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はじめに

もっと知りたい！

2017 年 7 月 7 日のニューヨーク国連本部。「核
兵器禁止条約」の採択を議長が告げた瞬間、世界中
から集まった外交官や NGO 関係者で埋め尽くさ
れた会場は、大きな歓声と割れんばかりの拍手に
包まれました。広島、長崎の原爆投下から 72 年。多
くの人々が待ち望んでいた、核兵器を全面的に違
法とする国際条約がついに誕生したのです。
しかし、これですべての核問題が解決したわけ
ではありません。私たちはこれまでと同じく、「核
兵器のある世界」に住み続けています。では禁止条
約は無力なのでしょうか。
条約を作るための国際的な運動に深くかかわっ
たカナダ在住の広島被爆者サーロー節子さんは、
核兵器禁止条約の採択を「核兵器の終わりの始ま
り」と呼びました。条約ができたこと自体がゴール
ではなく、それを大きな推進力として、ここから私
たちは核兵器のない世界に向かって進んでいくの
だ、という意味です。大事なことは、せっかく作っ
た核兵器禁止条約を私たちがどのように活かし、
核兵器廃絶に向けて機運を高めていけるか、とい
うことなのです。
このパンフレットは、人類史上初めて「核兵器禁
止条約のある世界」に住む私たちが、いま何を知り、
どう行動すべきかを考える材料となることを願っ
て作られました。ダイジェスト版のリーフレット
とともに、皆さんの日々の学習に活用していただ
ければ幸いです。

日本非核宣言自治体協議会
National Council of Japan Nuclear Free Local Authorities

監修

長崎大学核兵器廃絶研究センター（RECNA）

What?

核兵器禁止条約
って何？

核兵器禁止条約は、その名の通り、核兵器
に関するさまざまな活動を全面的に禁止す
る国際条約です。条約は、核兵器の使用は例
外なく「非人道的」であり、二度と使わせな

いためには廃絶するしかない、という認識
を基盤に、条約の参加国が核兵器を作るこ
とも持つことも、使うこともまた、使用をチ

ラつかせて脅すことも禁じています。核兵

器を保有していない国でも、他の国による
核兵器保有や使用を援助したりそそのかし

たりすることはできませんし、他国の核兵
器を、自国の領域において配備させること
も禁止されます。
に核兵器の使用あるいは核実験の被害者が
いる場合、その個人に対して国が援助をし
なければならないこと、また、その国が他国
「非人道兵器」である核兵器の全
廃をめざして、開発、保有、使用を
含め核兵器に関する活動を全面
的に禁止する史上初の国際条約
です。

で核実験を行うなどして被害を及ぼしてい
る場合、適切な援助を提供する責任がある
ことを定めています（世界ではこれまで 2
千回を超える核実験が行われ、各地で被害
を生んできました）。
さらに、核兵器禁止条約には、現在核兵器
を保有している国が条約に参加することを
決断した際、どのような手順を踏むかの規
則も示されています。
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Column

Answer

あわせて条約は、条約に参加する国の中

作る・使う・持つ・脅すことも禁止

Q1

“hibakusha” は
世界の言葉

条約の前文には、その条約の「精神」が描かれていま
す。核兵器禁止条約の前文で特筆すべきは、国際条約と
（＝被爆者）という言葉が 2
して初めて、「hibakusha」
度にわたって登場することです。そこでは、被爆者の
「受け入れがたい苦難」に言及するだけでなく、核兵器
廃絶を訴え闘ってきた被爆者らの努力が称えられてい
ます。核兵器禁止条約の根底に、広島・長崎の原爆被爆
者の想いがしっかりと流れている証といえます。

P1

Why?

なぜこの条約が
作られたの？

Answer
なかなか進まない現状に危機感
を抱いた国々とそれを支える市
民社会が、核兵器の非人道性に焦
点をあてた新しい潮流を生み出
し、国際社会を動かしました。

人類の歴史の中で、さまざまな残虐な兵器が
作られてきました。
「こんな兵器を使うことはあ
まりにも残酷すぎる」
――そうした人々の声は、
その兵器を禁止し、廃絶を促そうとする国際的
なうねりにつながり、生物兵器、化学兵器、対人
地雷などの禁止条約が制定されました。
しかし最も残虐な兵器である核兵器につい
ては、そのような条約は存在していませんでし
た。
核保有国やそれらの同盟国が、核兵器で相
手を脅すことでその相手からの攻撃を防ぐこ
とができる、という
「核抑止」
の考え方に固執し
ているためです。
実際、冷戦時代から数十年が過ぎた今も、世
界には 1 万４千発近い核弾頭（核兵器の爆発す
る部分）が存在します。
そのうちの約 90％をア
メリカとロシアの 2 大国が、残りをイギリス、フ
ランス、中国、インド、パキスタン、イスラエル、
北朝鮮が保有しています。7 万発近い核弾頭が
あった時代に比べ、確かに数の上では大幅に削
減されました。
しかし、核保有国は、老朽化した
核兵器をより高性能のものに置き換えていく
「近代化」
計画を着々と進め、核兵器はますます
「使える兵器」に位置付けられています。
アメリ
カ、
ロシア、
イギリス、
フランス、
中国の 5 か国は、
」の下で核兵器ゼロを目
「核不拡散条約（NPT）
指すことを約束していますが、取り組みはなか
なか進んでいません。
2010 年、こうした状況に強い危機感を抱い
た赤十字国際委員会が声を上げ、続いてオース
トリア、メキシコ、南アフリカなどの国々が立ち
上がりました。
核兵器の「非人道性」に焦点をあ
て、
核兵器を禁止し、
廃絶への動きを加速する

新しい潮流を生み出そうとしたのです。
これら
の国々と、それを支える世界の NGO や専門家ら
は、核兵器がいかに人類全体にとって切迫した
脅威であるかを、多くの科学的証拠とともにあ
ぶりだしました。
広島、長崎の被爆者、世界各地
の核実験被害者の訴えがあらためて人々の心を
動かし、核兵器が今後使用される危険性が真剣
に議論されました。
こうした努力の結果、核兵器
の非人道性が広く認識され、禁止条約の策定へ
と世界の国々を動かしていったのです。

提供：ICAN
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「核兵器のない世界」への動きが

核兵器廃絶に向けた新たな潮流

Q2

核兵器が飢餓をもたらす？
「核戦争の当事国でなければ被害はない」
――多くの人々のそ
のような認識をくつがえしたのが、国際 NGO「核戦争防止国際医
師会議（IPPNW）
」が 2013 年に発表した報告書「核の飢餓」です。
報告書は、インド・パキスタン間の核戦争で広島相当の核兵器

100 発が使用された場合、大気中に拡散した粉塵が太陽光線を遮
ることで世界的な気候変動と食料生産の低下を招き、その結果と
して世界の 20 憶人が飢餓に陥るというショッキングなデータを
示しました。
この研究成果は、たとえ限定的な核使用でもグローバ

ルな脅威となり得ることを各国政府に強く印象付け、核兵器禁止
に向けた機運の醸成につながりました。
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Q3

How?

この条約がある
ことで、
世界は
どう変わるの？

「核」に対する意識変革

い世界」に逆行する大国の動きが目立つ中、核

兵器を否定する禁止条約の重要性は高まって

生物、化学兵器や対人地雷兵器の例からも明らかなよ

います。

条約は、
50か国の批准をもって発効すると定

うに、禁止条約ができたからと言って直ちにその兵器が

められています。2019 年 6 月末時点で 70 カ国

消えてなくなるわけではありません。
しかし、その兵器が

が署名、23 カ国が批准を済ませました。
条約を

「国際法違反の非人道兵器」であると明確にレッテルを

推進してきた国々や NGO は、早期の発効をめ

貼ることは、その兵器に対する人々のイメージを変え、国

家・企業・市民の行動にさまざまな影響を与えます。
対

ざして各国への働きかけを続けています。

人地雷禁止条約の例に挙げると、アメリカはこの条約に
署名も批准もしていませんが、対人地雷に対する国際社

会の厳しい目を背景に、アメリカの国内企業は対人地雷

兵器の製造を中止しました。
このように、
核兵器禁止条約

には、核兵器に
「悪の烙印」
を押すことで核兵器に依存す

る国々の政策に正当性を失わせ、よって核軍縮を促進さ

Answer

せる効果があると考えられているのです。

事実、核兵器禁止条約の採択後、各国の銀行など金融

機関において、核兵器製造企業に投融資を行わないとい

う方針を発表する動きが加速しました。
条約支持を政府
核兵器に「悪の烙印」が押される
に対する意識が変わり、廃絶に向
けた動きを促進することが期待
されています。

そこには、ワシントン D.C.
（アメリカ）
やパリ
（フランス）
を

はじめ、核保有国の主要都市も含まれています。
核保有
国や
「核の傘」
の下の国々にとって、世界はますます
「居心
地の悪い、
肩身の狭い場所」
になりつつあるのです。

こうした核兵器禁止条約の持つ力を最大限に発揮さ
せるためには、条約が一日も早く発効する（効力を持つ）

ことが必要です。
とりわけ、冷戦時代の終わりに米ロが結
んだ核軍縮条約が事実上破棄されるなど、
「核兵器のな

Column

ことで、国や企業、市民の核兵器

に訴える地方自治体の声も日増しに大きくなっています。

核兵器にお金を貸すな
ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）とオランダの NGO
「PAX」が 2018 年に出した報告書「核兵器にお金を貸すな」
は、2014 年 1 月から 2017 年 10 月にかけて、日本を含む

24 カ国 329 の銀行など金融機関が核兵器製造にかかわる
20 の企業に総額 5,250 憶ドルを提供したことを明らかに
しています。同時に、核兵器製造企業への投融資を禁止また

は制限した金融機関も 63 あり、核兵器禁止条約の採択がそ
うした動きを加速させていると報告しています。
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Q4

この条約に反対する国は何と言っているの？

Answer
What?

核兵器があることによって自国や地域・世界の安全
が守られていると考える核保有国や「核の傘」の下の
国々は、核兵器禁止条約ができても核兵器は一発も
なくならず、
むしろ
「核兵器のない世界」
は遠ざかって
いる、
と主張しています。

「核抑止」こそ安全を守ると主張
核兵器禁止条約を採択した 2017 年 7 月 7 日の投票では、122 の国が賛

成投票をしました。
これは全国連加盟国
（193 カ国）
の 3 分の 2 近くになる数

Q5

日本はなぜ署名しないの？

Answer
アメリカの
「核の傘」
の下にある日本は、
「国の安全のためには
核兵器による抑止力が必要」
という立場をとっているからです。

Why?

「核の傘」の下で

核保有国や他の核の傘の下の国々と足並みを揃える形で、日本政府

は核兵器禁止条約への署名を拒否しています。
不安定な北東アジアの
安全保障環境を背景に、日本の安全のためにはアメリカの「核の傘」が
必要だ、
と考えているからです。

核保有国と非核保有国の「橋渡し」役を自任する日本政府が、核軍縮

です。
他方、核兵器を保有する 9 カ国や、日本を含め「核の傘」の下にある

の前進に向けた一定の努力を行っていることは事実です。
しかし被爆

トしました。
核兵器禁止条約に反対するこれらの国々は、この条約が国と地

て批判し、
「唯一の戦争被爆国」である日本こそが率先して核兵器に頼

国々のほとんどは、条約交渉そのものを不服として、会議の参加をボイコッ
域の安全を守ってきた
「核抑止」政策と相いれないものであり、これを推し

者らは、
「核抑止というのは核兵器を使うことを前提とした政策だ」
とし

らない政策に方向転換していくべき、
と繰り返し要求しています。

進めることは世界を危険にさらすことだ、
という主張を繰り返しています。

核保有国や
「核の傘」
の下の国々のこうした激しい抵抗は、むしろ核兵器

禁止条約が持ち得る影響力の大きさを物語っているのではないでしょうか。

もちろん近い将来においてこれらの国々が政策を 180 度転換し、条約に参

加する見込みは低いと言わざるを得ません。
しかし変化の兆しはすでに見

えています。
核兵器のない世界の方が現在の核にまみれた世界よりもずっ

と安全だ、という認識は多くの国においてすでに
「常識」
となっています。
核

兵器禁止条約が生み出した新しいうねりは、地殻変動のように、静かに、力
強く、
世界を動かし始めているのです。

提供：朝日新聞社
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Q6

Why?

核兵器を持って
いても、使わなけ
ればいいのでは？

「持っていること」の
リスク
「敵に核攻撃を思いとどまらせることに役立つ
なら、核兵器を持っていてもいいのでは？」――

確かに一理あるように聞こえますが、核抑止に頼
ることには以下のような多く問題点が指摘され
ています。

①核使用のリスクを高める

核抑止力を高めるために、多くの核兵器がいつ

でもすぐに発射できるような状態に置かれてい

Answer
「核兵器を持っている」
とは、
「必要
があれば核兵器を使える状態に置
いておく」
ということに他なりませ
ん。
事件や事故によるものを含め、
核兵器が実際に使用されてしまう
危険性を高めてしまいます。

ます。例えばアメリカでは、大統領が核ミサイル

化するという「負のスパイラル」に陥ってしまう
のです。

③核兵器のさらなる拡散につながり得る
「核兵器は自国の安全のために役に立つ」
――そ
う考える核保有国が存在する限り、同じ理屈で核

兵器を持ちたい、と考える国が出てきても不思議

ではありません。核保有国が核兵器に価値を見出
し、その必要性を訴えれば訴えるほど、核兵器の
「魅力」は高まり、核拡散のリスク拡大につながる
のです。

④巨額の予算が使われる

核保有国においては、核兵器の開発や維持に毎

年巨額の予算が投じられています。
もし核兵器が

発射を決定するのに使える時間は 12 分程度です。

なければ、そのお金は、教育、福祉、健康や環境など、

勃発はもちろん、人的ミスや誤解、機械のエラー

るのです。

一触即発の状態に核兵器があることは、核戦争の

人々のより良い生活のために使われることもでき

といった些細な原因で核兵器が使われてしまう
危険性を高めています。

②軍拡競争を誘発し得る

核兵器があることで国家間に不安や不信が生

まれ、信頼関係の構築はますます難しくなります。

核兵器の力で自分の国を安全にしたい、という欲

世界の核弾頭数（2019 年 6 月現在）

英国

215 発

ロシア

6,500 発
北朝鮮

20-30 発

フランス

300 発

イスラエル

パキスタン

150 発

中国

アメリカ

6,185 発

290 発

80 発

インド

130 発

求が、相手国のさらなる軍備拡大を招き、結局の
ところ自国をとりまく安全保障環境がさらに悪

P5

What?

私たちに
何ができる？

Answer
禁止条約を実現させたのは核な
き平和な世界を願う一人ひとり
の市 民の 力で す。私 たちの身 近
なところから、できることはた
くさんあります。

まずは﹁知る﹂ことから

Q7

2017 年 10 月、ノルウェーのノーベル委員会
は、同年の平和賞を「ICAN（核兵器廃絶国際
キャンペーン）
」に授与すると発表しました。
2007 年に発足した ICAN は、世界 103 カ国に
またがる 541 団体（2019 年 5 月末現在）が参
核兵器
加する NGO の国際ネットワークです。
禁止条約の実現に向け、ICAN は、各国政府や
自治体、そして広島、長崎の被爆者をはじめこ
の問題に関心を持つ多くの市民とともに、
世界
的なキャンペーン活動を展開してきました。
条約は言うまでもなく国家単位で結ばれる
ものです。
ですがそれは条約が私たち一般市
民には関係ない、遠い世界の話であるという
ことではありません。
「自分と同じ苦しみを他
の誰にも味わわせたくない」
という被爆者の切
なる思いが、人を動かし、政府を動かし、核兵
器禁止条約の形で実を結びました。
逆に言え
ば、小さな一人ひとりの声がなければ、世界は
変わっていかないのです。
核兵器をめぐっては、日々暗いニュースが
流れます。
相手への不信でがんじがらめに
なった国々が、
力こそ正義とばかりに軍拡を進
めています。
しかし同時にこの世界が、より良
い未来を信じて行動してきた人々の力によっ
て少しずつ前進してきたのも事実です。
現在世界の 5 つの地域において、各国が国
際条約を結んで核兵器のない地域を実現した
「非核兵器地帯」
が作られています。
すでに 110
か国以上が含まれる非核兵器地帯ですが、
そ

提供：ICAN

の第一号であるラテンアメリカで構想が出された
当初は、
「夢物語だ。
実現するわけない」
と一笑に付
されたといいます。
でもそれは現実のものとなりま
した。
子どもたちが、
「核兵器って昔本当にあった
の？」と問う日が来ることはけっして夢物語ではな
いのです。
まずは核兵器をめぐる世界の現状に目を向け、
知ることから始めてみましょう。
被爆者の声に耳を
傾けてみましょう。
NGO の活動や、自分の住む自治
体の取り組みに注目してみましょう。
核問題の講
演会や学習会に参加してみましょう。
このパンフ
レットを読んで知ったことを周りの人に話してみ
ましょう。
文化や風習の異なる国の人たちと交流し、
お互いへの理解を深めることも平和への一歩とな
ります。
自分の好きな音楽やスポーツを通して平
和への思いを表現することも可能です。
身近な活
動の中でも、毎日の生活においても、私たちにでき
ることはたくさんあるのです。
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