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原水爆禁止 2021 年世界大会 

国際会議  

 

ヒロシマとナガサキから 76 年：現在の到達点 

アメリカから見えるもの 

 

ジャクリーン・カバソ 

西部諸州法律基金 執行理事 

アメリカ 

 
壊滅的パンデミック、経済崩壊、変化の激しい混乱の国際関係、人種間の平等を

求める蜂起、暴力的な右翼の暴動などが最高潮に達した悲惨な 4年間の後、米国大

統領に就任したジョゼフ・バイデンは、ずらりと並んだ困難な課題に直面しました。

国内面では、バイデン政権は、向こう見ずなパンデミック軽視や、移民、有色人種、

イスラム教徒、ユダヤ人、女性、ジェンダーに逆らう人々、貧困者などを攻撃する

外国人嫌いの政策、医療、環境、民主主義にたいする攻撃など、トランプ政権が行

ったこととは正反対の政治を行おうとしています。しかし、核兵器と対外政策に関

しては、新政権と米国議会のめざす方向は、これまでの政策の継続です。加えて、

ドナルド・トランプは依然として、米国議会と州議会の共和党議員の大多数を掌握

しています。 

 

核兵器はコロナ・パンデミックの拡大を防ぎ、抑え込むには全く役にたちません

でした。代わりに私たちに必要だったのは、先例のない世界的な規模での協力でし

た。それによってウイルスを撲滅し、将来のパンデミックに備えるとともに、気候

変動、貧困、人種差別、独裁主義的ナショナリズムの台頭など、滝のようになだれ

落ちて収れんする様々な危機に対処することでした。それにもかかわらず、核兵器

廃絶国際キャンペーン（ICAN）の報告書によれば、2020年に、核保有 9 カ国は 726

億ドルを核兵器につぎ込んでおり、その先頭をいくアメリカはそのうちの 374億ド

ル、あるいは 1 分間に 70,881ドルを使っています。 

 

私たちは 2021年 1 月 22 日に核兵器禁止条約（TPNW）発効を祝いましたが、その

わずか 6 日後、ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ誌は終末時

計の針を真夜中の 100 秒前に進めると発表しました。これ程、世界が消滅に近づい

たことはありません。同誌は、「われわれの推定では、過去 75年間、常にあった危

険、すなわち世界が誤って核戦争に突入する可能性は、2020年に高まった」と述べ

ています。 
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バイデン大統領は 1979年からこれまで軍備管理交渉に関わってきました。2017年

1 月、当時副大統領だったバイデンは、退任直前にこう言いました。「アメリカ合衆

国の安全保障にとって、人間の破壊能力を抑制する条約が不可欠な理由は、まさに

われわれが敵を信用していないからだ。軍備管理はわが国の防衛に欠くことはでき

ない、ましてや、核兵器について言えば、それはわれわれの自己防衛にとって不可

欠なものなのだ」。 

 

大統領就任初日にバイデンが行なった、米国はパリ気候協定と世界保健機構に復

帰するという発表と、新 START 条約の延長という決定はいずれも歓迎されました。

しかし 2022年度の彼の予算要求では、軍事支出はトランプ時代から 110 億ドルも増

えています。また、選挙戦での公約とはうらはらに、バイデンの予算は、トランプ

の予算にあったあらゆる核弾頭と運搬システムのグレードアップへの予算を延長し、

核兵器インフラへの巨額投資も計上しています。これらは、21 世紀のかなり先まで、

核兵器の研究、開発、生産、配備を続けることを意図したもので、明らかな NPT 違

反です。 

 

退任を前に副大統領は、2017年 1 月の演説でこう言明しました。「国家として、

われわれは、核兵器のない世界の平和と安全を追求し続けなければならない」。し

かし「第二次世界大戦以降、核抑止力はわが国の防衛の根幹となってきた。他の国

がわが国に対して使用することができる核兵器を保有している限り、われわれもま

た安全で確実、かつ効果的な核軍備を維持し、わが国や同盟国に対する攻撃を抑止

しなければならない。だからこそ、われわれはこの政権の初期に軍備維持と核イン

フラの近代化のための予算を増やした。それはたとえ兵器が減っても、また、たと

え実験をしなくても、わが国の軍備の安全性と信頼性が維持され続けるためであ

る」。矛盾していますが、これはオバマ政権が、2010年の新 START 条約批准のため

に上院議会と交わした取引でした。 

 

2020年の大統領選挙戦の中で、バイデンは言いました。「わが国の核軍備は核兵

器使用を抑止し、使用の可能性を減らすやり方で管理されるべきである。たった一

発の核兵器でも使用されればその被害は壊滅的である。多大な死傷者を出し、長期

間残留する放射能は数百万の人間ばかりでなく環境に悪影響を及ぼす。核の交戦に

おいて勝利者はいない。アメリカには新たな核兵器は必要ない。わが国が現在保有

する核軍備は、求められている抑止力と同盟の要件を満たすに十分である」。 

 

残念なことに、米国の安全保障政策は 1945年から見事なほど一貫しています。広

島・長崎の原爆投下を指揮した民主党のハリー・トルーマン大統領に始まり、共和

党であれ民主党であれ、これまでの大統領は全員が、「抑止力」、核兵器による威

嚇は、米国の安全保障の「要」であると繰り返し主張しています。 
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今や抑止力は、一つのイデオロギーになりました。もともと冷戦時代に生まれ、

現在まで生きのび、核保有国が核兵器の永続的保有と威嚇を正当化するのに利用し

ている思想です。それはどこまでも弾力性のある概念で、軍産複合体全体と、それ

が仕えている国家安全保障に関わる高官やエリート層（アメリカ国内だけではない）

を正当化するのに利用されています。 

核兵器禁止条約は発効しましたが、核兵器を中核に、しっかりと身を固めた軍産

複合体の存在、米国議会には反動的な大野党の共和党がいること、アメリカには目

に見える反核運動がないことなどが理由で、近い将来に米国の核兵器政策の根本的

な変化は起こり得ないでしょう。 

 

TPNWに反対する動きはトランプ政権以前に始まりました。2016年 10 月、オバマ

大統領の国連大使は国連総会で TPNWを非難し、こう言いました。「禁止条約の支持

者たちは、誰でも交渉に参加できるというが、安全保障を核兵器に依存している国

が、核兵器に悪の刻印を押し、廃絶するための交渉に参加することなどありえるだ

ろうか」。 

 

今日、米国下院議員 535人のうち、ICANの国会議員の誓いに署名したのはわずか

11人です。 

 

それでも地方には良いニュースもあります。8 月 6 日と 9 日、アメリカ全土の町や

都市で、平和グループがアメリカの広島・長崎への原爆投下 76周年の記念行事と抗

議行動を行うことになっています。そのうちの多くは日本原水協の提起している平

和の波に加わることでしょう。また 41都市と３州が ICANの禁止条約支持都市アピ

ールを採択しました。59 市と４州が、「瀬戸際からの帰還」決議を採択しています。

この決議は以下の方法でアメリカが世界の核戦争阻止のための努力の先頭に立つこ

とを呼びかけています： 

―核兵器国のあいだで、自国の核軍備廃絶の検証可能な合意を積極的に追求する 

―核兵器を最初に使用するという選択肢を放棄する 

―どの大統領であれ、核攻撃の開始を大統領だけができる歯止めが利かない権限と

するのをやめる 

―米国の核兵器を一触即発の警戒態勢から外す 

―米国の核軍備を全て放射線強化型兵器と置き換える計画を中止する。 

1400 以上の大都市が加盟する全国組織、全米市長会議もこの決議を採択しています 

 

市民社会の活動家として私の意見は、米国での禁止条約の価値は、公教育と啓蒙

活動の中で、重要な「話題」となることです。禁止条約についての認識を高めるこ

とによって、核兵器のない世界を実現するつもりなら、核抑止力という思想を打ち

破らねばならないという認識を広げます。 
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ますます明らかになっていることは、直面する様々な国家や地球規模の危機は、同

じ根本的原因から生じていること、そして、これらの危機を個別の問題として解決

しようとしても成功しないだろうということです。私たちはこれまで以上に結集し

て、各国でそして国際的に政治的な力を構築する必要があります。この力は、永続

的で多様な問題を取り上げる、非暴力と普遍性を持ち、不可分な人間の安全保障な

どの共通の原則に基づく連合体やネットワーク、ネットワークのネットワークを草

の根から組織することによって、築くことができるのです。 

 

そのような連合体を結成する展望と可能性をもった新たな運動が、少なくともア

メリカには出現しつつあります。それは「貧しい人々のキャンペーン：道徳の復活

を求める国民的よびかけ」です。 

 

1968年、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア博士は、悲劇的な暗殺に見舞わ

れるちょうど 1年前にこう宣言しました。「もしわれわれが世界革命において正し

い側につこうとするのなら、われわれは国として、抜本的な価値の変革を経なけれ

ばならない…物質志向社会から、人間志向社会への移行を速やかに開始しなければ

ならない。機械やコンピューター、利益の動機、所有権などが、人間よりも重要だ

と思っている限り、人種主義、極端な物質主義、軍国主義の三つ子の巨人を征服す

ることはできない」。 

 

「貧者のキャンペーン」はキング博士の未完の著作を取り上げ、系統的な人種主

義、系統的な貧困、環境破壊、軍国主義、戦争経済、宗教的なナショナリズムの唱

える歪曲された道徳に関する主張などの絡み合った不公正をまとめ、一つの「道徳

融合」キャンペーンを作り上げています。 

 

貧者のキャンペーンは核兵器を廃絶することを含め、アメリカの軍事費を半分の

3500 億ドルに減らすことを求めています。45の各州にその組織が生まれつつあり、

この急成長している貧者のキャンペーンは、労働組合、宗教団体、人種差別主義反

対、貧困撲滅、環境保護団体や平和組織など、驚くほど幅広い多様な組織から支持

を得ています。 

 

1964 年、マーチン・ルーサー・キング博士は警告しました。「われわれはなんと

かして、世界の権力闘争の力学を、誰も勝利できない、消極的な核軍拡競争から、

もっと積極的な、平和と繁栄を世界中のあらゆる国に実現する人間の創造力と才能

を生かす競争に転換させねばならない。端的に言えば、軍備競争を平和競争へと変

えなければならないのだ」。あれから 56年後の今、この転換は、依然として私たち

の課題なのです。 
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原水爆禁止 2021 年世界大会 

国際会議 

 

デイブ・ウェブ 

核軍縮キャンペーン 議長 

イギリス 

こんにちわ。私はデイブ・ウェブです。イギリス核軍縮キャンペーンの議長を

務めています。原水爆禁止 2021 年世界大会で発言できることに感謝します。  

友人の皆さん、世界大会は世界にとって特に重大な時期に開かれています。 

気候変動と核戦争が今もなお私たちの生存にとって差し迫った脅威になっている

にもかかわらず、世界の政府はこの二つの危険を阻止するための行動をほとんど

とっていません。 

いつになったらコロナ禍の状況から完全に抜け出せるのか、それもまだわかり

ません。科学者らが世界的なパンデミックが起こる可能性を長年警告してきたに

もかかわらず、各国政府は悲惨なくらいそれへの対処を怠ってきました。 

そして、ワクチンの生産や供給、医療を提供することができる国々は、それが

できない国への援助をほとんど何もしていません。  

また、気候変動の影響も深刻です。地球温暖化、降雨パターンの変化、海面上

昇が起こっています。 熱波、洪水、干ばつ、火災などのリスクは大幅に増大し

ていますが、繰り返される警告や緊急事態要請への対応に政府は遅れをとってい

ます。 

全世界で約 400 万人がコロナ・パンデミックで亡くなりました。 政府が警告

を受けてすぐに行動を起こしていれば、これらの命の多くは救うことができたで

しょう。 

これは核兵器についても同じです。 76 年前の恐ろしいあの日以来、被爆者は

恐るべき原爆の人道的影響の経験を語り、それを受けて世界中の平和運動は「人

類と核兵器は共存できない」という被爆者のメッセージを広めてきました。 

科学者たちは 40 年以上にわたり、いわゆる「限定的な核の交戦」でさえも、

突然の地球寒冷化、天候の混乱、壊滅的な世界的飢饉などを引き起こし、何十億

もの人々が死ぬかもしれないと警告してきました。 

しかし、核兵器国は核のホロコーストを防ぐための対策をなんら講じていませ

ん。 
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それどころか、彼らは核兵器をグレードアップしています。 ICAN の推算では、

昨年、世界は合計 726億ドルを核兵器に費やしています。飢えた人々を養い、貧

しい人々を助け、ホームレスに家を与え、気候の大惨事を防ぐためにどうしても

必要なお金が、こうして無駄に使われているのです 

政府は、戦争で金儲けをしている主戦論者や武器商人に説得され、言われるま

まに、他国を疑い、障壁を築き、軍隊や大量破壊兵器への支出を増やしてきまし

た。 

一方、兵器の生産や軍事演習が、温室効果ガス排出の大きな要因であり、軍事

費の増加が、国際的な緊張を高め、核の脅威と対立が生じる可能性を大きくする

ことはすでに明らかになっています。  

しかしながら、たとえ政府が行動を起こさなくとも、人々は行動を起こしてい

ます。 特に若者は、自分たちの地球に何が起きているのかを理解し、それに反

応しています。 気候変動、平和、人道的な運動は、これらの課題が実は関連し

ていることに気づきつつあります。 

私たちはもうこれ以上、気候や核による絶滅の脅威と共に生きていくことはで

きません。 

私たちは人類の生存と、人間と地球を最優先する世界の創造という共通の目標

のために、協力しなければなりません。 

ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）が示していることは、協力して活動した

から、核兵器禁止条約を成立させることができたということです。 これまでの

ところ、核兵器国はこの条約を拒否していますが、私たちはこの課題でも協力し

て変化をつくるつもりです。 

1月に CNDが委託した世論調査では、イギリス国民の 59％が、政府は禁止条約

に署名すべきだと言っています。私たちはこの支持をさらに増やすために街頭や

議会内で行動しています。 

残念なのは、今年 3 月に政府が、イギリスの保有できる核弾頭数の上限を 44％

増やし、180 発から 260 発に引き上げると発表したことです。 

この予期せぬ増強は、30 年続いたイギリスの核兵器の段階的削減に終止符を打

ち、新たな核軍拡競争と核戦争へと道をひらく世界全体への脅威となるものです。 

世界中の国や政治家がこの動きに反対を表明しています。日本原水協も、多く

の平和運動団体とともに、イギリス政府に抗議メッセージを送ってくれました。

感謝しています。 



3 

 

政府は、貯蔵している運用可能な核弾頭、およびミサイルや潜水艦へ搭載する

弾頭数を明らかにするに政策をとっていましたが、それを覆し、 今では、貯蔵

弾頭数の上限だけしか明らかにしません。 

NPTに加盟している非核兵器国に対して核兵器を使用しないというイギリスの

長年の方針も、「大量破壊兵器あるいは同等の影響を与える可能性のある新興技

術」の脅威が生じた場合には、変更されるかもしれません。 

これに対し、CNDは法律家のクリスティン・チンキン教授とルイーズ・アリマ

ツ博士に「法律家の見解」の作成してもらいました。その結論は、イギリスが

1970 年に批准した NPT 第 6条に明確に違反しているということです。 

さらに、2 人の法律家は、大量破壊兵器あるいは新興技術による将来の脅威が、

核兵器と同等の影響を与える可能性があるという理由だけで、イギリスが自衛の

ためとして核兵器の使用または威嚇をすれば、それは国際法に違反することにな

ると述べています。 

トライデント更新計画も、締約国は核軍備競争を終わらせるために効果的な交

渉を誠実に追求するべきであるという NPTの要件に対する重大な違反です。 

また、私たちは、核兵器の使用と威嚇は、無差別な死と破壊を引き起こすもの

であり、国際人道法、武力紛争法、および国連憲章の定める基本的な原則に違反

していると考えます。 

従って、私たちは、イギリス政府が NPT 条約に違反した行為を行っていると、

国連に報告するつもりです。 

イギリスはまた、国際援助予算を年間 50億ポンド削減しました。これは核兵

器に費やす金額に匹敵します。昨年 11月、ボリス・ジョンソン首相は、今後 4

年間でさらに 165 億ポンドの軍事費の増額を発表しました。これは 年間 10％の

増加になり、過去 30 年で最大の規模です。 

ジョンソン首相は、世界の緊張を高めることも厭わず、「グローバルなイギリ

ス」として世界に君臨する勢力であり続けるとの野望の実現へひた走っているの

です。 

8 月 6 日と 9日には、イギリスの町や都市に各地の CND グループが集まり、広

島と長崎の破壊と苦しみを思い起こし、核軍備撤廃に取り組む誓いを新たにしま

す。 

彼ら全員を代表して、私は、世界大会と皆さんの将来の運動が成功することを

願い、これまでのように今後も、皆さんと協力して、核兵器の脅威をなくし、ヒ

ロシマ、ナガサキを二度と繰り返させないためにたたかいを続ける決意を表明し

ます。ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ。 
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原水爆禁止 2021 年世界大会 
国際会議 

バルト海における核の危険―連帯を呼びかける 

 

オレグ・ボドロフ 

フィンランド湾南岸公共評議会 議長／ロシア 

 

大会参加者のみなさん、こんにちは。 

本日は、バルト海沿岸にあるロシアの原発都市ソスノブイボルからご挨拶と

大会への支持を送ります。この町は広島から 7000 キロの所にあります。 

近年の政治動向を分析すると、広島と長崎の悲劇がここで繰り返されるかも

しれないと懸念しています。私の街では、原子力潜水艦用原子炉の試運転が行

われています。チェルノブイリ型の世界最古の原子炉がここで稼働しているの

です。新たな軍事および民生用の核施設が建設されています。 

 

ロシアと NATO の軍事対立線は、世界最大の核施設群の一つであるこの町から

70km 延びています。軍事対立線を挟んで、両側の陸と海で多くの軍事演習が行

われています。 

 ドイツの反戦活動家は、NATO 軍の将軍たちによって策定された軍事行動のシ

ナリオを発表しました。バルト海のロシア側の沿岸で NATO 軍が核兵器を使用す

るシナリオがあります。それによると、ロシア・NATO 間で紛争が発生した場合、

12 を超える危険な核および放射線施設があるこの町で、その作戦の実施が想定

されています。 

 

ロシア大統領は、NATO によるヨーロッパからの核攻撃を受けた場合、ヨーロ

ッパのミサイルが発射された所だけでなく、その決定を行ったところ、すなわ

ち、米国へも報復核攻撃を行うと公に述べています。 

これが起こった場合、ロシアを含むバルト海周辺 9 カ国の国民 1 億人の伝統

的な生活が破壊されるだけでなく、実際、これは世界的な核戦争の始まりにな

るかもしれません。 

 

私やロシアの仲間を含め、フィンランド、スウェーデン、ドイツ、その他の

バルト諸国の平和運動の友人たちは、バルト海地域における NATO とロシアの対

立を懸念しています。 

私たちはバルト海地域の仲間やパートナーに、この地域の国家元首と政府に

対する請願署名への支持を要請しました。平和団体および環境 NGO らの 130 人

を超える代表者が、署名を寄せてくれました。私たちは、ロシアを含むバルト

海諸国の指導者たちと NATO 加盟国に対し、信頼醸成措置の構築、対立の中止、

核兵器使用の可能性に関する国際会議を 2025 年に開催するよう呼びかけました。 



2	
	

2025 年にヘルシンキ（フィンランド）で欧州安全保障協力会議（CSCE）50 周

年の最終会議があります。この地域の主要国の指導者たちは、第二次世界大戦

後、国境の不可侵を約束し、核兵器使用のリスクを低減する文書に署名してい

ます。 

 

広島と長崎での大会参加者の皆さんに訴えます。このような国際政府会議を

組織しようとする私たちのイニシアチブを支援してください！ あと 4 年ありま

す。日本、ロシア、米国、その他の核保有国で活動する私たちが、政治家を動

かすことができれば、このような国際サミットを準備することは可能です。こ

の会議は、核兵器禁止条約への署名を働きかける場にもなります。 

原水協と日本の原水爆禁止運動は、国際連帯の豊富な経験を持っています。

2025 年にヨーロッパと世界の安全保障と協力に関する新たなヘルシンキ会議の

開催に向けて団結しましょう。 

 

バルト海沿岸で現在起こっていることは、長期の否定的な傾向を示していま

す。1975年のヘルシンキ宣言の署名以来、東欧諸国は NATO の加盟国になりまし

た。 

ロシアでは軍事優先を支持する国民意識が高まっています。数多くの軍事演

習やパレードが行われています。政府はロシアの市民に、周りを敵に囲まれて

いるため、軍事的準備を加速させる必要があると宣伝しています。 

 

過去 10 年間で、ロシアの核兵器への支出は 2.1 倍に増加しました。 同時に、

米国は核兵器への支出においては絶対的にトップの存在です。ICAN（核兵器廃

絶国際キャンペーン）によると、2019 年の米国の支出は 354億ドルでした。 

これは、 他の核保有８カ国の支出の合計額に一致します。これは、Covid-19

パンデミックが始まった年であるにもかかわらず、核保有国が互いの核破壊に

備えるために毎分約 14 万ドルを費やしていることになると、国際平和ビューロ

ー（IPB）は述べています。 そして、これらの支出は毎年増加の一途をたどっ

ているのです。 

 

世界保健機関は、コロナウイルスによる世界の死亡者数が公式の統計よりも高

く、600 万人から 800 万人に及ぶだろうと述べています。この事態への対応が急

がれているにもかかわらず、核破壊の準備に莫大な資金が投入されているのです。 

この世界的な脅威とたたかうために共同で努力し資源を出し合う代わりに、

核保有国の政治家たちは、パンデミックを対立を激化させるための口実に使っ

ています。これは、日本、ロシア、米国や他の国々を含め、地球全体の住民の

利益に反しています。 

 

大会参加者の皆さん、バルト海地域に住む私たちは、みなさんと連帯して、

日本にも地球上のどの国にも、被爆者をつくるな！と声を上げています。 

ありがとうございました。 
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原水爆禁止 2021 年世界大会 

国際会議 

 

ルド・デ・ブラバンデル 

「平和」グループ 

ベルギー 
NATO と核兵器 

 

みなさん、この重要な原水爆禁止 2021 年世界大会で、ヨーロッパにおける

NATO の核共有政策について発言する機会を頂きありがとうございます。 

 

4 年前、数年にわたる交渉の末、122 カ国が新たな核兵器禁止条約（TPNW）に

賛成票を投じました。残念なことに、69 カ国は全く投票せず、交渉にすら参加し

ませんでした。その中には、核兵器保有国と、唯一反対票を投じたオランダを除

くすべての NATO 加盟国が含まれていました。 

 

NATO＝核同盟 

NATO や加盟国政府は、TPNW は核不拡散条約（NPT）と相容れず、むしろそれを

弱体化させるものだと主張しています。ここで思い起こすべきは、TPNW を交渉し

た国々の主な動機が、NPT 第 6 条の核軍縮義務の履行の促進であったことです。

この意図は、TPNW の前文にも明記されています。NPT 第 6 条は、すべての締約国

に「厳格かつ効果的な国際管理の下での全面完全軍縮に関する条約」について

「交渉」と「効果的な措置」を追求することを法的に義務付けています。TPNW は

まさにそれを実行しているのです。ドイツ連邦議会の研究サービス部門は、2021

年 1 月に発表した詳細な論文の中で、「TPNW は NPT を弱体化させるものではな

く、共通の核軍縮機構の一部である 」と述べています。 

 

しかし、NPT 第 6 条の義務にもかかわらず、ほとんどの NATO 加盟国とすべての核

保有国は、交渉をボイコットしてきました。さらに悪いことに、NATO は「禁止条

約は核軍縮体制を弱体化させる」という誤った主張で情報操作を始めたのです。 

 

本当の理由は、核戦略をめぐる同盟の政治的結束を脅かすものとして、NATO がこ

の条約を恐れているからです。NATO は、「核兵器は、通常戦力やミサイル防衛戦

力と並んで、NATO の抑止と防衛のための総合的能力の中核をなすものである。

NATO は軍備管理、軍縮、不拡散に尽力しているが、核兵器が存在する限り、NATO

は核同盟であり続ける」と主張しています。 

 

しかし、NATO が自らを核同盟と定義したのはつい最近で、2010 年のリスボン

NATO首脳会議でのことです。NATO の初期には、同盟の戦略概念の中に核兵器へ

の言及はありませんでした。核兵器は、NATO の個々の核保有国の責任範囲である

と考えられていたのです。NATO が自らを「核同盟」とみなす戦略構想を受け入れ

たのは、わずかこの 10 年ほどのことです。 
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核責任の集団化 

1960 年代以降、米国は他の NATO 加盟国に核兵器を配備し、核戦争の計画と準

備の役割を与えるようになりました。その後、フランスを除くすべての国が核抑

止力政策に関与するようになり、それは同盟内の連帯の一形態として定義される

ようになったのです。なぜでしょうか？核軍縮に対する人々の支持が国際的に高

まったからです。これにより、核兵器に対する政治的責任の集団化が進められた

のです。 

 

それはなぜか。第一に、NATO 核武装化を同盟のアイデンティティとすることによ

り、核推進派は、費用のかかる核近代化プログラムや核配備を、同盟の「連帯」

や「結束」に貢献するものとして正当化することができました。第二に、このよ

うな NATO の核武装化は、核武装に対する同盟内の抵抗を弱めました。これによ

って、核軍縮を求める声は、反 NATO であるとみなされるようになりました。 

 

核の共有は、NATO の戦略の中核をなすものとなりました。NATO 加盟の 3つの核

保有国（フランス、イギリス、米国）のうち、他の加盟国の領土内に核を保有し

ているのは米国だけです。ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコに配

備しています。現在、米国はこれらの国々に戦術 B61無誘導爆弾を約 150 発配備

しています。これらの爆弾は、戦時には核・非核両用戦術航空機（DCA）に搭載

されなければなりません（トルコを除く）。これは、1970 年に発効した核不拡散

条約（NPT）に違反する、非核兵器国による核兵器の移転や管理と考えられま

す。NPT は、非核兵器国への核兵器の直接・間接的な移転・管理を禁止していま

す。 

 

これらの爆弾は、間もなく新型 B61-12 爆弾に置き換えられる予定です。B61-12

は、爆弾を目標まで誘導する電子尾翼キットを備えています。 

 

またこの爆弾には、爆発力を低くするという選択肢もあります。戦争立案者は、

高精度と低爆発力という二つの選択肢の組み合わせによって、以前は巻き添え被

害が大きすぎて攻撃できなかった標的への攻撃に、この爆弾を使うことができる

と考えるはずです。これは非常に危険なことです。新型 B61-12 爆弾の使用は、

核戦争勃発の危険を高め、「抑止力」の概念を損なうことになるでしょう。 

 

核兵器に反対するヨーロッパの人々 

ヨーロッパの国々で行われた最近の世論調査によると、ヨーロッパの人口の過

半数が核兵器禁止に賛成しています。賛成は、ベルギーで 77％、スペインで

89％、イタリアで 87％、オランダとデンマークで 78％に上っています。平和運

動の課題は、国民の支持を政治的圧力に変え、核兵器を再び政治的議題の優先課

題に押し上げることです。この機会を逃してはなりません。数年後には、新型

B61-12 爆弾がヨーロッパに配備されるのです。 

 

今世界は岐路に立たされており、ヨーロッパでは戦略的な選択を迫られていま

す。軍拡競争を引き続き進めるのか、それとも世界共通の安全保障のための平和

的アプローチを推進する世界的なリーダーシップを発揮するのかが問われていま
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す。 

 

昨年、ヨーロッパの平和団体は、ヨーロッパにおけるすべての核兵器の廃絶を目

指し、NATO の核共有政策に反対する新たな「非核のヨーロッパ」キャンペーンを

開始しました。9月には、ベルギー、ドイツ、オランダ、イタリア、イギリス内

の、米国の核兵器が配備されている軍事基地の近くで抗議行動が行われます。私

たちの最初の目標は、核兵器を政治課題に戻すことであり、他の運動（労働組

合、気候変動運動、女性や若者の運動）の、核兵器が地球にもたらす脅威と行動

の必要性について認識を高めることです。 

 

第一の条件は、「核のあいまいさ」をなくすことです。これは、核共有国の政府

が、自国領土に核兵器が配備されていることを認めることを意味しますが、今ま

では認めてきませんでした。核共有国における核兵器の存在を政治的、法的に争

うためには、自由で開かれた民主的な議論が必要です。第二に、ヨーロッパから

核軍備を撤廃するためには、明確で政治的な関与とタイムスケジュールが必要で

す。まず、米国の核爆弾を解体するための米国／NATO とロシア間の交渉が行われ

なければなりません。続いてフランス、イギリス、そして少なくともロシアのヨ

ーロッパ側の国々での核軍備撤廃の合意が必要です。こうしてヨーロッパの核軍

備撤廃が実現すれば、ヨーロッパは合法的に非核兵器地帯となります。同時に、

ヨーロッパ諸国が NPT の下での義務を果たし、TPNW に署名・批准する道も開かれ

るのです。 

 

グリーンピースの有名なスローガンを思い出してください。「もはや一刻の猶予

もないのです！」 
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原水爆禁止２０２１年世界大会 

国際会議セッション１ 

日本原水協事務局長 安井正和 

 

 原水爆禁止２０２１年世界大会・国際会議にオンラインで参加され

たみなさんを心から歓迎します。 

 ことしの世界大会は、広島・長崎の被爆から７６年、核兵器禁止条

約が発効して最初に開かれる記念すべき大会です。 

世界大会の共通テーマである「被爆者とともに、核兵器のない平和

で公正な世界を－人類と地球の未来のために」には、コロナ禍後の希

望ある世界を実現する決意が込められています。今日から始まったこ

の大会を新たな連帯と共同の大会として成功させましょう。 

 

核兵器禁止条約発効の歴史的意義 

ことし１月２２日、核兵器禁止条約が発効しました。これにより核

兵器は違法化され、国際社会の規範として核兵器の使用を含むあらゆ

る活動が禁止されました。核兵器廃絶への大きな一歩です。 

禁止条約の発効は、６０年以上にわたって核兵器全面禁止・廃絶を

求め続けてきたこの原水爆禁止世界大会、そして広島・長崎の被爆

者、世界の圧倒的多数の政府と市民社会が共同して実現した画期的成

果です。 

核兵器禁止条約の成立と発効は、国際政治の主人公が少数の大国で

はなく、多数の国ぐにの政府と草の根の市民社会であることを示して
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います。昨年の国連総会で禁止条約への参加を訴えた国連決議に賛成

した国は１３０か国、加盟国の３分の２へと広がっています。 

批准国が一つ増えるごとに、条約の権威は高まり核保有国への圧力

となります。国連加盟国の過半数（９７か国）に達すれば、核保有国

はいっそう孤立せざるをえません。 

アメリカ、ロシア、中国など核大国はいずれも禁止条約を敵視し、

条約への参加を拒んでいます。そして、核兵器への固執をつよめ核抑

止力の強化をはかっています。 

人類の生存よりも核兵器を振りかざし、「自国の安全」を優先する姿

勢は、今日の国際社会では受け入れられません。核兵器禁止条約の前

文が指摘しているように、「核兵器のいかなる使用も破滅的な人道上の

帰結をもたらし、核兵器の壊滅的な帰結は適切に対処でき」ません。

核兵器固執の道理のなさは明白です。 

核兵器禁止条約は、「核抑止力」論を打ち破る力を持っています。 

核兵器のない世界を実現するためにも、核兵器の使用の手を縛るた

めにも、核兵器禁止条約を支持する圧倒的な世論を築き、核保有国を

包囲しましょう。 

 

世論を力に核固執政治から転換を 

 核兵器の使用を許さず、核兵器廃絶へと前進するために、鍵を握っ

ているのは核保有国と核依存国でのたたかいです。 

 核兵器禁止条約が採択された２０１７年以降、核保有国のアメリ

カ、その同盟国のＮＡＴＯ諸国、この日本においても自国政府に核兵
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器禁止条約への参加を求める世論はひろがり、どこでも国民の７割か

ら８割が支持しています。 

来年には、第１回核兵器禁止条約締約国会議がウィーンで開かれま

す。核兵器禁止条約の発効を力に、核兵器廃絶を求める世界の流れを

大きく発展させる重要な場です。その発展の成否をにぎっているのは

市民社会の運動と世論です。締約国会議には市民社会もオブザーバー

として招請されます。 

締約国会議を核兵器全面禁止・廃絶への転機とするために、世界中

で行動をひろげ、会議に総結集することをよびかけます。 

 

被爆国日本の運動が先頭に 

 日本では、秋に総選挙がたたかわれます。 

私たちは、この総選挙で被爆国にふさわしく、核兵器禁止条約に参

加し、核兵器廃絶の先頭に立つ日本の実現を目指しています。 

日本政府は、被爆国に対する国際社会の期待や被爆者や国民願いに

背を向け、禁止条約に反対し続けています。４月の日米首脳会談で菅

首相は、拡大抑止、「核の傘」の強化と引き換えに、防衛力の強化をバ

イデン米大領領に約束しました。 

菅政権の「核抑止力」への依存は、アジアでの核使用の危険を高

め、国民の命と安全を危険にさらすものでしかありません。 

日本と国民の平和と安全も守るためにも、「核の傘」依存からの脱却

が強く求められています。核兵器禁止条約に参加する政府ができれ
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ば、日本の「核の傘」、安全保障政策に大きな転換をもたらし、核兵器

廃絶、日本とアジアの平和と安全にも大きな貢献となります。 

世論調査では、国民の７割が核兵器禁止条約を支持し、日本の参加を

求めています。地方自治体の政府に対する意見書決議も５９３自治体

（全自治体の３３％）へとひろがっています。 

昨年秋、私たちは日本社会の各界を代表する人たちが連名でよびかけ

た「唯一の戦争被爆国 日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求

める署名」を支持し、全国で署名を開始しました。このよびかけに

は、広島・長崎の被爆者、外務・防衛閣僚の経験者、政治、経済、社

会、文化、宗教、学術、芸能、スポーツなど各界の広範な著名人が名

を連ね、新型コロナウイルス感染などの制約の下でも、このよびかけ

に応えて６４万人が署名を寄せています。 

 禁止条約採択４周年にあたる７月７日、全国紙である「朝日新聞」

に署名をよびかける全面意見広告を掲載しました。モニター調査で

は、読者の８割（約４５０万人）が広告を閲覧し、６割（３００万人

以上）が改めて核兵器禁止条約を意識したとの結果でした。４５００

人を超える読者からオンライン署名が届くなど大きな反響をひろげま

した。都道府県レベルでも、署名の共同がひろがっています。 

 こうした世論と運動のひろがりを確信にして、思想・信条・党派を

こえて、「核兵器禁止条約への日本の参加」の一点で共同を草の根から

ひろげ、圧倒的な世論の力で政治の大きな変化を起こす決意を表明し

て発言とします。 

／ 
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原水爆禁止 2021 年世界大会 

国際会議 

危険な時代に：破滅的な米中戦争を防ぐために 

 
ジョゼフ・ガーソン  

平和・軍縮・共通安全保障キャンペーン 議長／アメリカ 

 

 

米国と中国の関係は 1970 年代初頭に国交正常化が始まって以来、最悪の状況にあ

ります。 1940 年代後半に起きたような冷戦と全く同じではないものの、それに類似

した、危険極まりない、全く不必要な新たな対立に向かって、世界的な混乱が再構

築されつつあり、私たちは、その影響を受けています。 私と共に「健全な米中政策

のための委員会」（SANE）のメンバーであるシュ・ジクン氏が述べているように、

「バイデン政権は、中国は米国の国益を脅かし、米国を滅ぼしかねない脅威であり、

いかなる犠牲を払っても押し戻さなければならないのだと自らを納得させた」ので

す。かつて はトランプが、そして今ではバイデンやブリンケンなどが、独善で何も

見えなくなり、政府と国民の新しい総意なるものをでっちあげました。その総意と

は、「中国は世界中の自由と民主主義の存在を脅かしている。従って、米国は、軍

事的、外交的、技術的、その他の方法で、自由と民主主義を擁護しなければならな

い」というものです。 

 

米国が 1898 年以来、アジア太平洋を帝国支配してきたこと、グアンタナモには人

権が存在しないこと、（米国のインドの新しいパートナーであるモディのような）

人種差別主義の共和党員が、マイノリティーの有権者の選挙権を剥奪していること、

米国が世界中の抑圧的な政府と深い同盟関係を結んでいることなどは、いずれもオ

ーウェル的な「記録の抹殺」の対象となる不都合な事実です。 

 

その根底には、台頭する大国と衰退する大国とのあいだの避けられない緊張関係

があります。この緊張はトゥキディデスの罠といわれ、歴史上何度も壊滅的な戦争

にまでエスカレートしています。 冷戦との類似を際立たせているのが、第一次世界

大戦以前の数年間と類似しているという憂慮すべき点です。台頭する大国と衰退す

る大国間の緊張、現在では「クアッド」に代表される複雑な同盟構造、憎悪を伴う

激しいナショナリズム、領土紛争、新興技術による軍拡競争、国際的な経済統合と 

競争、独裁政治、予知不可能な行動などがそれです。 

 

1914 年のサラエボの銃撃戦のように、事件、事故、または誤算（南シナ海、東シ

ナ海、または台湾近海での軍艦の衝突など）は、大規模な戦争にまでエスカレート

し、核の使用も起こる可能性があります。 
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 中国の外交攻勢や一層の軍備近代化を支える土台は経済改革です。アジア太平洋

地域の経済と中国経済の統合の深まり、南シナ海/西フィリピン海での中国の攻撃的

な行動、中国の対米軍の領域拒否空軍・サイバー能力などは、米国のインド太平洋

地域を長期的に支配する能力をますます疑わしいものにしています。 

 

オバマやトランプの時代と同じように、バイデン政権と議会、そして国民の多く

は、依然として、米国が「明白な運命」を与えられた、特別に優れた国だという自

滅的な例外主義の考え方を持っており、それがアジア人に対する差別を助長してい

ます。 一方、一世紀半受け続けた屈辱にこだわっている中国の指導者たちは、中国

をかつての主導的歴史的役割に復帰させ、習近平総書記の「中国の夢」を実現する

ことを目指しているため、引き下がる気は全くありません。 

 

トランプ政権は 2018 年国防戦略で、オバマのアジア太平洋基軸戦略を継続すると

いうイチかバチかの賭けに出ました。それはアメリカのすべての軍事計画だけでな

く、現在の NATOの軍事計画をも方向づける戦略で、中東への軍事的関与を減らし、

大国間の戦争を想定した計画と準備を優先するものです。  

 

その後、バイデン政権は、トランプの戦略に沿って暫定戦略ガイドラインを発表

しました。そのなかで中国は依然として「戦略的競争相手」に位置づけられていま

す。国防総省と「政府全体」の優先事項が、中国やロシアとの起こりうる大国戦争

の準備であることに変わりはありません。 

 

これとあわせて、中国の台頭を封じ込めて管理するという方向が決定されたのも、

オバマ時代のアジア太平洋基軸戦略の主要な執筆者のカート・キャンベルが、国家

安全保障会議で米国のインド太平洋政策を主導した人物であることを考えれば当然

のことです。中国に対するバイデン政権の「強気のやり方」は、アンカレッジでの

米中首脳会談の準備過程における両者の対立で事前に確認されました。6 月の NATO

サミットでは、NATO 2030 年ドクトリン採択が正式に承認され、それにより、中国の

封じ込めは NATOの 2つの優先課題の 1つになりました。バイデン就任からわずか数

日で南シナ海/西フィリピン海に空母艦隊を派遣したことに始まり、米政権は挑発的

な軍事作戦を実施しています。またバイデンの記録破りの巨額の軍事予算は、危険

を深めるとともに、雇用と利益の増大も意味しています。 

 

トランプ時代からの変化の 1つは、バイデンが同盟に頼って自国の軍事力を強化

する道を選んだことです。バイデンがワシントンに招待した最初の外国の国家元首

は菅首相と文在寅大統領でした。ブリンケン国務長官とオースティン国防長官は、

アンカレッジで中国と対峙する前に、「クアッド」のパートナーと会談しました。

「クアッド」のサミットは秋に予定されています。 バイデンは、韓国との同盟関係

堅持、日本の尖閣諸島/魚釣島の領有権主張に対する軍事的支援、および南シナ海/

西フィリピン海におけるフィリピンの利益の軍事的防衛などについて、米国の揺る

ぎない誓約をあらためて確認しました。 
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台湾はインド太平洋で最も危険な火種となっています。 どちらの側も戦争を望ん

でいなくても、事故や誤算は起こります。権威主義的な中国との緊張関係の主な原

因は、台湾の自由と民主主義を米国が支持していることですが、台湾をめぐる大国

間の緊張の中心には 2つの戦略地政学的現実があります。 1962年にフロリダからわ

ずか 90 マイルのキューバにソ連からミサイルが導入され、ミサイル危機を引き起こ

しましたことがありますが、台湾も中国本土から 100 マイルしか離れていません。

従って、台湾は中国の軍事的脆弱性の一因と見なされています。 台湾はまた、米、

中、日本の経済が依存している高性能半導体の世界有数の供給国です。 これらの理

由から、台湾は誰もが戦略的に欲しがる対象なのです。 

 

中国は台湾におけるレッド・ライン（越えてはならない一線）をかなり以前から、

明確に示してきました。 中国は「反逆の省」と呼ぶ台湾との平和的再統一を望んで

いると繰り返し主張してきたものの、もし台湾が法的な独立に向けて不可逆的な措

置を講じれば、中国がそれに軍事的に対応することは、ずっと以前から明らかです。 

 

このように、バイデンとブリンケンは火遊びをしているのです。 1979 年に米国が

台湾に代わって中国との外交関係を結んで以来初めて、台湾の駐米代表が 1月の大

統領就任式に招待されました。米国が 50 年前から「 一つの中国」政策を支持し、

台湾の防衛への関与について「戦略的曖昧さ」を温存してきたのに反して、ブリン

ケンは米国の台湾防衛への「揺るぎない」関与を吹聴しまた。しかも、世論調査で、

台湾防衛への米国の関与拡大が、台湾独立への支持を煽ることが示されている中で

のことです。このことが、中国のレッドラインへと状況を近づけているのです。  

 

バイデンは何度も台湾海峡に軍艦を送る一方で、台湾の幹部と会談するために元

高官のいわゆる「非公式」代表団を派遣しました。 このような会合を奨励するため、

米国の外交官が台湾の外交官と会うことを長い間制限していたガイドラインは改訂

されました。 そして、台湾近海で恒久的な米海軍のプレゼンスを展開する可能性に

ついての議論が進んでいます。 

 

私たちは、中国側にも非があることを心に留めておく必要があります。中国が香

港、新疆ウイグル自治区などで人権を抑圧したことに加え、人民解放軍は、台湾の

領空に軍機を飛ばし、台湾海域に軍艦を繰り返し送ることで、バイデン政権を歓迎

しました。 また、台湾のコロナワクチンの入手を妨害し、習近平総書記は、中国共

産党創立 100周年の式典で、中国の「国家再生」の原則として、台湾との「平和的

な再統一」の重要性を強調しました。 

 

南シナ海/西フィリピン海でも状況は良くありません。米国防総省でさえ、ここで

の中国の最も重要な軍事ドクトリンは「戦略的防衛」であることを認めています。

何百もの米軍基地と施設、そして米海軍の第 7艦隊に包囲された中国は、各国の合

法的な主張や国際法を完全に無視して、九段線で新帝国の領域を広げ、係争中の岩

や小島の上に軍事基地を建設することで、南シナ海の防衛範囲を拡大しました。大
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国の帝国的伝統に従い、中国は、米国の西半球の覇権の基礎となってきた米国モン

ロー主義を模倣しているのです。 

 

南シナ海に眠る原油は 177億トン、世界で 4番目の埋蔵量です。加えて、大量の

天然ガスや鉱物もあります。戦略的により重要なのは、南シナ海が中国、日本、韓

国の経済に必要な電力供給用の化石燃料を含め、世界の貿易の 40％が通過するシー

レーンにまたがっているという事実です。20 世紀を通じてペルシャ湾のホルムズ海

峡がそうであったように、南シナ海は世界で最もダイナミックな資本主義経済の頸

静脈の役割を果たしています。マラッカ海峡や他の航路が封鎖された場合、この地

域の経済は大きな打撃を受けることになります。このように、南シナ海は今世紀の

世界支配をめざす闘争の戦略地政学的中心地なのです。 

 

これらに加えて、南シナ海の波は中国の最も脆弱な前線、すなわち中国経済の原動

力である沿岸地帯にまで押し寄せています。 

 

この地域で米国の覇権を強化するため、オバマ、トランプ、そして現在のバイデ

ン大統領たちは、中国の南シナ海に対する領有権主張への抵抗を奨励し、中国が占

領している係争中の島々の近くで、頻繁かつ挑発的な海軍と空軍による急襲作戦、

いわゆる「航行の自由」（FON）作戦を行ってきました。 中国のある海事シンクタ

ンクが報告したように、2020 年、米軍は「南シナ海で最大の圧力」を加えるため、

この地域への海軍及び空軍の「前例のない」配備を行いました。米国の空母、駆逐

艦、およびそれらを支援する艦隊は、中国の軍事化された島々の近くで、FON作戦を

かつてないほど展開したのです。 

  

米国の同盟戦略に沿って、現在では、イギリス、フランス、ドイツ、および日本

の軍艦が第 7艦隊に加わっています。 中国も海軍の訓練を実施しており、その中で

最も攻撃的なのは、フィリピンの排他的経済水域にもかかわらず、トロール漁船に

見せかけた 200隻以上の船を配備し、牛軛礁へのアクセスを妨げる訓練です。 

 

米国と中国の戦艦は、互いに接近して、時には危険なほどの近距離で攻撃的な活

動を行うこともあり、致命的な事故や判断ミスを誘発する可能性があります。それ

ぞれの国の民族主義勢力の争いや影響力の大きさを考えると、政治的に封じ込める

ことができない勢力を解き放つような事件が起こる危険も過小評価すべきではあり

ません。 

 

中国との新たな世界的な冷戦、さらに悪くなれば、中国との核戦争になりかねな

い熱い戦争は、人類が最も必要としないものです。人間の生存に必要なのは、米国、

日本、NATO、中国の軍隊が、致命的となりかねない緊張を高めていくのではなく、

互いに既得権益を克服して、根深く頑迷な紛争の解決に向けた外交を追求すること

です。 

 

核兵器のない世界は、それを実現しようとする人々がいなくなれば、実現できま

せん。 大国の核戦争と核の冬を阻止するために人々を組織することが重要です。パ
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ルメ委員会の 1982年共通安全保障報告書は、INF条約（中距離核戦力全廃条約）締

結やベルリンの壁の崩壊前の米ソ冷戦の終結につながる枠組みを提供しました。こ

の報告から私たちが学んだのは、いくら競争相手の国との間で軍拡競争をエスカレ

ートさせても、安全保障は達成することができないということです。 安全保障とは

相互信頼を築き、相互に有益な外交を追求することによってのみ達成できるのです。

共通の安全保障とは、平和や核兵器廃絶ではありませんが、壊滅的な戦争を阻止し、

核軍縮、気候の緊急事態の解決、現在および将来のパンデミックの対処へ協力の道

を開くことができます。 

 

これらの目的を実現するために、以下の要求や運動が必要です。 

 

•米国が核戦争ドクトリンにおいて核の先制不使用を採用すること、誤算を防ぐため

に軍隊間の協議を行うこと、米国と中国は NPT 第 6条の義務を履行するための信頼

できる措置を講じること。 

•すべての挑発的で危険な軍事的示威活動をやめること。 

•一つの中国政策を尊重し、中国と台湾の交渉を奨励すること。 

•米国、中国、ASEAN間の多国間交渉を促進するため、ASEAN地域フォーラムを関与

させること。これには南シナ海/西フィリピン海での軍事作戦および海洋鉱物資源の

共同開発に関する拘束力のある東南アジア行動規範の策定を含む。 

•「核の傘」の国々は、すべての核兵器国に圧力をかけるために核兵器禁止条約

（TPNW）に署名し、批准すること。 

ご清聴ありがとうございました。 核戦争阻止、核兵器全面禁止、核被害者支援、

気候の緊急事態の解決、現在および将来のパンデミックの阻止に、私たちの集団的

努力で勝利しましょう。 



1 
 

原水爆禁止 2021 年世界大会 

国際会議 

 

土田弥生／日本原水協 事務局次長 

 

日本の目前で、アメリカと中国の軍事対軍事の対立が激化しています。中国は、

南シナ海や東シナ海の領有権を主張し、軍事基地を建設するなど、国際法違反の

実効支配を強めています。これに対抗して、アメリカは日韓豪印と英仏軍など NATO

加盟国まで動員して、世界的な対中封じ込めを強化しています。ガーソンさんが

言うように、偶発的にせよ軍事衝突が起きれば、大国間の大規模戦争、核戦争に

までエスカレートする危険をはらんでいます。 

 

 禁止条約が発効し、世界の圧倒的多数の国と人々が核兵器のない世界に進もう

としている一方、世界は、引き続き核絶滅の脅威にさらされています。核兵器を

持っている国々が、禁止条約に背を向け、核抑止力に固執、核兵器の近代化、核

軍備競争を激化させているのです。 

 

大国は責任を果たせ 

 近年、核兵器と気候変動が人類と地球を脅かすグローバルリスクであると言わ

れ、世界中の人々が声をあげています。にもかかわらず、核保有国、特に P5 は、

自国の利益を優先し、人類と地球を絶滅の淵に追いやろうとしていることに、憤

りを覚えます。P5 は国連安全保障理事会の常任理事国です。安全保障理事会の任

務は、国連憲章のもと、国際の平和と安全に主要な責任を持つことです。私たち

は、核保有国に対し、国際法無視の覇権主義争い、ウォーゲームをやめ、国連憲

章に基づき、紛争の平和的解決、核兵器廃絶へ転換し、世界の平和と安全を守る

責任を果たせと要求します。 

 

日本を戦争・核の惨害に巻き込む 

 さらに重大なのは、4 月 16日に行われた日米首脳会談で、日米同盟を「インド

太平洋地域、そして世界全体の平和と安定の礎」と位置づけ、日本政府が米国の

対等のパートナーとして、日米軍事一体化をすすめることを確認したことです。 

日米共同声明の中で、米国は「核を含むあらゆる種類の米国の能力を用いた日

米安全保障条約の下での日本の防衛に対する揺るぎない支援」を行うと述べ、米

国の核の傘に依存する日本は、これと一体となって防衛力を強化することを約束

しました。 

「台湾海峡の平和と安定の重要性」も確認されました。政府は、これを日米同

盟強化の文脈で強調し、「台湾有事」に自衛隊が「コミット」する方向が合意され
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ました。「台湾有事」において米軍の軍事行動に自衛隊が加担するとなれば、沖縄

や南西諸島が戦場となり破滅的事態となることは明らかです。このような危険な

事態を許してはなりません。 

 

日本政府は被爆国として核兵器廃絶の目標を共有していると言いながら、核兵

器禁止条約に反対、核抑止力維持、日本の安全保障をアメリカの核兵器に委ねて

います。しかし、ここまで米国の言いなりで、国民を戦争と核の惨害に巻き込む

道を進むのかと、怒りを抑えることはできません。国連総会や NPT 会議では、日

本の決議で NPT の合意を歪め、核保有国の代弁者となる始末。米戦略への加担の

ために、コロナ禍の中でも、史上最高の防衛費、アメリカの兵器の爆買い、駐留

米軍基地への配備の強化、自衛隊の合同演習への参加、憲法 9 条改悪の企みなど

が進められています。日本政府に対し、軍事優先主義ではなく、核の傘からの離

脱、被爆国として核廃絶の先頭に立ち、国連憲章と憲法に基づく外交を行うこと

を迫らなければなりません。 

 

禁止条約は核抑止論を打破する 

この点で、今年 1 月に発効した核兵器禁止条約は、私たちに力を与えてくれて

います。禁止条約は、世界に「核兵器に依存する安全保障」から「核兵器のない

世界の安全保障」への転換を提起しています。それゆえ、核保有国や日本が信奉

している核抑止力論に正面から対決するものです。現在の危機は、核保有国と「核

の傘」の国による核抑止力に基づく競争と軍拡の結果にほかなりません。禁止条

約に参加する政府ができれば、これは日本の核の傘・安全保障政策に大きな転換

をもたらし、日本とアジアの平和と安全にも大きな貢献になるでしょう。 

そのためには、核兵器では平和と安全は守れない、米中や日本の軍事一辺倒の

対応ではダメだという、国民の世論を高めなければなりません。私たちが昨年 10

月から行っている日本政府に禁止条約への署名・批准を求める署名は、その役割

を果たすものです。 

禁止条約の発効は、幅広い国民の関心と世論も高めています。この署名は世界

的に有名な音楽家、坂本龍一さんや田中真紀子元外務大臣らを含め、全国から 137

人の著名な方々が共同呼びかけ人となり、始めることができました。7 月 7 日に

500 万読者を持つ朝日新聞に署名の意見広告を掲載すると、「よくぞ言ってくれた」

と広範な人々から多くの署名と募金が集まっています。世論調査では国民の 72％

が政府は禁止条約に参加するべきと答えています。7月20日時点で593自治体が、

日本政府へ禁止条約への参加を求める決議をあげています。 

 

禁止条約を力に運動の発展を 

 コロナ禍で延期されてきた第10回再検討会議も来年 1月に開催されることが発

表されました。私たちは、核保有国や日本など核の傘の国に対し、NPT第 6条の義
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務、核兵器をなくすとの合意の履行だけでなく、核兵器禁止条約という国際法に

も真摯に向き合い、核兵器全面禁止を実行するよう迫る決意です。 

 また来年は、核兵器禁止条約第一回締約国会議も予定されています。7 月 6日付

の共同通信の記事で、オーストリアのクメント大使が、この会議で核保有国によ

る核全廃期限を「10 年」を軸に議論する見通しを示したことが明らかになり、大

いに期待が高まっています。 

  

日本においても、9 月あるいは 10 月には、日本の未来を決する総選挙が行われ

ます。国民のすそ野の広い禁止条約への支持を背景に政党・国会議員にも働きか

け、日本政府の対米追随、抑止力依存から禁止条約に参加する政府への転換を勝

ち取らなければなりません。禁止条約を力に世論と運動を発展させることが、こ

れらの重要な政治決戦で貢献する道であると確信します。ともに、がんばりまし

ょう。 
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原水爆禁止2021年世界大会 

国際会議 

 

核兵器禁止条約を力に非核・平和な朝鮮半島と東アジアの実現を 

 

李俊揆（イ・ジュンキュ） 

韓国・韓神大学統一平和政策研究院上級研究員 

 

原水爆禁止2021年世界大会国際会議へのご招待ありがとうございます。今年の世界

大会はパンデミックと核兵器禁止条約の発効という歴史的な時期に開かれています。 

 

ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ誌は、10年以上前から気候

変動の危険性を警告してきました。2021年の世界終末時計の発表の際、同誌の最高経

営責任者レイチェル・ブロンソン氏は、新型コロナパンデミックは、世界は核リスク

や気候変動のような人類生存の脅威に対処する準備ができていないことを知らせる

「歴史的警鐘」を鳴らしたと述べました。 

 

このパンデミックは私たちに人間の安全保障、多国間協力、国際連帯、そして人間

と環境の共存に基づく新しい国際秩序への転換を求めています。しかし、核兵器は軍

事的安全保障、「わが国ファースト」主義、環境破壊の頂点にあります。核兵器は安

全保障に対する最大の伝統的な脅威であり、伝染病、公害、災害、気候危機などの安

全に関わる非伝統的な問題への国際協力を妨げているのです。核兵器の生産、開発、

維持のために経済的、人的、社会的資源を浪費し続けるのは、最も愚かな行為です。 

 

しかし、この地球にはまだ13000発以上の核弾頭があります。特にアメリカとロシア

は世界で最大数の核兵器を保有し、露骨に「核の近代化」を推し進めています。この

核の近代化とは、核兵器の性能を向上させるだけでなく、「使いやすい核兵器」の開

発を意味しています。今年の3月、イギリス政府は、核軍備の増強政策を発表しました。

核兵器国はNPT第6条の核軍備撤廃義務を軽視し、核拡散の危険を高め、核軍備競争を

促進しています。 

 

世界大会に参加したこともあるトマス・ハイノッチ大使の言葉を借りれば、禁止条

約は核兵器国から核軍縮を独占する権利を奪ったのです。禁止条約は核兵器禁止を国
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際規範として確立し、全ての国は核兵器廃絶の達成のために積極的に活動すべきこと

を基準として定め、核兵器国に核軍備撤廃の「完全履行」の圧力をかけることになる

のです。 

 

大国間の力による政治は東アジアで、とりわけ冷戦の終結、中国の台頭とともに露

骨に展開されました。米中対立は、科学技術、政治、軍事など全ての分野に広がりま

した。さらにコロナ感染拡大は両国の対立を激化させ、価値観をめぐる争いで火花を

散らすことさえあります。最近ではイギリスやフランスなどのNATO加盟国までが、東

アジアにおける大国の力の政治に巻き込まれています。 

 

アメリカにはパワーシフトを阻止したいという強い要求があります。バイデン政権

は、トランプ政権と比較して、自分たちの政策の形態やペースに若干の変更を加える

かもしれませんが、アメリカの対中政策を変える可能性は少ないでしょう。 

 

米中対立（あるいは中国対日米同盟）は、尖閣諸島（中国名は釣魚島）、東シナ海、

台湾海峡、南シナ海などの危険地域で起きています。そのため、この地域の国々を巻

き込む戦争の危険に対する懸念が高まっています。他方、米中間の戦争が起きる可能

性を誇張すべきではないという見方もあります。しかし、たとえ全面戦争が起こらな

いとしても、米中紛争が悪化すれば、ブロック間の対立も激化し、この地域の激しい

軍備競争につながります。そしてその経済的、政治的、人的な犠牲は、アメリカと軍

事同盟関係にある日本や韓国に降りかかってくるのです。 

 

アメリカの軍事優先主義を批判するだけでは十分ではありません。私たちは中国の

挑発的な軍事行動を含め、平和を脅かすあらゆる行動にも断固として反対し、集団的

行動を組織しなければなりません。 

  

このような国際情勢において、北朝鮮の核問題は依然としてホットな問題です。こ

れは北東アジアを不安定にする要因であり、同時に軍備競争の口実にされています。

だからこそ北朝鮮の核問題の解決と朝鮮半島の非核化・平和プロセスの前進は、この

地域の国際秩序に変化をもたらすことができるのです。 

 

朝鮮半島の非核化・平和プロセスは2019年のハノイ会談の決裂以降、膠着状態が続

いています。バイデン政権が「調整された現実的アプローチ」と呼ばれる対北朝鮮政

策を発表しても、北朝鮮の反応は冷淡でした。より最近では南北対話チャンネルが回
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復されたという報告がありました。これは良いニュースですが、これで非核化・平和

プロセスが再開するだろうと希望的予測をたてるには時期尚早です。 

 

何より、北朝鮮が「敵対政策」と位置付けている韓米共同軍事演習が8月に予定され

ています。共同軍事演習や北朝鮮制裁などの敵対政策に対する柔軟な措置が講じられ

ない限り、非核化・平和プロセスを前に進めるのは難しいでしょう。 

 

これに加えて、朝鮮半島の「平和プロセス」を前進させることによって、非核化を

進める方が実行可能性が高いと思います。北朝鮮は核兵器や弾道弾ミサイルのような

非対称戦争能力を開発することに執着しています。これは冷戦の崩壊による国際的な

孤立と、韓国および韓米同盟と比べた軍事力の劣勢を克服するためです。 

 

それゆえ、朝鮮戦争の終結、平和協定の締結、米朝関係の正常化を含む平和体制確

立のプロセスは、北朝鮮の非核化を進めるために必要なのです。 

 

しかし、だからといって平和プロセスの前進が自動的に非核化につながるわけでは

ありません。朝鮮半島の非核化には、北朝鮮による非核化措置の決定が必要です。反

核平和運動は、北朝鮮に対し非核化のための措置を講じるよう求め、非核化を可能に

する条件を作り出すために積極的に活動するべきです。 

 

その意味で、核兵器禁止、特に核兵器の使用および威嚇を禁止した禁止条約による

国際規範の確立は、非核平和の朝鮮半島の実現のために最も重要なものです。 

 

最後になりますが、2018年9月、平壌で南北朝鮮が合意した「朝鮮半島を核兵器も核

の脅威もない平和な地にする」という目標は、北朝鮮を非核化するだけでは達成でき

ません。少なくとも北東アジアにおいては、アメリカ、中国、ロシアなどの核保有国

の対北東アジアの核戦略と、韓国や日本が依存するアメリカの「核の傘」の問題を、

北朝鮮の非核化と合わせて課題として扱う枠組みをつくることが必要です。 

 

北東アジア非核兵器地帯の取り組みは非常に意味があります。北東アジア非核兵器

地帯の実現によって、朝鮮半島の非核化は促進され、朝鮮半島の非核化・平和プロセ

スは、共通の安全保障・人間の安全保障に基づくこの地域の多国間協力の枠組みに発

展することでしょう。 
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原水爆禁止 2021 年世界大会 

国際会議 

 

ドン・フイ・クオン 

ベトナム平和委員会 事務局長 

 
ご参加のみなさん、 

 原水禁 2021 年世界大会に参加できて大変うれしく、光栄に思います。この会議

で発言の機会を頂いたことに対し、実行委員会に感謝します。ご来賓、活動家お

よび友人の皆さんにベトナム平和委員会とベトナム国民からの心からのご挨拶を

お伝えします。 

 

 76 年前の広島と長崎での核の悲劇は、人間と環境に甚大で長期にわたる壊滅的

な影響を与えました。それ以来、日本をはじめ全世界の平和を愛する人々は核兵

器完全廃絶のたたかいに全力をあげ、それが 1968 年、核不拡散条約（NPT）の採

択、そして 2017 年、核兵器禁止条約（TPNW）の採択へとつながりました。東南ア

ジアでは、1995 年に東南アジア非核兵器地帯条約（SEANWFZ）が調印され、1997

年に発効しました。これは東南アジア諸国が地域の平和と安定を維持したいとい

う願いと、核兵器の全面完全廃絶を前進させる具体的な行動をとるという決意の

表明です。SEANWFZ は他の非核兵器地帯と共に、どのように安全保障の諸問題に対

処するかについての地域的対話を促進するものです。 

 

 ベトナム平和委員会はベトナム政府が、他の条約と同じように TPNW を早期に批

准したことを支持します。それは国際社会が取り組む核兵器・大量破壊兵器の全

面廃絶に対し、ベトナムが国家としての責任で参加し、貢献することを示すもの

であり、ベトナム国民の平和な世界への希求の表明でもあります。 

 

ご存じのように、TPNW は今年の 1月に発効しました。これまでに 55 か国が批准

しています。TPNW は核兵器廃絶をめざして踏み出す重要な一歩であり、国際軍縮

不拡散体制の重要な部分を構成しています。多国間条約として、核兵器の開発、

実験、生産、貯蔵、配置、移譲、使用、威嚇を禁止するとともに、締約国の間で

これら禁止された活動を支援あるいは奨励することも禁じています。さらに TPNW

は被害者支援、環境回復と、そのための国際協力および援助、国内の履行を求め

ています。 

 

しかしながら、核兵器廃絶にはまだ程遠いことは明らかです。核兵器国が依然、

条約に「ノー」と言っているからです。多くの国が核兵器や大量破壊兵器の研究、
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開発、製造、取引、使用の威嚇を行っています。また、主要な大国間の政治的対

立が激化し、軍事優先主義と軍拡競争が再燃しています。核兵器国は核抑止力こ

そ国家の安全保障政策を支える「柱」だと考え、TPNW 加盟を拒否しています。ア

ジア太平洋地域では、東シナ海と南シナ海（ベトナムの東海）を含むホットスポ

ットでの対立や紛争が、中国の行き過ぎた領海主張や引き続く一方的な軍備増強

と合わせて、国民の命と生活を危険にさらしています。 

 

友人の皆さん、核兵器や大量破壊兵器のない平和な世界をめざすたたかいに関

して、私は以下のことを提案したいと思います。 

● 全ての平和運動、市民団体、全世界の平和を愛する人々は団結して活動し、全

ての国の政府、とりわけ核保有国の政府に対し、TPNW に加盟、署名、批准し、

尊重し実施するよう圧力をかける。 

● 非核兵器地帯を拡大するため、TPNWや SEANFZ を含めた国際条約や地域条約を

促進する。 

● ASEAN（東南アジア諸国連合）や IAEA（国際原子力機関）などの国際機関及び

地域機構の間で、平和、安定、繁栄のための協力を強化する。 

● 地域および世界の全ての紛争の平和的解決をよびかけ、力の行使や威嚇をやめ、

UNCLOS1982（国連海洋法条約）を含む国際法を完全に順守する。 

● 被爆者と枯葉剤被害者の生活と正義を求めるたたかいの支援を続ける。被爆者

と枯葉剤被害者の証言や体験を全世界に広め、核兵器や大量破壊兵器の壊滅的

結末についての認識をたかめ、条約に基づいたこれら兵器の禁止を達成するた

たかいと努力を奨励・促進する。 

 

友人のみなさん、76 年たった今、広島と長崎の二つの都市は、力強く甦り、太

陽の登る国として、強靭さと生命力のシンボルになりつつあります。私は、日本

の皆さんのこのような精神が核兵器および大量破壊兵器のない平和な世界のため

に活動する私たちの強い励ましになることを願っています。この目標達成には何

年も、いや何世代もかかるかもしれません。ベトナム平和委員会とベトナム国民

は、被爆者と枯葉剤被害者、全ての平和運動、革新勢力と手を取り合って、コロ

ナ禍のなかで、この崇高なたたかいをすすめていく決意です。 

 

 この機会に、私はベトナム平和委員会を代表し、日本国民のみなさんや平和運

動そして海外の友人に対し、民族独立と再統一のたたかいの際に、そして国家建

設と開発において、私たちに寄せられた温かい励ましと重要な支援に心からの深

い感謝を申し上げます。 

 私は原水爆禁止2021年世界大会に参加されたみなさんのご健勝とご幸福を祈念

します。また、コロナ・パンデミックが早期に終息し、来年の世界大会で皆さん

と再会できることを期待しています。ありがとうございました。 
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原水爆禁止 2021 年世界大会 

国際会議 

 

アチン・バナイク 

核軍縮平和連合 創立メンバー 

インド 

 

1. 核保有国であることを宣言しているインドが、すすんで核兵器禁止条約（TPNW）

に参加しようとしないのは明らかですが、インドの反核活動家と運動は、地域的・

世界的な核抑制・核軍縮措置を推進することを通じて、いかにしてインドをこの方

向に向かわせることができるでしょうか？ 

 

2. 第一段階は、さまざまな方法や活動によって、核兵器の害悪について、できる

だけ多くの人々の認識を高めることでしょう。というのは、この努力が臨界点に達

すれば、政府に対する十分な圧力になり、望ましい政策変更を行わせることが可能

になるからです。この点で、米国、西ヨーロッパ、日本などの先進国と、インドな

どの発展途上国の国民の間には重要な違いがあります。先進国では、中産階級の相

当な部分が、物質的にはかなり余裕があるため、核対立の危険性をめぐる外交問題

に真剣に関心を持ち、反核運動に参加することができます。一方インドでは、国民

の大多数が基本的な生存と快適な生活を求めることで頭がいっぱいで、核問題は彼

らの意識からはるかに遠いところに存在しているのです。 

 

3. 私たちはこのような現実を認識しながら、インド国内と世界各地で核兵器に反

対する運動を展開しています。私たちの啓発活動は以下のようなテーマで行ってい

ます。 

 

(i) 私たちは、財政的・経済的な浪費に焦点を当てています。実際、食料の確保、

医療、教育、社会保障などの基本的なニーズにその資金が充てられるべき時に、巨

額の資金が核兵器の維持と配備に使われているのは犯罪的なことです。 

 

(ii) 核エネルギー計画や原発、ウラン採掘、廃棄物処理場などに対して、すでに

全国各地で大規模な反対運動と怒りが起こっています。これらのたたかい中で、核

兵器がもたらしている危険性に対する意識をいっそう高めることは非常に重要です。

従って、核兵器と核エネルギーの両方に反対すべきなのです。 

 

 (iii) 南アジアの状況は、インドとパキスタンの間で継続的に繰り広げられてい

る武力による戦争と冷戦のために、独特の危険をはらんでいます。両国間の軍事衝
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突が核戦争にまでエスカレートする可能性は、世界のどこよりも現実的です。従っ

て、両国の一般市民だけでなく、外国政府にとっても道理のある一定の抑制策の実

行を受け入れさせるべく圧力を高めていかなければなりません。これに関して２つ

の提案があります。 a) インドとパキスタンの国境の両側に、すでに存在している

国連インド・パキスタン軍事監視団（UNMOGIP）のような国際監視団の管理下に、非

武装地帯を設置する、b) 両国ともカシミール地方の自国支配地域には核弾頭や指

揮・管理部門の配備をしていないので、双方のカシミール内の支配地域を非核兵器

地帯（NWFZ）と宣言するよう働きかける、ということです。これは両政府にとって

運用コストもかからず、外国政府に対して南アジアを世界最悪の核紛争地域と主張

する外交的な反撃にもなるでしょう。実際、パキスタンの一政党である全ジャンム

ー・カシミール・ムスリム会議は、過去にこの呼びかけを支持したことがあります。 

 

4. インドと中国の対立についてはどうでしょうか。これは基本的には国境紛争で

あり、両国が領土の「ギブアンドテイク」を行えば解決できるものです。しかし主

な障害となっているのは、日米印豪の 4 カ国からなる「クアッド」をはじめとする、

様々な同盟構造を通じて中国を封じ込めようとする米国の政策です。この点で、太

平洋・インド洋の軍事化に反対する、この 4 カ国やその他の国々の市民社会組織の

共同の活動や反対運動が、積極的な役割を果たすことになるでしょう。 

 

さらに、インドと中国は核保有国ですが、核先制不使用（NFU）政策を採用してい

るのはこの 2 カ国だけです。私たちは、他の核保有国が核の先制不使用と非核兵器

国に対する明確な核不使用政策を取ることを求め、この 2 国と他の非核兵器国に対

し国際会議の開催を検討するよう働きかけなければなりません。実際、中国とロシ

アは二国間で核先制不使用条約を結んでいます。 

ちなみに、バイデン米大統領に CTBT（包括的核実験禁止条約）を批准させること

ができれば、中国が追随するだけでなく、インドとパキスタンもすぐにこの条約に

署名・批准して参加するでしょう。 

 

5. 最後に、インドとパキスタンの核の対立が、南アジアのすべての政府と国民を

脅かしていることを認識しましょう。しかし、この地域でバングラデシュだけは、

核兵器禁止条約に署名・批准しています。バングラデシュの政府と活動家グループ

は、この地域の核武装化を公然と批判しています。だからこそ、ノーベル賞を受賞

した ICAN や IPPNW（バングラデシュ支部がある）、そして他の国の主要な反核団体

の代表者は、バングラデシュ政府に働きかけるべきなのです。バングラデシュに対

して、拡大されたバンコク条約（東南アジア非核兵器地帯条約）に加盟申請をする

よう、真剣に説得することは可能です。またモンゴルのように、単一国家としての

非核兵器地帯の地位を目指すこともできるでしょう。どちらの道も、南アジアにお

ける核の狂気をなくすための大きな政治的前進となるはずです。 


