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はじめに
　2019年９月14日，サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコがサウジアラビア東部
アブカイクに所有する石油処理・安定化プラント及びフライス油田が，それぞれ無人攻撃
機（UCAV）及び巡航ミサイルによる攻撃を受けた。イエメンの反政府武装勢力である
フーシ派がサウジアラビアによるイエメン内戦への介入への報復としてこのミサイル攻撃
を実行したと表明した。しかし，サウジアラビアはこれを否定。米国とともに攻撃の背後
にイランが存在するとしてイランを非難し，状況を精査したうえで軍事的対応を含むあら
ゆる措置を講じる用意があるとの声明を出した。事案直後には，世界最大の産油国の石油
生産の一部が停止に追い込まれたことなどその影響の大きさや，UCAVと巡航ミサイルが
組み合わされて使用されたミサイル運用の新規性などから，実行主体の特定を含む事案の
真相やイランの実際の能力あるいは意図などをめぐり様々な議論が展開された。
　ところが事案発生から２月を経た今，これら議論は下火となり，米国及びサウジアラビ
アもイランに対する軍事的措置をとる様子を見せていない。むしろUCAVや巡航ミサイ
ルに対する現行の防空システムの脆弱性への対応といった細部の技術論だけが続いている
状況にあり，中東情勢に高い関心を有する者ほど消化不良の状態にある。本稿では，軍事
的合理性の観点から事案を再構成することで，真相に近づくための視点を提供したい。

１　イランによるミサイル攻撃は予測されていた？
　サウジアラビアの石油施設が攻撃されてから３日後の９月17日，米国の代表的研究機関
である戦略国際問題研究所（CSIS）で緊急座談会が開かれ，その冒頭，座長を務めたボ
ブ・シーファーCSIS理事自ら，CSISがすでに８月の時点で今回の攻撃を正確に予測して
いたと述べた１。実際，８月５日のCSISレポートは，イランによるミサイル攻撃の目標と
なりうるサウジアラビアの重要インフラをいくつか例示する中で，現実に攻撃目標となっ
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たアブカイクの石油処理・安定化プラントが
最も脆弱であると明記していた２。具体的に
は，イランにとって地域最大の競争相手にし
て敵対する米国の同盟国でもあるサウジアラ
ビアの最も重要な資産が石油であるとの理解
の下，サウジアラビアの富と国際的地位の源
泉たる石油輸出を長期にわたって阻害するためには，各地で生産される原油が集約される
処理・安定化プラントを破壊することが最も効果的であるとして，その最大のプラントこそ
アブカイクだと特定したのである。このレポートはまた，イランの攻撃が，弾道ミサイル，巡
航ミサイル及びUCAVを複合して展開されること，並びにイランが支援するイエメンの
フーシ派あるいはレバノンのヒズボラからの攻撃とも連携して行われることも予測してい
た。事案後，このような予測が存在していたことが他の多くのメディアでも紹介された。
　一方で，ここまで正確に予測されていたならば，なぜサウジアラビア及び米国はミサイ
ル攻撃を防げなかったのかという素朴な疑問が残る。元在イスラエル米国大使ダニエル・
シャピロが述べたように，「イランからの攻撃に備えていなかったためだというならそれは
不可解であり，もしイランからの攻撃に備えていても対応できなかったならば無能と言わ
ざるを得ず，もし今回のような精密攻撃を抑止できなかったならばさらに厄介」３であろう。
　そこで，改めて８月のCSIS レポートを読むと，実はイランによるミサイル攻撃の前提
が異なっていることが分かる。つまり，レポートは，「イランがサウジアラビアの重要イン
フラ機能に戦略的なダメージを与えようとするならば，イラン自身も深刻な打撃を受ける
ことを覚悟せざるを得ないような大規模戦争にエスカレートする」という前提に立ってい
る。この前提の下，イランのミサイル攻撃が軍事的なエスカレーションを踏まえた中距離・
準中距離・短距離弾道ミサイルの組み合わせを主体としたものになると想定している。そ
の上でレポートは，このような最悪な選択をイランにさせないために，米国として重要イ
ンフラの防護体制を強化するとともに信頼性のある圧倒的な報復能力を保持しつつ，これ
らを背景にイランとの間で体制保証などをめぐる交渉を冷静に行うべきだと提言していた
のである。
　しかし，実際にはミサイル攻撃が行われ重要インフラに損害を受けた。ただし，弾道ミ
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サイルは使用されず，最重要目標であったアブカイクもUCAVによる比較的軽微な被害
で済んだ模様である。言い換えれば，レポートが想定した大規模戦争へのエスカレーショ
ンを伴うようなミサイル攻撃事態には至らなかった。このことは偶然の結果なのだろうか，
あるいは当事者双方が合理的な判断に基づき行動した結果なのだろうか。この問題を解い
ていこう。

２　イランのミサイル攻撃能力をめぐる評価
　イランのミサイル攻撃能力をめぐる正確なデータは存在せず，有力な研究機関はそれぞ
れの方法で推計あるいは権威がある特定の研究機関のデータを便宜的に用いて能力分析・
評価を行っている。
　まず注目したいのは弾道ミサイルである。射程による厳密な区分はないが，今回攻撃さ
れたアブカイクがイラン陸上部分から最短距離で約300km，フライスが約500kmにある
ことから，これらの目標は便宜上の区分として用いられる短距離弾道ミサイル（SRBM）の
射程約800kmの範囲に収まる。CSISによる分析を確認すると，イランは現在，主なSRBM
として，ソ連及び北朝鮮から移転された射程300km程度の Shahab－1に加え自主開発生
産に成功したとされる Fateh－110，Qiam－1及び Zolfaghar 並びに改良型の Shahab－2
（射程500km）などの運用が可能であるという４。

図１　イランのミサイル射程と今回の攻撃目標

（出所）CSIS�Briefs,�August�2019,�p.２に基づき作成。

４　�“Missiles�of�Iran,”�Missile�Threat,�CSIS,�https://missilethreat.csis.org/country/iran/,�accessed�
on�November�6,�2019.
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　また，イラン陸上部の縦深あるいはイエメンからの距離を考慮した場合でも，弾道ミサ
イルの射程が約1,000kmあれば足りることになり，これは準中距離弾道ミサイル（MRBM）
の射程800～1,600km の範囲に収まる。CSIS は，イランのMRBMとして，自主開発生
産型のShahab－3（射程1,300km）が運用可能であるほか，Emad（1,700km）も開発中
であるとしている。さらに射程2,000km以上の中距離弾道ミサイル（IRBM）として運用
可能な Sejjil（射程2,000km）及び開発中のGhadr（1,950km）も挙げている５。
　しかし，今回の攻撃では，このような攻撃能力を持つ弾道ミサイルではなく，巡航ミサ
イル及びUCAVが用いられた。では，イランの巡航ミサイル及びUCAVの能力はどうだ
ろうか。
　CSIS が運用可能なイランの巡航ミサイルとして挙げているのは，Soumar 及び Ra’ad
である。このうち射程350kmと見積もられるRa’ad は対艦巡航ミサイルである。そこで
今回の攻撃に用いられた可能性のある Soumar について詳しく確認すると，射程2,000～
3,000kmの地上発射型巡航ミサイルとして2012年から配備されているという６。なお，イ
ランはSoumarを自主開発生産したと主張しているが，実際にはロシア製の空中発射型巡
航ミサイルRaduga�Kh－55（射程2,500km）を2001年に闇市場で入手し，これを地上発
射型に改良した可能性が大きいとみられている。また，Soumar の改良は現在も継続され
ており，射程が約3,000kmまで延伸されたとみられるほか，その発展型として射程を短縮
する一方で機動性と命中精度を向上させたHovizeh（射程1,350km）の開発にも成功した
ともいわれている７。
　イランが保有するUCAVも，国外から入手した技術を自国で改良したと考えられてい
る。その代表的な機材が，2012年に公開された地上操縦時射程150kmの Shahid－129で
ある。この機材は米国製 Predator あるいはイスラエル製Hermes－450に酷似しており，
任務中に喪失したHermes－450を入手したイランが，これを分解・解析して技術を獲得し
たといわれている８。なお，Shahid－129の射程は衛星を利用した場合，最大1,600km ま
で延伸できるほか24時間の飛行が可能とされ，画像誘導型対戦車ミサイルSadid－1を８基
搭載できるといわれている。このほか，UCAVが精密誘導弾を搭載するための技術につい
ても，2011年に偵察飛行中に墜落した米国製 RQ－170から獲得したといわれており，

５　�イランの弾道ミサイルの保有・開発状況に関する最新の研究としては，CSISのほかに，Robert�Einhorn�
and�Vann�H.�Van�Diepen,�Constraining�Iran’s�Missile�Capabilities ,�Foreign�Policy,�March�
2019,�Brookings,�2019がある。

６　�“Soumar,”�Missile�Threat,�CSIS,�https://missilethreat.csis.org/missile/soumar/,�accessed�on�
November�6,�2019.

７　Anthony�H.�Cordesman,�The�Iranian�Missile�Challenge,�CSIS,�2019.
８　�Aniseh�Bassiri�Tabrizi�and�Justin�Bronk,�Armed�Drones�in�the�Middle�East:�Proliferation�and�

Norms�in�the�Region,�RUSI�Occasional�Paper,�December�2018,�Royal�United�Services�Institute�
for�Defence�and�Security�Studies,�2018.
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UCAV本体及び関連技術に関して着実に自らのものとしている。これらの技術は，イラン
が当初から自主開発生産を行い，1985年に初飛行となったMohajer シリーズの性能向上
に反映されている。シリーズの最新機材として2018年から量産化されているMohajer－6
は，主として偵察・警戒任務に用いられ，Shahid－129を補完する形で運用されるとみら
れている。

３　ミサイル攻撃要領の洞察
　有力な研究機関である英国の王立国防安全保障研究所（RUSI）及びCSISは，上述した
技術動向を前提にイランの攻撃要領をそれぞれ次のように洞察している。まず，RUSI は
2018年12月の時点で，イランが航空戦力において周辺国に比べて著しく劣るため，UCAV
を多用するとの見通しを述べている９。そこでは，UCAVを多用するイランの狙いが，貴
重な戦闘機搭乗員の損耗を回避することにあるとしている。さらにRUSIは，UCAVの運
用についても，経済的に疲弊したイラン国民をこれ以上リスクにさらさないという軍事ド
クトリンと整合させるため，国土から離れて運用するだろうと指摘している。その実例と
して，シリアやイラクにおけるイスラム国（ISIL）との対テロ戦闘でUCAVを運用してい
ること，イラクでは2016年以降それまでの有人機を使った ISIL 攻撃に代わって Shahid－
129を運用していること，さらに，優れた防空能力を有するイスラエルに対しても，レー
ダーによる捕捉率を低減させるように改良したUCAVをシリア領内から飛行させ，イス
ラエル領空をたびたび侵犯していることが挙げられている。
　CSISも2019年６月のレポートにおいて，経済制裁下で国際的に孤立したイランが空軍
力を近代化する余力はもはやなく，そのためミサイル攻撃能力に依存せざるを得ないと分
析している10。その上で，ミサイルの正確性及び致死性の向上により航空戦力の劣勢を相
殺できるレベルにあると評価している。また，ミサイルの運用に際しては，大規模な反撃
あるいは報復を招かないように規模と目標を限定しつつ，攻撃の効果を最大化するために
相手への心理的な効果を重視するとしている。
　これらを踏まえてCSIS レポートは，ミサイル攻撃の具体的な要領を以下のように描い
ていた。まず，イランは大規模なミサイル攻撃を自ら仕掛けることはないものの，近年の
弾道ミサイルの精度向上を背景に，弾道ミサイルを反撃・報復手段としていつでも運用で
きる態勢を維持する。その際，分散・防護・機動が容易なSRBM・MRBMを重視する。他
方，イランから攻撃を行う場合，目標として相手国の重要インフラを選定し，主として新
旧の巡航ミサイルとUCAVを混用した飽和攻撃を行い相手の防空システムを攪乱する。そ

９　Ibid.
10　Cordesman,�The�Iranian�Missile�Challenge.
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の際，最大射程による攻撃ではなく，むしろ相手の防空システムを回避しかつ予測不能な
攻撃パターンを展開することに留意する。さらに，巡航ミサイルとUCAVのほかに弾道
ミサイルを組み合わせて攻撃する場合，旧式かつ精度に劣る機材をおとりとして利用する
という要領である。
　このCSIS の洞察において注目すべき点として，イランによるミサイル技術，特に巡航
ミサイルとUCAVの国外移転を，イラン自身がミサイル攻撃を実施するための準備とし
て解釈していることが挙げられる。つまり，国家あるいは非国家主体への技術移転の狙い
のひとつが，イランの責任を曖昧にすることにあるという指摘である。イランは，弾道ミ
サイルと異なり発射及び発射地点の捕捉が技術的に難しい巡航ミサイルやUCAVを他の
国あるいは非国家主体に使用させることで，ミサイル攻撃の主体を判定することをより困
難にさせようとしているという洞察である。

４　イランの防衛生産・技術基盤
　以上の有力研究機関による洞察は，あくまでもイランのミサイル技術の向上を前提とし
たものである。この前提は妥当だろうか。ここではイランの防衛生産・技術基盤の状況を
確認する。国防費というマクロの視点から見るとイランの国防費は地域最大のライバルで
あるサウジアラビアに比べて極めて小さい。

図２　1990年以降の中東主要国の国防費の推移
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　ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によれば，イランの国防費は2006年にピーク
を迎えた（150億ドル）後は減少し，特に2012年から2013年にかけて経済制裁の影響か
ら急激に縮小した（107億ドル）という11。その間，サウジアラビアは2006年の442億ド
ルから2013年には702億ドルへと急増し，その差は３倍から７倍へと拡大している。また，
緩やかに国防費を増やしているイスラエルとの格差が広がっているほか，UAEにも逆転を
許している。
　このような小規模な国防費では巨額の投資を必要とする高度な軍事技術の研究開発・生
産はおろか高額な装備品の輸入も難しい12。その上，2010年の国連安保理決議第1929号に
基づき主要兵器のイラン向け輸出が禁止されると13，その輸入額はサウジアラビアの3.5％
にまで落ち込んだ。では，この状況にイランはどのように対応したのか。それこそ優先す
べき特定技術，つまり弾道ミサイル，巡航ミサイル及びUCAVの選択と希少な国家資源
の集中であったといわれている14。ただし，イランには基礎研究から実用化まで積み上げ
る能力はなく，既存技術の改良が主体とならざるを得ない。実は，そのような生産・技術
基盤は70年代のイラン革命後から形成されたものである。イランは革命以前に米国から供
与された兵器を革命後の武器禁輸制裁下で自ら維持・運用する必要に迫られた15。さらに
これを補完するための有力な手段として，迂回国を利用した武器の不法取引といった取得
方法も形成され，その結果，80年代前半には，小火器及び弾薬そして一部の航空機を生産
する能力を保有するまでになっていた16。
　一方でイランは，レバノンのヒズボラやイラクのシーア派勢力への装備・技術供与を通
じて，2006年のイスラエル軍に対するUCAV攻撃やイラク国内における IED及び高感
度センサーなど現地におけるイラン製兵器の実運用機会を得ている17。これにより技術の
改良がおこなわれるというサイクルが形成されたと考えられる18。さらに，イランの国防

11　�Pieter�D.�Wezeman�and�Alexandra�Kuimova,�Military�Spending�and�Arms�Imports�by�Iran,�
Saudi�Arabia,�Qatar�and�the�UAE,�SIPRI�Fact�Sheet,�May�2019,�SIPRI,�2019.

12　�Pieter�D.�Wezeman,�Aude�Fleurant,�Alexander�Kuimova,�Nan�Tian,�and�Siemon�T.�Wezeman,�
Trends�in�International�Arms�Transfers,�2018,�SIPRI�Fact�Sheet,�March�2019,�SIPRI,�2019.

13　�UN�Security�Council,�Resolution�1929�（2010）,�Adopted�by�the�Security�Council�at�its�6335th�
Meeting,�on�9�June�2010,�S/RES/1929�（2010）.

14　�Wezeman�and�Kuimova,�Military�Spending�and�Arms�Imports�by�Iran,�Saudi�Arabia,�Qatar�and�
the�UAE.

15　�Jacques�S.�Gansler,�Democracy’s�Arsenal:�Creating�a�Twenty-First-Century�Defense�Industry,�
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関連企業はイスラム革命防衛隊（IRGC）が経営していることから，シリア向け輸出収入
などがIRGCに還元される仕組みとなっており，イラン政府が公表する国防費より兵器の
開発・生産に配分できる予算は大きいのではないかという見方もある19。以上のことから，
イランは現在，改良型が主体とはいえ弾道ミサイル，巡航ミサイル及びUCAVの開発・
生産に関しては十分に堅固な基盤を保有しており，これらの量産も可能であると評価でき
る20。

５　当事者の行動に関する考察
　ここまでの議論を踏まえ，今回のミサイル攻撃事案の実相に関する一つの見方を提示し
たい。
　まず，サウジアラビアの利害は，自国の最大の資産である石油，具体的には国際市場に
おいて存在感を堅持できるだけの石油輸出の安全を確保することにあると考えられる。米
国の利害はイランの核開発問題の解決において主導権を保持することにあるだろう。他方，
イランはすでに圧倒的な軍事力格差がある米国及びサウジアラビアとの交渉において，そ
の軍事力格差に関わらず自国が望む成果を得たいと考えているだろう21。この際，双方と
もに軍事的なエスカレーションが最悪の事態を招くことを理解しており，交渉による利害
調整がベストであることも理解している。そのため，交渉を有利に進めるためあるいは局
所的な軍事行動であっても，それがエスカレートしないための自制的な行動や安全装置が
必要になる。軍事的な合理性の観点から見ると，このような状況では，双方が相手の核心
的な利益を最終的には簒奪できる力を相互に持つことで軍事的なエスカレーションを抑止
することが有効であるといえる。特に，相互に深い不信感を抱いている状態にある当事者
間では物理的な能力こそが重要となる。ただし，双方ともに相手がそのような十分な能力
を保有していることを認識していることが必要である。
　イランは当然，米国及びサウジアラビアがイランの主権を簒奪できる能力を有している
ものと認識しているだろう。具体的には，大規模戦争にエスカレートした場合，国家その
ものが消滅することを理解している状況である。他方，イランがサウジアラビアの石油関
連資産を簒奪（関連施設を徹底的に破壊）する能力を保有していることをサウジアラビア
及び米国に正確に認識させることは難しい。そこでイランがとった行動が今回の限定的な
ミサイル攻撃であったと考えられる。イランが設定した具体的な目標は，次のように整理

19　�Wezeman�and�Kuimova,�Military�Spending�and�Arms�Imports�by�Iran,�Saudi�Arabia,�Qatar�and�
the�UAE.

20　�“Gulf�Defence�Markets:�Threat�Assessment�and�Spending�Forecast,”�Jane’s,�December�7,�2017.
21　�イランの利害については，例えば，Sanam�Vakil�and�Neil�Quilliam,�Getting�to�a�New�Iran�Deal:�

A�Guide�for�Trump,�Washington,�Tehran,�Europe�and�the�Middle�East ,�Research�Paper,�
October�2019,�Chatham�House,�2019を参照。
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できるだろう。条件はあくまでも大規模戦争にエスカレートさせないことである。そのた
め，サウジアラビア及び米国が反撃あるいは報復する口実を与えないことが必要であり，
そのための手段は，実行主体を曖昧にすると同時に，大規模破壊の可能性を合理的に推論
させるに十分であるが実際の被害は相手が受忍できる程度に抑える必要があっただろう。
また，攻撃要領についても，数的に劣るイランがあらゆる防空システムを回避して攻撃目
標に十分な打撃を与えることができると推論させるに十分な合理性を持つように精緻なも
のにする必要があっただろう。
　以上の観点から実際の攻撃を見ると，イランが弾道ミサイルを用いなかったことは，イ
ランが実行主体であることを曖昧にするだけでなく，損害を局限する狙いもあったと解釈
できる。また，長距離射程を有する最新の巡航ミサイル及びUCAVを巧みに複合して運
用することで最先端の防空システムを回避したことは，イランが情報及び運用において極
めて高いレベルにあり，かつ，継続的な技術革新を可能にする高度な技術力を有している
ことを証明する狙いがあったと解釈できる。
　他方，サウジアラビア及び米国が実被害状況及び攻撃の様相あるいはミサイルの撃墜率
を明らかにしていないのは，周到な見積りの結果，万が一弾道ミサイルが使用された場合
の被害の大きさを考え，弾道ミサイル防衛に重点を置く一方，UCAVあるいは巡航ミサイ
ルによる被害は受忍すると判断したことを国民に知られないようにするためであると解釈
できる。

＊本稿の内容は執筆者の個人的見解であり，中東協力センターとしての見解でないことをお断りします。


