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本日のポイント

ソ連崩壊後の世界の反核運動、非核平和の
地域共同体の発展などをふまえて。

①なぜNPT再検討会議に向けた行動が重要なのか。

②なぜ日本の運動が重要なのか。

ｵﾊﾞﾏ政権の課題、ﾖｰﾛｯﾊﾟの動き、カギを
にぎる日本政府の動向などをふまえて。

③一人ひとりにとって反核運動とは何か。

被爆者の「人間回復」と生き方。



核兵器は廃絶できるのか (1)

技術的な問題

コストも時間もかかるが、ノウハウも実績も十分

ピーク時には7万発(1986)→2.3万発 (2009)

<ｱﾒﾘｶの例>

　　　　総製造：7万発

　　　　解体数：6万発

　　　　現在数：0.94万発

解体に要する時間（米）

11,000発/年

<廃絶に要する時間>

2年1ヶ月



ﾊﾟﾝﾃｯｸｽ(Pantex)工場（ﾃｷｻｽ州）
65km2（五稜郭公園の26倍）



解体前核兵器やピットを保管

ピット解体場（爆発事故が起きる
と上部の砂利が下に沈んで有害
物質の拡散を防ぐ）





核兵器は廃絶できるのか (2)

再び作らせないことは可能か

国家支援ぬきの開発は不可能
濃縮ｳﾗﾝ、ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ製造には原子炉が必要。

核分裂物質（ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ）の製造禁止・国際管理
ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ総量：23,000発＝92㌧(1発4㌔)1.7立方㍍

核分裂物質生産禁止条約（ｶｯﾄｵﾌ条約）

問題は「技術」ではなく「意思」



核兵器不拡散条約（NPT）とは

その本質は・・・

核兵器の独占。①だけではあまりに不平等、③でやわらげる。

1968年：米英ソでＮＰＴ締結

①核兵器の不拡散　（第1､2条）

1963年：部分的核実験停止条約
　　　　　　　　　　　（地下実験のみOK）

②平和利用の権利　（第4､5条）

③核軍縮交渉の約束　（第6条）

1966年：米の核軍拡ピーク

1960年：フランス核保有

1964年：中国核保有

1967年1月1日以
前に核爆発させた国



ソ連崩壊後：NPTをめぐる変化

■1995年NPT再検討会議

条約の無期限延長　（第10条2項）

再検討会議：5年ごとに｢運用状況｣を点検　（第8条）

■米ソ対立が終わって大きく変化

米ソ(東西)の「恐怖の均衡」が消える。

米(西) vs ソ(東)東対立→ 核保有国 vs 非核保有国

包括的核実験禁止条約の早期発効などを約束

核軍縮を求める非同盟諸国らと厳しい折衝



90年代前半：運動の再構築へ

80年代：核ﾐｻｲﾙ反対、「核凍結」など。

ソ連崩壊後の欧米の運動の混迷。

核兵器廃絶を正面にかかげる新しい動き。

95NPT再検討会議
「廃絶2000」結成

日本の原水爆運動の貢献
　　　核兵器廃絶を緊急・中心課題として。

　　　ソ連などの干渉を拒否した自主性。

　 　「ヒロシマ・ナガサキからのアピール」署名。
世界民青連の署名推進ﾎﾟｽﾀｰ



90年代後半：核実験と世論の発展

95年：仏中核実験。

98年：印ﾊﾟ核実験。

世論の新たな高まり

国際司法裁判所が核兵器使用の違法性を指摘（96.7）

核戦略の中心にいた元司令官らが核廃絶を主張（96.12）

95年ﾀﾋﾁでの抗議行動

非核地帯の前進　（次項）

核実験反対から核兵器
廃絶に世論が発展。



＜世界にひろがる非核地帯＞

1996
1995

1967

2006
1998

1985

1959



ｷｭｰﾊﾞ危機（62）

核実験反対、廃絶世論(95)

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ批准(94)

ｷｭｰﾊﾞ(02) 批准

全33国が批准（02）

2006

1999（2002）

2006

南米諸国連合

ﾄﾗﾃﾗﾙｺ条約（67年14国）

■ﾄﾗﾃﾗﾙｺ条約
　　　　　　　　　　対米自立と反核世論



＜南米の反核世論の広さと深さ＞

世界平和大会(08.4 ｶﾗｶｽ)



ASEAN (茶)/TAC (黄)

ASEAN（東南ｱｼﾞｱ諸国連合） （67）

ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争終結 （75）　ﾍﾞﾄﾅﾑ反戦運動

東南ｱｼﾞｱ友好協力条約＝TAC　（76）

東南ｱｼﾞｱ非核地帯条約 （95）

核実験反対、廃絶世論 (95)

■ﾊﾞﾝｺｸ条約　「反共的」同盟から非核地帯へ



＜核兵器廃絶で諸国政府と共同＞

ﾏﾚｰｼｱでの原爆展（09.1）



アフリカ連合

ｱﾌﾘｶ統一機構　（OAU） （63）

反ｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄ国際連帯（’80s）

ｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄ完全撤廃　（94）

ﾍﾟﾘﾝﾀﾞﾊﾞ条約　（95）　OAUで採択

ｱﾌﾘｶ連合（AU)発足　（02）

■ﾍﾟﾘﾝﾀﾞﾊﾞ条約
　　　　　　反植民地・反ｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄ闘争から



非軍事が重要

〔補〕　北朝鮮核問題について

軍事優先は無責任　（後は野となれ･･･）

平和共同体に取り込む

生存が脅かされない(核への｢衝動｣)

相互依存・協力関係(抑止力とは?)

憲法9条の立場が「現実的」！

すでに前例がある

南ｱ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ



＜軍事対応の無責任さ＞

戦争の直接の被害

　朝鮮戦争（50-53） ＝300万人（2,000万人口）　

　現代＝1,000万人以上？ （7,200万人口）

　94年米調査＝米韓軍中心に100万人→米政府の決断

経済的な被害

ｱｼﾞｱの比重：GDP：EUの6～7割、貿易額：EUの4割

北の核施設攻撃の場合
400㌔～1,400㌔で年間許容量を突破

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岡山まで約1,000㌔）



2000年NPT会議への新しい挑戦

97年：中堅国家構想　（中規模国で核保有国に圧力を）

ｶﾅﾀﾞ元軍縮大使を中心にしたNGO

99年：対人地雷禁止条約発効（97締結）

NGO・地雷禁止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝと諸国政府との共同。

00年：原水爆禁止世界大会

政府代表（NZ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ、ﾀｲ）がはじめて参加。

98年：新アジェンダ連合　（新しい核兵器廃絶のｸﾞﾙｰﾌﾟ）

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ、ﾒｷｼｺ、NZ、南ｱ、ｽﾛﾍﾞﾆｱ

非核国には核軍縮停滞とＮＰＴ体制崩壊の危機感



運動と共同の歴史的成果

重要な争点＝「究極」か「緊急」か

核保有国の主張：「核兵器完全廃棄の究極的目標」と「全面・

完全軍縮の究極的目標」を約束している（第6条）

新ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ連合らの批判：「優先事項であって究極的目標で

ない」「全面・完全軍縮に関連づけたり」する目標でもない

■2000年NPT再検討会議■

「核兵器国は保有核兵器の完全廃棄

を達成するという明確な約束を行う」　

　　　　　（最終文書　第6条関連第15節6項）

日本の運動：「究極論」との闘争



「決裂」の中で生まれた新たな力

会議は失敗だったのか

空前の規模のNGOが結集

　　　NYでの2万人ﾃﾞﾓ（日本1,000人）

会議議長の発言：「失敗とするのは早計」

　→ｾﾙｼﾞｵ・ドゥアルテ大使（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）

　→原水爆禁止2007年大会に参加！

■2005年NPT再検討会議■

ﾌﾞｯｼｭ政権の強硬姿勢で「決裂」。

諸国政府と運動の共同が新たな段階に発展



2010年NPT再検討会議の課題は何か

2000年の合意実践にふみだせるか

　〓 2000年NPT合意の再確認と核兵器廃絶条約の交渉〓

「核兵器のない世界を」国際署名

議題は2000年最終文書を含むことで合意（09.3）。

2000年合意は実はNPTを超えるもの。

NPTの枠内の交渉には限界。飛躍が必要。

国際世論の発展がカギをにぎる。



ｵﾊﾞﾏ演説後の変化

先進国首脳会議(G8)

「核兵器のない世界への諸条件を
つくることを約束」 （7/8）

安全保障理事会・首脳級特別会合
「核兵器のない世界」にむけた条件づくり
の決意を表明。（9/24）



これからの焦点は何か？

（本格的にはこれから：「核態勢見直し」(ＮＰＲ) 2010.2）

核兵器廃絶を正面にすえられるか

歴史が証明：目標ぬきの部分の積み重ねはダメ

包括的核実験禁止条約の批准(67必要。民主60、共和40)

戦略核兵器を削減する米ロ交渉(12月末期限切れ)

【例】　部分的核実験禁止条約 （63年 3.4万→86年 7万） 　

現状からも：部分が行き詰まると全体がすすまない

なぜ重要か？



反対する人、賛成する人、ゆれる人

「核兵器廃絶を可能にする環境は整っていない」 　

(「戦略態勢議会委員会」報告)

「私の生きているうちには達成しないでしょう」

オバマ氏は？

「原則は廃絶」 vs 「可能でない」/「望ましくない」
　　　　　 （外交評議会報告　09.4発表　5.28ﾊﾟﾈﾙ討論）

「実現不可能と思える目標を設定することに価値があ

るのかと疑問を持つ人もいる」　

ﾌﾟﾗﾊ演説より



根底にある問題＝「核抑止力」論

「抑止力」という言葉のウソ



「敵を抑止し、同盟国に保障を与える核能力を維持」　
（NPT準備委員会での米国大使発言 09. 5.4）

「核抑止力」論をめぐる攻防

同盟国が口実に
(日本が焦点に)

「（大統領は）強大で信頼性のある核抑止力を保有
すると語った」（国防総省幹部　09. 4.23）

「（核兵器がある限り）　同盟諸国にたいする防衛を保
証するためのに安全かつ効果的な兵器を維持する」

（ﾌﾟﾗﾊ演説）

「核兵器が存在する限り、米国は米国民や同盟国の
抑止力にコミット（関与）していく」 (日米首脳会談11/13)



米国の核兵器撤去を求めるドイツ

独ｳｪｽﾀーｳｪﾚ外相

米軍基地に配備されている戦

術核兵器の撤去を要求。
09.11.5 

ｸﾘﾝﾄﾝ国務長官との会談.

ﾍﾞﾙｷﾞｰ、ｵﾗﾝﾀﾞが支持。

参考：ﾍﾞﾙｷﾞｰ　(配備核弾頭10-20発)
米議会に核撤去を求める書簡（09.9.22）

非核三原則法制化 （09.10.15上程）

ブリュッセルのNATO本部



ﾋﾞｭｰﾍﾙ空軍基地
(ﾄﾞｲﾂ)



＜ﾄﾞｲﾂ政府の背景にある世論と運動＞

「領土内の米国核兵器維持」反対が90%！　(独「ｼｭﾋﾟｰｹﾞﾙ」誌)

「核兵器廃絶　ここからはじめよう」

07.4　G8対抗市民行動



「戦争ノー、NATOノー」国際行動
　　　　　　　(09.4.3-5、ﾌﾗﾝｽ、ｽﾄﾗｽﾌﾞｰﾙ)

国際会議

屋外集会

反NATOﾛﾎﾞｯﾄ？



TVも取材に
若い人も

署名に協力

原爆展に人だかり



ゆれる米国の議論・・・

■戦略態勢議会委員会

「核抑止力の維持が必要」→

（核戦略を練る高官の間に） 「大きな意見の違いがある」
(「ﾆｭｰﾖｰｸ・ﾀｲﾑｽﾞ」　09.9.9)

■ＮＰＲへの国防総省配布メモ （09. 8.6）

「効果的で、信頼できる抑止力を維持する」 →

「（冷戦後20年、新政権誕生の今）
核抑止力の目的という根本問題に
ついて考えるとき」

「核兵器の役割を引き続き縮小する」

「核兵器のない世界への具体的措置を継続する」



日本政府の動向がカギをにぎる
自公政治の「核抑止力」への固執

六カ国協議開始前に米に核不使用の確約をしないよう要
請(03.8.13-14藪中ｱｼﾞｱ太平洋州局長がｹﾘｰ国務次官補に)

民主党政権下での変化

「（ＮＰＴ再検討会議）主導的な役割を果たすなど、核軍縮・
核兵器廃絶の先頭に立つ」 （連立政権合意、09.9.9）

核密約問題の調査　（今日の問題として）

民主議員の6割：「核の傘」離脱／9割：「先制不使用」
（共同通信、09.10.10）

世界の流れ(米国の同盟政策)に影響

安保改訂50周年にむけた同盟再検討においても



カギを握るのは世論

｢核兵器があると安全」という妄想の克服

成長してきた米国の世論 （注2）

核保有国の国民的な克服が重要課題

核兵器が世界を危険にしているか：Yes 80%

核兵器保有でより安全と感じるか：Yes 47%

核兵器保有でより安全と感じるか：No  37%
調査：The Simons Foundation (2007.9)

被爆の実相普及と草の根の運動が決定的

英(46/37) 仏(48/24) 独(21/60) 伊(34/45)(Y/N)

核使用を阻んできた世論 （注1）



(注1)核使用を阻んできた世論

キッシンジャー　「単なる宣伝としてほったらかしたくなるもの
である。だが、それは非常に危険である」

朝鮮戦争で (1950)

ｽﾄｯｸﾎﾙﾑ・ｱﾋﾟｰﾙ運動 (50.3　世界5億、日本645万)

｢3発の原子兵器でｳﾞｪﾄﾐﾝの息の根を止められる」

｢原子爆弾の使用は、アジアの世論とわが国の同盟諸国

の態度の面で深刻な問題をひき起こす」

国務参事官のﾀﾞﾚｽ宛ﾒﾓ(54.4.7)

国務省内ﾒﾓ(54.5.11)

ﾍﾞﾄﾅﾑで (1954)

「核兵器と外交政策」(57)



（注2） 成長してきた米国世論

廃絶目標：36% (97)
（The Mellan Group）

廃絶目標：44% (99)
（The Mellan Group）

廃絶支持：66% (05)
（05.4）　

廃絶支持：73% (07)
（米ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ大、露ﾊﾞｸﾞ･ｾﾝﾀｰ）

廃絶支持：77% (08)
（WorldPublicOpinion.org）

NPT再検討会議にさいしての
ﾆｭｰﾖｰｸでの反核行進（05.5）



被爆者を先頭とする日本の運動が重要に

被爆の実相普及が「核抑止力」論克服の力に

2005年ＮＰＴ再検討会議での米国の運動の感想

ルース駐日大使の広島訪問



　こんにちは。私はたった今、両親と息子ととも
に、平和記念資料館を見学してきたところです。
この資料館を訪れるすべての皆さんと同じよう
に、私たち もさまざまな展示を拝見し、とても心
を動かされました。

　今日ここを親子３代で訪問できて、本当に良
かったと思います。今しがた記帳させていただい
た言葉 を、これから読ませていただきます。

　「広島訪問は核兵器の破壊力を強く思い出さ
せるものであり、共に力を合わせて、核兵器のな
い世界の平和と安全保障を求めることの大切さ
をはっきりと示してくれます」ありがとうございま
した。

私の家族は深く心を動かされました。私どもを今
日ここにお迎えいただきまして、ありがとうござ
いました。

広島平和記念資料館訪問に際してのルース駐日米国大使のコメント
2009年10月４日、広島（駐日米国大使館HPより）



ちちをかえせ　ははをかえせ

としよりをかえせ

こどもをかえせ

わたしをかえせ わたしにつながる

にんげんをかえせ

原爆詩集　　序　　　峠三吉

にんげんの　にんげんのよのあるかぎり

くずれぬへいわを

へいわをかえせ

「反核」という生き方

詩碑（広島平和公園内）



『原爆体験ー６７４４人・生と死の証言ー』

濱谷正晴　1946年生。一橋大学大学院社会学研究科教授。原
爆体験の全体像の実証的再構成を究明。



「原爆に負けないようにすること」（16.5%）

＜被爆者の生きる支えは何だったか？ ＞

「家族に囲まれて暮らすこと」（39.8%）

「核兵器をこの地球からなくすために生きること」（35.1%）
「安定した生活を築くこと」（34.6%）
「被爆者援護法制定の日まで生き抜くこと」（33.3%）
「多くの人とふれあうこと」（27.4%）
「趣味に生きること」（26.9%）
「原爆で死んだ人たちの霊をなぐさめること」（24.2%）
「被爆の証人として語り継ぐこと」（24.0%）
「地域や社会のために役立つこと」（22.3%）
「被爆者の仲間のために役立つこと」（21.6%）



＜原爆被害と「生きる支え」の関係＞

被害 総数 意欲＊ ％ Ｓ１ ％ Ｓ２ ％

1 200 141 70.50 174 87.00 11 5.50

2 502 290 57.77 408 81.27 50 9.96

3 832 376 45.19 597 71.75 129 15.50

4 1223 428 35.00 749 61.24 295 24.12

5 1304 297 22.78 629 48.24 449 34.43

6 1117 190 17.01 451 40.38 499 44.67

7 889 100 11.25 238 26.77 511 57.48

8 677 29 4.28 143 21.12 430 63.52

＊意欲：生きる意欲を喪失したことのある人

被害：１（大）～８（小）

Ｓ１：証人、援護法、核廃絶のいずれか Ｓ２：原爆、被爆者をいずれも含まず



被害：１（大）～８（小）

Ｓ１：証人、援護法、核廃絶のいずれか Ｓ２：原爆、被爆者をいずれも含まず
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　「常に人間を否定する力としてのみ働く原
爆と、それに抗（あらが）って生きていこうとす
る人間と、その二つの力のつばぜり合い 」

　　　（石田忠・一橋大学名誉教授）

　「核兵器とたたかうことでしか、人間の回復はない」

　　　（横川嘉範）

＜ 核兵器と人間＞

　「反核」とは今日、ヒトが人間となるため
＝「人間を取り戻す」の一つの道



《まとめ》

NPT再検討会議を節目に発展して
きた反核の流れを核兵器廃絶条約
へと飛躍させるのは世論。

カギをにぎる日本政府の動向。
「核抑止力」論克服にとっても、日
本の運動の役割が重要。

「反核」とは､人間の回復につなが
る一つの生き方である。


