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クラスター弾の信頼性 
――使用規制交渉における考慮要件として―― 

 

河野 桂子 

 

＜要 旨＞ 

クラスター弾は信頼性や精度に致命的な問題があるとよくいわれる。特にその信頼性の

低さに関しては、戦闘終了後に不発弾の脅威を一般市民にもたらす最大の原因として認識

され、オスロ・プロセスがクラスター弾の全面使用禁止および廃棄を合意する上でも決定

的な役割を果たした。他方、米、露、中、イスラエルなどのクラスター弾主要保有国が参

加している特定通常兵器使用制限禁止条約（CCW）の枠組みでは、信頼性に基づく使用

制限基準の設定について従来、検討がなされているものの未だに合意に至っていない。本

稿では、クラスター弾の信頼性はなぜ欠陥があると考えられているのか、高信頼性を課す

ことではなぜ不発弾の問題が解決されないとの結論が下されたのか、などの論点を考察す

る。 

 

はじめに 

 クラスター弾を非人道的な兵器として規制しようとする国際的取組みは、特定通常兵器

使用制限禁止条約（CCW）の戦争残存物（Explosive Remnants of War: ERW. いわゆる不発

弾のこと）の政府専門家会合における検討に端を発する。2001 年 12 月に開かれた CCW

第 2 回運用検討会議は、ERW が戦後もたらす危険を最小限にするために既存の国際人道

法が十分であるか否かの論点と並んで、特にクラスター弾が ERW としてもたらす危険を

減らすための技術的改良措置を検討するよう、政府専門家会合に作業を託した1。 

 その検討作業の結果、あらゆる爆発性弾薬について、不発弾と化した ERW の除去、犠

牲者支援、危険の低減のための教育などを定めた第 5 附属議定書が 2003 年 CCW 締約国

会合で採択された。他方、クラスター弾に関してはその後も CCW 政府専門家会合による

検討が続けられ、2009 年にはクラスター弾に関する新議定書案2が締約国会合に提出され

たものの、その採択は見送られた。 

 2008 年には、クラスター弾の全面的な使用禁止および廃棄を定める「クラスター弾に

                                                           
1 CCW/CONF.II/2, pp.12-13.  
2 “Draft Protocol on Cluster Munitions,” presented by the Chairperson of the CCW Group of Government 

Experts, CCW/MSP/2009/WP.1. 
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関する条約（オスロ条約）」3が採択された。このオスロ条約作成交渉の場（以下、オスロ・

プロセス）において、クラスター弾保有国の多くは、当初、信頼性および精度の高いクラ

スター弾を引き続き保有・使用できるよう、一定の除外を設けることを主張していた。し

かしその後の交渉の過程で全面廃棄なくしてクラスター弾の非人道的被害は緩和されな

いことが説得的に示されるに従って、当該諸保有国は相次いで方針を転換した。 

 すべての弾薬について 100%の信頼性と精度を保証することはおよそ不可能である。し

かしクラスター弾について問題視されたのは、信頼性も精度も致命的に低いという理由で

あった。信頼性および精度の要件をクラスター弾に課すことについては、既に CCW の枠

組みでも検討されてきたが、オスロ・プロセス参加国はこのような解決方法がクラスター

弾の不発弾の被害を減らす策としては有効でないという結論に一致したのである。しかし

なぜクラスター弾は信頼性や精度に問題があると考えられているのだろうか。中でも本稿

は、戦闘終了後にクラスター弾が不発弾として危険を及ぼす程度に大きくかかわる信頼性

に焦点を絞って以下考察を進める4。 

 

１ クラスター弾に対する現行規制 

(1) クラスター弾の定義 

 クラスター弾とは、「……爆発性の子弾を散布し、又は投下するように設計された通常

の弾薬であって、これらの爆発性の子弾を内蔵するもの」を指す（オスロ条約第 2 条 2）。

子弾を内蔵する親弾は、りゅう弾砲、迫撃砲、多連装ロケットシステム（MLRS）のよう

に陸上から発射するものと、航空機から投下するものとがある。攻撃対象は人および物（装

甲車両や滑走路）の双方である。地面に弾着した子弾の弾殻が近傍にいる人を殺傷する破

片効果と、装甲車両や構造物に弾着し破壊する貫通効果を併せ持つことによって、瞬時の

広範囲の制圧を可能にする。この 10 年間でもクラスター弾はコソボ5、イラク、レバノン、

                                                           
3 Convention on Cluster Munitions. 2008 年 5 月 30 日ダブリンにて採択（2010 年 1 月時点の当事国数

は 27 であり未発効）。本条約は 30 カ国の批准、受諾、承認または加入の後 6 ヵ月を経て発効する

（第 17 条）。United Nations Treaty Collection website <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails 
.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=XXVI-6&chapter=26&lang=en#Participants> 2010 年 2
月 5 日アクセス。 

4 精度の問題は、クラスター弾を投下し、爆発させる時点、すなわち戦闘の期間中に一般住民や民

用物へ及ぶ危険や損傷にかかわるが、本稿では検討を割愛する。クラスター弾は、単弾頭弾薬や

本文後述の遠隔散布地雷を発射するのと同じプラットフォームを用いることもあるが、航空爆弾

であるか陸上発射型であるかを問わず、クラスター弾は遠心力を用いて子弾を散布するため、弾

着地点（footprint）はより広範囲である。軍事目標の広狭によっては、または市街地で投下された

場合には、非軍事目標への被害が発生しうる。 
5 International Committee of the Red Cross (ICRC), ed., Explosive Remnants of War: Cluster Munitions and 
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グルジア等で使用されたが、大量の不発弾は多くの帰還住民の命を奪い、または手足の切

断を余儀なくさせるなど、極めて深刻な被害をもたらした。地雷に匹敵するその無差別的

非人道的惨状は、クラスター弾に関する国際的な規制の必要性を強く認識させるに至った。 

 

(2) クラスター弾の信頼性に関する一般的安全基準6 

 前述の CCW 第 5 議定書は、弾薬の種類を制限しない包括的なアプローチの下で作成さ

れた文書である。その第 9 条は、不発弾の発生を最小限にするため、技術的事項に関する

附属書第 3 部に言及するものを含む一般的防止措置をとることを締約国に対して奨励し

ている。クラスター弾にも当然、この第 5 議定書の規制が適用される。 

一般的防止措置の細部は第 5議定書の技術的事項に関する附属書の第 3部において記さ

れている。特に(a)【弾薬の製造管理】(iii)は、爆発性弾薬を生産する間、認証された品質

管理基準（国際的に承認されているもの）が適用されなければならない、と定めており、

締約国に対して弾薬が最大限の信頼性（同(i)）を達成することを求めている。 

この附属書は、第 5 議定書本体とは異なり、締約国が自発的に実施する最良の実行を提

案した、それ自体は非拘束文書にすぎない。ただしクラスター弾に限らず、あらゆる通常

弾薬には、国ごとに信管設計の安全基準が課されているため（米軍のミル・スタンダード7、

NATO の STANAG8、防衛省規格（NDS）9など）、第 5 議定書の締結状況とはかかわりなく、

一般的な弾薬信頼性確保のための措置は多くの国が行っていると考えてよい。 

 

(3) 不発時対処技術 

 クラスター弾は、地面や装甲車両等への着弾により爆発するよう設計されているが、

様々な理由で爆発に失敗する場合がある。その際に不発弾をそのまま着弾地点に残さずに

自爆、または不作動化を図る対策が従来、多くの保有国によって講じられてきている。い

わゆる信頼性を向上させるための措置である。このような安全対策として施す装置（機能）

には、以下の自己破壊（自爆）、自己無力化、および自己不活性化の 3 種類が挙げられる。 

                                                                                                                                                               
Landmine in Kosovo (2000). 不発弾の除去責任について、使用国への責任配分を強く主張するのは

ICRC の一貫した姿勢である。 
6 信頼性に影響を与える要素には、天候や弾着地点の軟弱性等の環境条件の他、人為的要因も含ま

れるが、これらについての説明は省略する。 
7 「信管の設計、安全基準」を定めた MIL-STD-1316 については、米国国防省の国防省標準化プロ

グラム（Defense Standardization Program）データベースを参照。<http://www.assistdocs.com/search/ 
document_details.cfm?ident_number=36251&StartRow=1&PaginatorPageNumber=1&doc%5Fid=1316  
&status%5Fall=ON&search%5Fmethod=BASIC> 2009 年 11 月 30 日アクセス。 

8 <http://www.nato.int/cps/en/natolive/stanag.htm> 2010 年 1 月 25 日アクセス。 
9 <http://www.mod.go.jp/trdi/data/nds.html> 2010 年 1 月 25 日アクセス。 
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①自己破壊（自爆）（Self-Destruct: SD）：延時装置により弾頭の破壊を図る方法（爆

発により弾頭内の炸薬は消失する）。 

②自己無力化（Self Neutralization: SN）：信管を破壊、分離または不作動状態で固定

する方法。弾頭内には炸薬が残るが、炸薬は単独で爆発することはないため安全と

考えられている。 

③自己不活性化（Self De-activation: SDA）：信管作動に不可欠な電池等を不可逆的に

消耗させることによって信管を不作動にする方法。自己無力化と同様に弾頭内には

炸薬が残る10。 

 

 不発弾は、一般には弾着時に起爆しなかった弾として認識されているが、国際交渉の場

で不発率を議論する際には、上記の自己無力化および自己不活性化したものを除外するの

が常である。少なくとも CCW の枠組みでは、着発起爆に失敗した弾の中でも、その後も

継続して爆発の危険を伴う可能性のあるもののみを「不発弾」と認識するので、信管を不

作動化して安全を図った弾は不発弾の範疇に入れないのが普通である。この場合の不発率

とは、着発起爆、自己破壊、自己無力化および自己不活性化のいずれにも失敗した弾の割

合を指す。逆に信頼性は、着発起爆の割合、および着発不起爆時の自己破壊、自己無力化

あるいは自己不活性化する割合を足したものを指すため、投下総数を 1 としてそこから上

記の不発率を差し引いた数値を指す11。 

 この 3 種類の不発時対処技術のうち、自己無力化および自己不活性化の 2 者はその機能

が類似するが、スイスは 2002 年の CCW 政府専門家会合においてこれら 2 つを以下のよ

うに整理している。 

 

 自己不活性化（SDA）および自己無力化（SN）は、戦闘終了後に不発弾の信管装

置を不作動にする点で類似の技術的改良方法である。両者の違いは、自己不活性化

（SDA）が電気式信管に適用されるのに対して、自己無力化（SN）は機械式信管に

適用される点である。しかしながら両者の効果は同一である。すなわち、双方とも

                                                           
10 このように内部電源の放電による自己不活性化は電気式信管にしか適用されないが、経年劣化に

よる放電は自然に起こるので、自己不活性化装置というためには強制放電を可能にする設計が必

要である。一方、機械式信管には放電に類する「不活性化」は存在しない。電気式信管には、熱

に変換された電気エネルギーが再度電気に戻らないという意味で不可逆であるのに対して、機械

式信管の場合は、いかに不作動化の技術を施してもばねなどの力が作用して作動する可能性を完

全には排除できないからである。 
11 信頼性という語は、本来の兵器としての性能を発揮したという意味において使用することもある

が、本稿では上記の意においてこの語を使う。 
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軍の要員や一般住民に対する不発弾の直接的および当面の危険を低減している12。 

 

 なお、弾薬の信頼性は、機械式信管に代えて電子式信管を用いることでより向上すると

考えるのが昨今の世界的な趨勢である（例えば、2008 年 CCW 政府専門家会合におけるフ

ランスの提案13）。電気式信管は機械式に比べ作動率が高い上に、電池の消耗により信管を

不作動にする自己不活性化（SDA）は、機械的に信管を不作動にする自己無力化（SN）

に比べてはるかに確実な手段と考えられているのがその理由のようである。 

 

２ 地雷の信頼性基準 

 敵兵力の前進を阻む障害として用いられる地雷は、「待ち伏せ兵器」としての特性上、

敵兵士または装甲車両等の踏圧等により初めて起爆する。したがって敷設された地雷の多

くは戦闘終了後にも使用されずに残る恐れがある。これらの軍事的に不要になった地雷が

一般住民に及ぼす危険を除去するために重要な役割を果たすのが、前述の自爆装置、自己

無力化装置、および自己不活性化機能である。それゆえ地雷における信頼性は、第 1 次起

爆機能（着発起爆）の不備を補うクラスター弾とは使用される文脈が異なるが、炸薬の持

つ爆発力を除去または無害化して不測の爆発を回避することを目指す点でクラスター弾

との間で共通点がある。以下では、対人地雷と対戦車地雷の双方につき、現在まで CCW

の枠組みにおいて合意または主張されてきた信頼性の議論を概観する。 

 

(1) 対人地雷 

 1980 年に CCW 親条約とともに採択された「地雷、ブービートラップ及び他の類似の装

置の使用の禁止又は制限に関する議定書」（以下、第 2 議定書）は、敷設された地雷が戦

闘終了後に無害化されることを望ましいとしながらも、その規定の仕方には、自爆装置な

どの装着義務の具体的内容について曖昧さを残すという問題を抱えていた14。1996 年の第

2 議定書改正によりこれが改められ、以下引用のように遠隔散布地雷および遠隔散布でな

い対人地雷の双方に対して自爆および自己不活性化の機能が明確に義務づけられ、さらに

                                                           
12 CCW/GGE/I/WP.4, p.4. 
13 CCW/GGE/2008-II/WP.3, p.4, para.19. 
14 改正前の第 2 議定書第 5 条 1(b)は遠隔散布地雷について次のように定める。「効果的な無力化のた

めの装置、すなわち遠隔散布地雷がその設置の所期の軍事目的に役立たなくなると推定される時

に当該遠隔散布地雷を無害にし若しくは破壊するように設計された自動作動装置又は遠隔散布

地雷が設置の所期の軍事目的に役立たなくなった時に当該遠隔散布地雷を無害にし若しくは破

壊することができるように設計された遠隔制御装置が個々の遠隔散布地雷に使用されているこ

と」。 
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数値目標が併用された（ただし、後者の遠隔散布でない地雷については、軍の要員が監視

し、囲い等により保護し外縁を明示したものの内に敷設し、かつ放棄の前に除去する場合

は除く（第 5 条 2））。 

 

 ……安全装置が解除された状態にある地雷のうち敷設後 30 日以内に自己破壊し

ないものが 10 パーセントを超えないように設計され、組み立てられたもの……。ま

た、……自己破壊のための装置との組み合わせにより、安全装置が解除された状態

にある地雷のうち敷設後 120 日目の日に地雷として機能するものが千分の 1 を超え

ないように設計され、組み立てられた予備の自己不活性のための機能を有している

ものでなければならない。（CCW 改正第 2 議定書 技術的事項に関する附属書 3(a)） 

 

 この技術的要件の遵守には本議定書発効（1998 年 12 月 3 日）の後、9 年間の移行期間

が認められていた。また締約国の遵守状況は、締約国自身が寄託者に提出する年次報告の

中で示される（第 13 条 4(c)）。つまり本議定書が定める信頼性の要件、特に不発率を達成

したか否かの検証は各国自身に任せられていると言える。 

 本稿の冒頭でも記したように、対人地雷についてはオタワ条約が全面廃棄を定めている

が、米国、ロシア、中国、インド、パキスタン、フィンランドなど主要な保有国は、対人

地雷の軍事的有用性15を理由に依然としてオタワ条約を締結していない16。対人地雷は、

コソボ、アフガニスタン、イラク（2003 年）の戦闘では、（多国籍軍によって）使用され

なかったものの、これは当該紛争中に対人地雷の使用を要する状況がなかっただけのこと

であり、コソボ紛争の際、米国は地雷を使用する権利を留保していたと伝えられている。

最近でもオバマ（Barack H. Obama）政権は、オタワ条約に当面、加入しないという旧政

権以来の政策に変更のないことを改めて示している17。 

 

                                                           
15 Department of the Navy, U.S. Marine Corps, and Department of Homeland Security and U.S. Coast  

Guard, eds., NWP 1-14M/MCWP 5-12.1/COMDTPUB P5800.7A, The Commande’s Handbook on The 
Law of Naval Operations (July 2007), pp.9-3, <http://www.usnwc.edu/getattachment/a9b8e92d-2c8d 
-4779-9925-0defea93325c/1-14M_(Jul_2007)_(NWP)> 2010 年 2 月 5 日アクセス。 

16 2009 年 11 月 29 日から翌月 4 日にかけてオタワ条約の第 2 回検討会議であるカルタヘナ・サミッ

トが開催され、米国を始めとする非締約国もオブザーバーとして参加した。ここで採択されたカ

ルタヘナ宣言でも述べられているように、オスロ条約は未だに普遍的参加を実現していない

（2009 年末時点の当事国数は 156 カ国）、APLC/CONF/2009/WP.8.  
17 US Department of State, Daily Press Briefing, November 23, 2009, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ 

dpb/2009/nov/132362.htm> 2009 年 11 月 30 日アクセス。 
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(2) 対戦車地雷――自爆装置等の装着への障害 

 上述の対人地雷に関する CCW 改正第 2 議定書は、主に対人地雷を規制する文書である

が、この中に対戦車地雷に関する条文が 1 つある。ただしこの規定は、対人地雷について

厳格な義務を定めるのと異なり、「実行可能な限度」において自爆装置および自己不活性

化機能を加えることを締約国に求めるものにとどまる（第 6 条 3）。また本規定は、対戦

車地雷の中でも遠隔散布地雷にしか適用されないなど、現行の CCW の枠組みでは対戦車

地雷に対する規制はほぼないに等しい。 

 第 2 議定書改正以後、CCW 締約国間では対戦車地雷の新たな規制につき議論が重ねら

れた結果、2002 年には米国、デンマーク等の共同提案による対戦車地雷の使用制限禁止

に関する新議定書案が作成された。この新議定書案は、遠隔散布型の対戦車地雷について

次の性能基準を満たすものに限り以後の保有・使用が認められるとした。 

 

 敷設後 30 日以内に自爆または自己無力化しないものが 10%を超えず、かつ 120

日後以内に自己不活性化しないものが千分の 1 を超えない（ものに限り、保有およ

び使用を認める）。 

 

この新議定書案は、今まで対人地雷にのみ課されていた信頼性の要件を対戦車地雷にも

適用しようとするものであったが、2006 年に開催された CCW 第 3 回運用検討会議では締

約国間で合意に至らず不採択に終わった。不採択の直後、共同提案を行った諸国は共同宣

言を発し、以後、各国が保有および使用を継続する対戦車地雷については、次の信頼性要

件を充たすものに限定することを、自発的な国内的措置として約束した。すなわち、外縁

を明示した区域外に遠隔散布地雷を使用する場合には、敷設後 45 日以内に自爆または自

己無力化しないものが 10%を超えず、かつ 120 日以内に自己不活性化しないものが千分の

1 を超えないものに限る、とする点でさきの共同提案とほぼ同じ内容である18。 

 新たな議定書の作成に強く反対したのは、主に中国とロシアである。自爆装置等の装着

には新たに多額の費用が発生するのは避けられない上に、発展途上国が保有する遠隔散布

型の対戦車地雷のほとんどは機械式信管を用いたものであったため、新たな信頼性基準を

充足するには、電気式信管を備えた最新の装置にすべて変えなければならず技術的な困難

                                                           
18 Declaration on Anti-Vehicle Mines, CCW/CONF.III/WP.16. 最終的な宣言国は、アルバニア、オース

トラリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、デンマー

ク、エルサルバドル、ルクセンブルグ、エストニア、フランス、イスラエル、ラトビア、リトア

ニア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、ルーマニア、セルビア、スロベニア、

マケドニア、英国、米国の 25 カ国。 
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を伴い負担が重いという19。 

 このように自爆装置等の導入には各国が抱える経済的状況、技術力の限界が障害となる

場合がある。しかし自爆装置等を装着した場合でも、その信頼性は確実に保証されるわけ

ではない。米国は、2002 年の CCW 政府専門家会合の場において、自国が 1978 年以降、

99.9999%の信頼性を有する対戦車地雷を生産していると説明した20が、湾岸戦争で米軍が

投下した遠隔散布型の対戦車地雷の中には自爆しなかったものが多く発見されたとの報

告21があり、その信頼性には疑問が投げかけられている。 

 

３ クラスター弾の信頼性向上の限界 

 クラスター弾は大量の子弾を用いるため、信頼性が仮に高いとしても不発弾の数がある

程度多くなることは避けられない（例えば MLRS は、親弾 1 個あたりの子弾数が 644 個

である）。しかしながら、このことと併せてクラスター弾が危険とみなされたのは、クラ

スター弾がそもそも信頼性の低い兵器だと考えられたことによる。信頼性の低さはまた自

爆装置、自己無力化装置、および自己不活性化機能などによっても十分に改善されないと

いう主張は、オスロ・プロセスにおいて科学的裏付けをもって参加国に示され、全面廃棄

の合意を形成する上で大きな役割を果たした。 

 

(1) M85 の低信頼性 

 多くのクラスター弾保有国は、従来、自爆、自己無力化、自己不活性化の装置（機能）

を備えた弾種は不発率が極めて低く、不発弾の被害をもたらした旧式の弾種とは区別され

るべきことをオスロ・プロセスの場で主張していた。しかし、そのウィーン会合（2007

年 12 月）において、高性能クラスター弾の信頼性神話を突き崩すある重要な報告が行わ

れた。当時、もっとも高信頼性を誇るとされた自爆装置付きクラスター弾 M85 を分析し

た報告である。不発弾処理（EOD）の専門家である C・キング（Colin King）氏、ノルウ

ェー国防研究機関（Norwegian Defence Research Establishment）、およびノルウェー・ピー

プルズ・エイド（NPA）は、2006 年にイスラエルがヒズボラとの戦闘の際にレバノン南部

で使用した M85 の不発率と、ノルウェー国内で実施された M85 性能試験の結果を共同で

調査分析し、これをウィーン会合の参加国に公表した22。 

                                                           
19 CCW/GGE/II/WP.17; CCW/GGE/VI/WG.2/WP.4.  
20 CCW/GGE/II/WP.21. 
21 Ian Doucet and Richard Lloyd, eds., Alternative Anti-Personnel Mines: The Next Generations (Landmine 

Action and German Initiative to Ban Landmine, 2001), pp.25-26. 
22 Colin King, Ove Dullum, and Grethe Østern, eds, M85: An Analysis of Reliability (2007), <http:// 
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オスロ・プロセスの提唱国でもあるノルウェーは、2006 年 3 月の M85 性能試験の後、

その信頼性への疑義が浮上したことから同年 5 月にすべてのクラスター弾の使用禁止を

打ち出していた（航空爆弾に関しては既に 2002 年秋に使用制限を設定）が、さらにその

結果を検証するため同年秋に試験を再度行った23。 

 本試験は、ノルウェー軍が保有する M85（ドイツのライセンス生産。ドイツ名は DM1385

だが、以下便宜上、M85 と略称）を用いて行われた。りゅう弾である親弾 DM662 は子弾

を 49 個内蔵するが、この親弾 192 発（子弾数は計 9,408 個）が発射された。なお M85 は、

イスラエルの IMI（Israeli Military Industries）社が開発した自爆装置付きのクラスター弾の

子弾であり、その信管は、火薬式延時自爆装置と自己無力化装置を備えた機械式着発信管

である。自己無力化は、着発不発時にスライダ固定ピンがスライダを半分安全状態に戻し

てロックすることで行う。これにより火薬系列は一線外24に保たれ、不測の爆発が起こら

ないように設計されている。ちなみに上記報告では、2006 年夏にイスラエル軍により使

用された M85 の不発率は約 10％強であったと説明された。それに比してノルウェー国内

において行われた M85 発射試験（I）の結果は、大体次の通りであった。 

 

表１ 試験Ⅰの結果 

発射された子弾数 9,408 

爆発した子弾数 9,304（9,278 は着発起爆、26 は自爆による。） 

不発（子）弾数 104（うち 95 は安全状態） 

不発率 1.11％ 

 
出所：Colin King, Ove Dullum, and Grethe Østern, eds., M85: An Analysis of Reliability (2007), 

<http://www.npaid.org/filestore/M85.pdf> p. 59 をもとに筆者が作成。 

 

さらにこれらの不発（子）弾のうち安全状態にある 95 個には、次の 3 通りの試験（II）；

セメント・ミキサーに入れて 30 分回転させる（①）、12m の高さから落とし鉄鋼性の床に

打ち付ける（②）、焚き火の中に投げ入れる（③）が施された。これらの試験は、自己無

力化装置の作動性を検証するためのもので、3 通りの方法はそれぞれ一般住民が不発弾を

                                                                                                                                                               
www.npaid.org/filestore/M85.pdf> 2010 年 1 月 18 日アクセス。 

23 Human Rights Watch and Landmine Action, eds., Banning Cluster Munitions: Government Policy and 
Practice (2009), p.135. 

24 「信管火薬系列において、一つ以上の火薬類構成部品を他の構成部品に対し、一線化していない

位置に保持し、正常な作動が起こらない状態にあること。」を「一線外安全」（out-of-line safe）と

いう。「NDS Y 0001D 防衛省規格 弾薬用語」（1971 年 7 月 30 日制定、2009 年 5 月 13 日改正）35
ページ、no.3095。「一線化」については、後掲注 30 参照。 
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取り扱う形態に合わせて考案されたものである。これらの試験結果は次の通りであった。 

 

表２ 試験 II の結果 

試験 II の種類 M85 の反応 割合（％）

① 爆発 19.4 

② 爆発 2.4 

わずかに燃焼 25.7 

燃焼 65.2 ③ 

爆発 9.1 

 

出所：表 1 に同じ、ただし p.21 をもとに筆者が作成。 

 

これらの試験結果から得られたのは、以下の結論である。 

・着発起爆率の低さ：自爆による場合を除く M85 の不発率は 1.38％であった。この数値

は、従来 M85 について保証されていた 0.06％、および保有諸国が信頼性基準として設定

していた 1％を超えている。 

・自爆率の低さ：不発弾 104 のうち 9 は安全解除（アーミング）状態にあった。これは自

爆装置が作動しなかったことを示す（安全解除状態で着発起爆に失敗した子弾は、通常、

自爆するよう設計されている）。安全解除（アーミング）状態にあるということは、わず

かな接触でも爆発を起こす危険があることを意味する。 

・自己無力化率の低さ：M85 不発弾が安全（ノン・アーミング）状態にあるのは、当初よ

り安全解除がなされなかったか、または安全解除に成功しても着発起爆に失敗して自己無

力化装置が作動した結果だが、試験 II の結果、いずれの方法でも爆発または燃焼の反応が

示された。これは自己無力化装置が正常に作動しないがために再安全解除（アーミング）

状態に至っていることを示す。いわゆる安全な不発弾とされるものでもその危険性が確認

された。 

 

(2) 低信頼性の原因 

 M85 に限らず、すべてのクラスター弾に共通する不発弾の発生原因として、上述の子弾

数の多さに加えて挙げられるのは、落下時に起こる子弾相互の衝突である。例えば子弾が

相互に接触すると子弾に付いているリボンが絡まる場合があり、これにより起爆から爆発

に至る一連の過程（以下、信管作動過程という。）においてリボンの動きが果たす機能（信



クラスター弾の信頼性 

107 

管の安全解除）が停止することがある。ただし、子弾相互の接触または衝突は、各子弾の

リボン展張の時間差や各子弾の受ける空気抵抗差などから、その相対速度が変化すること

によって発生するため制御不可能である。こうして複数の子弾が衝突し、その際に子弾の

信管部分が直接的な損傷を受ければ、信管の作動過程は著しく阻害される。さらにこの子

弾が飛翔中に早発25を起こして弾殻の破片を高速度で撒き散らし、その破片によって他の

子弾が破損し故障することもある。クラスター弾は、親弾から子弾が放出された後、地面

に弾着するまでの間に空中で信管の安全解除を行うため、この過程が完了するまでの間に、

子弾が相互に接触、衝突して故障すると安全解除が正常に行われず、信管作動過程に重大

な悪影響を与えることになる。 

 また、M85 の自爆装置の延期薬は、信管の直径ほどの長さしかないため延期秒時が 14

～5 秒しかなく、しかも熱損失により断ち切れが起きやすい26。このことは M85 の自爆装

置の主たる不作動要因となっている。2006 年夏にイスラエル軍が投下した M85 の調査で

も、発見された M85 不発弾の約半分は安全解除（アーミング）状態にあったことが明ら

かにされている。つまり自爆装置が正常に作動しなかったということである。 

 しかしながら、M85 の自爆装置には、その作動開始を根本的に妨げる構造上の要因が別

にある。自爆装置の作動が、信管作動過程において安全解除の後に開始するよう設計され

ている点である。仮に自爆装置の作動率が 100％であっても、M85 は安全解除状態になら

なければ自爆できない。安全解除の有無とはかかわりなく自爆装置が作動する地雷と比べ

ても信頼性に限界があると言われるのはこのためである。本稿では、便宜上、このような

タイプの自爆装置を安全解除装置の作動に従属する、という意味で従属型と呼ぶ。 

 

(3) 独立型自爆装置の安全性 

 諸外国が保有する（または過去に保有した）クラスター弾の中には、M85 とは異なり、

安全解除の有無とはかかわりなく自爆装置が独立に作動するタイプのものがある（以下、

独立型という）。 

 例えば 2007 年に赤十字国際委員会（ICRC）が開催した非公式政府専門家会合の場にお

いて米軍側の参加者は、独立型自爆装置を備えたクラスター弾を米軍が保有する事実を示

                                                           
25 「早発」（early burst）とは、「信管の安全解除の時間又は距離経過後、所定の発火時期以前に作動

した飛しょう（翔）体（弾丸など）の誤発火」を指す。「NDS Y 0001D 防衛省規格 弾薬用語」5
ページ、no.1046。 

26 自爆の延期秒時を長く設定するためには、延期薬の導火線を長くする必要がある。しかし、M85
の延期薬は短いため、火薬が高密度になり、燃焼が早くムラが起きやすい。断ち切れが起きるの

は、このためである。これを解消するには延期薬に非常に高性能の材料を使う必要がある。 
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唆している27。この独立型自爆装置を信管に追加することによって、クラスター弾は安全

解除に失敗した場合でも少なくとも信管破壊が可能となり、より高い信頼性が達成された

という。 

 このような独立型自爆装置を備える弾薬の例として、米国が保有する M80 が挙げられ

る。M80 は 105mm りゅう弾砲用の子弾であり、子弾数は 42 である。信管は、機械式着

発装置と電気式延時自爆装置を備えたハイブリッド型（電気・機械式）である。電気式信

管には注液電池を使うことが多いが、M80 は自爆装置専用にリチウム・リザーブ電池を備

え、その電解質として塩化アルミニウムを 11.83％、塩化スルフリルを 88.16％の割合で用

いる。アンプルが割れて 2 つの成分がリチウムに接触することで電池が活性化され、電源

が発生する仕組みである28。自爆装置は着弾して 7 分後に起爆し29、着発起爆と自爆をあ

わせた信頼性は 99.8％を誇ると言われている。M80 の自爆装置が専用の電源を持つ結果、

M80 は自爆に失敗しても自己無力化（＝信管の破壊）機能を有する。M80 子弾には、親

弾から放出される前から自爆装置の電源が入っているため、放出後の空中飛翔時に起こる

子弾衝突およびそれによる故障の影響を受けにくい。仮に安全解除装置が故障しても、自

爆装置は単体で作動するからである。ただし火薬系列は安全解除をされなければ一線化30

しないため、自爆装置が作動しても起爆薬しか破壊できない。これが M80 の自己無力化

の特徴である。 

 ただしこの独立型自爆装置を備えた子弾にも安全性の問題がある。M80 は安全解除後に

自爆に失敗した場合には、機械式着発装置がそのまま維持された状態、すなわち撃針が火

薬を刺突すれば即座に爆発する状態で残るからである。M85 のようにスライダをロックす

る機能を備えていなければ、わずかな接触でも爆発を起こす危険性がある。 

 これと同じような独立型自爆装置は、ドイツでも過去に開発されたことがある。

Junghans Microtec 社と GIAT Industries 社は 2001～2004 年末にかけて自己破壊および自己

無力化装置を備える機械式信管、BFT531を共同で開発したことが知られている。本信管は、

                                                           
27 Expert Meeting on Humanitarian, Military, Technical and Legal Challenges of Cluster Munitions,    

April 18-20, Montreux, Switzerland. See ICRC, Humanitarian, Military, Technical and Legal Chal-  
lenges of Cluster Munitions (2007), pp.38-39.<http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0915/ 
$File/ICRC_002_0915.PDF>. 

28 “Accelerated Tested Program for the Battery Used in the M234 Self Destruct Fuze,” Presentation       
by Eric R. Bixon, Frank A. Gagliardi, Amsta-ar-qat-p, February 12, 2003, <http://www.dtic.mil/ndia/ 
2003fuze/bixon.pdf> 2010 年 1 月 18 日アクセス。 

29 “105mm M915 DPICM Cartridge,” Jane’s Ammunition Handbook, July 18, 2006, <http://jah.janes 
.com/>. 

30 「一線化」（alined, in-line）とは、「信管火薬系列が、信管を作動させるに必要な爆ごう（轟）を

伝ぱ（播）することができるような状態にすること又はその状態にあること。」を指す。「NDS Y 
0001D 防衛省規格 弾薬用語」35 ページ、no.3101。 

31 Rudolf Harbrecht, Junghans, “Pyrotechnic Bomblet Self Destruct Fuze (SDF) for GMLRS,” Presen-  
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遠心力によるリボンの展開、回転とピンの引き抜きの 2 つの方法により開始された信管作

動過程が、最終的にロータの拘束を解除することによって安全解除をするよう設計されて

いるが、自爆装置はスライダの前進により発火する仕組みになっており、安全解除の有無

とは無関係に作動することができる（安全状態時に自爆装置が作動して自己無力化を行う

のは、図中の太線）。着発起爆はロータが安全解除した後に起こるが、着発起爆に失敗し

た場合でも自爆装置の作用により弾頭または起爆筒の破壊が行われるよう設計されてお

り、1％未満の不発率が発射試験の結果得られたという。ただし、この信管も M80 と同様、

安全解除状態で自爆に失敗した際の策が施されていないため、極めて危険な状態の不発弾

が残る余地を残している。 

 

図 1 BFT5 の着発起爆、自爆、自己無力化の作動過程 
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固定ピン作動子弾投下子弾投下

リボン翼が
撃針を上昇

リボン翼が
撃針を上昇

目標到達
（衝撃モード）

目標到達
（衝撃モード）

着弾
衝撃

着弾
衝撃

ＳＤ燃
焼

ＳＤ燃
焼

撃針が
ロータの
拘束解除

撃針が
ロータの
拘束解除

無

有

無

無

有

有

破壊
（ＳＤモード）

破壊
（ＳＤモード）

発火薬筒が
起爆筒を

点火

発火薬筒が
起爆筒を

点火

無力化
（ＳＤモード）

無力化
（ＳＤモード）

自爆（ＳＤ）モード
の起爆

自爆（ＳＤ）モード
の起爆

ロータ
安全解

除

ロータ
安全解

除

撃針が
起爆筒を

点火

撃針が
起爆筒を

点火

子弾爆発
（着発起爆）

子弾爆発
（着発起爆）

子弾自爆
（SD）

子弾自爆
（SD）

子弾
自己無力化

（SN）

子弾
自己無力化

（SN）

発火薬筒が
起爆筒を

点火

発火薬筒が
起爆筒を

点火

安全解除

自爆装置始動

有

無

危
険
な
不
発
弾
？

 
 
出所：Rudolf Harbrecht, Junghans, “Pyrotechnic Bomblet Self Destruct Fuze (SDF) for GMLRS,” 

Presentation for 48th Annual Fuze Conference, April 26-28, 2004, Charlotte, NC, 
<http://www.dtic.mil/ndia/2004fuze/harbrecht.pdf> 掲載の図を筆者が訳出し、それをもとに作成。 

                                                                                                                                                               
tation for 48th Annual Fuze Conference, April 26-28, 2004, Charlotte, NC, <http://www.dtic.mil/ 
ndia/2004fuze/harbrecht.pdf> 2010 年 1 月 18 日アクセス。 
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(4) 電気式信管と機械式信管との安全性比較――作動性と安全性のバランス 

 さきに電気式信管は機械式信管と比べてより信頼性が高いという見解を記したが、いず

れのタイプがより安全かの結論は見る観点によって異なる。電気式信管は、放電によって

自己不活性化をはかるため、故障や不発の原因が何であれ不可逆的に電源が消耗した状態

では、通常、内部構成品により不測の爆発を起こす危険性がない。電気式信管がより安全

だという印象を与える理由はここにある。しかし、電気的に不活性化した子弾でも全く爆

発の恐れがないわけではない。不活性化した子弾の内部には、電気雷管（起爆筒）から炸

薬に到るまですべての火薬が残されているので、落雷や静電気、あるいは非常に強い衝撃

が加わるなどの外部からの影響により電気雷管が発火する可能性がある。 

 他方、機械式信管（火薬式）には、電気式信管に比べて耐衝撃性に優れ、作動性が安定

しているという利点がある。電気式信管が、たった 1 つの部品でも壊れてしまうとすべて

が作動しないのと比較して、火薬式装置32は装置自体が単純なため壊れにくく衝撃にも強

い。しかし短所もある。機械式信管には、撃針やスライダなどをロックして、不発時安全

化をはかる方法があることは既に触れたが、これはあくまで各国内の安全規格にとどまり、

採用する国と採用しない国があろう。採用されている場合でも各国の安全基準に必ずしも

統一性はない。Ｍ85 のように自己無力化装置の作動性が低いと、何かの拍子にこのロッ

クが解除されてしまい、爆発する恐れがある。機械式信管には、そもそも電源の「不可逆

的」消耗に該当する性能がない（ばねの持つ運動エネルギーを不可逆的に封印することは、

ばね機構を破壊しない限り不可能）故に、電気式信管より危険だと考えられているようで

ある。さらに機械式信管に特有の問題は、不発や故障の原因により危険性の異なる不発弾

が存在する場合に、それを見分けることができない点である。撃針が中途半端に起爆薬に

刺さっているのか、または刺さってはいないが刺突可能な位置にあるのか、もしくは自己

無力化機能が作動しているのか否かを区別することは、専門家でなければ容易ではない。

これではいくら技術的には信頼性が高いと言っても、不発弾への懸念をぬぐい去ることは

到底不可能である。 

 

(5) 国際条約における信頼性向上への取組み 

ア オスロ条約 

 オスロ条約は従来のクラスター弾に関してその使用、開発、取得、貯蔵、保有および移

譲をすべて禁止したが、次の条件を満たす場合に限りその保有は引き続き認められている。

すなわち、子弾の数が 10 個未満であり、各子弾の重量が 4kg 以上であり、単一の目標を

                                                           
32 機械式信管に対して通常、採用される自爆装置の種類。 
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検知かつ攻撃し、さらに電気式の自己破壊装置および電気式の自己不活性化機能を備える

という 5 つの条件である（第 2 条 2(c)）。従来のクラスター弾と比較して子弾数の上限が

非常に少なく設定されているため、不発弾の数は著しく減少することが見込まれる。また

この条文により想定されているのはおそらく電気式信管であり、自爆に加えて自己不活性

化機能が併用されていることもより確かな安全性を保証している理由である。しかしなが

ら、自爆装置が従属型である場合には、M85 と同様にその作動は安全解除に条件づけられ

ることになり、子弾相互の衝突による影響を免れない。信管の安全解除装置が故障すれば、

子弾は着発起爆をしないだけでなく自爆装置による爆発もできないからである。 

 自爆装置が従属型であるかの点はともかく、オスロ条約の例外規定は、自爆に失敗した

不発弾を最終的には自己不活性化により安全化するという方法をとっているため、不発弾

除去を施す必要のある、いわゆる安全な不発弾が着弾地点に残る可能性は否めない。この

際には、不発弾の危険を低減するための教育が重要な役割を果たす。 

 

イ CCW の枠組みにおけるクラスター弾新議定書作成の動き 

 2009年のCCW政府専門家会合において作成されたクラスター弾に関する新議定書案は、

信頼性を向上させる対応策として次のような基準を定めた。 

 

個々の爆発性子弾が 1 以上の次の安全性能（自爆／自己無力化／自己不活性化）

を有すること、または意図された運用環境において不発率を 1％未満に抑える装置

または設計を採用すること（第 4 条 2）33。 

 

第 1 の選択肢は、自爆、自己無力化、または自己不活性化のいずれか 1 つの装置または

機能を備えればよいというものであり、第 2 の選択肢は、装着すべき装置または機能の種

類は明示せず各国がそれぞれ採用する方法を用いて、議定書が明示する数値目標を達成す

ればよいという考え方である。 

 自爆装置を始めとする各種装置または機能が果たす役割はそれぞれ異なる。いずれか 1

つまたは 2 つを採用しても必ずしも信頼性または信頼性が保証されないことは、M85 や

M80 の例からも確認された通りである。自爆および自己無力化の 2 種類を導入したとして

も不発率が高い場合がある上に、不発率が低い場合であっても、0.0 数％の確率で発生す

る自己不活性化しない不発弾（安全解除され起爆のトリガーを待機している状態）には、

発射母数に応じた量的なレベルの危険性に加えて質的な危険性を孕んでいる。そういった

                                                           
33 “Draft Protocol on Cluster Munitions,” CCW/MSP/2009/WP.1. 
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意味では、対人地雷に関する CCW 改正第 2 議定書のように装着すべき装置の種類の他、

数値目標を併用した方法がより効果的と思われるが、クラスター弾に関する議定書案にお

いて数値目標は、独立かつ単独の基準として二者択一的に検討されているにすぎない。 

 しかし数値目標に関しては、オスロ・プロセスのウィーン会合でなされた前述の報告で

も指摘された通り、各国が独自に行った試験結果には必ずしも再現性が担保されていない。

また CCW の枠組みでも、特にその検証手段は設けられていない。CCW 改正第 2 議定書

におけるように数値目標の達成状況の判断は各締約国に委ねられているため、仮に数値目

標が単独で、または自爆装置等の装着義務との併用で導入されたとしても、実際に戦闘で

使用されたクラスター弾の不発率が試験結果と大幅に異なる可能性は大いにあり得る。 

 

(6) 安全面からの考慮 

 クラスター弾を保有する（または過去にした）国の間でも各国の技術力や開発に投じる

経済力は一様ではない。対戦車地雷との関連で示されたように、例えば米国が技術的に達

成できることでも他国には不可能な場合が多々あると考えられる。クラスター弾は、地雷

以上に複雑な構造を有し、かつ開発、生産に高額の費用を要する兵器である。またクラス

ター弾の子弾のサイズは、単弾頭の爆弾に比べて非常に小さい故に、その信管の構造は一

層、複雑である。技術力や経済的資源の乏しい国が自爆装置等の義務的導入に抵抗するこ

とは、当然予想できる反応である。 

 さらに動作原理が同じ自己破壊装置、または自己無力化装置を導入する場合であっても、

信管の設計やその作動率は各国で様々である以上、必ずしも客観的、統一的な基準設定が

達成されない可能性がある。最適な環境条件で性能確認試験を行ったとしても、不発率に

は国ごとに開きが出てくるであろう。 

しかしながら、クラスター弾のもたらす被害を軽減するという観点から考えた場合に、

自爆、自己無力化または自己不活性化の装置（機能）のいずれかでも採用されてさえすれ

ば十分だと考えるのは誤りである。自己無力化および自己不活性化による安全化は、炸薬

を内蔵する弾頭が着弾地点に残る上に、それらは外観上、危険な不発弾と判別が難しい。

一般住民の抱く不安や、不発弾除去従事者の作業負担の軽減に必ずしもつながらないこと

に鑑みても、まず追求されるべきは自爆機能であることは異論の余地がない。ただしクラ

スター弾の最高性能を誇る M85 の自爆装置の作動率（単体としての作動性および作動条

件）が低いという事実は、ウィーン会合における報告で示された通りである。 

オスロ・プロセスのほぼすべての参加国は、クラスター弾が戦後、一般住民にもたらす

非人道的被害に対して、単なる技術的な改良が有効な改善策とはならないという見解で最
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終的に一致した。これまで考察したように、この背景としてクラスター弾の信頼性に限界

があることが科学的に示されたという事情に鑑みると、全面廃棄という結論は不可避かつ

必至であったと認めざるを得ない。 

 

おわりに――CCW クラスター弾新議定書の作成に向けての課題 

 米国を始めとする一部のクラスター弾保有国にとって、クラスター弾は依然として軍事

的に必要性の高い、かつ有効な兵器である事実に変わりはない。しかもこれらの保有国の

間でも、それぞれの国が技術的、かつ経済的に信頼性基準を達成できる程度は一様ではな

いため、CCW の枠組みでクラスター弾に関する議定書を新たに採択するのは至難の業で

ある。 

 2009 年、CCW の政府専門家会合における検討を経て提出されたクラスター弾に関する

新議定書案の内容を見ると、その信頼性の基準は、対人地雷に関する改正第 2 議定書にお

ける基準よりも緩やかである。クラスター弾のそもそもの信頼性が相対的に低いことを併

せて考えるとその信頼性基準の低さは一層、顕著である。CCW の枠組みにおいて今後、

非人道的被害の緩和という観点から満足のいく成果が達成される見込みは非常に乏しい。

しかしながら、保有国の間で将来、合意される信頼性基準がわずかでも実効性を持ち説得

力がある方策（例えば数値目標の再現性、統一的な検証システムなど）が考案されなけれ

ば CCW の枠組みにおける規制が有名無実に終わる危険性がある。 

 クラスター弾が一般住民にもたらす被害は、身体の治癒困難な損傷（最悪の場合には死

亡）、経済発展の阻害など広範囲に及ぶ上に、その規模も計り知れない。CCW の枠組みで

は不発弾を包括的に扱う議定書が採択されているものの、通常の単弾頭弾薬とは質的量的

に被害の異なるクラスター弾に関して、新しい議定書が早期に採択されることが望まれる。 

 

（こうのけいこ 研究部第 1 研究室主任研究官） 
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