出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはなら
ない」との理由から、特別な保護の対象となっている。但し、この点については、その他の核関連施設、
例えば、核燃料棒製造施設、再処理施設等が含まれておらず、攻撃側の判断にゆだねられる可能性を示
唆する専門家もいる。
では過去の事例を振り 返ってみると、オシラク原発への攻撃は同炉に燃料棒が装てんされ稼働する前
に決行された。シリ アについても同様に稼働前に破壊されている。結果として、イスラエルによる攻撃
によって、核物質が流出して地域が汚染されるといった副次的な被害は避けられたともいえるであろう 。
一方、ナタンツ等のイランの核施設は既にウラン濃縮活動も進められており 、仮に軍事攻撃を受けた場
合、大量の放射性物質が飛散するとの試算もある。このことから、過去の軍事攻撃のタイミ ングと比較
すると、イスラエルは既に核施設攻撃の機会を失したよう にも思われる。
このよう に過去のケースと、今後攻撃の可能性も否定できないイランのケースとの間には相違点もみ
られるが、一方で類似点があることも指摘しておく べきであろう 。例えば、イスラエルはオシラク原発
空爆に先立ち、フランスからイラクへ輸出される原子炉部品に対する破壊工作と複数のイラク人科学者
の暗殺を行ったといわれている。イランについてもこれまでに少なく とも 5 人の核技術者が暗殺され、
また Stuxnet と呼ばれるコンピュータウィ ルスによって、ナタンツのウラン濃縮施設の一部が稼働不能
になった模様だが、この活動の背後にはイスラエル及び米国の存在も指摘されている。このよう に過去
の事例と共通する点を鑑みると、イスラエルが従来型の軍事的な先制攻撃（サイバー攻撃を除く ）に慎
重であるという 姿は描きにく いのかもしれない。
二つ目は、果たして核施設に対する軍事攻撃のみで核兵器開発を止められるのかという 点である。オ
シラク及びアル・キバルのケースでは、攻撃は 1 カ所の核施設だけだったが、イランは核関連施設を国
内に分散させており 、施設の一部は地下深く に建設されている。このために、例え軍事攻撃を受けたと
してもダメージは限定的とみられ、イランは更に施設の防護・隠蔽化を図る可能性が高く 、軍事攻撃の
有効性にも疑問があろう 。かつてイラクはオシラク原発が攻撃された後、より 組織的な核兵器開発を急
速に進めた。核開発に関与する技術者が約 400 人から 7,000 人に増え、関連する予算も約 4 億ド ルから
100 億ド ルに急増したと言われている。また、当初はプルト ニウム抽出を企図していたものの、オシラ
ク空爆後はより 施設の隠蔽が容易なウラン濃縮活動を開始し、外国からの関連技術の調達を減らす努力
も行った。結局、イラクの核開発は、湾岸戦争を経て、その後の経済制裁、そして 2003 年の米軍侵攻に
よって終止符が打たれたのだと専門家は指摘する。このよう に核開発を最終的に廃棄させるためには軍
事攻撃に続く その後の体制変革を伴う 介入も必要で、核関連施設に対する攻撃だけでは不十分なのでは
ないだろう か。
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おわり に
このよう に核施設に対する軍事的先制攻撃を行う 上で、
「必要性」及び「均衡」を満たすことは困難で
あり 、一般的な基準を設けることは難しいと思われる。しかしながら、イスラエルの過去の事例が示し
ているよう に、核施設への攻撃では関係国の脅威認識に加え、有効な攻撃を行う 上での軍事能力の有無
も重要な要素となってく るであろう 。オシラク後、イランのみならず、北朝鮮も核施設を国内中に分散
させ施設の防護を強化しているとみられることから、今後の軍事攻撃は更に困難となることが予想され
る。米国の外交・安全保障問題に関する専門誌上でイラン軍事攻撃の是非を巡る論争があったが、軍事
攻撃に伴う その後の混乱のため軍事オプショ ンを支持しない識者も、外交手段等万策尽きた際にはそれ
もやむを得ずとの姿勢を示している。イラク、北朝鮮、シリ ア、イランによる IAEA への未申告の活動
が続く 中、核不拡散体制を担保する手段の一つとして、核施設攻撃に関する議論は今後も尽きることは
ないであろう 。
（平成 24 年 6 月 11 日脱稿）
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