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美留町 奈穂（秩序） 

ECHELON INTERCEPTION SYSTEM 
世界規模通信傍受網エシュロン 

1） 研究の目的 
2） 欧州議会 European Parliament による報告書 

Temporary Committee on the ECHELON Interception System 、G･シュミット 
ⅰ）Draft Report（報告書草案）･･･2001/5/18  

  ⅱ）Final Report（最終報告書）･･･2001/7/11  
  ⅲ）相違点･･･最終報告書：衛星通信テクノロージーの説明補強、エシュロンの対策を

より徹底 
3） 報告書から分かる ECHELON の特徴 

ⅰ）ECHELON の定義＝1948 年に秘密裏に結ばれた UKUSA 協定に基づく通信傍受シ

ステム 
ⅱ）準全体監視の能力･･･パラボラアンテナを持つ基地とスパイ衛生は世界中の音声通

話､ファックス､電子メール､インターネット情報を傍受可能 
ⅲ）複数国家の協力による世界的規模システム･･･UKUSA 協定（アメリカ､イギリス､

カナダ、オーストラリア､ニュージーランド）によって､世界のほとんどの地域に

ECHELON の手が及ぶ 
4） ECHELON の目的 

建前＝組織犯罪､麻薬取引の摘発 実際＝企業スパイ 
5） ECHELON の歴史 

ⅰ）戦時中･･･1940 年 8 月、アメリカからイギリスに SIGINT（signal intelligence）
での協力を求める 
1945 年 9 月、トルーマンが平和時での SIGINT の協力を実現する草案に極秘署名 
⇒戦争中は戦略として敵の暗号を解読するのが主眼 

  ⅱ）戦後から現在 
① 冷戦中･･･東側の情報を傍受 
② 冷戦終結後･･･民間の情報傍受 

6） そもそも ECHELON は存在するのか？ 
ⅰ）UKUSA 協定を結んでいる国からの公式発表ない；証拠の欠落 
ⅱ）「神もエシュロンも信じるが､どちらも見たことがない」1 
ⅲ）EU の調査に基づく検証⇒科学的な方法 
① 

                                                

フィールドワーク･･･アメリカ NSA（米国家安全保障局）への聞き込み 
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② 

③ 

出版物､インターネット情報･･･元関係者･ジャーナリストによるもの 
関係者とのインタビュー･･･元情報部員が証言 

  ⅳ）ECHELON は存在する 
7） どのような情報媒体を傍受するのか？ 

ⅰ）ケーブル（インターネット）･･･非常に限られた量のみ傍受が可能 
  ⅱ）ラジオ通信･･･非常に限られた量のみ傍受が可能→表１ 
  ⅲ）飛行機、船舶･･･軍事目的使用されるのみ 
  ⅳ）スパイサテライト、静止衛星･･･軍事目的使用されるのみ、もしくは物理的に傍受

が困難 
  ⅴ）テレコミュニケーションを目的とした衛星･･･民間通信衛星から“覆面アンテナ”

を利用して傍受 
    通信衛星のメリット→表 2 
    民間通信衛の例→表 3 
    衛星からの傍受方法→図 1 
8） 衛星の開発と基地の関係 

ⅰ）第一次世代→表 4、図 2 
ⅱ）第二次世代→表 4、図 2 
ⅲ）明らかに通信衛星からの情報を傍受している基地、疑わしい基地→表 5、図 3 
ⅳ）「民間衛星通信の受信に必要な大型パラボラアンテナが、なぜか世界各地の米（系）

軍事基地にある」2 
9） 傍受のための条件＝ECHELON 仲間国の協力 

ⅰ）基地/アンテナの立地条件 
  基地＝アメリカ、イギリスの軍事基地 
  アンテナ＝直径 18 メートル以上、覆うためのドーム 
ⅱ）人材の交換 
  例：英中部のメンウィスヒル基地で駐留する軍人 420 人のうち 415 人がアメリカ

人、一般職は 70%アメリカ人、幹部は NSA（米国家安全保障局）から派遣される 
10） ECHELON の限界 

ⅰ）費用と施設･･･軍事施設の利用、施設管理のための費用 
ⅱ）情報処理の効率⇒vacuum cleaner principle、アナリストの数 

  ⅲ）協力関係が不可欠 
  ⅳ）人権との衝突 

プライバシー権の侵害、法の管轄が違うので処罰ができない 
11） ECHELON の対策 
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ⅰ）一般国民に対する対策･･･法案強化 
ⅱ）企業に対する対策･･･企業の保護に注目した法案作り、法案危険/リスクの意識を高

める 
ⅲ）共通･･･文章を暗号化するソフトの開発、大切な情報には安全性を確保するような

措置をとることの習慣付け 
12） ECHELON の国際政治上の影響 

ⅰ）新しい形の協力･･･定期的な未編集/未整理情報(raw material)の交換 
  将来での適応可能性、信頼関係の重要性 
ⅱ）国家と NGO･･･エシュロン仲間国内の NGO の活動、NGO を交えた国際フォーラ

ムによる情報乱用の危機意識を高める 
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コラム 
～ECHELON とマスメデイア～ 

ECHELON は“傍受”をするシステムだけあってスパイ活動、陰謀などのイメージと結び

つきやすい。そのせいか、一部のマスメディアでは ECHELON を「スパイプロジェクト」、

「森羅万象に絡んでいるもっとも恐ろしい傍受網」などと報道し強烈な印象を受け手に与

えている。しかし、EU の報告書にあったように、このシステムはあくまでも衛星通信の傍

受に偏っていて、ケーブルやマイクロウェーブの傍受は困難である。よって、すべての全

情報を傍受するのは不可能であり、また現在のような情報社会では膨大な量の情報がある

ので傍受しても分析、整理に限界がある。 
 

～ECHELON についてのアメリカの姿勢～ 
EU の調査団がアメリカに渡っとき、NSA、CIA、FBI の幹部との面会を断られた。また、

省の担当者レベルでの面会は事前に了承を得ていたのにもかかわらず最終的に拒まれたケ

ースもあった。このようなアメリカの行動に国内からの反発が出ている。その中にはこの

ような反発がある。「米国は彼ら（EU 調査団）を鼻であしらって、要するにこう言ったの

だ―『勝手に自分のやるべきことをやったら言い。われわれは気にしない』―これは米国

にとって健全な態度他とは思えない」 
 

～ECHELON の奇妙なキーワード～ 
ECHELON のシステムは「掃除機の原理」で、傍受した情報を“吸い込んだ”あと、コン

ピュータに入力されたキーワードに基づいてその情報をふるいにかけていると言われてい

る。麻薬の名前、テロ活動に関するような単語の中にも奇妙なものがいくつか存在する。

例えば･･･ 
Artichoke(野菜のアーティチョーク)Bugs Bunny(あの漫画キャラクターバッグズバニー) 
Elvis(エルビスプレスリー？？) Nerd (俗語でガリ勉) 
もっと詳しく知りたい方の以下のアドレスへ。 
http://www.internetclub.ne.jp/TECH/Ztoday/2000/000608.html 
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