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要 旨
• 核兵器をめぐる国際情勢は、核廃絶をめぐり、光と影が同居する、いわば「第
三の核時代」ともいえる新たな時代に入った。

• 核兵器の脅威は増している。核抑止論が復活し、核戦争のリスクは戦後最大と
もいわれる。さらに先端技術が核戦略の安定性に深刻な影響を与える可能性
がある。ウクライナ侵攻は核兵器の価値を再び見直しさせた恐れがある。その
結果、核抑止依存のリスクも高まっている。

• 一方で、核兵器禁止条約（TPNW)の締約国会議の成功にみるように、さらに核
兵器廃絶への流れを加速させる可能性もある。

• 核不拡散条約（NPT）発効５０年を迎え、その成果と意義、限界について冷静な
評価が必要だ。しかし、核保有国間、核兵器国と非核保有国の対立は深まる
一方。NPT再検討会議で合意は達成できるか不明。

• 北東アジアにおいても核の脅威は増している。核抑止依存のリスクを再検討し、
朝鮮半島の非核化、最終的には「北東アジア非核兵器地帯」を目指した外交努
力を続けるべきだ。

• 日本は、核抑止と核兵器廃絶という「核のジレンマ」を乗り越えるための政策イ
ニシャティブをとる必要がある。北東アジア非核化、プルトニウム削減などの政
策を通じて、核抑止依存脱却を目指すべきだ。
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第三の核時代
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第3の核時代：核の脅威の推移

•第1の時代（1945～1989）
•冷戦の時代、米・ソ連の「恐怖の均衡」
• 5大核兵器国の定着

•第2の時代（1990～2009)
•ポスト冷戦：核軍縮の進展、核抑止論の衰退
•新核兵器国（インド、パキスタン、北朝鮮）の登場
•核テロリズムのリスク

•第3の時代（2010～）核戦争リスクと人道的軍縮
•安全保障環境の悪化と冷戦思考（核抑止論）の復活
•核兵器禁止条約発効と人道的軍縮
•パンデミック、先進技術の影響
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「第3の核時代」の特徴：光と影

光の部分

1. 人道主義の新たなうねり

2. 核兵器禁止条約による安全
保障観の変化：国家安全保
障から人間安全保障へ

3. パンデミックによる安全保障
観の変化

4. パンデミックによる国際協調
志向

5. 市民社会の影響力増加

影の部分

1. 核大国（特に米・ロシア・中
国）の核軍拡、近代化計画

2. 新興核保有国の核軍拡（イ
ンド、パキスタン、北朝鮮）

3. 地域（中東、南アジア、特に
北東アジア）の緊張

4. 先端技術のリスク

5. 核軍縮体制の限界
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「第三の核時代：破滅リスクからの脱却」
(RECNA叢書６）2021年3月19日Kindle出版（無料）

•本書では、三番目の被爆地が出るのを防
ぐ方策を考えることが、核兵器廃絶への
漸近には不可欠な作業だとの思いから、
核兵器使用のリスクを引き下げていく戦
略を多角的に検討した。

•核抑止依存という極めてリスクの大きい
安全保障政策に寄りかかり続けることは、
人類が作り出した未曾有のリスクを自ら
解決する方向と逆行し続けることを意味
する。

•核抑止依存症とも言うべき核保有・武装
国、核の傘国の政策ベクトルを何とか逆
転させる必要があるとの問題意識に背中
を押されながら、本書の出版にこぎつけた。

ー吉田文彦「おわりに」
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核の脅威について
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終末まであと100秒（2022/1）
：2020年から最悪の状況 （1953年以来）

• 1947 7分

• 1953 2分

• 1963 12分

• 1984 3分

• 1991 17分

• 2010 6分

•一昨年（2020年）１９５３年以来初めて100秒

•米国がロシアとの中距離核戦力（INF)全廃条
約の破棄、イランとの核合意（JCPOA)からも
脱退を通告。回復の見通し立たず。

•中国の核軍拡、英国は上限を撤廃。

•北朝鮮の核問題は対話も途絶えて核・ミサイ
ル開発が継続。

•核兵器国の近代化計画が促進。

•核抑止依存度が高まっている。

• さらに気候変動や先進技術（サイバー、ＡＩ
等）による新たなリスクも増加している。
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世界の核弾頭：冷戦ピーク時よりは削減
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旧ソ連・ロシア

米国

その他の核保有国

全世界

世界の核弾頭数推移 1945-2020

https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
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新型核兵器：核の戦略安定性への疑問
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ロシアの核戦略：核兵器使用の条件

• 2020年6月にロシアが新たな核戦略を発表。その中で、ロシアが核
兵器を使用する条件を2つ挙げている。
• ①「敵国の核兵器並びに他の大量破壊兵器の使用に対し、ロシアは核兵器
で対応する権利を有する」

• ②「その際、ロシア連邦の存在自体が危ぶまれるような脅威に対しては、通
常兵器による攻撃であっても核兵器で対応する」

• 「エスカレーション抑止（escalate to de-escalate)」戦略を採用（戦争拡大を抑
止するために核兵器を使用）

• そのための小型（低出力）戦術核兵器を開発

• 2月24日、プーチン大統領の発言：「我が国益への脅威だけではなく、
国家そのものの存在に対する脅威である」

- David Holloway, “Read the fine print: Russia’s nuclear weapon use policy”, Bulletin of 
Atomic Scientists, March 10, 2022. https://thebulletin.org/2022/03/read-the-fine-print-
russias-nuclear-weapon-use-policy/
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米国バイデン政権の核態勢見直し（2022）：
先制不使用（唯一の目的）政策は見送り

•オバマ政権（2009）：核兵器の役割低減を明記したが、「先制
不使用」「唯一の目的（核兵器の役割は核兵器使用抑止、あ
るいは核兵器への攻撃に対してのみ使用）」政策の採用は、
同盟国の反対もあって導入せず。

• トランプ政権（2018）：オバマ政権から逆行、核兵器の役割を
拡大。通常兵器やテロに対しても核兵器の使用可能性を明記。
小型で「使いやすい」核兵器の開発を推進。

•バイデン政権（2022）：オバマ政権の核政策を継承。大統領選
では、「唯一の目的」政策の導入を明言したが、今回も同盟国
の反対により導入を諦めた。
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INF（中距離核戦力）全廃条約破棄に関する
RECNA見解（2019/02/04)
http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/eyes/no16

• INF全廃条約とは：
• 米ソの核・通常弾頭搭載の中距離（射程500 ㎞～5,500㎞）弾道ミサイル及び巡
航ミサイルの全廃を定め、現地査察を含む詳細な検証義務を定めた条約。

• 廃棄の対象は地上発射型のミサイルのみであり、空中及び海洋から発射され
るものは含まれない。1987年12月にレーガン米大統領とゴルバチョフ・ソ連書
記長の間で調印され、翌88年6月に発効した。

• RECNAとして米ロを強く批判するとともに、日本政府に対してもINF配備
の拒否と北東アジアの核軍縮ビジョンを示すことを求める。

1. 核戦争のリスクを高め、国際法上も違反
• 「使いやすい核」への回帰が顕著な点では米ロとも共通しており、条約の破棄
は解決にはつながらない。世界の核の約92％を保有する米ロが「核戦争の勝
者」をめざすような政策へ同時回帰するのは、世紀の愚行

2. 日本はINF配備拒否を：北東アジアの核軍縮ビジョンを示せ
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核兵器システムの脆弱性：
「核は暴走する～アメリカ核開発と安全性をめぐる闘い（上）（下）」（エ
リック・シュローサ―、布施由紀子訳、2018）

（書評）

• タイタンＩＩの事故の展開を遮るように
描かれるのが、マンハッタン計画か
ら現在に至るまで、核兵器の安全性
がいかにないがしろにされてきたか、
の事例の連続である

•本書の中で紹介されている、スコッ
ト・セーガン教授の著書「安全の限
界（The Limits of Safety）」の結論、壊
滅的な核兵器の事故が起きていな
いのは「設計がすぐれているからで
はなく、幸運に恵まれたからだ」

•核抑止の理論の根拠となる核兵器
の「指揮と制御」システムの信頼性
にも疑問をなげかける。

ー鈴木達治郎、公明新聞、2018年9月3日。
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サイバー兵器と核抑止（NTI, 2018）

• 「通常兵器とは異なり、サイバー攻
撃に特有の不確実性が、核抑止や
戦略的安定性の信頼性を根本から
崩す可能性がありうる・・・

•核兵器を意図通りに使える能力に
対する信頼、また敵国が核兵器を
使用できかつ意図通りに攻撃でき
る能力を持つことへの信頼、が核抑
止にとって不可欠な要素である。そ
の要素が欠如した場合、戦略的安
定性や核抑止に深刻な影響が考え
られる。」

Page Stoutland, Samantha Pitts-Kiefer “Nuclear Weapons in The New Cyber Age”, 
Report of the Cyber-Nuclear Weapons Study Group, Nuclear Threat Initiative (NTI), 
September 2018. https://media.nti.org/documents/Cyber_report_finalsmall.pdf
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AIが戦略安定性と核リスクに及ぼす影響
（SIPRI, 2019, 2020)

• 殺人兵器といったリスクより、AI技術の「限界」
を正しく知ることが重要。

• 未成熟なAI技術を核兵器システムに導入する
ことは、深刻な影響をもたらす可能性があ
る。 ーVolume 1 （May 2019）

• 誤算に基づく戦争を避けるためにも、AI導入
兵器に関する情報共有や共通理解の向上が
不可欠。ー Volume 2 (October 2019)

• 国家や国際組織は、AIがもたらす戦略的影響
について、現実的、具体的な対応について段
階的にでも、また同時並行的にでも、措置をと
るべきだ。ーVolume 3（2020）
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ロシアのウクライナ侵攻と核リスク
- RECNAの目（見解） （2022/02/25)

RECNAはこの軍事侵攻を強く批判するとともに、核軍縮・不拡散体制への深
刻な打撃や高まる核リスクについて強い懸念を表する。

1. 核兵器が使用されるリスク
• 軍事対立が拡大すれば、核兵器が使用されるリスクが高まりかねない。このような
核の恫喝は、国際的な秩序や安定を根本から覆す危険性を孕んでいる。

2. ウクライナ内の原子力施設での事故リスク
• ウクライナには、4つのサイトに15基の原子力発電所が稼働中とされ、総発電量の

50％以上を原発が占める。

• 戦争時においては原発の安全性が確保できない状況が起きる可能性がある

3. 核軍縮・不拡散体制を侵食するリスク
• 1994年、ウクライナが全ての核兵器を返還する条件として、ウクライナの安全を保
証することを求め、米英ロシアが合意してブタペスト覚書(1994)に繋がった。それが
裏切られたことが、核兵器取得の動機を高める恐れ。

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/topics/29942?doing_wp_cron=1646208073.0992119312286376953125
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ブタペスト覚書（1994）:
消極的安全保証を条件にNPT加入

• ブタペスト覚書（1994)
• 旧ソ連の崩壊により、ウクライナ、カザフ
スタン、ベラルーシに存在していた核兵
器（ウクライナには核弾頭が4000基ほど
あった）

• 3か国はNPTに参加することを決定したこ
とを受けて、米、英、ロシアが3か国の安
全を保証。

（１）独立と主権、国境の尊重
（２）脅威や武力行使を控える
（３）経済圧力を控える

（４）侵略された場合や、核兵器で威嚇さ
れた場合、支援を差し伸べるため国連安
全保障理事会に行動を依頼する
（５）核兵器の使用を控える

• ロシアは明らかに覚書違反、しかし米
英が軍事行動を起こす義務はない
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被爆者の８割超、核兵器使用の可能性「高まった」
…ウクライナ侵略で広がる不安と失望
(読売新聞、2022/08/01) https://www.yomiuri.co.jp/national/20220731-
OYT1T50042/

• 広島、長崎の原爆投下から７７年になるのを前に、読売新聞社が
広島大学平和センターと共同で実施した被爆者アンケートで、ロシ
アによるウクライナ侵略後、世界で核兵器が使用される可能性につ
いて、８割強が「高まった」と感じていることがわかった。核兵器廃絶
の可能性についても悲観的な意見が半数近くを占めた。ロシアの侵
略が被爆者に不安や失望を広げている。

•核廃絶の可能性については計４６人が「低い」「ない」と答え、昨年
の計３７人より増加。「実現する」は５３人で、昨年の６２人より減った。

• 若者の意識を調べるため、全国８大学の１年生約１２００人を対象
にインターネット調査も実施した。

• 将来的に核兵器が「使われる」「使われる可能性が高い」と考えて
いる学生は計約７５％に上った。核廃絶の可能性について「ない」
「低い」との回答は計約７０％で、「被爆者が生きている間に実現す
る」と答えたのは４％にとどまった
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最新世論調査：戦争への危機感高まる：
（長崎新聞、22/08/01)(日本世論調査会）

• 日本が戦争する可能性 48％
• 他国の戦争に巻き込まれる 50％
• 他国から侵攻を受ける 42％
• 最も可能性が高い相手国 中国 38％

• 10年以内に核兵器が戦争で使われる可能性がある
59％

• 「核共有」の議論を進めるべき 20％

進めるべきでない 56％

• 「専守防衛」を守るべき 60％

• 「敵基地攻撃能力」を持つべき 賛成 36％
反対 33％

• 核禁条約参加支持 61％（21年、71％）

• 非核三原則維持 72％

• 戦争回避に最も重要な手段
• 平和に向けての外交 32％
• 日本国憲法の遵守 24％
• 軍備の大幅増強 15％
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核兵器禁止条約の評価、成果と
提言
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核兵器禁止条約
（Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)とは？

• 「非人道兵器」として核兵器及びその他の核爆発装置の開発、実験、
生産、製造、取得、占有、貯蔵、配備、威嚇、及び上記活動の援助、奨
励、勧誘を禁止した初めての条約 (第1条第1項）。

•他の大量破壊兵器である化学兵器、生物兵器はすでに禁止条約が存
在。核兵器だけ禁止条約がなかった。

•核不拡散条約（NPT)では、第6条で「（核兵器廃絶に向けて）誠実な核
軍縮交渉」を義務付けているが、5大国（米・ロシア・英・仏・中国）の核
兵器保有、使用、威嚇などは禁止していない。

•発効には50か国の批准が必要。2021年1月22日発効。2022年8
月1日現在、86か国署名、66か国批准。
https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status
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核兵器禁止条約発効をうけて
（RECNA見解2021/1/22）

•発効は、「ノーモア・ヒロシマ」「長崎を最後の被爆地に」という被爆者と
被爆地の想いと行動に多くの国や人々が共鳴した成果

•力による脅し合いという旧態依然の安全保障から新たな潮流。

•国際協調と信頼に基づく「すべての人類の安全保障」（条約前文）へと
向かう。環境破壊、パンデミックというグローバルリスクに対し、核兵器
は安定や安心をもたらすどころか、破滅リスクを増幅する存在でしかな
い現実が浮き彫りになった。

• この転換期において、日本政府の果たせる役割は大きい。ことは、他
の「核の傘」国を動かす好材料となろう。TPNW参加の是非について日
本が真摯な議論を開始するべき。

• すぐに署名・批准に向かえなくとも、来る締約国会合にオブザーバー参
加を表明し、実質議論に関与する筋道を早急につけるべきだ。検証体
制の確立や被害者援助の制度作りといった重要議題において、日本
の貢献は極めて大きなものとなる。

• 「核軍縮プロセスの民主化」をさらに進める新たなアプローチが必要。
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RECNA ポリシーペーパー（2021年1月）
「核兵器禁止条約発効：新たな核軍縮を目指して」

•第1章 核兵器禁止条約：第1回締約国会合に
向けた課題（中村桂子）

•第2章 核兵器禁止条約における被害者救済
の意義と展望（広瀬訓）

•第3章 米バイデン政権の核政策（西田 充）

•第4章 核兵器禁止条約と核不拡散条約（黒
澤 満）

•第5章 パンデミックと核軍縮（鈴木 達治郎）

•第6章 被爆地の新たな役割：「人類の安全保
障」のためのネットワークのハブに

https://nagasaki-
u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=26265&file_id=17&
file_no=1
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この条約で核兵器はなくなるのか

•すぐにはなくならない。
•核兵器保有国、また核の傘に依存している同盟国
（NATOや日本、韓国、オーストラリア等）が参加を拒
否している。

•条約に参加しなければ、条約には拘束されない。

•現在批准している国は、発展途上国が多く核抑止に
依存していない。
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核保有国が参加しなくても意味があるか：意味がある。核兵
器に「悪の烙印」を押すことで、新たな国際規範ができる。

•国際的な圧力が高まり、現実に使
用することが困難となる。
• 例：対人地雷禁止条約（オタワ条約）、
クラスター爆弾禁止条約（オスロ条
約）

•日本の地方自治体の議決：2022年
7月1日現在、日本の639の自治体
が採決。日本全体の36％。
（ https://www.antiatom.org/Gpress/?p=16738）

•全米市長会議、核禁条約への歓迎
を決議（朝日新聞、2021/10/6)
• 人口3万人以上の1400を超える都市
で構成する全米市長会議が、米政府
に対し、核禁条約を歓迎し、核廃絶に
向けた即時行動を求める決議を全会
一致で採択。
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• Don’t Bank on the Bomb（金融
市場で核兵器関連企業への投
資抑制キャンペーン）
• 三菱UFJグループは2020年、九州
ファイナンシャルグループ、りそな
グループは2019年に核兵器関連
への融資を抑制する方針を発表
している。

• 2021年には世界で１０１の金融機
関が核兵器関連企業を排除。

https://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2022/01/RejectingRisk-

Executive-Summary.pdf

https://www.antiatom.org/Gpress/?p=16738
https://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2022/01/RejectingRisk-Executive-Summary.pdf


この条約に反対する意見は？

•核兵器国が参加していないので実効性がない
→国際規範が使用を困難に、説明責任も生まれる

•核兵器国と非核兵器国の対立を生んでいる
→対立の根源は核兵器国が軍縮に消極的であること

•NPTの基盤を揺るがしかねない
→ TPNWとNPTは補完的役割を果たしうる

•参加国は核兵器の脅威にさらされていない。核の脅威
にさらされている国にとってはリスクが高まる

→核抑止に依存している方がリスクが高い。
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第1回TPNW締約国会議（2022/06/21~23)：
「核兵器のない世界へのコミットメントに関する宣言」（ウィーン宣言）（１）

• 4. We stress that any use or threat of use of nuclear weapons is a violation of 
international law, including the Charter of the United Nations. We condemn 
unequivocally any and all nuclear threats, whether they be explicit or 
implicit and irrespective of the circumstances.

• 明示的であれ、暗示的であれ、状況の如何にかかわらず、核兵器の使用、威嚇
は、国連憲章、国際法に違反することを主張し、かつ全面的に非難する。

• 5. This highlights now more than ever the fallacy of nuclear deterrence 
doctrines, which are based and rely on the threat of the actual use of 
nuclear weapons and, hence, the risks of the destruction of countless lives, 
of societies, of nations, and of inflicting global catastrophic consequences.
We thus insist that, pending the total elimination of nuclear weapons, all 
nuclear-armed states never use or threaten to use these weapons under any 
circumstances.

• （核兵器使用のリスクは世界の破滅につながるという事実は）核兵器の使用に
依存する核抑止論の欠点を明らかにしている。我々は核兵器が廃絶されるまで
の間、すべての核保有国がどのような状況にあっても核兵器の使用、威嚇を絶
対にしないようよう主張する。

31
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第1回TPNW締約国会議（2022/06/21~23)：
「核兵器のない世界へのコミットメントに関する宣言」（ウィーン宣言）（２）

• 8. In these circumstances, the Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons is needed more than ever. We will move forward with its 
implementation, with the aim of further stigmatizing and de-legitimizing 
nuclear weapons and steadily building a robust global peremptory norm 
against them.
• このような状況の下、核兵器禁止条約はこれまでにも増して必要である。

• 核兵器に「悪の烙印」を押し、非合法化をさらに進めることを目標に、核兵器に
対して、堅牢で有無を言わせぬグローバルな規範を着実に構築していく

• 15. We have no illusions about the challenges and obstacles that lie 
before us in realizing the aims of this Treaty. In the face of the 
catastrophic risks posed by nuclear weapons and in the interest of the 
very survival of humanity… We will not rest until the last state has 
joined the Treaty, the last warhead has been dismantled and destroyed 
and nuclear weapons have been totally eliminated from the Earth.
• 条約の目的を達成するには多くの困難や課題があることを十分に認識しており、
核兵器がもたらす破滅的リスクに直面していることを考えれば、最後の核兵器
がなくなるまで、私たちは休みなく前進を続ける。
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動き出した核兵器禁止条約第1回締約国会議：
「ウィーン行動計画」（１）
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/06/TPNW.MSP_.2022.CRP_.7-Draft-Action-Plan-
new.pdf

1. TPNWの普遍化（12条）（行動計画1～14）
•批准していない国へのアプローチ（３）
• 60日以内に各国の「コンタクトポイント（窓口）」担当を指名（６）
•国連が出す声明においてTPNWの重要性を強調、総会でさらな
る支持を確保（８，９）

• ICANを含めあらゆる関係団体と連携（１３）

2. 核廃絶のプロセス（4条）（15～18）
•核保有国が条約に参加してから10年以内に核兵器を破棄、核
兵器を配備している国は参加してから90日で除去

•核軍縮の検証を行う組織については議論を継続
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動き出した核兵器禁止条約第1回締約国会議：
「ウィーン行動計画」（２）
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/06/TPNW.MSP_.2022.CRP_.7-Draft-
Action-Plan-new.pdf

3．被害者援助と環境修復（第6条、7条）（１９－３２）
• ３か月以内に政府の担当窓口を決め、国内法を整備（２１，２２）

• アクセス権、包摂性、被差別の原則を明確にし、報告様式を検討する（２５，
２８）

• 被害国はその影響について第２回締約国会議までに調査を開始（３０）

• 被害国への支援、核実験で汚染された環境修復への支援のための計画を
立てる（３１）

• その他影響を受けた国に対しても技術・財政的支援を行う（３２）

４．市民社会と被害者コミュニティの参加（３９－４２）

５．ジェンダーと軍縮に関する前向きな取り組み（４７－５０）

６．条約を実行するための横断的組織（４３－４５）
• 非公式なワーキンググループを設置

• 普遍化（南アフリカとマレーシア）
• 被害者援助と環境回復、国際協力（カザフスタン、キリバス）
• 第４条、核軍縮検証組織（メキシコ、ニュージーランド）
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動き出した核兵器禁止条約第1回締約国会議：
「ウィーン行動計画」（３）
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/06/TPNW.MSP_.2022.CRP_.7-Draft-
Action-Plan-new.pdf

７．科学的助言の制度化（３３－３４）
• 核兵器の開発、核兵器のリスク、人道的影響、核軍縮などの課題について
メンバー国に助言をする科学アドバイザリーグループを設置

• 科学技術的専門性、ジェンダーバランス、地域分布などを考慮して、最大１
５名のメンバーを選出する。

８．TPNWと他の軍縮・不拡散体制との関係（３５－３８）
• TPNWとNPTの関係を調整、連携を進める非公式なコーディネーターを任命
する（３６）（アイルランド、タイを指名）

• IAEA, CTBTOなど、軍縮にかかわる他の国際機関と協力する（３７）
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核兵器禁止条約第１回締約国会議を終えて
（RECNA見解：2022/06/24)
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/topics/40987

1. 「ウィーン宣言」：現実の「核の脅威」とTPNWの意義
• 核兵器の使用や威嚇は国際の平和と安全保障にとってリスクを高めるだけ
であり、核抑止の欠陥を示すものと明確に指摘

• このような危機的状況下にある今こそ、核兵器を「非正当化」し、「悪の烙
印」を押すTPNWの意義はますます高まった

2. 「ウィーン行動計画」：TPNWを動かす第一歩
• 特に重要な項目として、（1）普遍化（第12条）：締約国数と規範の拡大、（２）
核兵器廃棄プロセス（第4条）、（３）被害者援助と環境修復（第6条、7条）、
（４）科学的助言の制度化、（５）TPNWと他の軍縮・不拡散体制との関係、が
まとめられた。

3. 「核保有国」「核の傘」国の責任と行動
• 「核の傘」にありながら参加した国の存在は、TPNWの今後を占う上で一つ
の指標になりうる可能性を示した。

36

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/topics/40987


日本はなぜ署名・批准しない？

•核兵器廃絶の目標は共有するが、アプローチ
が異なる

•北東アジアの安全保障環境が厳しい

•TPNWは核抑止を禁止している

•核軍縮は核保有国が参加して、段階的に進め
るべき

•日米同盟（拡大核抑止）に悪影響
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核兵器禁止条約と日本：岸田首相の見解
（2021/12/9)

• 核兵器禁止条約は、核兵器のない世界への出口とも言える重要
な条約です。しかし、この条約には、その目的を達成するために不
可欠な核兵器国が１か国も参加しておらず、現状では、この条約を
めぐっても、各国の立場は分断されたままです。

• また、この間、我が国を取り巻く安全保障環境は、これまで以上に
急速に厳しさを増しています。我が国の周辺では、核戦力を不透明
な形で増強する動きも見られ、核兵器を運搬するミサイル技術の高
度化も進んでいます。

•私は外務大臣時代、核兵器国と非核兵器国の双方が関与し、核兵
器国を実際に動かさないと、何も物事は進まないことを強く認識しま
した。だからこそ、我が国は、唯一の同盟国である米国の信頼を得
た上で、唯一の戦争被爆国として、核兵器国を関与させつつ、立場
の異なる国々の間の関係を分断から協調へと導いていかなければ
ならないと考えています。

-「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合」にて、2021年12月9日。
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202112/09kakugunshuku.html
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日本でのTPNW支持は根強い

39

75％がTPNW批准に賛成

安全保障、制度的問題、規範の限界、社会運動の限界、といった
指摘をした後でも、支持は不変

出所：J. Baron, et.al, “Japanese Public Opinion, Political Persuasion, and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons”, Journal for Peace and 

Nuclear Disarmament, Volume 3, Issue 2, 2020. pp.299-309. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2020.1834961

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2020.1834961


日本でもできることはある

•賢人会議の提案：対話の場を設置
•「核戦争に勝者はない」認識の共有
•核保有国（核の傘国）に説明責任
•核保有国、非核保有国の信頼醸成

•TPNWへの支持・支援ーTPNWの趣旨に賛同
することの表明
•締約国会議にオブザーバー参加
•検証措置（第4条）被害者支援（第6条）等で協力
•締約国会議を招致する（広島・長崎で開催）案
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長崎大学提言：「核兵器禁止条約を通じた
放射線被害者支援にむけて」（2022/4/6)
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/topics/40241

次回の締約国会議までに支援体制を整えるために、①医
療上の課題を検討するワーキンググループ（医療ワーキ
ンググループ）と、②制度設計や法的な問題の解決等に
取り組むワーキンググループ（支援制度ワーキンググルー
プ）を設置する。
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NPT発効50年を迎えての課題
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NPT発効50年：「核のある世界」に立ち向かう
（RECNA Policy Paper, No. 11, 2020/07) 
http://hdl.handle.net/10069/40136

第1章 NPT論：この50年から何を学び、活かすか

1. NPTの成果と課題：吉田・広瀬

2. 核兵器禁止条約とNPT：中村

3. 原子力平和利用の課題と挑戦：鈴木

第2章 安全保障論：核兵器依存からどう脱するか

1. 核抑止論の限界と危険：吉田

2. 先端技術がもたらす核抑止依存のリスク：鈴木

3. 日米同盟と核の傘：吉田

4. 核使用・威嚇の違法性：広瀬

5. 北東アジア非核兵器地帯と地域安全保障：吉田・
鈴木

第3章 アクター論：誰がどう行動するか

1. 核保有国、核の傘国、核兵器禁止条約支持国：吉
田

2. これから被爆地が果たすべき役割：朝長

3. 被爆した新聞社の使命：宮崎智三（中国新聞）

4. 安全保障政策と市民社会：河合（NGO 連絡会議）
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NPTの成果と課題

• NPTの二つの顔：「軍備管理条約」と「安全保障条約」

• 「核軍備管理条約」としての成果と課題
•第6条（誠実な軍縮交渉の義務付け）の存在：冷戦時代は有効
•最近は核保有国、「核の傘」国が第6条軽視

• 「安全保障条約」としての成果と課題
• 「核の傘」を容認。非核同盟国の核拡散を防ぐ
•核保有国、核の傘国に「甘えの構造」

• 5つの課題
1. 米ロ及び核保有国の第6条軽視の核軍拡
2. 核の傘国も第6条軽視
3. 非NPT国への核拡散
4. 消極的安全保証の未実現
5. NPT第4条（原子力平和利用の権利）効果の減衰
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グテーレス国連事務総長NPT演説
（2022/08/01)

•人類は、広島と長崎の惨禍によって刻
み込まれた教訓を忘れ去る危機に瀕
しています。

•冷戦終結後に霧散した暗雲が再び立
ちこめています。

•私たちは、これまで限りなく運が良かっ
たのです。しかし、運は戦略ではありま
せん。

•今日、人類は、1つの誤解、1つの判断
ミスで核により壊滅する瀬戸際に立っ
ています。

•私たちは、これまでと変わらず、核兵
器不拡散条約を必要としています。
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岸田首相NPT会議で演説（2022/08/01)

「ヒロシマ・アクション・プラン」発表

1. 核兵器不使用の継続の重要性
ー長崎を最後の被爆地にしなければいけない

2. 透明性の向上

3. 核兵器数の減少傾向を維持

4. 核不拡散を確かなものにする、原子力
平和利用を促進

5. 被爆の実相に対する正確な認識を世界
に広げる。「ユース非核リーダー基金」と
して１千万ドルを寄付。

１１月２３日に「国際賢人会議」を広島で開催。

２０２３年、広島でG7サミット開催。

46

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100376851.pdf

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100376851.pdf


RECNA NPT ブログ ２０２２
https://recnanpt2022.wordpress.com/

•第０号（2022/7/29）「深まる亀裂を乗り越え
られるか？」
•第６条をめぐる対立に歩み寄りはみられるか
•核兵器禁止条約（TPNW）はどのように言及され
るか
•核不拡散問題の行方は
•日本政府は「橋渡し」となるか
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「核の傘」からの脱却：
北東アジア非核兵器地帯を目指
して
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「北東アジアにおける核使用リスクの削減（NU-
NEA)」プロジェクト
－二度と核兵器が使われないように

•目的：核兵器使用のリスクをより深く理解すること
により、この地域において二度と核兵器が使われ
ないようにすることにある。
１）どのような条件下で核兵器は使われるのか（意図的、偶発的にか
かわらず）？ そのような核兵器使用がより大規模な核戦争に拡大し
ていく過程はどのようなものか？ （1年目）

２）核兵器が使用されたらどのような影響（死傷者、インフラの破壊、
環境汚染、気候変動など）がでるか？（2年目）

３）地域におけるそのような核兵器使用のリスクを最小化するための
施策はどのようなものがあるか？（3年目）
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北東アジアにおける核使用可能性；核リスク
削減にとっての示唆

•想定外を想定する（Think Unthinkable)：
危機管理、安全保障の基本。先入観で
可能性を否定しない。確率も想定しない。

•説得力ある根拠：荒唐無稽ではなく、根
拠ある情報と論理にもとづく「十分に起こ
りうる」ケース。

•政策的示唆を得る：核使用リスクの削減
の政策に役立つ事例を優先

ー軍事、安全保障、地政学、朝鮮半島、核
軍縮、危機管理等の専門家を集めて、オ
ンラインワークショップ。１１の特別論文執
筆を依頼。

50

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/Year_1_NU-

NEA_Report_J-Summary_220128.pdf

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/Year_1_NU-NEA_Report_J-Summary_220128.pdf


25の事例：誰が、どこを対象に、どうして核兵器
を使用するのか
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核使用リスク削減への示唆（抜粋）

•様々なレベルの敵対主体間で、継続的に信頼できるオープンなコ
ミュニケーションラインが必要である。

•相互の信頼感を向上させる試みと、軍事同盟の範囲と運用に関す
る説明において、透明性と一貫性を推奨する。

•核兵器使用に関する監視強化等により、国家指導者の個人的また
は政治的な予測不能な判断に核兵器の運用が左右されることのな
いよう努める。

•核兵器システムに多重チェックの機能を備えた指揮統制機構を装
備することで、適切な権限と監督なしに核兵器が発射されることが
ないようにする。

•核戦争のリスクを大幅に削減するためのステップとして、すべての
核保有国が 「先制不使用（No-first-Use）」宣言政策を採用することを
奨励する。
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歴史的南北首脳会談：板門店宣言（2018/04/27)
①朝鮮半島の完全な非核化

②朝鮮戦争の終戦を2018年内に目指して停戦協定を平和協定に転換、
南・北・米3者、南・北・米・中4者会談の開催を積極的に推進

③過去の南北宣言とあらゆる合意の徹底的な履行

④高位級会談、赤十字会談など当局間協議の再開

⑤南北共同連絡事務所を北朝鮮の開城に設置

⑥南北交流、往来の活性化

⑦鉄道、道路の南北連結事業の推進

⑧相手方に対する一切の敵対行為を全面的に中止し、まずは5月1日か
ら軍事境界線一帯で実施する黄海の北方限界線一帯を平和水域にする

⑨接触が活性化することにより起こる軍事的問題を協議解決するため、
軍事当局者会談を頻繁に開催。

⑩不可侵合意の再確認および遵守

⑪軍事的緊張を解消し、軍事的信頼を構築し段階的軍縮を行う

⑫首脳会談、ホットラインを定例化

⑬2018年秋に文在寅大統領が平壌を訪問。
写真：朝日新聞、ウエブ論座、2018年5月2日。
http://webronza.asahi.com/photo/photo.html?ph

oto=/S2010/upload/2018043000002_1.jpg

http://webronza.asahi.com/photo/photo.html?photo=/S2010/upload/2018043000002_1.jpg


歴史的米朝共同声明（2018/06/12）

• トランプ大統領は北朝鮮に安全の保証を与える
と約束し、金委員長は朝鮮半島の非核化を完
結するための固くゆるぎない約束を確認した。

• 4つの宣言内容。

1. 米国と北朝鮮は、平和と繁栄を求める両国
民の希望通りに、新たな米朝関係の構築に
向けて取り組む。

2. 米国と北朝鮮は、朝鮮半島での恒久的で安
定的な平和体制の構築に向け、力を合わせ
る。

3. 北朝鮮は、2018年4月27日の「板門店（パン
ムンジョム）宣言」を再確認し、朝鮮半島の完
全な非核化に向け取り組む。

4. 米国と北朝鮮は、戦争捕虜、戦闘時行方不
明兵の遺骨の回収、すでに身元が判明して
いる分の即時引き渡しに取り組む。
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朝日新聞、2018年6月13日付。
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13537471.html?ref=pcviewer

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13537471.html?ref=pcviewer


RECNA提言：北東アジア非核兵器地帯設立への包括的アプ
ローチ（2015年3月）

1. 朝鮮戦争の戦争状態の終結を宣言し、「枠組み
協定」締約国の相互不可侵・友好・主権平等な
どを規定する。

2. 核を含むすべての形態のエネルギーにアクセ
スする平等の権利を謳う。「北東アジアにおける
エネルギー協力委員会」を設置。宇宙技術開発
の権利も保証。

3. 北東アジア非核兵器地帯条約締結に合意。

• 「スリー・プラス・スリー」（韓国、北朝鮮、日本
の「地帯内国家」と米国、中国、ロシアの「周
辺核兵器国」）の 6 か国条約。周辺各核保有
国が地帯内国家に核兵器による脅威、攻撃を
与えない。これにより「拡大核抑止力（核の
傘）」が不要となる。

4. 常設の北東アジア安全保障協議会を設置する
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http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/Proposal_J_honbun.pdf

http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/Proposal_E.pdf

http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/Proposal_J_honbun.pdf
http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/Proposal_E.pdf


現存の非核兵器地帯
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US

PR
C NSA

NSA

NSA

Ru

北東アジア非核兵器地帯（3＋３）

非核保有国によ
る非核兵器地帯

（非核化された朝鮮
半島＋日本）

３つの核保有国
による「消極的安
全保証」（NSA)
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北東アジアの非核化と安全保障への提言
（Pugwash Conferences on Science and World Affairs, January 20, 2021)

•地域の安全保障への包括的アプローチと朝鮮半島の
段階的非核化、究極の目標として北東アジア非核兵器
地帯の設置を提言

1. シンガポール共同声明の意義再確認

2. 朝鮮戦争の終結宣言と米・北朝鮮の平和協定締結交渉を開
始

3. 法的拘束力を持った検証措置付きで、北朝鮮の段階的非核化
を進める。朝鮮半島非核兵器地帯条約をめざす。日本も参加
して、北東アジア非核兵器地帯を目指す。

4. 軍縮や他の安全保障にかかわる課題を議論する地域安全保
障の新たな枠組みを構築する

https://pugwash.org/2021/01/20/note-on-nea-nwfz/
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https://pugwash.org/2021/01/20/note-on-nea-nwfz/


日米、韓米首脳会談と北朝鮮問題

日米首脳共同声明（2022/05/23)

「自由で開かれた国際秩序の強化」

•両首脳は、国連安保理決議に
従った朝鮮半島の完全な非核
化へのコミットメントを改めて確
認し、北朝鮮に対し、これらの
決議の下での義務に従うことを
求めた。

•両首脳は、北朝鮮に対する調
整のとれた外交的アプローチへ
の支持を表明し、真剣かつ持続
的な対話への北朝鮮の関与を
求めた。

米韓首脳共同声明（2022/05/21）

•バイデン大統領と尹錫悦（ユン・ソ
ンニョル）大統領は、朝鮮半島の完
全な非核化に共通のコミットメントを
再確認する。

•バイデン、尹両大統領は北朝鮮と
の平和的、外交的解決への対話の
道はまだ開かれていると強調した。

•尹大統領は南北朝鮮関係正常化
への構想を紹介し、バイデン大統
領は南北朝鮮の協力を支持した。

•両大統領は、韓・米・日本の３か国
協力が極めて重要であり、共通の
安全保障、繁栄、共通の価値、国
際法に基づく秩序の促進に合意し
た。
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2022/05/21/united-states-republic-of-korea-leaders-joint-

statement/

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100347254.pdf

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/21/united-states-republic-of-korea-leaders-joint-statement/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100347254.pdf


プルトニウム問題：
日本の持つもう一つの核問題

60



深刻化する日本の核のトリレンマ
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核兵器廃絶

核抑止力依存
核燃料サイクル
（潜在核抑止力）



世界の核物質在庫量（2022）：プルトニウム
は増加傾向が止まらない
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https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/topics/40809

https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/topics/40809


民生用再処理がプルトニウム在庫量増加の主要因
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民生用：35,000~70,000発分に相当

解体核兵器からの余剰プルトニウム

解体核兵器から回収されて貯蔵中

解体を待つ核兵器中のプルトニウム

配備されている核兵器中のプルトニウム

出所：Frank von Hippel, “Options for disposal of separated plutonium”, 19 April, 2018



日本の「核のジレンマ」を超えるために

•核抑止力依存から脱却する安全保障政策の構築にと
り組むべき。

•核兵器禁止条約への支持を明らかにして、条約の
支援策を検討すべき。

•核抑止依存のリスクについて議論を始めるべき。

•朝鮮半島の非核化を契機に、北東アジア非核兵器地
帯を目指す信頼醸成プロセスを開始すべき。

•日本は核燃料サイクル政策を見直し、プルトニウム在
庫量削減にむけて、実効性のある計画をつくるべき。
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