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はじめに

平成一五年は︑テロの根絶に向けた国際的協調が進み︑各国でアル・カー

イダのメンバーが拘束されるなど︑一定の効果を上げているものの︑世界

各地で大規模・無差別テロが発生し︑国際テロ情勢は依然として厳しいま

ま推移しました︒こうした中︑北朝鮮は︑核開発問題により︑国際社会に

おいて一層孤立を深め︑我が国に対して︑﹁過去の清算﹂を強く主張する一方︑
ら

日本人位致問題については解決に向けた進展がみられませんでした︒

国内では︑政治資金や秘書給与等をめぐり︑国会議員の逮捕︑大臣の辞

任等の事態が生じたほか︑有事関連三法やイラクへの自衛隊派遣を可能と

するイラク人道復興支援特別措置法が︑与野党間の激しい折衝等を経て成

立しました︒また︑各党がマニフェストを掲げ︑政権選択選挙といわれた

一一月の衆議院議員総選挙では︑民主党の躍進等︑二大政党制への足掛か

りともなったなどと報道されました︒経済情勢では︑株価が回復傾向を示

すとともに︑倒産件数が減少し︑失業率も改善の方向に向かうなど︑緩や
かな回復傾向を示しました︒

こうした中︑警察は各国治安機関や国内関係機関と緊密に情報を交換す

るとともに︑全国警察を挙げて情報収集や捜査活動を実施したほか︑重要

施設等の警戒警備を強化して国際テロの未然防止に全力で取り組みました︒

掲載内容は平成一五年一二月末現在のものです︒

︵特に記載の場合を除く︒︶

後も十分に考えられます︒

え被害に遭う可能性は︑今

本人がこれらテロの巻き添

なっており︑海外にいる日

多数存在していることなどから︑我が国がテ

激派がテロの対象としてきた米国関連施設が

とっており︑また︑我が国には︑イスラム過

テロの根絶を目指す国際社会と共同歩調を

国はイスラム過激派による

ロの標的とされる可能性も否定できません︒

インドネシア・ジャカルタにおける爆弾テロ事件（8月）（ロイター＝サン）

こうした情勢の下︑我が

の傾向が大規模無差別型と

ない場合でも︑最近のテロ

直接テロの標的となってい

日本人あるいは日本権益が

とも懸念材料です︒また︑

テロ事件が頻発しているこ

するイスラム過激派による

マア・イスラミアを始めと

した東南アジア地域でジエ

加えて︑最近は︑我が国に地理的にも近接

標的として名指しされました︒

肉声とされる声明の中でも︑我が国がテロの

ビにより放送されたオサマ・ビンラディンの

とみなされており︑一〇月に中東の衛星テレ

るイスラム過激派からいわゆる米国の同盟国

持した我が国は︑アル・カーイダを始めとす

国際テロ情勢と警察の対応
1国際テロ情勢
一我が国への国際テロの脅威
平成一三年一〇月の米国等によるアフガニ
スタンにおける軍事行動や一五年三月の米国
等によるイラクに対する武力行使を明確に支

トルコ・イスタンブールにおける爆弾テロ事件
（11月）（ロイター＝サン）
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二 日本赤軍及び ﹁よど号﹂グループ等の動向

︶ 日本赤軍

平成一三年一二月︑日本赤軍メンバーは︑
新組織﹁連帯﹂を立ち上げ︑日本赤軍と同様
として活動を開始し︑一五年も一四年と同様

の主張を展開︑事実上︑日本赤軍の継承組織

軍の解散を宣言し︑日本赤軍も同年の ﹁五・三

﹁五・三〇声明﹂ を ﹁ムーブメント ﹁連帯﹂﹂

一三年四月︑重信房子は︑獄中から日本赤
〇声明﹂ ︵昭和四七年五月三〇日の ﹁テルア

拠点の構築を模索しているものとみられます

現在︑日本赤軍は︑組織再編と新たな活動

の名で発出しています︒

が毎年五月三〇日前後に発出している声明︶
で組織としてこれを追認しました︒

が︑その危険性に変化はなく︑今後も︑かつ
て協力関係にあった海外テロリストと連携し
て︑獄中メンバーの奪還等を目的としたテロ
を引き起こす可能性は否定できません︒
︵二︶ ﹁よど号﹂ グループ
﹁よど号﹂ グループは︑北朝鮮国内におい
て︑当局との密接な関係を基盤に︑貿易会社
等の運営を中心とした経済活動を営んでいる
ものとみられる一方︑グループ全員の帰国を
重点目標として︑機関紙︑インターネット等
を通じ︑盛んに自己の主張を訴えています︒
﹁よど号﹂ 犯人の妻等については︑警察

国と同時に逮捕しました︒また︑警察は︑五

て︑一五年四月︑﹁よど号﹂ 犯人の実妹を帰

去にもメンバーが他人になりすまして潜入帰

本人位敦に関与したものとみられるほか︑過

下︑金日成主義による日本革命を目指し︑日
ら

月︑有印私文書偽造・同行使容疑で魚本︵旧

国中に逮捕されており︑今後も我が国の国益

﹁よど号﹂グループは︑朝鮮労働党の指導の

ています︒

いては︑一六年一月末までに一四人が帰国し

［二重亟亟］

姓安部︶ 公博の妻︑魚本民子の逮捕状を取得

は︑一四年までに帰国し逮捕した二人に続い

昭和45年3月31日
日航機「よど号」を
乗っ取り、北朝鮮
に渡った国外逃亡
犯人です。

を害する行為を行う可能性は否定できません︒

3

国際手配中のハイジャック犯人
し︑国際手配を行いました︒なお︑子女につ

日本が国際手配中のテロリスト

ビブ・ロッド空港事件﹂ を記念し︑日本赤軍

日本が国際手配中のテロリスト

2警察の対応

の支援国関連施設等に対する警戒警備の強化

国重要施設︑在日米軍施設を含む米国及びそ

対策を強化しています︒

を図っています︒

庁等関係機関との連携を一層緊密化し︑水際
二 重要施設の警戒等

近年の国際テロは︑大規模化︑無差別化の

察では︑組織の総合力を発揮して関連情報の

を的確に実施することは極めて重要です︒警

報収集︑生物・化学兵器に転用可能な物質を

ため︑関連物質の不自然な取引等に関する情

警察では︑生物化学テロの未然防止を図る

三 生物化学テロ対策

傾向が著しく︑発生を許せば多くの犠牲を生

収集・分析を行い︑情勢に応じた警備計画を

管理する事業者に対する盗難防止対策等の指

テロ防止対策として︑重要施設の警戒警備

むことから︑テロ対策の要諦は︑その未然防

立案し︑効果的かつ効率的な警戒警備を実施

てい

止にあります︒そのために情報収集及び捜査

導︑保健・医療機関等との緊密な連携等を推

武力行使の開始に伴い︑総理大臣官邸等我が

また︑万二 生物化学テロが発生した場合

進しています︒

しています︒

分析が不可欠です︒テロの実行に向けた準備
は秘密裏に行われるため︑テロに関する情報
のほとんどは断片的であり︑個々の情報のみ
ではその真偽や情報としての価値を判断する
ことが困難な場合が多く︑情報の蓄積と総合
的な分析が必要となります︒
警察は︑米国における同時多発テロ事件
後︑都道府県警察レベルでのパワーシフトに
より︑テロ関連情報の収集の強化や積極的な
事件化を図るとともに︑警察庁では情報の集
約︑総合的な分析を行い︑分析結果を具体的
な捜査活動︑警戒警備活動に結び付け︑テロ
の未然防止に全力で取り組んでいます︒また︑
各国治安機関との情報交換の内容を深め︑頻
度を高めるなど︑連携を強化しています︒さ
らに︑警察は︑我が国への国際テロリストの
潜入防止を図るため︑入国管理局︑海上保安

一五年三月︑米国等によるイラクに対する

の徹底等︑とりわけ広範な情報収集と的確な

一情報収集と捜査の徹底等

警視庁総理大臣官邸警備隊の警備状況

NBCテロ対応専門部隊の活動状況（神奈川）
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応専門部隊を設置するとともに︑全国の機動

奈川︑愛知︑広島︑福岡︶ に︑NBCテロ対

府県警察︵警視庁︑大阪︑北海道︑宮城︑神

に迅速・的確な現場対処を図るため︑八都道

策推進室を︑また︑全国の都道府県警察にサ

に努めているほか︑警察庁にサイバーテロ対

サイバーテロの予兆の把握︑事案の早期認知

目的に︑サイバーフォースが二四時間体制で

めています︒また︑全国機動隊に銃器対策部

的訓練を重ね︑部隊活動能力の充実強化に努

弾︑ヘリコプター等が配備されており︑実戦

ロ緊急展開チーム ︵TRT︶ を設置していま

び各国捜査機関への捜査支援に当たる国際テ

派遣し︑各国治安機関との連携︑情報収集及

警察庁では︑国際テロ事件発生時︑現地に

事業者等を個別に訪問するなどして︑セキユ

携が重要となります︒そのため︑重要インフラ

とから︑警察と重要インフラ事業者等との連

済活動に重大な影響を及ぼすおそれがあるこ

イバー攻撃を受けた場合︑国民生活や社会経

インフラ事業者等の基幹となるシステムがサ

バーテロ対策を推進しています︒特に︑重要

イバーテロ対策プロジェクトを設置し︑サイ

隊を編成し︑重要施設の警戒警備︑銃器等を

す︒一六年度には︑TRTを発展的に改編し

五 国際テロ緊急展開チームの派遣

隊等にも生化学防護服︑生物剤簡易検知器等
を配備するなど︑体制の強化や装備資機材の
充実強化を図り︑生物化学テロ発生時におけ
る現場対処能力の更なる向上を図っていくこ
ととしています︒
四 特殊部隊等の充実強化
警察では︑ハイジャック︑重要施設占拠事
案等の重大テロ事件︑組織的な犯行や強力な
武器が使用される事件等の事案に出動鎮圧す
るための特殊部隊︵SAT︶ を七都道府県警

察︵警視庁︑大阪︑北海道︑千葉︑神奈川︑
愛知︑福岡︶ に設置しています︒SATには︑
せん

使用した事案への対処に当たっています︒銃

て体制を充実・強化することとしています︒

ライフル銃︑自動小銃等の特殊銃︑特殊閃光

器対策部隊には︑ライフル銃︑機関けん銃︑

六 サイバーテロ対策

たて

警察では︑サイバーテロ事案の未然防止︑

5

防弾衣︑防弾楯及び耐弾仕様の装甲警備車等
が配備されています︒

事案発生時の被害拡大防止及び事件検挙を

サイバーフォースセンター

特殊部隊（SAT）の訓練

なり︑テロ対処能力向上のための支援に関す

間で治安出動に際しての連携等に関する共同

察とこれに対応する陸上自衛隊の師団等との

す︒また︑一四年一一月から︑関係道府県警

発生時等における警察への迅速な通報︑捜査

るG8行動計画︵テロと闘うための国際的な

図上訓練を実施しており︑引き続き︑防衛庁・

要国首脳会議でも︑テロ対策が重要な議題と

への協力等について要請するなど︑連携の強

政治的意思及び能力の向上を内容とするも

自衛隊との緊密な連携を図っていくこととし

リティ水準向上のための自主的取組み︑事案

化に努めています︒
の︶ を採択しました︒

上のための教育訓練等を行い︑緊急対処体制

手法の収集・分析能力の強化︑要員の能力向

情報のデータベース化︑サイバーテロの攻撃

安機関等との連携強化︑情報収集体制の強化︑

対応するため︑装備資機材の高度化︑各国治

絡会議﹂ に警察庁も参画しており︑我が国で

ト等に対する資産凍結等に係る関係省庁連

産凍結の実施のために設置された ﹁テロリス

も積極的に取り組んでいますが︑機動的な資

求められているテロリスト等の資産凍結に

我が国は︑国連安保理決議第一三七三号で

の警備に係る共同訓練を実施しており︑引き

管区海上保安本部等との間で︑原子力発電所

年六月からは︑関係県警察とこれに対応する

所に対する警戒警備に当たっています︒一五

発テロ事件以降︑緊密に連携して原子力発電

今後とも︑高度化するサイバー攻撃手法に

及び捜査活動のための体制の充実・強化に努

は︑四二三のテロ関連個人・団体を資産凍結

続き︑海上保安庁との更なる連携を図ってい

かつ喫緊の課題であり︑世界各国の連携︑協

降︑国際協力事業団 ︵現・国際協力機構⁚1

ウハウの提供を積極的に行うため︑七年度以

くこととしています︒

また︑海上保安庁とは︑米国における同時多

ています︒

めることとしています︒

対象としています︒

国際協力の推進に向けた取組み

力が必要であるとの観点から︑G8や国連等

ICA︶ との共催により︑開発途上国のテロ

七

の場において︑政府首脳間︑治安担当大臣間︑

対策実務担当者を招へいし︑﹁国際テロ事件捜

このほか︑テロ事件の捜査技術に関するノ

警察機関相互間等で諸対策の活発な討議がな

査セミナー﹂ を開催しています︒

国際テロ対策は︑国際社会が直面する重要

され︑警察庁も︑これらの国際会議に積極的

警察では︑重大テロ等対策に関し︑平素か

八 関係省庁との連携強化

リで開催されたG8司法・内務閣僚会合には︑

ら関係省庁との連携強化を図っており︑特に︑

に出席しており︑一五年五月にフランス・パ
警察庁次長等が出席し︑イスラム過激派によ

防衛庁・自衛隊とは︑重大テロ等が発生した
場合には︑必要に応じ︑装備資機材の貸与︑

るテロの脅威︑法執行機関の連携強化︑バイ
オメトリクス技術の利用等について議論しま

警察部隊の輸送支援等を要請するなど︑十分
な連携の下で事態に対処することとしていま

した︒
六月にフランス・エビアンで開催された主

自衛隊との共同図上訓練（福岡）

6

上︑日本人位敦の目的について ﹁一つ目は特

せんが︑金正日総書記は︑日朝首脳会談の席

て︑その目的は必ずしも明らかではありま

北朝鮮による対日有害活動
1北朝鮮による
テロ等の脅威

め︑二つ目は他人の身分を利用して南 ︵韓国︶

殊機関で日本語の学習ができるようにするた
北朝鮮による日本人拉致容疑事案

に入るためである﹂ と説明しました︒

ら

︶ 概要

席から ﹁革命のためには︑日本で指導的な役

また︑﹁よど号﹂犯人の元妻は︑金日成主

朝首脳会談で︑金正日総書記は︑これまで一

割を果たす党を創建せよ︒党の創建には︑革

平成一四年九月一七日に平壌で行われた日
貫して否定し続けてきた日本人位致容疑事案

を示した上でこれを謝罪し︑北朝鮮から生存

る行為を行ってきたと考えている﹂ との認識

部の盲動主義者らが︑英雄主義に走ってかか

づく日本革命を行うための人材獲得という目

り︑日本人位敦の背景には︑金日成主義に基

麿から日本人獲得を指示された旨証言してお

なければならない﹂ との教示を受けた田宮高

命の中核となる日本人を発掘︑獲得︑育成し

と伝えられた五人の泣致被害者が帰国して︑

的もあったものとみられています︒

について︑﹁︵日本人位敦は︑︶ 特殊機関の一

二四年ぶりに家族との再会を果たしました︒

男性 1 人

丿
三
．
げし
石 川 県 鳳 至郡

つ出津
し っ事件
宇

2

昭和52年 11月

横 田 め ぐみ さん

新 潟 県 新 潟市

少 女拉 致 容疑 事案

3

昭和53年 6 月 頃

田 口 八 重 子 さん

不明

リ・ウ
ネ拉致 容 疑 事案
李恩
恵

4

昭和53年 7 月

地村 保 志 さん
福 井 県 小浜 市
地村 冨賣 惠 さん （旧姓 ：
潰本 ）

アベ ック拉 致 容疑 事 案

5

昭和53年 7 月

蓮池 薫 さん
新 潟 県 柏 崎市
蓮池 祐 木 子 さん （旧姓 ：
奥 土）

アベ ック拉 致 容疑 事 案

6

昭和53年 8 月

市川 修一さん

増元るみ子 さん

ひおき
鹿 児 島県 日置郡

アベ ック拉 致 容疑 事 案

7

昭和53年 8 月

曽我ひとみさん

曽我ミヨシさん

新 潟 県 佐 渡郡

母娘 拉 致 容疑 事案

8

昭和55年 5 月 頃

と
お
る
石 岡 亨 さん

欧州

欧州における日本人男性拉致容疑事案

9

昭和55年 6 月

ただ
あきさん
原 敕
晃

宮 崎県 宮 崎市

シン・
グァ
ンス事件
辛光
沫

10

昭和58年 7 月 頃

有 本 恵子 さん

欧州

欧州における日本人女性拉致容疑事案

と︑昭和五二年が二件︑五三年が五件︑五五

致容疑事案について︑発生時期からみてみる

案は︑一〇件一五人としています︒これらの泣

ルンプールで︑約二年ぶりに日朝国交正常化

二九日︑三〇日の両日︑マレーシアのクアラ

日朝平壌宣言に基づき︑平成一四年一〇月

ア

までに実現することを最優先課題として取り

の家族の速やかな帰国を国交正常化交渉再開

日朝間の主張に大きな隔たり

年が二件︑五八年が一件となっています︒

交渉が再開されましたが︑日本人位致問題や

泣致問題については︑当面︑五人の被害者

︐﹂ネノ

膠着状態に陥っています︒

︵二︶ 拉致の目的

︵三︶ 日朝平壌宣言以後の日朝の動向

昭和52年 9 月

組むこと︑北朝鮮側からあり得べき代償要求

警察では︑現時点︑北朝鮮による泣致容疑事

1

松木 薫 さん

事案 （
事件 ）名
発生 現 場
者
害
被
発 生 時期

核開発問題等で進展はみられず︑日朝関係は

北朝鮮による日本人位致容疑事案につい

7

北朝鮮による日本人拉致容疑事案（10件15人）

た︑安否未確認の一〇人を含む泣致被害者に

人を返す約束を被ったのは日本側であり︑ま

上︑すべて解決した問題﹂︑﹁一時帰国した五

朝日間の問題は︑朝日平壌宣言にのっとつて

しっかりした基礎がある︒泣致問題を含めた

側から︑﹁朝日間には︑朝日平壌宣言という

相究明を強く求めました︒その結果︑北朝鮮

関する情報提供の要求についても引き続き求

ず︑日本側は五人を送り返すべき﹂ と主張す

一つ一つ解決していきたい﹂

の高位当局者の平壌訪問を契機にして事実

めていくことというのが︑日本政府の基本的

るなど︑両者の主張には大きな隔たりがあり

ました︒

には一切応じないことを基本とすること︑ま

立場です︒
ます︒

さらに︑川口外相は︑九月二三日 ︵現地時

との発言があり

しかし︑北朝鮮側は ﹁︵泣致問題は︑︶ 日本
イ

同大統領から︑﹁泣敦は忌むべき行為︒泣致

日程で訪米︑ブッシュ米国大統領と会談し︑

るとともに︑国際社会の理解と協力を求めま

案を取り上げ︑解決に向けて強い意欲をみせ

の代表として初めて北朝鮮による泣致容疑事

間︶︑国連総会で一般討論演説を行い︑日本

された日本国民の行方が一人残らず分かるま

した︒

一方︑これに対して︑北朝鮮代表団は︑泣

致問題について︑﹁過去一世紀にわたる日本の

対朝鮮敵視政策の結果だ﹂ とした上で︑川口

また︑北朝鮮代表団は︑一般討論演説の翌日

外相の演説を ﹁完全に拒絶する﹂ と非難しま

及び泣敦等未解決の人道的問題を含むその他

に答弁権を行使し︑﹁四〇年間の日本占領下で

ン・サミットでは︑議長総括の中で︑北朝鮮

の問題に対する包括的な解決を平和的な手段

八四〇万人の朝鮮人が犠牲となり︑二〇万人

した︒

によって追求する様々な関係者の努力を支持

の朝鮮人女性が慰安婦として働かされた﹂ と

＞つた

合間に持たれた北朝鮮との二国間協議におい

本は︑泣致問題の解決が不可欠とし︑協議の

か国協議が開催されましたが︑その席上︑日

つもりなら︑過去の犯罪を完全に清算するこ

いる﹂︑﹁もし日本が真にこの問題を解決する

日平壌宣言で泣致問題は基本的に解決されて

比べものにならない﹂ と激しく反論して︑﹁朝

八月二七〜二九日︑中国の北京において六

ても︑日本側は︑泣致被害者家族の帰国と真

指摘︑﹁日本の大虐殺は数人の泣致被害者とは

する﹂ ことが謳われました︒

問題に関連して︑﹁我々は︑北朝鮮の核問題

また︑六月一〜三日に開催されたエビア

面的な支持を取り付けました︒

して強く抗議したい﹂ と︑日本側の立場に全

で日本を完全に支持する︒北朝鮮の泣敦に対

国際舞台での日本の外交攻勢

の悪辣な対朝鮮敵視政策によって朝鮮人民の

一五年は︑小泉首相が五月二二〜二三日の

らつ

反日感情が極度に高まったことを背景にして
発生した非正常で個別的な現象であり︑日本

拉致被害者が出席して開催された「国民大集会」（5月、東京）（共同）

8

とが先決である﹂ と従来の主張に固執しまし

北朝鮮による泣敦の可能性を排除できない事

めています︒なお︑一〇件一五人以外にも︑

北朝鮮工作船の活動

一一年に発生した能登半島沖不審船事案以

と特定するとともに︑一五年三月︑乗組員一

海上保安庁では︑当該船舶を北朝鮮工作船

力の強い武器が多数発見されました︒

に使用するための道具や極めて殺傷力︑破壊

られた船体から︑北朝鮮工作員が潜入・脱出

した工作船事件では︑一四年九月に引き揚げ

一三年一二月︑九州南西海域において発生

︶ 九州南西海域工作船事件

せました︒

脅威を与える状態にあることを改めて認識さ

ける工作船活動が︑我が国の安全に甚大なる

明らかになるとともに︑我が国周辺海域にお

事件では︑北朝鮮工作船の垂武装化の実態が

特に︑一三年一二月の九州南西海域工作船

けました︒

の脅威を目に見える形で我が国に強く印象付

来︑北朝鮮工作船は︑北朝鮮による工作活動

二

新たな情報の収集等に努めています︒

い直し等︑所要の捜査や調査を行うとともに︑

案があることから︑過去の行方不明事案の洗

た︒
︵四︶ 日本人拉致に対する ﹁よど号﹂ グルー
プの反応
﹁よど号﹂ グループが︑欧州で消息を絶っ

．
r
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■−■

た日本人女性の泣敦に関与していることは明
らかになっていますが︑リーダー・小西隆裕
は︑一五年一月一日付けの機関紙の中で︑﹁共
和国がその泣敦の事実を明らかにしたよう
に︑私たちは泣敦をやっていない﹂ と改めて

．
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表明し︑﹁私たちを北朝鮮のテロ工作員だと
し︑それを口実に朝鮮を攻撃してきたアメリ
カの策動を破綻させ︑日朝関係のよりよい条
件をつくるためにも泣致容疑の不当逮捕状の
撤回を勝ち取る﹂などと︑依然として泣致容
疑事案への関与を全面的に否認しています︒
︵五︶ 拉致容疑事案の捜査状況
日本人位致容疑事案については︑被疑者三
人の逮捕状の発付を得て︑北朝鮮に対して身
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キム
会
（旧 姓 安 部 ）公 博
魚 本
ス
沫
・ グアン
光
シン
辛

宇 出 津 事 件
欧 州 に お け る 日 本 人 女
辛 光 沫 事 件
事 件 （事 案 ）名

柄の引渡しを要求するとともに︑国際手配の
手続を行っています︒また︑これまでに︑北
朝鮮から伝えられた泣致被害者の安否を含む
各種事実関係の説明には︑不十分な点や疑わ
しい点があり︑事実関係を慎重に見極める必

〇人を殺人未遂等の容疑で検察庁に送致しま
した︒
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要があることから︑内閣官房や外務省等と連
携して︑北朝鮮に対し︑更に詳細な説明を求

国際手配被疑者一覧（日本人拉致容疑事案関係）

性 拉 致 容 疑 事 案

︵二︶ 不審船対策

不審船対策に関しては︑現在︑政府におい

の潜入・脱出を行ったり︑泣敦等を行うこと

合的に判断して︑北朝鮮工作船は︑工作員等

ころであり︑警察としても︑北朝鮮工作員に

必要な法的措置等各般の対策を進めていると

と自衛隊の共同対処︑運用態勢・装備の充実︑

て︑過去の不審船事案を踏まえ︑海上保安庁

を目的として活動しているものとみられてい

よる不法出入国事案等の防止及び発見検挙の

これまで検挙した事例やその他の情報を総

ます︒今後も︑我が国周辺海域において違法

ため︑引き続き︑海上保安庁等関係機関との

ロ支援国家﹂ と認定しており︑そのテロの危

保護し︑米国国務省も継続して北朝鮮を ﹁テ

メートルの路上で︑民間人五人と警察官一人

図して︑韓国大統領官邸︵青瓦台︶ から数百

が︑朴正煕韓国大統領ら韓国要人の暗殺を企

パク・チョンヒ

険性はいまだ変わらないものとみられていま

みられています︒

本事件は︑朝鮮人民軍偵察局による犯行と

三〇人が射殺され︑一人が逮捕されました︒

韓国当局により︑武装ゲリラ三一人のうち

を射殺しました︒

て同国に潜入した北朝鮮の武装ゲリラ三一人

昭和四三年一月二一日︑韓国軍人に偽装し

ア 韓国大統領官邸︵青瓦台︶襲撃未遂事件

︵二︶ 北朝鮮による過去の主なテロ事件

す︒

また︑現在もなお︑﹁よど号﹂グループを

引き起こしています︒

北朝鮮工作員等によるテロ事件を世界各地で

に対する工作活動の一環として︑これまでに︑

いし

を挟んで韓国と軍事的対時関係にあり︑韓国

北朝鮮は︑朝鮮戦争以降︑南北軍事境界線

険性

︶ 北朝鮮による我が国に対するテロの危

三 北朝鮮による過去の主なテロ事件

講じていくこととしています︒

連携を強化し︑沿岸警備の徹底等各種対策を

活動を敢行することが十分予想されます︒

警察と海上保安庁による不審船対応訓練（山口新聞社提供）

海上保安庁との共同訓練（鹿児島）
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イ 朴韓国大統領狙撃事件

昭和五八年一〇月九日︑北朝鮮貨物船の船

ウ ビルマ二ラングーン事件

図り︑金勝一は死亡しました︒

身柄を拘束されましたが︑両名は服毒自殺を

そ

昭和四九年八月一五日︑ソウル市内にある

員に偽装してビルマ ︵現ミャンマー︶ に潜入

党対外情報調査部に所属し︑北朝鮮において

弾を仕掛け︑アブダビからバンコ

きの大韓航空機八五八便に時限爆

アブダビ︑バンコク経由ソウル行

金勝一と金賞姫が︑バグダッド発

人になりすました北朝鮮工作員の

人名義の偽造旅券を所持して日本

昭和六二年一一月二九日︑日本

工 大韓航空機爆破事件

置かず︑拉致問題を持ち出して ﹁包括的解決﹂

島の核問題の早期解決には実際に何の関心も

図ったほか︑﹁日本は︑対話を通じた朝鮮半

あろう﹂ と警告するなどして︑日米の離間を

るなら︑その代価を十分に払うことになるで

鮮孤立圧殺策動に便乗して分別なく狂奔す

た我が国の動向について ﹁日本が米国の対朝

聞﹂等のメディアを通じ︑核問題解決に向け

や﹁平壌放送﹂︑朝鮮労働党機関紙﹁労働新

北朝鮮は︑平成一五年中︑﹁朝鮮中央通信﹂

一北朝鮮の対日諸工作

2様々な形能等展開される
北朝鮮の対日有害活動

金賢姫の供述等から︑同人らは︑朝鮮労働

国立劇場で開催された光復節式典会場におい

した北朝鮮の武装ゲリラ三人が︑同国を親善

ムン・セグァン

て︑在日韓国人の文世光が︑演説中の朴正煕大

﹁ソウル・オリンピック ︵六三年九月︶ を妨

チョン・ドウファン

訪問中であった全斗焼韓国大統領を始めとす

害するため大韓航空機を爆被せよ﹂ との指令

修同大統領夫人を射殺しました︒

ユク・ヨンス

統領にけん銃を発射し︑陪席していた陸英

る韓国政府要人の暗殺を企図して︑同大統領

を受けたことが判明しました︒

びょう

一行の訪問地である ﹁アウンサン廟﹂ におい
て爆弾テロを引き起こし︑韓国外務部長官等

文は大阪府出身で︑大阪府警察の派出所か
らけん銃を窃取し︑日本人名義の旅券を不正

二一人を死亡させ︑四七人を負傷させました︒

れん

一人が射殺され︑二人が逮捕されました︒

ビルマ当局により︑武装ゲリラ三人のうち

に入手して渡韓し犯行に及んだものであり︑

韓国当局は︑事件には︑北朝鮮及び朝鮮総聯
の関与があったと発表したほか︑文自身も韓

本事件は︑朝鮮人民軍偵察局による犯行と

金賢姫の偽造パスポート（時事）

みられています︒

r − − I h ・ I − ∵ ■ ・ ・

クへ向かう途中のビルマ南方アン

をうんぬんし︑そうでなくても緊張局面を迎

キム・ヒョンヒ

ダマン海域上空で爆破させ乗員・

えている朝米問の核問題に複雑性を与えてい

キム・スンイル

乗客一一五人全員を死亡させまし

る﹂ ︵一〇月七日︑北朝鮮外務省スポークス

マン談話︶ などとして六か国協議への我が国

た︒
バーレーン当局により︑二人は

11

国における裁判でこれを認めています︒

舳齦感銘鯲

輸出許可を受けずに︑八年三月二九日ころ

二︑四一五個︶ を通商産業大臣︵当時︶ の

属の在日地下党工作員として︑韓国軍人に

た在日朝鮮人は︑朝鮮労働党統一戦線部所

管法違反 ︵不法在留罪︶被疑事件で検挙し

● 公正証書原本不実記載・同行使並びに入

また︑小泉首相の靖国神社参拝や︑我が国

から同年一〇月七日ころまでの間︑新潟西

対する獲得工作等の対南工作活動に従事し

︵スクーバ用高圧空気容器用ダブルバルブ

の情報収集衛星打ち上げについて︑﹁朝日平壌

港から万景峰九二号に船積みし︑北朝鮮・

ていたが︑統一戦線部からの指示・命令は︑

の参加を拒む談話を発表するなど︑我が国に

宣言の精神に反する﹂ などとして︑同宣言を

元山港向けに輸出したとして︑社長ら被疑

万景峰92号を介した工作活動を報道する各紙（1月29日、朝日新聞、東京新聞、読売新聞）

対して︑盛んにけん制を行いました︒

引き合いに出して非難を繰り返しました︒

時効が成立︶︒

しています︵本件の外為法違反については︑

渉の当事者として関与していたことも判明

在日朝鮮人科学技術協会︵科協︶ が取引交

なお︑本件には︑朝鮮総聯傘下団体である

不正に輸出したことが確認されています︒

年三月二八日︑万景峰九二号に船積みし︑

産業大臣︵当時︶ の輸出許可を受けずに六

れている超微粉砕機器ジェットミルを通商

会社に対し︑輸出貿易管理令で輸出制限さ

● 都内の粉粒機器メーカーが北朝鮮の塗装

となりました︒

船内で直接指導を受けていたことも明らか

号の乗員として乗船してきた場合には︑同

た︑統一戦線部指導担当幹部が︑万景峰九二

領していたことが明らかとなりました︒ま

領したり︑朝鮮総聯中央関係者を介して受

由して伝達され︑同人等が訪船して直接受

文書の形で︑専ら万景峰九二号の船長を経

麌け取ク瑪†
空言室写
し︑北朝鮮に屈
男は工作につ．

男の供濾
などから︑

革芥してい

工作貝へ爪

綢厠の謦

アを通じー

衆邵軌の鷓

として祖糺
し︑鞫由止

まち政

になったq

者二人を外為法違反で逮捕しました︒

マンギョンボン

をさせる拑

覇諤壜E∃︒．．■丿．．︒弓■⁝．

操を闇螽見る際︑他人
法り嘗し︑外貿荳
繰証に虚偽の竃を琶せ

鍖辭鳰他人装い

殼擱搆詣鵑

糊駆

吾杠主㌫一

昨年

は不明

登

な川島

蠧工等篭笑の譬竈箋蒡て竈亮瞽してい芸が一
い竜量鴦調べで罨た完聾を撃た蠧豎欝讐かに芝のハ

たう■▼

琵 琶 重 芸 ；琴
塾 と 罨 蠧 竃 盡 芸 罨 番
≧⁚三．a︶き巨星JUせ愈字諳帋肋をしていたことが二十八号警

の當顰本国からの工作指令文金を受け取R日本習内で吋捫箇り匚￥≦む盲r＞．：．

雷雨骭人蠻曷壼纛欝男垂が︑北朝讐歪醤靂﹁宗野冒三時菅守

謂拑工作員書類送検へ

船長︑指令書渡す

二 万景峰九二号の入港をめぐる動向
︶ 万景峰九二号をめぐる過去の違法事案
万景峰九二号は︑北朝鮮と日本を約二八時
間かけて結ぶ北朝鮮籍の貨客船です︒朝鮮総
聯が金日成主席生誕八〇周年と金正日総書記
生誕五〇周年を記念して寄贈した資材をもと
に建造されたといわれ︑親族訪問者や朝鮮学
校の修学旅行生︑物資の輸送等のため︑主に
ウオンサン

北朝鮮の元山港と日本の新潟西港の間を年
間二〇回以上往復しています︒
万景峰九二号は︑在日朝鮮人が訪朝する際
の足として利用される一方で︑これまでに︑
不正送金や不正輸出︑工作員の送り込み等︑
在日朝鮮人社会と北朝鮮を結ぶ裏の役割も
担っているのではないかとの指摘がなされて
おり︑実際に︑同船をめぐつては︑過去幾つ
かの事件が摘発されています︒
● 都内の貿易商社が︑北朝鮮の貿易会社に
対し︑輸出貿易管理令で輸出規制されて
いる開放回路式自給式潜水用具の部分品

リ
tF
田
■
■
−
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●
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と中傷が繰り返され︑当局が前例のない厳戒

てからは︑一月中旬に一回入港した後︑﹁北

伴い︑日朝間を結ぶ唯一の定期航路であった

態勢を敷き︑殺伐とした雰囲気﹂ であること

︵二︶ 日本中の注目を受けた運航中断と再開

万景峰九二号に対して国民がもつ疑惑︑不信

などを理由に︑約七か月間にわたって運航を

朝鮮と万景峰九二号に対するいわれなき誹謗

感は一層深まり︑万景峰九二号の入港に反対

中断し︑八月二五日になってようやく︑新潟

最近の北朝鮮をめぐる国内外情勢の変化に

又は厳しい対応を求める声が急速に高まりま

西港に入港しました︒
万景峰九二号が︑長期間運航を中断したの
は︑日本人位致問題等をめぐる日朝関係の悪
化と︑厳しさを増す日本国内の対北世論に配
意したこと︑利用客の減少等により︑定期運
航が資金的に困難になったこと︑国土交通省
が外国船舶に対して実施するポート・ステー
号に対しても一〇年ぶりに実施することを決

まったことなどの理由が考えられます︒

ため︑祖国訪問を求める在日朝鮮人の声が高

ト・コントロール ︵PSC︶ を︑万景峰九二
めたのに対して︑是正命令︑航行停止命令が

とその改善︑船舶安全法違反 ︵定員超過︶容

一五年中は︑PSCでの四項目の是正命令

間︑港に留め置かれるという不名誉な事態が

疑事案に伴う船長に対する捜査もあり︑入港

必至であり︑北朝鮮が誇る大型貨客船が長期
予想されたことなどが大きな要因だったとみ

は一〇回 ︵一四年二三回︑一三年二二回︶ に

とどまりました︒

に向けて︑万景峰九二号で日本から資金や物

民主主義人民共和国創建記念日 ︵九月九日︶﹂

内における北朝鮮に有利な世論の醸成︑北朝

した間接的な諸工作も展開しており︑日本国

北朝鮮は︑我が国に対して︑朝鮮総聯を介

︵三︶ 朝鮮総聯を介した対日諸工作

資を緊急に輸送する必要があったこと︑困窮

鮮の主張に同調する日本人の結集 ︵組織化︶

PSCへの対応にめどが立ったこと︑﹁朝鮮

一万︑七か月ぶりに運航を再開したのは︑

られています︒

万景峰92号に対するPSCの実施

を訴える本国の親族に資金や物資を持参する
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した︒

こうした中︑万景峰九二号は︑一五年に入っ

万景峰92号

等を図っています︒

を通じて︑各政党の動向等の政治情勢や︑軍

在日朝鮮人を︑公正証書原本不実記載等によ

事情勢等に関する情報収集活動等をしていた

月一六日︶﹂︑﹁朝鮮民主主義人民共和国創建記

り検挙しています︒同事件では︑工作活動の

一五年中は︑﹁金正日総書記生誕記念日 ︵二
念日 ︵九月九日︶﹂等の節目をとらえた朝鮮

指示・命令が︑文書形式で行われ︑主に万景

峰九二号の船長託送で行われていたことが明

らかとなりました︒

警察は︑こうした北朝鮮による活動を︑我

が国の国益を害し︑国民の生命身体にも危険

を及ぼす治安上重大な問題であると認識して

おり︑今後︑特に各国治安機関との緊密な情

報交換を実施し︑北朝鮮による諜報活動の情

報を入手し︑その分析を進め︑北朝鮮による

諜報活動の実態を把握するとともに︑工作員

の検挙に全力を尽くすこととしています︒

四 対日諸工作の今後の見通し

北朝鮮は︑今後とも︑時宜をとらえた対日

した︒さらに︑七月二九日に発生した朝鮮総

心から願うものである﹂ との談話を発表しま

日朝友好ムードの盛り上げを意識した談話を

いく﹂ と語るなど︑あらゆる機会をとらえた

のみなさんとの相互理解と友好親善を図って

て︑直接又は朝鮮総聯を介した諸工作を活発

総聯の活動に対する理解の獲得等を企図し

白坂優先させた国交正常化への協力要請や朝鮮

非難を継続するとともに︑﹁過去の清算﹂ を

聯新潟県本部に対するけん銃発砲事件に関し

関係の諜報事件が検挙されています︒一五年

した取締りに努めることとしています︒

て︑情報収集活動を強化するとともに︑徹底

した諸工作を通じて行われる違法行為に対し

に展開するものとみられます︒警察は︑こう
発表しました︒

ナム・スンウ

ては︑七月三〇日︑南昇祐朝鮮総聯中央副議

三 過去のスパイ事件

が繰り返されない措置を講じることを要求す

二月︑警視庁は︑韓国在住の現地拠点工作員

早く︑銃撃事件の真相を究明し︑二度と事件
る︒朝鮮総聯は︑今後とも︑広範な日本国民

ちょ＞つ

我が国においては︑戦後約五〇件の北朝鮮

長が記者会見を行い︑﹁日本当局は︑一日も

開に深い理解と協力を寄せてくださることを

づく祖国訪問のための万景峰九二号の運航再

なさんとマスコミが在日同胞の人道主義に基

改めなければならない︒広範な日本国民のみ

景峰九二号の入港に対する非友好的な姿勢を

一九日︑記者会見を行い︑﹁日本当局は︑万

景峰九二号の入港反対の声が高まる中︑八月

韓正治朝鮮総聯中央国際統一局長は︑万

ハン・チョンチ

しました︒

朝鮮総聯に対する理解と協力を要請するなど

体の首長等を訪問するなどして︑北朝鮮及び

とらえて地方本部の朝鮮総聯幹部が地方自治

主張に同調する日本人を招待したり︑時宜を

総聯中央の慶祝行事に日本人名士や北朝鮮の
厳重な警備の中、入港する万景峰92号（共同）
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国際情勢に応じて展開される対日有害活動
1多様な諜報活動を

護庁 ︵FSO︶ にそれぞれ移管されました︒

府情報通信局︵FAPSI︶ の機能が分割さ
れ︑対外情報庁︵SVR︶︑FSB︑連邦警

ちょう

展開するロシア
ロシアでは︑平成一五年三月︑治安・情報

電子手段による︑政治︑経済︑軍事及び科学

べています︒FAPSIの諜報活動は ﹁無線

ち諜報機関の効率を上げることにある﹂と述

長官は本組織改編につき ﹁その日的はすなわ

戦略的産業﹂ と位置付け︑特に ﹁ハイテク兵

の国防﹂ において ﹁国防科学技術工業は国の

興︶﹂ を指向する中国は︑﹁二〇〇二年の中国

2国家・国防現代化建設に向
け︑巧妙かつ多様な手段で
情報活動を展開する中国

機関の大規模な組織改編が行われました︒今

技術分野において実施される﹂ と規定されて

器・装備を優先的に発展させ︑現代化水準の

コラベリニコフ軍参謀本部情報総局︵GRU︶

次改編では連邦国境警備庁 ︵FPS︶ が連邦

いたところ︑SVR︑FSBのこうした諜報

向上に努めている﹂ として︑国防科学技術の

﹁科教興国 ︵科学技術・教育による国家振

保安庁 ︵FSB︶ へ移管されたほか︑連邦政

機能について拡充が図られたものとみられま

現代化を強調しています︒

て防衛関連資料を入手していた事実が確認さ

シア大使館付武官らが防衛庁関係者と接触し

術産業との関連から軍の主導で行われていま

功しました︒中国の宇宙開発は︑国防科学技

有人宇宙飛行船﹁神舟5号﹂ の打ち上げに成

一五年一〇月︑中国は世界で三番目となる

れ︑幅広く情報活動を行っている実態が明ら

すが︑打ち上げの成果は︑単に軍事面にとど

我が国においては︑最近の事例で︑在日ロ

かになっています︒

め︑国威を発揚して党・国家の求心力を強固

まらず︑国家の威信や製品の国際競争力を高
事︑科学技術等の諜報活動のほか︑我が国を

なものにするなど︑正に戦略的なものとなり

在日ロシア情報機関は︑我が国の政治︑軍
場として︑米国︑中国︑北朝鮮等に関する情

ました︒

中国は︑我が国の科学先端技術先進国とし

報収集も活発に行っており︑今後も多様な諜
報活動を展開していくものとみられます︒
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す︒
連邦保安庁（旧KGB本部）

3大量破壊兵器関連
物資等の不正輸出

不拡散宣言﹂ が採択されたほか︑その直前の

五月には︑ブッシュ米国大統領が︑大量破壊

兵器等関連物資の拡散を阻止するために︑拡

散安全保障イニシアティブ ︵PSI︶ を提唱

となって︑関係国による会合及び海上訓練等

し︑日本を始めとする参加国一一か国が中心

は︑一四年一二月一一日︑米軍とスペイン軍

を行っています︒

大量破壊兵器等の拡散をめぐる動向として

が︑イエメン沖で︑北朝鮮船籍﹁ソ・サン﹂

濃縮装置に転用可能なアルミニウム管を北

また︑一五年五月︑ドイツ政府が︑ウランの

理の規制を図っています︒

﹁キャッチ・オール規制﹂ を導入し︑輸出管

出貿易管理令等の一部改正により︑日本版

また︑我が国では︑一四年四月から︑輸

朝鮮に密輸出したとしてドイツ精密機械メー

からスカッドミサイル等を発見しています︒

ての側面に着目しており︑継続的に在日公館

カー社長の身柄を拘束したなどの動向があり

超微粉砕機器ジェットミルをイランに向け不

一五年六月には︑ミサイル関連物資である

員を始め大量の代表団︑企業駐在員︑研究者︑
ます︒

代表取締役ほか四人を検挙しました︵警視庁︶︒

正輸出したとして︑都内の粉粒機器メーカーの
としては︑四月に米中朝の三か国協議が︑八

また︑一一月には︑大量破壊兵器等に転用

北朝鮮の核開発問題の解決に向けた取組み

掛けを行うなど︑﹁大量かつ長期﹂︑﹁多様か

月に日米韓中露朝の六か国協議が︑いずれも
一方︑イラクの大量破壊兵器開発・保有問

大臣の許可を受けることなく︑タイを経由地

されるおそれがあるものとして輸出許可の申

最近の事例でも︑工作対象の虚栄心を充足

題をめぐつては︑三月二〇日︑米英軍が︑湾

として北朝鮮に向け輸出しようとしたとして

北京で開催されています︒

させ自尊心をくすぐることで関係を深めてい

岸戦争の停戦合意であった大量破壊兵器の破

都内商社の代表取締役を検挙しました ︵警視

請をすべき直流安定化電源三台を︑経済産業

く︑中国の工作手法の特殊性の一端が実証さ

棄を遵守しなかったとして︑イラクに対する

れています︒

庁
︶
︒

警察は︑中国の情報活動には違法行為が混

んのこと︑各国治安機関とのハイレベルの緊

今後は︑国内関係機関等との連携はもちろ

〇月にも︑国際原子力機関 ︵IAEA︶ が核

在する可能性が排除できないことを念頭に
所要の諸対策に当たるとともに︑違法行為が

があります︒

の不正輸出の取締りを一層強化していく必要

密な関係を構築し︑大量破壊兵器等関連物資

エビアン・サミットでは︑﹁大量破壊兵器の

このような情勢の中︑六月に開催された

査察を実施しています︒

こととしています︒

あった場合には︑厳正な取締りを行っていく

また︑イランに対しては︑二月に続いて一

武力行使を開始しました︒

す︒

つ巧妙﹂な手段による情報収集を行っていま

衛関連企業関係者等に対し技術移転等の働き

留学生等を派遣し︑先端技術企業関係者や防

中国の有人宇宙飛行船「神船5号」の打ち上げ（10月）
（新華社＝共同）
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は︑その形態・手口の巧妙化・多様化が進ん

を防止しましたが︑不法入国︑不法滞在事犯

次いで摘発するなど︑外国人犯罪組織の拡大

我が国の治安を脅かす不法入国・不法滞在事犯
1巧妙化・潜在化する不
法入国・不法滞在事犯

でおり︑今後︑更に潜在化︑定着化すること
が懸念されることから︑今後とも取締りを徹

平成一五年中に警察及び海上保安庁が検挙
した船舶利用による集団密航事件は︑九年の

底していくこととしています︒

対する取締りの強化

2悪質な不法滞在者に

ピーク時に比し︑大幅な減少傾向にあります︒
他方︑偽造旅券︑旅券不正取得等による不法
入国事件の検挙は増加傾向にあり︑空路によ
る密航事件が深刻化しています︒
こうした中︑警察は︑旅券等の ﹁偽造工場﹂︑

警察では︑入国管理局との合同摘発や集中

る不法滞在者が犯罪組織を形成し︑凶悪化︑

組織的な偽装結婚事件︑犯罪収益等を不正送

出入国管理及び難民認定法違反で︑過去

組織化︑全国への拡散化といった傾向が顕著

警察としては︑今後とも︑関係機関と緊密

日璽口同となる一〇︑八五四件九︑五七九人

ぎず︑偽装結婚︑在留期間延長のための

に連携し︑重点的な取締り等の諸対策を推進

になっており︑治安悪化の大きな要因となっ

文書偽造︑日本旅券の不正取得等様々な

するとともに︑中国を始めとする各国捜査機

を検挙しましたが︑これは大量の不法滞

手段を用いて我が国での不法滞在を図

関と積極的に情報交換を行い︑国際犯罪組織

更に推進していくこととしています︒

る外国人は跡を絶たない状況にありま

ています︒

が我が国に進出するとともに︑国内に居住す

ノ

の共同摘発や個別の犯罪捜査における協力を

偽造工場摘発時における押収品

．▲■

＿

＿′

」

在者数に比べれば︑﹁氷山の一角﹂ に過

取締りを積極的に実施し︑一五年中における

ク

す︒
近年︑外国に本拠を置く国際犯罪組織
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金する ﹁地下銀行﹂ といった形態の犯罪を相

中国人集団密航事件検挙現場（6月、愛知）

教団名を伏せた施設確保と信者勧誘

現在も危険性を有するオウム真理教
二

教団は︑団体規制法の成立等により︑一一

持″などの要件に該当するとして︑アル・カー

出に力を入れ︑一五年二月末には︑一八都道

設を減少させていましたが︑近年再び地方進

年の一六都道府県三四か所をピークに拠点施
イダ等の国際テロ組織とともに︑教団を ﹁海

1〝尊師麻原″の権威の下︑勢力の拡大を図る
一再び無差別大量殺人行為に及ぶ危険性
オウム真理教 ︵以下︑﹁教団﹂という︒︶ が

府県三一か所に達しました︒

これに対して︑地域住民の強い反発があり︑

外テロ組織﹂ の一つに再指定しました︒

下鉄サリン事件を始めとするテロを行ってか

教団が欺同行為により秘密裏に施設の確保を

また︑教団は︑インターネットサイト︑大

県二六か所に減少しました︒

施設が相次いで︑一五年末までに一七都道府

こうしたことから︑撤退を余儀なくされる

拠点として使用していた ︵六月︑岡山︶︒

な偽装工作を施し︑中国地方における活動

げ︑外部からは教団施設と知り得ないよう

などと偽ってマンションの居室を借り上

● 教団幹部らが︑個人の住居として用いる

︵二月︑長野︶︒

に未報告の教義等保管場所を確保していた

場所や活動拠点︑さらには公安調査庁長官

● 虚偽の住民登録により︑出家信者の居住

もネノ

ら︑既に九年となります︒しかし︑教団は︑

図る︑組織的違法事案も摘発されました︒

国籍法に基づき︑〝テロを行う能力と意図の保

一万︑一〇月には︑米国政府が︑米国移民

ることが明らかになりました︒

ループの存在等︑危険な要素が保持されてい

を前面に出した活動の推進︑さらには分派グ

査庁に未報告の施設の確保︑再び〝尊師麻原″

わたる警察の捜査や実態解明により︑公安調

めて認定されました︒またその後も︑累次に

による観察処分の期間更新決定において︑改

危険性は︑平成一五年一月︑公安審査委員会

及ぶ危険性が認められます︒こうした教団の

持しているなど︑再び無差別大量殺人行為に

下にあり︑組織活動の閉鎖性及び欺瞞性を維

まん

依然として首謀者である松本被告の強い影響

麻原彰晃こと松本智津夫被告の首謀の下︑地

地下鉄サリン事件発生時の状況（地下鉄霞が関駅入口付近）
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らの協力を呼び掛けつつ︑全国警察を挙げた

組織的違法行為の厳正な取締り

捜査を鋭意推進しています︒
二

警察は︑特別手配被疑者の追跡捜査ととも

に︑引き続き教団に関連する組織的違法行為

の厳正な取締りを推進していきます︒

教団は︑七年に一時撤退した後︑一三年に

教団施設等を捜索し︑関係資料約三︑九〇〇点

挙するとともに︑一二都府県延べ六三か所の

なお︑一五年は︑九件の事件で一七人を検

再びモスクワ市内に拠点を確保して︑活動を

地下鉄サリン事件を始めとする一連のテロ

を押収しました︒
とみられ︑一五年四月には︑上祐日璽口同幹部自

再開し︑ロシア人信者の指導を強化しました︒
学や地域のサークル活動等を通じ︑特に青年

事件を起こした教団が現在も危険性を有して

いることは︑既に述べたとおりであり︑一二年

には︑松本被告の奪還テロを企図したロシア

人信者がロシア当局に逮捕された ﹁シガチョ

フ事件﹂も発生しています︒

﹁ヨガ教室﹂ に誘い︑さらに他の信者が ﹁さ

ロ事件等に対する捜査を強力に推進し︑これ

警察は︑地下鉄サリン事件以降︑教団のテ

備活動等︑諸対策を的確に推進し︑内外の信者

収集の強化及び関連施設周辺における警戒警

警察では︑このような実態を踏まえ︑情報

くら﹂役になるなどの巧妙な手口で︑教団

一特別手配被疑者追跡捜査の推進

2警察の対応

を行いました︒

らロシアを訪れ︑ロシア人信者に対する指導

● 女性信者が偽名により一般人を装い︑イ

一五年中の摘発事例から明らかになっています︒

名を伏せた勧誘を組織的に行っていることが︑

のように︑幹部の指示で役割を分担し︑教団

層を重点とする勧誘活動を展開しており︑次

三 信者による不法事案の未然防止

公共掲示板に掲出された、教団名
を伏せた勧誘ビラ（神奈川）

による不法事案の未然防止に努めています︒

ンターネットサイトで知り合った男性を

合わせて五〇〇人以上を検挙しました︒しか

し︑警察庁指定特別手配被疑者である平田信︑

アンケートを基に名簿を作成し︑教団

名を伏せたサークル活動に勧誘するなど︑

高橋克也及び菊地直子の三人については︑依

●
様々な勧誘活動に取り組んでいた︵一〇月︑

然として逃走中です︒警察としては︑これら

■■■三■●組できりH1叫111ごと邯Wh
岬▲ナ8亠■Ⅶ○￣￣￣￣

TV∴」1
Ff廿で†ノキ1与貫Jて、暼ヽ▲1「■′・・tて

ロ∴、一
￣−Tr．◆
．ゝこ■つレノーr；丿タも■ノウニ1−：コン
丁：■．ゾ㌧・事lJht，

三人の検挙を最優先の課題とし︑広く国民か

神奈川︶︒

子會うち鐸I■
手下クラ岨

ロシア人信者に対する指導の強化

リラクセーション・ヨーガ
呷岬法

現在︑約三〇〇人のロシア人信者がいるもの

三

ワークショップ

までに︑松本を始めとする教団幹部及び信者

支部に誘引していた ︵六月︑愛知︶︒
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教団の構成員数、拠点施設等（平成16年1月末現在）

一九九万人︶であることを明らかにしました︒

んぶん赤旗﹂読者は約一七三万人 ︵同じく約

人 ︵一二年前回大会時は約三九万人︶︑﹁し

回党大会で︑同月一日現在の党員は約四〇万

また︑日本共産党は︑一六年一月の第二三

三 党員及び読者

挙で五議席となって以来︑三六年ぶりです︒

席を一けた台とするのは︑昭和四二年の総選

得にとどまりました︒同党が総選挙で獲得議

席 ︵前回比一一議席減︶ という一けた台の獲

選挙において︑現有議席を半減する合計九議

日本共産党は︑一五年一一月に行われた総

二 総選挙

少させました︒

在の四︑三七五人と比較して︑大きく議席を減

方議員総数は四︑二〇九人となり︑一四年末現

まりました︒これにより︑非改選を含めた地

一六七議席減の二︑二二七議席の獲得にとど

た統一地方選の議員選挙において︑前回比

日本共産党は︑平成一五年四月に行われ

一統一地方選

統一地方選と総選挙で議席を減少させ
綱領改定を行った日本共産党
1統l地方選と総選挙
での議席減

記者会見する志位委員長、市田書記局長ら共産党幹部（11月）（共同）

回

︵年・月′︶

日本共産党の衆議院議員総選挙
における獲得議席・得票の推移

0

二

五・一二

四三四

二ハ′︶

︵八・一∩こ

︵一二

回

四一円

四■

四〇回 ︵五・七︶

三八回

︵五八・一二︶

︵六一・十二

三九回 ︵二 二︶

三七回

三三回

三四回

三五回

︵四四・一二︶

︵四七・一二︶

︵五一・一二︶

︵五四・一〇︶

三六回 ︵五五・六︶

三一回

︵三五・一一︶

︵三八・一一︶

三 ■ 回 ︵四二・二

三0回

■一九回

︵三〇二二

■一八回 ︵三三・市︶

■一七回

︵二七・一∩こ

一六回 ︵二八・四︶

■一五回

︵二四・二

︵二一・四′︶

︵二二・闖二

■一四回

一三回

一一■回
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2党綱領の改定
﹁現寒鼻歌路線−で革争色薄めたが⁝

最終目標は
﹁共産主義社会﹂

撃節﹁革命
共甍竿言の党墓で冕

掣隗窮−；竈する急し崑

鷭紺鵑齲

翫鵑鵑雛
拑蚓總儲鶺

霞め盲雪マイメ⊥匕
象の署亀か象いが穹

詐軛嚢雛

の鼈舊聾という﹁霍巴鶸

阪蠧︶との謬止め万

が蔕

霆賈白米安斤集

■共有梵︳豎築き︼︶
虔芸頑一三畠の中男声
粤薑翌等聶しー鈿声望釜

の琵琶．■

約の餌死を引き良き城梺

為は℡鞏買血判や自
一︑出前の目撃空言曰重
衛醇についても︑耨東は餔 共 帚 略
一﹁霊の目拏杜墓の杼實
止や霊夢しいとの弟

鸚芳しじませてい雪喟明 担 悪 道 嚀 真 鶴 事 な ど 菅
男旦奉言豈直吉胃声言 アメリカに癧争れた嚆真止の
従属四︒7メ鼻の対日支配
曜世富蟲占贄鰲−▼穹
▼あー遥二百壹謦芒
も︑三雲芹基覇ていない︒

引当官長は

蚓蚓諱鵑

蚓總鷦

瞥誘滑川

總鞏屬
邨鼾酊許に跫蟲
雪亀犬餞別に

実利郡の鷭苳

甜廃止が前地と

かっての肇
としており︑

費牽臺三亳テ

よ一！ノ一戦争色壷

．三一二〇▼卓舞1︸童

箝驢壟顧漲

ほ酲鐔一る針の舊薗運

齠錆線
誉∴二十㌧

上若し晢Jと︒寂撃

対頃的なめは天蕁

點鱚孵

笋広晉努蠧k宅

言霊方針鼻麗し1弔

韵掃争点化芥轟けた睾

宴わっ窪は富窶齧
富男堅塁亂
等
富
農
雷
苧
慇
礬
彗克ている︒民主瞿雷 打ち出したっ
たとの判断だろ■轟︑‡
丙止は震聖止憲撃
盞克ているか・舎的に
砦︑日光惡鳬相につい
磬随だお宮套窘葷
た气屠場標の嘉か

辭辭舶経絡

ム︶へ監芸への対応
章芒・造冥森薑
壹毒への罟零独蓉
開厨房雷へ霤甼労
払其ふっしょく孑罍誌︑
圉習 蓋への農と8
本実会の畜辞職富
♪も詈える︒

現婀頭をほぼ竡褒

㈲鳳豬鎧

畳霰

井芳■宇一日の中央悪童
に示しーa鵬蛋定楽曜且主重弟な
社会雷電関配に冒し︑現胃に
聳巳ち由−誓凾安貞買電てい
石1−知へ盞主鋼社会の蠶
す月編的な日櫓に墅晋はなく発の
虚器筆の貴人舊文盲T詞∨

二十盲に公裴された盍晃の憩琶定齊
葛の二本柱であるコちの酲胞と一

段階蕈巴輪に恵鬘モ変た︒いずれ

それはあく薑甲閃たもので﹁櫓刀の藤

隻の≠1ジ蛩葢った謗ぢた坩
による塾等室芸盟芒とい蠧っ﹂
く変わゥていねい︒蕈蒹芸析してみた︒

■﹁二つの縡﹂
現行網頂で﹁たたか
旦墨として雷芦豈
塲する﹁アメリカ羂薗王
盤﹂と冒瘧独占共布
︵主謦﹂とい皇宗
は︑渺荐崇ではそれぞれ
一カ所こ瓦カ所にも象
ってい荀こ要望盂
叟が行ってきた﹁補儷イ
コール痢出生塋 ﹁旦儺
イコール独占資本﹂とい

舜亀は繝
畳屋價苗荳

線を

日本共産党は︑一五年六月の第七回中央委
員会総会で︑昭和三六年の第八回党大会で現
綱領を採択して以来通算五度目になる綱領改
定 ︵案︶ を提案しました︒その目的について
は︑国民に分かりやすい表現にすることなど
と説明されましたが︑同時に︑﹁社会主義・
共産主義をめざすという基本路線は変わって
いない﹂ として︑党の方針を転換するもので
はないことを強調しました︒また︑平成一六年

■ぅ決めつけをや跫格好
た．
■ しかし︑反米の基本は
織韆サンフランシスコ
平和集約と量的
を臺アメリカ
留電略の記茎Ⅷ叫と
いう議等日本に押しっ

J荘重現芒

・．白米朋係についても
﹁きわめて蠶房的
な対米椪屈の茲巴ヲ
メリガの対日支配は︑明
らかに︑アメリカの世界
戦略とアメリカ埠呈萃
立騒の裂のために︑m
水の主管払蓋みに
じる禧竪笆櫺織の
ものしと厳しく批判して
いる︒
箜釜義への対応でも
同和の．トリック■があ
竜改定案では聖殿職
のr民主塵韈革命﹂を

贏霸

日本共産党の綱領改定案を報道する各紙
︵産経新聞六月七日・二二日︑毎日新聞六月二二日︑読売新聞六月
二二日︶

﹁革命﹂イ

ミよろいミ

衣の下にの

一月の第二三回党大会で改定案を採択した際
にも︑現在の党綱領は第七回党大会及び第八
回党大会の﹁二つの党大会にわたる全党討論﹂
をへて採択されたものであり︑その路線の正
確さは実証済みであるとして︑従来から ﹁ア
メリカ帝国主義﹂と﹁日本の独占資本﹂を﹁二
つの敵﹂ と位置付け︑これらとの ﹁たたかい﹂
を通じて日本での革命を目指すとする現綱領
路線に︑基本的な変更がないことを明らかに
しました︒

このため︑警察としては︑第七回党大会及

び第八回党大会で現綱領が討議され採択され

た際に主張された ﹁敵の出方﹂論に立つ同党

の革命方針に変更がないものとみて︑引き続

き重大な関心を払っています︒

3勢力拡大を
模索する全労連

日本共産党の指導︑援助により結成された

全労連︵全国労働組合総連合︶ は︑一四年七

月の第二〇回定期大会から先送りになってい

た ﹁組織拡大推進基金﹂ の具体化案を一五年

七月の第三三回評議員会で決定し︑二〇〇万

人を当面の目標に勢力拡大に取り組むことと

しました︒また︑全労連は︑年金制度改正等

の課題で︑集会︑デモ等の大衆行動に取り組
みました︒

一六年は︑﹁組織拡大推進基金﹂ によって

集約された資金を基に︑勢力拡大に取り組む

とともに︑雇用︑年金︑消費税等社会的反響

の大きな闘争課題について︑集会︑デモ等の

大衆行動に取り組むものとみられます︒
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悩伯山

のフランス・エビアンでの主要国首脳会議や

一五年中は︑こうした勢力を中心に︑六月

ています︒
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1多様な勢力やl般市民が多数参加し
盛り上がりをみせた平和運動

九月のメキシコ・カンクンでのWTO閣僚会

このほか︑有事関連三法案やイラク人道復

られ︑現地行動に呼応した国内の抗議行動や

合等をとらえて︑これまで平和運動や環境問

する武力行使をめぐつては︑大規模な集会︑

興支援特別措置法案をめぐつては︑大規模な

代表団派遣等︑海外の抗議行動と連動した取

した︒

デモ︑米国大使館への抗議行動等が行われま

抗議集会︑デモ︑国会周辺での抗議行動等が

組みが展開されました︒

平成一五年三月の米国等によるイラクに対

した︒特に︑市民団体主催の集会︑デモは︑

行われました︒

ット︑新聞広告等を利用した呼び掛けが行わ

護法制︑米軍支援法制等に関する法案の国会

一六年は︑イラクへの自衛隊派遣︑国民保

せるとともに︑国内団体との幅広い共闘に取

行動をめぐり︑海外団体との交流を活発化さ

題に取り組んできた既存団体等との共闘がみ

国際的な反戦運動との相乗効果やインターネ
れたことなどにより︑一般市民が多数参加し︑

審議をとらえて︑市民団体︑労組等による反

一六年は︑海外での国際会議に対する抗議

この過程で警察官に暴行を加えた者が公務執

3日本企業への攻勢

を強める過激な動
物権利運動

グローバリズムを掲げる海外団体の関連組織

ズム運動は︑国内でも一三年一二月以降︑反

での抗議行動以降︑顕在化した反グローバリ

過激な抗議行動に取り組みました︒

りわけ英国を中心に日本企業をターゲットに

動物実験の廃止を訴え︑一五年中︑欧州︑と

C︵S︷OpHun︷ingdOnAnima−Crue−︷y︶は︑

過激な動物権利運動を展開しているSHA

が結成されるなど運動基盤の広がりがみられ

一一年のWTO閣僚会合 ︵米国・シアトル︶

2海外の抗議行動に連帯し
継続的に取り組まれた
反グローバリズム運動

り組むものとみられます︒

イラクに対する武力行使に反対し、デモ行進する
市民団体（4月、東京）（共同）

対運動が取り組まれるものとみられます︒

二丈■∴二三 ■亠i＿▲▲

行妨害罪で逮捕されるなどの事案が続発しま
場J・、鈕

九一蜀

．二響∴￠ノう
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業を攻撃目標にする﹂ との声明を発表して︑

動物実験受託会社︶ と取引関係にある日本企

二月以降︑SHACは ﹁HLS社 ︵英国の
工場のウラン試験開始時期に合わせて︑都内

定されていた青森県六ヶ所村の核燃料再処理

再処理工場は不要﹂ として︑一五年六月に予

ことか

かった

られな

民の不

ら︑国

一六年は︑﹁もんじゅ﹂ の再稼働︑プルサ

安が高

で大規模集会及びデモに取り組みました︒

拡大し︑執拗な嫌がらせや威迫行為を繰り返

ーマル計画再開等をとらえて︑脱原発に向け

攻撃対象を関連企業や同企業幹部個人にまで
しました︒六月からは ﹁日本企業に対する世

まりま
した︒

た運動が︑取り組まれるものとみられます︒

5住民に不安を与えた
﹁パナウエーブ﹂

界的抗議週間﹂ を提起し︑世界各国の動物権
利団体へ呼び掛けを行うなど︑日本企業への
取組みを活発化させました︒また︑四月には︑
英国のSHAC活動家数人が来日し︑抗議行
動が取り組まれた際に︑来日した活動家の中

二 警察の対応

要な情報の収集に努めるとともに︑状況に応

一特異な活動と主張により住民の不安を
いわゆる ﹁パナウエーブ﹂ は︑〝万物を統

じ︑道路交通法違反等による警告検挙等の措

から︑一三年に動物実験施設への侵入及び窃

一している共存共栄の法則″とする ﹁正法﹂

置を実施してきました︒また︑一五年五月に

集団の活動に関する必

を唱え︑昭和五二年ころから活動を開始して

は︑通達を発出し︑改めて情報収集の強化と

警察は︑従来から︑

おり︑平成六年ころからは︑〝左翼勢力のス

違法行為への厳正な対処を行うこととし︑集

郵起

カラー波 ︵電磁波︶ 攻撃から身を守るため″

団関係者九人による道路交通法違反 ︵五月︑

盗事件を敢行した活動家一人を発見し逮捕し

一六年は︑SHAC活動家による日本企業

として︑主に西日本の山間部を中心に車列を

岐阜︶︑同じく六人による電磁的公正証書原

たほか︑関係する国内の動物愛護団体等の家

に対する抗議行動が海外を中心に引き続き行

組んで移動を続けてきた集団です︒また︑機

本不実記録等事件 ︵六月及び七月︑警視庁︶︑

4核燃料再処理工場ウラン
試験開始反対を軸に取

宅捜索を行いました︒

われるものとみられます︒

関誌等で終末論的な主張を行い︑寄附や活動

さらに︑同じく五人による暴力行為等処罰二
束の異様な外観で山中に滞在するなどの活動

民の不安の解消に努めます︒

警察は︑今後も引き続き的確に対処し︑住

で︑それぞれ摘発しました︒

関スル法律違反︵集団的暴行︶︵一二月︑福井︶

への参加を求めています︒

全国の反原発団体は︑﹁もんじゅ﹂ 控訴審

状況が広く報道されて全国的な注目を集め︑

この集団をめぐつては︑一五年五月︑白装

の勝訴等を﹁脱原発へのチャンス﹂ととらえ︑

集団の主張や活動に対する合理的な説明が得

り組まれた反原発運動

また︑﹁プルサーマル計画が破綻すれば核燃料
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「パナウエーブ研究所」（福井）

題に焦点を絞り︑機関紙で ﹁米英のイラク侵

大衆運動をめぐつては︑年初からイラク問

て﹂ と題する記念講演を行いました︒

らけー・革マル派結成四〇周年記念集会に際し

労働運動︑大衆運動への取組みを一層強める過激派

けました ︵一五年一〇月一〇日保釈︶︒

1﹂R東労組の対立問題等には触れず︑
大衆運動への取組みを強めた革マル派
平成一五年中︑1R東労組内で元顧問の組

ル派結成四〇周年・﹁共産党宣言﹂一五五周

体や労働組合が主催する集会等に党派色を隠

独自に集会︑デモに取り組んだほか︑市民団

略戦争阻止・日本の参戦阻止﹂等と主張し︑

一一月に辞任した問題をめぐり︑辞任した八

年記念革共同政治集会﹂ を開催し︑植田議長

して積極的に参加し︑市民︑労働者の獲得を

こうした中︑同派は︑三月一六日︑﹁革マ

人を支持するグループと元顧問を絶対視する

が︑﹁わが党組織建設の新たな段階を切りひ

織運営に反発して中央執行委員八人が一四年

執行部を支持するグループとの間で激しい対
立が生じ︑JR東労組第一九回定期大会を始

図りました︒特に︑米国等によるイラクに対

摘発し︑パソコン︑フロッピーディスク︑ビ

する革マル派非公然アジト ﹁弥生アジト﹂ を

ほか︑四月二四日にも東京都中野区内に所在

を摘発し︑フロッピーディスク等を押収した

在する革マル派非公然アジト ﹁貫井アジト﹂

警察は︑一月一七日︑東京都練馬区内に所

際連帯活動にも積極的に取り組みました︒

に派遣し︑現地の反戦団体と交流するなど国

連は︑﹁全学連アメリカ現地闘争団﹂ を米国

り上げを図りました︒また︑革マル派系全学

で集会︑デモ等に取り組むなど反戦闘争の盛

軍基地等に対する抗議行動のほか︑全国各地

する武力行使の開始以降は︑米国大使館︑米

に活発に取り組んだことに対しても沈黙を続

放を求め︑署名活動やビラ配布︑抗議集会等

破壊攻撃﹂等と主張し︑被告人七人の早期釈

JR総連︑東労組が ﹁デッチ上げによる組織

らによる組合脱退・退職強要事件﹂ をめぐり︑

発した ﹁JR東労組における革マル派活動家

また︑同派は︑警視庁が一四年一一月に摘

にとどまりました︒

をとらえて経営陣やJR連合幹部を批判する

機関紙﹁解放﹂ の中で1Rの労務管理問題等

ル派はこの対立問題には一切反応を示さず︑

混乱が拡大︑継続しています︒しかし︑革マ

めとする各種大会が紛糾するなど︑組織内で
革マル派非公然アジト（平成15年6月20日摘発・福岡）
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には︑活動家二人が在室し︑うち一人を︑七

デオテープ等を押収しました︒﹁弥生アジト﹂
﹁権力の謀略﹂ キャンペーンに取り組むこと

件や社会的反響の大きい特異事件をとらえて

を動員しました︒

にも活動家多数 ︵四日間で延べ二五四五人︶

労働運動では︑一五年夏の政治集会で ﹁労

が予想されます︒

働運動強化﹂路線を強く打ち出し︑特に︑﹁青

年労働者の組織化が必要﹂との認識から︑﹁マ

ルクス主義青年労働者同盟﹂ の再建を掲げる

中︑機関紙で ﹁結成大会が昨年末かちとられ

た﹂と公表しました︒この路線の具体的指標

ていました︒

央幹部とみられる非公然活動家二人が在室し

で逮捕しました︒同アジトには︑革マル派中

学連代表団一〇数人を派遣し︑米国の反戦団

ワシントンで行われた ﹁全米反戦集会﹂ に全

げる絶好の機会ととらえ︑一五年一月︑米国・

中核派は︑イラク問題を反戦闘争を盛り上

めて招請して国際連帯をアピールしたり︑﹁二

国民主労働組合総同盟﹂ ︵民主労総︶ 等を初

の﹁国際港湾倉庫労働組合﹂︵ILWU︶や﹁韓

運動に積極的に取り組む
とともに︑労働運動への
介入を強めた中核派

2﹁反戦﹂ を軸とした大衆

月六日︑詐欺罪及び有印私文書偽造・同行使
罪で逮捕しました︒
また︑六月二〇日︑福岡市城南区内に所在
する革マル派非公然アジト﹁福岡城南アジト﹂
を摘発し︑パソコン︑フロッピーディスク︑
携帯電話等を押収したほか︑同アジトの名義

として︑﹁一一月労働者集会﹂ への五︑〇〇

さらに︑一〇月三一日︑沖縄県沖縄市内に

体等との交流を深めたほか︑三月二〇日の米

人である小学校教諭を︑九月一二日︑詐欺罪

所在する革マル派非公然アジト﹁沖縄アジト﹂

国等によるイラクに対する武力行使の開始時

〇人結集を掲げ︑動労千葉と交流のある米国

を摘発し︑フロッピーディスク︑携帯電話等

として渡航させるなど︑国際連帯を前面に出

に合わせ︑活動家三人をイラクへ ﹁人間の盾﹂

このほか︑九月八日︑三〇日︑一〇月二四

した大衆運動に積極的に取り組みました︒

を押収しました︒
日︑一一月二八日︑一二月一八日及び二六日︑

また︑全学連主体の党派色を隠した﹁ストッ
プウオーー・ワールドアクション﹂実行委員

東京都千代田区内で︑早稲田大学学生部長宅
盗聴事件等で指名手配中の革マル派非公然活

会を結成して︑集会︑デモに取り組み︑若者

た︒

を中心に幅広い市民層の取り込みを図りまし

動家六人をそれぞれ逮捕しました︒
革マル派は︑一六年も︑JR総連︑東労組
を始めとする各界各層での勢力の維持︑拡大

空・港湾労組二〇団体﹂ ︵以下︑﹁二〇労組﹂

このほか︑組織拡大をねらって︑﹁陸・海・

セクト︑警察等に対する違法な調査活動を行

という︒︶ が主催する ﹁有事法制反対集会﹂

を図る一方で︑1R関係者や中核派等の対立
うおそれがあります︒また︑JR列車妨害事
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デモ（3月、東京）
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○労組﹂や全労連傘下組合員等に対する介入
を強化するなど︑幅広い労働者層の取り込み
を図りました︒その結果︑﹁一一月労働者集
会﹂ では二︑一五〇人を動員しましたが︑同
派の目標を大きく下回る結果となりました︒
また︑同派は︑一四年五月二七日の ﹁国労
第六九回臨時全国大会﹂開催をめぐって活動
家一〇人が暴力行為等処罰二関スル法律違反
で逮捕された事件の支援活動の一環として︑
同年一二月︑﹁国労五・二七臨大闘争弾圧を許
さない会﹂ ︵以下︑﹁許さない会﹂ という︒︶
を結成したのに続き︑一五年も ﹁許さない
会・九州﹂ を始め全国各地で ﹁許さない会﹂
︵二三組織︶ を相次いで結成しました︒
このほか︑中核派は︑一五年四月の統一地
方選挙を ﹁前半期最大の政治闘争﹂ の一つと
位置付け︑東京都杉並区議選を始め五選挙に
中核派活動家ら八人を擁立し︑うち七人が当
選しました︒また︑九月の東大阪市議選でも

3対立を続けながら
組織の建て直し
を図った革労協

に積極的に取り組み︑組織の建て直しを図り
ました︒

主流派は︑精神障害者等の処遇問題に積極

的に介入し︑過去に入院患者の処遇等で問題

が表面化した病院に押し掛けて︑患者との面

会や座り込み︑ビラ配布︑署名活動に取り組
みました︒

また︑同派は︑神奈川県内に所在する大手

スーパーで派遣社員として勤務していた女性

活動家に対して差別発言があったとして︑二

月以降︑本社事務所や社長宅等への抗議行動

を繰り返しました︒この過程で警察は︑六月

二四日 ︵二人︶︑九月一三日 ︵一人︶ の両日︑

活動家三人をそれぞれ建造物侵入罪︑威力業

務妨害罪等で逮捕しました︒

反主流派は︑イラク問題をめぐり︑﹁二・二四

防衛庁に向けた飛翔弾発射事件﹂︑﹁三・一二

米軍横田基地に向けた飛翔弾発射事件﹂及び

﹁四・三米軍厚木基地に向けた飛翔弾発射事

問題を重点課題に据え︑党派色を隠した大衆

中核派は︑一六年も︑自衛隊のイラク派遣

続けています︒両派は︑一五年中も︑相互に

内ゲバ事件を引き起こすなど︑厳しい対立を

に分裂して以降︑双方がこれまでに一三件の

モ等に取り組みました︒

なっている基地や演習場等の周辺で集会︑デ

演習︑防災訓練等に対しても︑艦船の母港と

上自衛隊艦船のインド洋派遣や米軍実弾砲撃

件﹂ を引き起こしました︒また︑同派は︑海

運動に取り組むとともに︑引き続き ﹁労働運

﹁報復﹂ を強調するなど︑依然として厳しい

一一年五月に主流派︑反主流派

動強化﹂路線を党建設の重要な手段と位置付

緊張関係を維持しながら︑イラク問題や有事

をとらえ︑大学等で反戦ビデオの上映会等に

このほか︑同派は︑イラク問題や狭山問題

け︑組織の拡大と資金源の獲得を目的とした

法制問題︑成田問題︑狭山問題︑障害者問題

革労協は︑

しょう

活動を強化するものとみられます︒

同派活動家一人が当選しました︒

革労協反主流派による防衛庁に向けた飛翔弾発射事件（2月、東京）
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リラ﹂事件が発生しています︒犯行声明は出

ていませんが︑遺留物等から中核派が攻撃対

積極的に取り組みました︒
両派は︑一六年も︑自衛隊のイラク派遣問

これらの対策を推進した結果︑一五年中︑

積極的に推進しました︒

の各種広報媒体を活用して広範な広報活動を

継続して取り組みました︒また︑ポスター等

アパート︑マンション等に対するローラーに

警察は︑事件捜査の徹底を図るとともに︑

5過激派対策の推進

件を引き起こすおそれがあります︒

空港関連施設等に対する﹁テロ︑ゲリラ﹂事

り︑その過程で︑千葉県職員︑空港関係者︑

が成田闘争の盛り上げを図ることは必至であ

成に向けた動きに危機感を暮らせた過激派

一六年は︑公団民営化や︑平行滑走路の完

象を誤って引き起こしたものとみられます︒

る﹂ などと主張し︑反発を強めています︒

にともなう攻撃に対し︑新たな激戦に突入す

題等の節目で自衛隊施設︑米軍施設等に対す
る ﹁テロ︑ゲリラ﹂事件を引き起こすおそれ
があります︒また︑組織の建て直しを図る過
程で︑相手勢力の切り崩しや大衆運動での主
導権争い等に伴う内ゲバ事件を引き起こすお
それもあります︒

4公団の民営化等︑新たな
局面を迎える成田闘争
第一五六回通常国会で成田国際空港株式会
社法が成立し︑新東京国際空港公団は一六年
四月一日から特殊会社に移行することとなり
ました︒

空港公団は︑平行滑走路の完成を︑民営化
に向けた喫緊の課題とし︑用地取得のための

もに︑非公然活動家一三人を含む六六人の過

革マル派非公然アジト四か所を摘発するとと

デモは︑二回取り組まれ︑﹁三・三〇全国総決

激派活動家を検挙しました︒

一五年中︑成田現地での全国規模の集会︑

また︑千葉県は︑一五年二月︑公団民営化

起集会﹂ では四五〇人︑﹁一〇・一二全国総

諸施策を積極的に進めています︒
後の騒音対策や地域振興策等を具体的に記し

決起集会﹂ では五五〇人を動員しました︒

このような空港公団等の動きに対して︑三

宅敷地内に仕掛けられた時限式爆発物が爆発

市内所在の千葉県幹部職員と同姓同名の個人

こうした中︑八月二六日には︑千葉県八街

努めることとしています︒

名手配被疑者等非公然活動家の発見︑検挙に

法行為の取締り及び非公然アジトの摘発︑指

警察では︑引き続き︑過激派による各種違

た﹁覚書﹂を国及び空港公団と締結するなど︑

里塚芝山連合空港反対同盟北原グループ及び

し︑窓ガラス等が破損するという﹁テロ︑ゲ

民営化に対応する姿勢を示しています︒

これを支援する過激派は︑﹁成田空港民営化
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新東京国際空港暫定平行滑走路（南側から撮影）

えた街頭宣伝活動を活発に行いました︒

中心とした教育問題や憲法改正問題等をとら

活発な取組みの中で悪質化する右翼
1時局問題や領土問題をとらえて活発な抗議活動を展開

今後も︑右翼は︑﹁反体制﹂︑﹁反権力﹂ の

して︑関係国や政府等に対する抗議活動を活

姿勢を一層強め︑内外の諸問題に敏感に反応

本部車両突入事件﹂ を︑九月には︑右翼団体

発に展開するものとみられ︑その過程で︑政

右翼は︑﹁反体制﹂︑﹁反権力﹂ の姿勢を強

構成員一人が︑﹁在日本朝鮮人総聯合会大分県

れん

め︑政治︑外交︑領土︑歴史等の諸問題をと

党要人︑政府機関︑外国公館︑報道機関等に

このほか︑領土問題︑全教︑日教組批判を

体の保有する街頭宣伝車にあっても︑条例に

制する条例が施行されたことに伴い︑右翼団

子状物質を排出するディーゼル車の運行を規

神奈川の一都三県において︑基準を上回る粒

なお︑一〇月一日から︑東京︑埼玉︑千葉︑

ものなど極めて悪質なものもみられました︒

ました︒中には︑病院周辺で街宣が行われた

〇社 ︵一四年〜約二六〇社︶ を対象に行われ

企業に対する糾弾街宣は︑一五年は︑約二二

2市民生活の平穏を害
する街頭宣伝活動

それがあります︒

対する ﹁テロ︑ゲリラ﹂事件を引き起こすお

本部攻撃事件﹂ を引き起こしました︒

ら

らえて︑関係国や政府等に対する活発な抗議
活動を行いました︒特に︑平成一五年は︑泣
致問題や核開発問題等の北朝鮮問題をとらえ
て︑北朝鮮及び外務省等政府機関に対する批
判を強めました︒また︑米国等によるイラク
に対する武力行使をとらえて︑米国に対する
批判︑支持・激励等それぞれの立場から活発

な活動を行いました︒
北朝鮮問題では︑延べ約二八九〇団体が約
七︑六八〇人︑街頭宣伝車約二八九〇台︵一四
年〜延べ約二七〇〇団体五︑八〇〇人二六〇
マン

〇台︶ を動員し︑拉致問題や北朝鮮貨客船方
ギョンポン

景峰九二号の入港問題等をとらえて︑北朝鮮
や政府等を批判しました︒
また︑八月には︑元右翼団体構成員一人が︑
小泉政権の北朝鮮政策等をとらえて︑﹁自民党

街頭宣伝活動を取り締まる警察官（8月、東京）
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ることとなりました︒右翼の中には︑街頭宣

適合しないものの運行については︑規制され
発生し︑右翼団体構成員等二人を逮捕しまし

月︑東京︶等二件の ﹁テロ︑ゲリラ﹂事件が

︻事例二︼

北朝鮮関連施設・政界要人等に対する ﹁建

国義勇軍事件﹂ では︑﹁刀剣友の会 ︵日本人

の会︶﹂会長ら一七人を検挙︵うち一五人を

た︒
また︑警察は︑右翼によるテロ等垂大事件

逮捕︶して事案の全容を解明するとともに︑け

伝車を使用しない活動方法を模索する動きが

を未然防圧するため︑けん銃等の銃器摘発に

ん銃等一〇丁を押収しました ︵一二月〜一六

みられる一方︑引き続き︑街頭宣伝車を使用
した街頭宣伝活動を展開するものもあるとみ

当たるとともに︑資金源犯罪の検挙を推進し

例違反等で三件五人を検挙するとともに︑そ

福岡︶︒

福井︑岐阜︑愛知︑大阪︑兵庫︑岡山︑広島︑

られ︑今後︑その動向が注目されます︒

右翼による違法行為の取締り

年二月︑警視庁︑北海道︑山形︑神奈川︑新潟︑

二

ました︒

3違法行為の悪質化

市民の平穏な生活に支障を与えるような悪

員は︑一五年中︑二六五五件二︑〇九九人で︑

の内容や形態をとらえ︑暴力行為等処罰二関

質な街頭宣伝活動に対しては︑暴騒音規制条

件数人員とも過去白壁口同を記録した一四年中の

スル法律違反等により︑九三件一五四人︵前年

右翼による違法行為の検挙件数及び検挙人

検挙件数及び人員︵二六九一件二︑二一七人︶

同比四二件五九人減︶ を検挙しました︒
ロ等垂大事件の未然防圧に努めるとともに︑

警察は︑今後とも各種法令を駆使して︑テ

と比較して︑検挙件数は︑三六件減で︑ほぼ
横ばい状況でしたが︑検挙人員は︑一一八人
減でやや減少しました︒

各種違法行為に対する取締りを推進していく
こととしています︒

これら検挙事件を罪種別にみると︑殺人︑
強盗等の凶悪犯や傷害等の粗暴犯の検挙が

︻小冊∵︼

神奈川︶︒

を実施し︑実効ある課税徴収に至った ︵六月︑

に︑不法収益三億円余について課税措置通報

の規制に関する法律違反等で逮捕するととも

ら︑一四年一一月︑同幹部ら三人を貸金業等

える高金利により貸金業を営んでいたことか

右翼団体幹部らが︑無登録で法定利息を超

三八五件五八二人であるほか︑覚せい剤等の
薬物犯罪の検挙も一一六件一一六人に上りま
した︒

4違法行為の徹底検挙
一 テロ等重大事件の未然防圧
一五年中は︑﹁自民党本部車両突入事件﹂︵八
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マンギョンボン

呉邦国中国全人代委員長来日に伴う警護

本警備に伴い︑警察庁では︑警護警備連絡

交通法違反で二人を検挙しました︒

を展開しました︒警察は︑この過程で︑道路

〇団体︑約一〇〇人︑約二五台で批判街宣等

同委員長来日に際して︑右翼は︑延べ約四

同月一〇日離日しました︒

し︑日中首脳会談等の日程を滞りなく終え︑

呉邦国中国全人代委員長は︑九月四日来日

警備

五

策を推進しました︒

所等関係機関との連携の下︑必要な警備諸対

このため︑新潟県警察では︑県・港湾事務

模な街宣活動等に取り組みました︒

一方︑右翼団体は︑新潟市内において大規

混乱が予想される中での警備となりました︒

行動︑歓迎行動が行われるなど︑入出港時の

同船入港をめぐつては︑埠頭において抗議

に新潟西港に入港し︑運航を再開しました︒

気運が高まる中︑八月二五日︑約七か月ぶり

北朝鮮貨客船方景峰九二号は︑入港阻止の

伴う警備

四 北朝鮮貨客船﹁万景峰九二号﹂ 入港に

厳しい情勢の中での警衛・警護・警備
同首相来日に際して︑右翼の一部団体や︑

〇日離日しました︒

第五回アジア冬季競技大会青森二〇〇三

過激派約三〇人が抗議行動等に取り組みまし

一第五回アジア冬季競技大会に伴う警備
は︑二月一日から八日間︑青森県内六市町の
た︒

ら

各会場において︑泣致問題で揺れる北朝鮮選

室を設置し︑関係警察においても警護連絡室

本警備に伴い︑警察庁では︑警護警備連絡

から選手︑役員が参加して熱戦を繰り広げま

等を設置して警護警備を実施しました︒

手団を始め︑大会史上最多の二九か国︑地域
した︒

本警備に伴い︑警察庁では︑警備連絡室を
慮武鉉韓国大統領来日に伴う警護警備

ノ・ムヒヨン

設置して警衛警護警備等を実施しました︒

二
盧武鉉韓国大統領は︑﹁国賓﹂ として六月
六日来日し︑日韓首脳会談等の日程を滞りな
く終え︑同月九日離日しました︒

同大統領来日に際して︑過激派は︑延べ約
七〇人が反対のビラ配布等に取り組んだほ
か︑右翼は︑延べ約五〇団体︑約一七〇人︑
約六〇台で︑批判街宣等を展開しました︒
本警備に伴い︑警察庁では︑警備対策室を
設置し︑警視庁においては最大時約九︑〇〇
ブレア英国首相来日に伴う警護警備

〇人体制で警護警備を実施しました︒
三

ブレア英国首相は︑七月一八日来日し︑日
英首脳会談等の日程を滞りなく終え︑同月二

廬武鉉韓国大統領来日に伴う警護警備（6月、東京）
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七 情勢に応じた的確な警衛・警護の実施
︶ 警衛

室を設置し︑関係警察においても総合警備本
部等を設置して警護警備を実施しました︒

天皇皇后両陛下は︑第五四回全国植樹祭︵五
大会 ︵一〇月︑島根県︶︑第五八回国民体育

六 ブッシュ米国大統領来日に伴う警護警備
し︑日米首脳会談等の日程を滞りなく終え︑

大会秋季大会 ︵一〇月︑静岡県︶ への御臨席

月︑千葉県︶︑第二三回全国豊かな海づくり

同月一八日離日しました︒

月︶︑北海道 ︵七月︶ 及び鹿児島県︵一一月︶

ブッシュ米国大統領は︑一〇月一七日来日

同大統領来日に際して︑過激派は︑延べ約
七〇〇人が反対の集会︑デモ等に取り組んだ

へ行幸啓になりました︒

を始め︑地方事情御視察等のため︑新潟県︵六

ほか︑右翼は︑延べ約三〇団体︑約九〇人︑

皇太子同妃両殿下は︑第五回アジア冬季競
技大会 ︵二月︑青森県︶ を始め︑各種の行事・

約二〇台で街宣活動等を展開しました︒
本警備に伴い︑警察庁では︑警備対策室を

海外へは︑各皇族方が計一〇回御訪問にな

式典への御臨席のため行啓になりました︒

〇人体制で警護警備を実施しました︒

りました︒

これに対し︑過激派等は︑御臨席される行
事・式典に反対する集会︑デモやビラ配布に
取り組みました︒

また︑右翼が︑ 政府︑自民党や関係国機関
民との間の親和に配意した警衛警備を実施

回衆議院議員総選挙が施行され︑国内要人の

は第一五回統一地方選挙︑一一月には第四三

等に対する活発な抗議活動を行う中︑四月に

し︑御身辺の安全確保と歓送迎者の雑踏事故

警察は︑こうした厳しい情勢の中︑爆発物︑

往来が活発に行われたほか︑多数の外国要人

小泉首相は︑米国等によるイラクに対する

銃器等に加えて生物化学テロへの対応を念頭

防止を図りました︒

武力行使に伴いテロの危険性が高まるという

に置いた警護警備諸対策を推進し︑国内外要

も来日しました︒

厳しい警護情勢の中︑米国等関係国を相次い

人の身辺の安全を確保しました︒

︵二︶ 警護

このような情勢の中で︑警察は︑皇室と国

天皇皇后両陛下の「奄美群島日本復帰50周年記念式典」御臨席に伴う警衛警備
（11月、鹿児島）

で訪問し︑首脳会談を行いました︒
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設置し︑警視庁においては最大時約九︑〇〇

ブッシュ米国大統領来日に伴う警護警備（10月、東京）（共同）

平成一五年中の台風︑大雨︑強風︑高潮︑

導︑救出救助︑交通規制等の災害警備活動を

を設置し︑関連情報の収集︑被災者の避難誘

帖痕苫屋繁翆岩蘆癩

地震︑津波による被害は︑死者五〇人︑行方
実施しました︒

活動

2風水害

一梅雨前線豪雨

中心とした局地的な豪雨により︑一一県で死

七月一九日から二〇日にかけて九州地方を

生し︑行方不明者二人︑負傷者八四三人︑住

者二三人︑負傷者二三人︑住家全半壊六四戸︑

察では︑それぞれ災害警備本部等を設置し︑

係一一県警察では︑それぞれ災害警備本部等

警察庁︑中国・九州の各管区警察局及び関

流失二戸等の被害に見舞われました︒

関連情報の収集︑被災者の避難誘導︑救出救

を実施しました︒

出救助︑行方不明者の捜索等の災害警備活動

し︑関連情報の収集︑被災者の避難誘導︑救

県警察では︑それぞれ災害警備本部等を設置

警察庁︑全管区警察局及び関係四五都道府

住家全半壊五五戸等の被害に見舞われました︒

死者一七人︑行方不明者二人︑負傷者九四人︑

た台風第一〇号により︑全国三九都道府県で

八月八日から一〇日にかけて本邦に上陸し

二 台風第一〇号

備活動を実施しました︒

導︑救出救助︑行方不明者の捜索等の災害警

を設置し︑関連情報の収集︑被災者の避難誘
備活動を実施しました︒

助︑行方不明者の捜索︑交通規制等の災害警

警察庁︑東北管区警察局及び関係七道県警

家全半壊一三九戸等の被害に見舞われました︒

九月二六日︑十勝沖を震源とする地震が発

不明者四人︑負傷者二九四八人︑住家全半

宮城県北部を震源とする地震

係一五県警察では︑それぞれ災害警備本部等

警察庁︑東北・関東の各管区警察局及び関

〇一六戸等の被害に見舞われました︒

が発生し︑負傷者六七七人︑住家全半壊五︑

七月二六日︑宮城県北部を震源とする地震

二

を実施しました︒

誘導︑救出救助︑交通規制等の災害警備活動

等を設置し︑関連情報の収集︑被災者の避難

係二道県警察では︑それぞれ災害警備本部

警察庁︑東北・関東の各管区警察局及び関

の被害に見舞われました︒

発生し︑負傷者一六九人︑住家全半壊九戸等

五月二六日︑宮城県沖を震源とする地震が

一宮城県沖を震源とする地震

1 震災

下浸水一万二︑九一四戸等でした︒

三 平成一五年 ︵二〇〇三年︶ 十勝沖地震

熈
発

壊五︑四一六戸︑床上浸水六︑〇一七戸︑床

災
害
豪雨災害における熊本県、福岡県広域緊急援助隊の活動状
況（7月、熊本）

習
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太平洋諸島フォーラム首脳会議︶ に伴う警護

機動隊の活動概要
一主要治安警備活動

行為の未然防止のため︑各種警戒活動に従事

警備において︑右翼及び過激派等による違法

う米国関連施設︑政府関連施設︑原子力関連
しました︒

米国等によるイラクに対する武力行使に伴
施設等の重要施設の警戒を始め︑全教・日教
四

多角的活動

組の ﹁教育研究全国集会﹂開催に伴う右翼車

︶ ﹁初日の出暴走﹂ 対策

マンギョン

両規制・暴騒音取締り︑北朝鮮貨客船方景

大晦日から正月にかけての暴走族による

ポン

峰九二号入港に伴う各種警戒警備︑成田空港

﹁初日の出暴走﹂ に対処するため︑機動隊︑
山梨県下における﹁初日の出暴走﹂対策には︑

の ﹁空港反対全国総決起集会﹂等に伴う過激
策︑情報収集衛星打ち上げに伴う警戒警備等

関東管区機動隊を特別派遣して暴走族の封圧

管区機動隊を全国的に運用しました︒特に︑

の治安警備活動に従事しました︒

対策に当たりました︒

派による ﹁テロ︑ゲリラ﹂及び集会・デモ対

二 主要警衛警備活動

美群島日本復帰五〇周年記念式典 ︵鹿児島

五八回国民体育大会秋季大会 ︵静岡県︶﹂︑﹁奄

回全国豊かな海づくり大会 ︵島根県︶﹂︑﹁第

による交通指導取締り﹂を行う部隊を編成し

輪︶ によるよう撃捜査︑遊撃警戒﹂︑﹁白バイ

警視庁では︑機動隊内に ﹁車両︵四輪・二

事例

華街・ターミナル地区等に派遣して︑少年補

︵二︶ 全国警察における機動隊の多角的活動

県︶﹂等に伴う警衛警備において︑沿道警戒︑

て犯罪や交通事故多発地域に派遣し︑ひった

﹁第五四回全国植樹祭 ︵千葉県︶﹂︑﹁第二三

行幸啓先・お泊まり所警戒等に従事しました︒

導︑不法外国人の摘発︑暴力団対策︑街頭犯

主要警護警備活動

くり等各種犯罪の予防検挙活動及び重大交通

三

成果を収めているところです︒

通違反の取締り活動等を行っており︑相当の

罪の抑止・検挙活動のほか︑暴走族や悪質交
も︑機動隊を犯罪や交通事故の多発地域︑繁

また︑大阪府警察を始め全国警察において

事故防止対策に当たっています︒

ノ・ムヒョン

外国要人の来日 ︵盧武鉉韓国大統領︑ブレ
ア英国首相︑呉邦国中国全人代委員長︑ブッ
シュ米国大統領︶及び国際会議︵第三回日本・

33

デモ警備に従事する機動隊

［焦点］警察庁（平成16年 通巻268号）

