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核兵器国及び「核の傘」国と核兵器禁止条約（TPNW）

一政　祐行

〈要旨〉

2017年 7月、核軍縮の進め方を巡って核兵器国と「核の傘」国が反対するなか、核
兵器禁止条約（TPNW）が国際社会の 3分の 2近くの支持を得て国連で採択された。
TPNWは条約前文で既存の条約との関係性を明記しているものの、核兵器不拡散条約
（NPT）や包括的核実験禁止条約（CTBT）などとの兼ね合いで問題も指摘されている。
また、TPNW交渉に対して核兵器国や「核の傘」国が指摘した論点を分析すると、概ね
①核兵器国の関与の問題、②国際社会の分裂への懸念、③核抑止力への考慮、④厳しさ
を増す国際安全保障環境への認識、⑤NPT体制を弱体化させるリスクへの警鐘（既存の
条約との整合性への懸念）、⑥効果的な検証制度の不備に集約できる。こうした論点にいか
に答えを見出すかが TPNWが議論される時代の核軍備管理・軍縮に向けた課題と言えよう。
2020年 NPT運用検討会議に向けて、全ての関係国間で建設的な合意形成を追求するた
めにも、今後核抑止と核軍縮の本質的な争点を巡る検討が一層重要になると考えられる。

はじめに

2018年 1月、米国の原子力科学者会報（Bulletin of Atomic Scientists）が発表す
る「終末時計（“doomsday clock”）」が真夜中まで 2分を指したことが発表され、方々で
話題になった 1。「終末時計」とは、時計の針が真夜中を打つとき、人類の歴史が終焉を迎え
るものと例えて、世界の終わりまで人類に残り何分の猶予が許されているのかを図示する試
みである。「終末時計」は 1947年に真夜中まで残り7分として始まり、米ソが水爆実験に
成功した 1953年に真夜中まで残り2分となった。米ソ英の合意により部分的核実験禁止条
約（Partial Test Ban Treaty: PTBT）が発効した 1963年には残り12分へと針が戻るも、
1968年にはベトナム戦争、印パ戦争、中東戦争などの地域紛争が相次いで勃発するなか、
再び針は残り7分に進んだ。次に「終末時計」が針を戻すことになったのは 1972年のこと
であり、米ソの戦略兵器制限条約（Strategic Arms Limitation Talks: SALT）と対弾道ミ

1  “The Doomsday Clock: A Timeline of Conflict, Culture, and Change,” The Bulletin of Atomic Scientists, 
2018, https://thebulletin.org/timeline.
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サイル（Anti-Ballistic Missile: ABMシステム）条約の成立が核開発競争を緩和するもの
と評価された結果、残り12分となった。しかし、その後針は再び進み、1984年に米ソ間
の冷戦が深刻化し、双方のコンタクトが途絶えると、終末時計の針は残り3分を指した。冷
戦期終盤、「終末時計」が突き付けた最も困難な状況はこのとき底を打ち、1991年の冷戦
崩壊によって残り17分という、「終末時計」史上最良の結果が得られた。だが、これも長
くは続かず、その後米国での核戦力の見直しを求める動きの高まり（1995年、残り14分）
を皮切りに、インドとパキスタンの核実験（1998年、残り9分）、核テロ脅威の台頭（2002

年、残り7分）、米ロのモスクワ条約（2010年、残り6分）と針の示す時間は漸進し、遂
に 2018年に 1953年以来で最悪の状況を示す残り2分へと至った 2。近年の「終末時
計」の針の進み方の背景について、原子力科学者会報では北朝鮮の核兵器開発に加え
て、米ロ両国がお互いに違反を指摘している中距離核戦力（Intermediate-Range Nuclear 

Forces: INF）全廃条約の問題や、2021年に失効予定である新戦略兵器削減条約（New 

Strategic Arms Reduction Treaty: New START）、いわゆる新 STARTの延長交渉の遅
滞が影を落としたことなどを挙げている 3。
一般に、核兵器の軍備管理・軍縮には歴史的に見て、ある種の「波」があり、国際
安全保障環境の変化に応じて、「波」のうねりが高まるときもあれば、相対的に低調になる
ことがある 4。しかし、「終末時計」が真夜中まで 3分以下を指した前例は少なく、冷戦構
造下で米ソが水爆開発競争に明け暮れた時代と同水準にまで現在の核兵器を巡る危機的
認識が高まっているとの提示を軽視すべきではないであろう。こうした核兵器を巡る厳しい
国際安全保障環境にあって、2017年に核兵器禁止条約（Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons: TPNW）が国連で採択され、核軍縮を求める国際的なモメンタムが多
国間条約の形で結実したことが話題となった。日本においても市民社会やメディアからの注
目が集まり、その後、交渉に密接に関与した国際 NGOである核兵器廃絶国際キャンペー
ン（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons: ICAN）がノーベル平和賞を
受賞した。しかし、核兵器国と、核兵器国により拡大抑止を受ける「核の傘」国の大半は、
かねてより、こうした TPNW交渉に対して否定的な姿勢をとってきた（各国の姿勢やその
論理については後述する）。特に、2017年 3月27日から同 31日までに国連で開催された
TPNW交渉会議においては、いずれの核兵器国も参加しなかった。また唯一の被爆国であ

2  Ibid.
3  John Mecklin, ed., “It is 2 Minutes to Midnight: 2018 Doomsday Clock Statement,”
The Bulletin of the Atomic Scientists, 2018, https://thebulletin.org/sites/default/files/2018 Doomsday Clock 

Statement.pdf.
4  一政祐行『核実験禁止の研究―核実験の戦略的含意と国際規範』（信山社、2018年）230頁。
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り、長年にわたり核軍縮を提唱してきた日本政府も、このときTPNWに対して「核兵器国の
協力を通じて核兵器の廃絶に結び付く措置を追求するという交渉の在り方が担保されていな
い」こと、そして「こうした会議の在り方は、核兵器国と非核兵器国の対立を一層深めるお
それがある」ことから、「我が国の基本的立場を踏まえ、諸般の事情を総合的かつ十分に
検討し、日本政府としては、同交渉会議ハイレベル・セグメントに出席し、我が国の立場を
述べた上で、今後の交渉には参加しないこととした」5との声明を発出している。
その後、核兵器国及びオランダを除く全ての「核の傘」国が不在のまま、TPNW交渉
参加国は極めて短い期間で合意テキストを作成し、2017年 7月7日に賛成 122、反対 1（オ
ランダ）、棄権 1（シンガポール）で条約を採択した。実に国際社会の 3分の 2近くに及ぶ国々
が市民社会との連携のもとに取り組んだ結果、核兵器やその他の核爆発装置の開発、実験、
生産、製造、取得、保有または備蓄のほか、これらの兵器を使用したり、使用の脅しをか
けたりすることを含め、あらゆる核兵器関連の活動を禁じる条約が成立した6。そして見方を変
えれば、国際社会の残り3分の 1近くの国々は、その交渉過程からTPNWに不支持を表
明し、そのまま今日に至っていることになる。
本稿はこの TPNWを巡る核兵器国と「核の傘」国による議論を踏まえつつ、以下、交
渉成立後の TPNWの課題や展望について考察を行うものである。

1．核兵器禁止条約（TPNW）とはいかなる条約か

（1）条約起草に至る経緯
TPNWの直接のルーツの一つに、1997年にコスタリカの要請で国連事務総長が全て

の国連加盟国に配布したモデル核兵器禁止条約（model Nuclear Weapon Convention: 

mNWC）7と、その後 2008年にコスタリカとマレーシアによるフォローアップ要請によって再び
国連加盟国に配布されたmNWC改訂版の存在があった。今日の TPNWとは検証制度の
構造などで大きく異なるmNWCだが 8、もともと国際世論の強い働きかけと市民社会の声を背

5  「衆議院議員緒方林太郎君提出核兵器禁止条約に関する質問に対する答弁書 平成 29年 4月 7日受領、答弁第
169号（内閣衆質 193第 169号、平成 29年 4月 7日）」衆議院、2018年 7月 30日、http://www.shugiin.go.jp/
internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193169.htm。

6  「国連会議、核兵器禁止条約を採択」国際連合広報センター、2017年 7月 7日、http://www.unic.or.jp/news_
press/info/25081/。

7  “A/C.1/52/7,” Official Document System of the United Nations, November 17, 1997, https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/334/78/IMG/N9733478.pdf?OpenElement.

8  一政祐行「第 14項：核軍縮の検証措置及び不可逆性」一般社団法人日本戦略研究フォーラム（編）『NPTハン
ドブック』（一般社団法人日本戦略研究フォーラム、2017年）84頁。
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景に、国連総会から「核兵器の威嚇または使用はいかなる場合においても国際法に違反す
るか」について勧告的意見を求められた結果、国際司法裁判所（International Court of 

Justice: ICJ）が 1996年「一般的に」国際法に違反するとの見解を明らかにした 9ことを受
けて、法律家グループなどの市民社会の専門家らによって案文がとりまとめられ、模擬的な
モデル条約として起草された10経緯を持つ。そして、このmNWC改訂版は2008年の潘基文・
前国連事務総長による5項目の核軍縮提案へとつながることとなった。同 5項目の核軍縮提
案では、①核兵器不拡散条約（Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT）上の核兵器国
への核軍縮に結びつく効果的措置にかかる交渉開始の要請、②安保理常任理事国に対す
る核軍縮プロセスにおける安全保障問題の協議開始の要請、③「法の支配」に基づく包括
的核実験禁止条約（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT）早期発効や兵
器用核分裂性物質生産禁止条約（Fissile Material Cut-off Treaty: FMCT）交渉開始及
び非核兵器地帯への支持、④核兵器保有国の説明責任と透明性、そして⑤核軍縮に伴う
種々の補完的措置の必要性について訴える 11内容となっている。
その後、2010年のNPT運用検討会議で「核軍縮に向けた人道的アプローチ」が採択

されると、次の 2015年のNPT運用検討会議に向けた第 1回準備委員会（2012年）に
16カ国から核兵器の人道的影響に関する共同声明が発表され、同年の国連総会でも34

カ国の有志国による同種の提案が提出された 12。2015年のNPT運用検討会議に向けた第
2回準備委員会（2013年）では、南アフリカが代表して行った核兵器の人道的影響にか
かる共同演説に74カ国がその場で賛同の意を表す 13など、核兵器の人道的影響を切り口に
した核軍縮論が急速に支持を得ていった 14。こうしたNPT枠内での議論を超えて、会議場
外での検討も進んだ。2013年から2015年にかけて、「核兵器の人道的影響に関する国
際会議」としてオスロ会議（2013年）、ナジャリット会議（2014年）、ウィーン会議（2015

年）が開催され、一部には核兵器国（米英）の参加も得て、科学的見地から核兵器使用
の影響に対して様々な議論が行われた。そして、同会議として第 3回にあたる2015年の

9  杉江栄一「核兵器と国際司法裁判所」『中京法学』第 32巻（1997年）3－ 6頁。
10  「核兵器禁止条約という“歴史的快挙”を実現したコスタリカの“仕掛け”」ハーバービジネスオンライン、2017
年 8月15日、https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170815/Harbor_business_148971.html。

11  “The Secretary-General’s five point proposal on nuclear disarmament: The United Nations and security in 
a nuclear-weapon-free world,” United Nations Office for Disarmament Affairs, July 30, 2018, https://www.
un.org/disarmament/wmd/nuclear/sg5point/.

12  Mitsuru Kurosawa, “2013 NPT Preparatory Committee and Nuclear Disarmament,” Journal of Osaka 

Jogakuin University, Vol.10 (2013), pp.85-87. 
13  「2015年 NPT運用検討会議第 2回準備委員会（評価と概要）」外務省、2013年 5月 3日、http://www.mofa.

go.jp/mofaj/gaiko/page3_000130.html。
14  一政祐行「ブラックアウト事態に至る電磁パルス（EMP）脅威の諸相とその展望」『防衛研究所紀要』第 18巻
第 2号（2016年）18頁。
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ウィーン会議では、ホスト国オーストリアのミヒャエル・リンハルト（Michael Linhart）外務次
官による誓約（Pledge presented at the Vienna Conference on the Humanitarian Impact 

of Nuclear Weapons by Austrian Deputy Foreign Minister Michael Linhart）15及び、同
誓約を受けた会議参加国による「人道の誓約（Humanitarian Pledge）」16が発出されるに至っ
た。これらの議論と併走する形で、国連総会でも核兵器のない世界の達成と維持にかかる多
国間の核軍縮交渉に向けたオープンエンデッド作業部会の実施を決定した 2012年決議（A/

RES/67/56）が採択された。それ以降も、国連総会では 2013年決議（A/RES/68/46）、
2014年決議（A/RES/69/41）を経て、2015年 12月7日、国連総会第一委員会報告書
（A/70/460）を踏まえた多国間の核軍縮交渉を進める決議（A/RES/70/33）17が採択されて
いる。そして、2016年 12月23日には国連総会で多国間軍縮交渉の開始にかかる決議（A/

RES/71/258）18が採択され、先述したTPNW交渉が開始された。

（2） TPNWの構成
2017年 7月7日に国連Webサイトで公開された TPNWの構成は、以下のとおりであ

る 19。（※日本語訳は以下全て執筆者によるものである。）

第 1条　禁止（Prohibitions）
第 2条　宣言（Declarations）
第 3条　保障措置（Safeguards）
第 4条　核兵器の完全な廃絶に向けて（Towards the total elimination of 

nuclear weapons）
第 5条　国内履行（National implementation）
第 6条 被害者支援と環境改善（Victim assistance and environmental 

15  “Pledge presented at the Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons by Austrian 
Deputy Foreign Minister Michael Linhart,” Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear 
Weapons, December 8-9, 2014, https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/
Abruestung/HINW14/HINWHINW14_Austrian_Pledge.pdf.

16  “Humanitarian Pledge,” Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons, December 
8-9, 2014, https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/HINW14/
HINW14vienna_Pledge_Document.pdf.

17  “A/RES/70/33,” Official Document System of the United Nations, December 11, 2015, http://undocs.org/
A/RES/70/33.

18  “A/RES/71/258,” Official Document System of the United Nations, January 11, 2017, http://undocs.org/A/
RES/71/258.

19  “Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons,” Official Document System of the United Nations, July 7, 
2017, https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/20170707 03-42 PM/Ch_XXVI_9.pdf.
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remediation）
第 7条　国際協力と支援（International cooperation and assistance）
第 8条　締約国会合（Meeting of States Parties）
第 9条　費用（Costs）
第 10条　修正（Amendments）
第 11条　紛争解決（Settlement of disputes）
第 12条　普遍性（Universality）
第 13条　署名（Signature）
第 14条　批准、受諾、承認若しくは応諾（Ratification, acceptance, approval 

or accession）
第 15条　発効（Entry into force）
第 16条　留保（Reservations）
第 17条　存続期間と脱退（Duration and withdrawal）
第 18条　他の合意との関係（Relationship with other agreements）
第 19条　受託者（Depositary）
第 20条　正文（Authentic texts）

一見して明らかなとおり、既存の軍縮・不拡散条約と比較すると、条約の構造としては比
較的シンプルなものだと言えよう。TPNWの特徴の一つとしては、例えば化学兵器禁止条約
（Chemical Weapons Convention: CWC）や CTBTが備えるような、条約の実施機関に
関する規定や、執行理事会のような意思決定機関にかかる規定を現時点で設けていないこ
とが挙げられる。また、CWCや CTBTで特に重要な位置を占めている検証関連の条項（※
CWCの例で述べれば実施及び検証に関する附属書（「検証附属書」）、CTBTでは条約
第 4条検証及び議定書第 1部国際監視制度及び国際データセンターの任務、同第 2部
現地査察、同第 3部信頼の醸成についての措置が該当する）が比較的簡素なものとなって
いる。具体的には、TPNW第 4条第 6項で「締約国は第 4条第 1項、第 2項及び第 3

項に基づく全ての核兵器関連施設の廃棄と不可逆的な転換を含む、核兵器計画の不可逆
的な廃棄を交渉し検証するために、要求にかなう国際機関或いは複数の国際機関を指定す
る（The States Parties shall designate a competent international authority or authorities 

to negotiate and verify the irreversible elimination of nuclear-weapons programmes, 

including the elimination or irreversible conversion of all nuclear weapons-related 

facilities in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of this Article.）」と定めているが、そ
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の検証実施手段については、同第 4条第 1項において、「適切な国際機関は締約国に対
して報告を行う。その締約国は、申告済みの原子力の平和利用にかかる活動のための核
物質が転用されておらず、また未申告の核物質若しくは締約国全体としての未申告活動が
存在しないことについて信頼できる保証を提示するために、国際原子力機関（International 

Atomic Energy Agency: IAEA)との間で保障措置協定を締結しなければならない。（The 

competent international authority shall report to the States Parties. Such a State Party 

shall conclude a safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency 

sufficient to provide credible assurance of the non-diversion of declared nuclear 

material from peaceful nuclear activities and of the absence of undeclared nuclear 

material or activities in that State Party as a whole.）」と定めるのに留まっている。
後述するとおり、これまでのところ、TPNWと既存の条約との関係性ではNPTに多くの
耳目が集まる状況だが、特に核実験禁止に関する規定とCTBTとの兼ね合いについても
注意が必要である。TPNW第 1条第 1項で、「締約国はいかなる状況においても以下を
実施しない。（a）核兵器又はその他の核爆発装置の開発、実験、製造、生産若しくは獲
得、保有又は備蓄。（Each State Party undertakes never under any circumstances to: (a) 

Develop, test, produce, manufacture, otherwise acquire, possess or stockpile nuclear 

weapons or other nuclear explosive devices;）」と規定している。また、同第 1項で「（d）
核兵器若しくはその他の核爆発装置の使用、あるいは使用するとの威嚇。（(d) Use or 

threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive devices;）」とも規定している。
ここで注目されるのは、「核兵器又はその他の核爆発装置の実験」であり、より踏み込んで
言うならば、「実験」の定義である。TPNW草案の交渉過程では、CTBTで禁止対象の
核実験に含まれなかったコンピュータシミュレーションや流体核実験、レーザー核融合実験や
未臨界実験も新たに禁止すべきか否かが争点になった 20とされる。もっとも、TPNW前文で
はCTBTとの関係性にも言及しており、よって核爆発の定義として、CTBTがいかなる核出
力（nuclear yield）も許容されるべきではないとの考え方のもと 21で採用した「ゼロイールド
概念」に則った核実験の禁止だと読めるとの指摘 22もある。しかし、第 1条（a）では同時に「核

20  John Burroughs, “Key Issues in Negotiations for a Nuclear Weapons Prohibition Treaty,” Arms Control 

Today, June 2017, https://www.armscontrol.org/act/2017-06/features/key-issues-negotiations-nuclear-weapons-
prohibition-treaty.

21  Ola Dahlman, Jenifer Mackby, Svein Mykkelveit and Hein Haak, eds., Detect and Deter: Can Countries 

Verify the Nuclear Test Ban? (New York: Springer, 2011), p.21.
22  Oliver Meier, Sira Cordes and Elisabeth Suh, “What Participants in a Nuclear Weapons Ban Treaty (Do 

Not) Want,” Bulletin of the Atomic Scientists, June 9, 2017, https://thebulletin.org/2017/06/what-participants-
in-a-nuclear-weapons-ban-treaty-do-not-want/.
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兵器又はその他の核爆発装置の製造、生産」を禁じていることを踏まえると、その技術面で
の検証可能性はともかくとして、実質的な意味ではCTBTの禁止対象以上が TPNWにお
ける意図だと理解せねばならないのではないだろうか 23。この点において、NPT運用検討会
議のみならず、今後 CTBT発効促進会議の場などで、TPNW推進国と、それ以外の核
兵器国や「核の傘」国との立ち位置に何らかのギャップが生じる可能性も懸念されよう24。
他方、TPNW第 4条では核兵器の完全な廃絶に向けて、「2017年 7月7日以降、核

兵器その他の核爆発装置を保有または管理し、この条約の発効前にすべての核兵器関連
施設の廃止或いは不可逆的な転換を含む、核兵器プログラムを廃止した各締約国は、核
兵器プログラムの不可逆的な排除を検証する目的で、本第 4条第 6項に従い、要求に
かなう国際機関と協力するものとする。（Each State Party that after 7 July 2017 owned, 

possessed or controlled nuclear weapons or other nuclear explosive devices and 

eliminated its nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible 

conversion of all nuclearweapons-related facilities, prior to the entry into force of this 

Treaty for it, shall cooperate with the competent international authority designated 

pursuant to paragraph 6 of this Article for the purpose of verifying the irreversible 

elimination of its nuclear-weapon programme.）」とし、同第 2項では「第 1条第 1項
（a）にかかわらず、核兵器その他の核爆発装置を所有、保有、または管理する各締約国
は、最初の締約国が決定する締約国会議までにそれらを直ちに運用状況から取り除き、可
及的速やかに破壊し、全ての核兵器関連施設の廃止または不可逆的な転換を含む、当該
締約国の核兵器プログラムの検証された不可逆的な廃棄のための法的拘束力のある、時
間制約付きの計画に従わねばならない。（Notwithstanding Article 1 (a), each State Party 

that owns, possesses or controls nuclear weapons or other nuclear explosive devices 

shall immediately remove them from operational status, and destroy them as soon as 

possible but not later than a deadline to be determined by the first meeting of States 

Parties, in accordance with a legally binding, time-bound plan for the verified and 

irreversible elimination of that State Party’s nuclear-weapon programme, including the 

elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities.）」と定
めている。これは、既存のNPT第 6条の核軍縮交渉義務の範疇を大きく超えるものであり、
核兵器国及び実質的な核兵器国に対する強い要求（“shall”）という点からも、TPNWが
核軍縮への強い意向のもとに起草されたことを伺わせるものだと言えよう。また、TPNW第 6

23  一政『核実験禁止の研究』227－228頁。
24  同上。
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条で被害者支援と環境改善を扱っている点も、核兵器の人道的影響を巡る議論で触れたと
おり、TPNWの成り立ちを明確に示すものではないだろうか。このように、見方によっては非
常に簡潔な条約とも言えるTPNWだが、かなり踏み込んだ規定もあり、また交渉期間が非
常に短かったこともあってか、今後、TPNW推進派と懐疑派との間で議論を呼ぶ可能性の
ある文言も含まれていると考えられる。
なお、既存の国際条約として唯一、核兵器国の核軍縮交渉義務に言及したNPTが第 1

条核兵器国の不拡散義務、第 2条非核兵器国の拡散回避義務、第 3条転用防止のため
の保障措置、第 4条原子力平和利用の権利、第 5条非核兵器国への核爆発の平和的応
用の利益の提供、第 6条核軍縮交渉義務、第 7条地域的非核化条約、第 8条改正・再
検討、第 9条署名・批准・加入・効力発生・核兵器国の定義、第 10条脱退・有効期間、
第 11条正文という、やはり比較的シンプルな構造を採用している。

TPNWを巡っては、後述するとおり条約の採択後にNPTとの関係性への問題提起が様々
な立場から発せられている。しかし、実際にTPNWの前文では既存の国際条約との関係
について、以下のように明確な記述がなされている。
「核軍縮・核不拡散体制の基礎となるNPTを完全かつ効果的に実施することが国際
社会の平和と安全保障の促進に不可欠な役割を果たすことを再確認し (Reaffirming also 

that the full and effective implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons, which serves as the cornerstone of the nuclear disarmament and 

non-proliferation regime, has a vital role to play in promoting international peace and 

security)」、「CTBTとその検証体制が核軍縮・核不拡散体制の中核的な要素であること
を認識し（Recognizing the vital importance of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban 

Treaty and its verification regime as a core element of the nuclear disarmament and 

non-proliferation regime）」、「関係する地域の国々の間での自由な取り決めに基づく国際
的に認められた非核兵器地帯の設立がグローバルな、また地域的な平和と安全保障を向上
させ、核不拡散体制を強化し、そして核軍縮の目的の達成に向けて寄与するという確信を
再確認する（Reaffirming the conviction that the establishment of the internationally 

recognized nuclear-weapon-free zones on the basis of arrangements freely arrived 

at among the States of the region concerned enhances global and regional peace and 

security, strengthens the nuclear non-proliferation regime and contributes towards 

realizing the objective of nuclear disarmament）」としている。即ち、TPNWに対する主
要関心国（及び専門家）による文言を巡る解釈や様 な々議論は置いておいても、TPNWと
してNPT体制及びその運用検討会議サイクルそのものや、核実験の禁止にかかるCTBT
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の役割に対する基本的な立ち位置は明確にされていることになる。

（3）核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）と交渉推進国のイニシアティブ
2010年の NPT運用検討会議以降、核兵器の非人道性を巡る国際会議を経て、

TPNW交渉に至るプロセスでは ICANに象徴されるような市民社会による強い関与と、それ
を追い風とした交渉推進国による協調的な対応が見受けられた。こうした市民社会の関与を
背景とする軍備管理・軍縮合意については、対人地雷禁止にかかるオタワプロセスの前例
などに見られるように、国連のようなNGOの積極的参加を認める国際機関の存在はもとより、
分野によっては専門的な知識や技術を持つNGOが大きな影響力を発揮したこと25、そして影
響力のある大国がNGOの訴えを受けて行動を起こしたことがその他の国 に々強いメッセージ
を送る結果となり26、NGOの訴える「規範」が各国の政策に影響を及ぼすプロセスが発生し
てきた 27。そして、今回の TPNW交渉においても、概ねこうしたプロセスが踏襲されたと見て
よいのではないだろうか。
本稿が焦点を当てるTPNWの交渉プロセスや規範形成にかかる ICANの貢献そのもの

については、2017年のノーベル平和賞受賞の経緯 28もあり、改めて述べるまでもないであ
ろう。ICANのベアトリス・フィン（Beatrice Fihn）事務局長は、TPNWの採択を受けた
2017年 7月7日の声明 29において、「核兵器が戦時国際法に違反し、グローバルな安全
保障に明白な危険をもたらすことに疑問の余地はない。状況にかかわらず何百万人もの民
間人を無差別に殺害することが容認できるとは誰も信じていないが、核兵器はそのようにする
よう設計されている。今日、国際社会は核兵器を拒絶し、受け入れられないことを明らかに
した。（“It is beyond question that nuclear weapons violate the laws of war and pose a 

clear danger to global security. No one believes that indiscriminately killing millions of 

civilians is acceptable – no matter the circumstance – yet that is what nuclear weapons 

are designed to do. Today the international community rejected nuclear weapons and 

made it clear they are unacceptable.”）」とし、また「これまでの兵器の禁止にかかる諸条
約でもそうであったように、国際規範の変化は条約の非締約国にさえも政策や行動に具体的
な変化をもたらしている。核兵器国によるTPNWへの激しい反論は、この条約が実質的か

25  足立研幾『オタワプロセス：対人地雷禁止レジームの形成』（有信堂、2004年）49－50頁。
26  同上、70頁。
27  同上、71頁。
28  “The Nobel Peace Prize 2017: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN),” The Official 

Web Site of the Nobel Prize, July 30, 2018, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2017/.
29  “The United Nations Prohibits Nuclear Weapons,” International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 

July 7, 2017, http://www.icanw.org/campaign-news/the-united-nations-prohibits-nuclear-weapons/.
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つ永続的な影響を及ぼすことを認めているものだ（As has been true with previous weapon 

prohibition treaties, changing international norms leads to concrete changes in policies 

and behaviors, even in states not party to the treaty. The strenuous and repeated 

objections of nuclear-armed states is an admission that this treaty will have a real and 

lasting impact）」と述べることで、国際 NGOとしての規範形成のイニシアティブが奏功した
との姿勢を明確にしている。

（4）包括的方式に対するブロック積み上げ／ステップバイステップ方式での取り組み
TPNW交渉の前段において、TPNW推進国と核兵器国及び「核の傘」国は、包括

的方式（comprehensive approach）とブロック積み上げ方式（building blocks approach）
という、それぞれに異なる核軍縮へと至るルートを提示し、会議場内外で議論を行った。前
者は TPNW推進派の国々によるアイデアであり、はじめに核兵器の開発・保有・使用の威
嚇及び使用の禁止を法的義務として包括的に定め、核兵器廃絶のための国際規範を形成
することによって、核兵器のない世界の達成を求めるものである。他方、後者は核兵器国や
「核の傘」国を中心に提唱されたものであり、既存の核軍縮・核不拡散にかかる多国間合
意や国際条約に基づき、現実の国際安全保障環境を睨みつつ、段階的に核兵器の不拡散
や削減を積み上げていき、最終的に核兵器のない世界を目指すものである（ステップバイス
テップ方式（step-by-step approach）との名称も用いられる）。
これら二つの方式を巡って様 な々議論がなされてきたが、一部の論点においては共通軸を
見出すこともできる。例えば包括的方式を掲げるTPNW推進派だからといって、既存の多
国間合意や国際条約を蔑ろにする訳ではない。2016年にオーストリアが行った声明では、「核
兵器のない世界の達成という何より重要な目標に寄与するすべての法的、実践的措置を全
面的に支持する」とし、具体的に「CTBTの発効と普遍化、FMCT交渉、核軍縮のため
の効果的な検証手段の構築、核兵器国による消極的安全保証の提供や先行不使用政策
の採用、警戒態勢解除のための諸措置、安全保障ドクトリンにおける核兵器の役割の重要
性の低減」などをこの実践的措置に挙げている。そのうえで、「これらすべての措置は、核
兵器を禁止する法的拘束力ある文書の制定と同時に取り組めるし、またそうしなければなら
ない」と強調している 30。このように、TPNW推進派にとってNPTにおいて遅滞する核軍縮
プロセスに不満はあっても、それを放擲して新たにTPNWのもとで核軍縮を追求するというこ
とではなく、ブロック積み上げ方式とTPNW双方の良い部分を両取りするアプローチを追求

30  「資料 2 オーストリア代表トマス・ハイノツィ大使の声明（抜粋訳）」ピースデポ、2016年 10月14日、http://
www.peacedepot.org/nmtr/506-7-03/。
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していると見ることもできよう。しかしながら、TPNW交渉は支持派と懐疑派との議論が平行
線を辿ってきた部分もあり、条約のスコープ、参加国、既存の核軍縮・核不拡散条約との
関係性、現在の国際安全保障環境との兼ね合いなどはもとより、交渉の在り方そのものに至
るまで様 な々議論がなされている。
いずれにしても、NPTに内在する二重基準や、NPT体制の内側と外側を隔てる溝の拡大、
そして北朝鮮の核開発に象徴される、原子力平和利用を隠れ蓑にした核拡散の抜け道を塞
ぎ補い、かつNPT第６条の核軍縮交渉義務を履行するための措置として、交渉推進国や
市民社会からTPNWに期待されるところが小さくなかったと見ることができよう。

2．TPNW交渉時及び採択後の核兵器国・核の傘国及び
　 その他の非核兵器国の反応

TPNWが国際社会の 3分の 2近くの国々の支持を得る条約である一方で、残り3分の
1の国々が交渉過程から同条約への不支持を表明してきたことは既に述べた。ここで大きく
問題になるのは、この残り3分の 1の国々は、それぞれに核兵器のない世界に向けた既存
の取り組みを支持しつつも、安全保障上、核抑止力に今も依存しており、それ故にこうした
安全保障政策と整合しない TPNWへの不支持の立場をとっている現実である。そこで、本
章では、以下に主要な核兵器国や「核の傘」国の TPNW交渉や条約そのものに対する
姿勢・反応を取りまとめ、TPNW不支持という点でこうした国々に共通する論点の抽出を試
みたい。

（1）核兵器国
　（ア）5核兵器国（N5）

2015年に 5核兵器国（N5）が発出した共同声明 31では、「NPT前文及び第 6条に則
り、共有された核軍縮と一般的で完全な軍縮というゴールを再確認している（we reaffirm 

the shared goal of nuclear disarmament and general and complete disarmament as 

referenced in the preamble and provided for in Article VI of the NPT）」とし、その上
で核軍縮を巡る各論として、「漸進的なステップバイステップ方式こそ、グローバルな戦略
的安全と安定（※以下、下線は全て筆者による）をよい状態に保った上で、核軍縮を進

31  “Statement by the People’s Republic of China, France, the Russian Federation, The United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America to the 2015 Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons Review Conference,” United Nations 2015 NPT Review Conference, July 
30, 2018, http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/P5_en.pdf.
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める唯一の現実的なオプションである（We continue to believe that an incremental, step-

by-step approach is the only practical option for making progress towards nuclear 

disarmament, while upholding global strategic security and stability.）」旨述べている。
更に、「全ての国々は地域の緊張を緩和し、核拡散の挑戦に立ち向かい、集団安全保障
を促進し、そしてあらゆる領域での軍縮を進めるという、必要とされている安全保障環境の
醸成を通じて、このゴールを達成する手助けをすることができる（All States can help fulfill 

this goal by creating the necessary security environment through resolving regional 

tensions, tackling proliferation challenges, promoting collective security, and making 

progress in all areas of disarmament.）」とも指摘している。
翌 2016年のN5による共同声明 32では、「核軍縮、核不拡散及び原子力平和利用とい

うNPTの 3つの柱の履行のために欠かすべからざるロードマップとして、2010年のNPT

運用検討会議でコンセンサスにより採択された行動計画を再確認し（The P5 reaffirmed 

the ongoing relevance of all provisions of the Action Plan adopted by consensus at 

the 2010 NPT Review Conference that remains an indispensable roadmap for the 

implementation of all the three pillars of the NPT.）」、また「N5は既存の法的拘束力
ある軍備管理、不拡散及び軍縮合意と、国際の平和と安全に不可欠な要素である義務に
ついて完全に履行する（The P5 all reaffirmed the importance of full compliance with 

existing, legally-binding arms control, nonproliferation, and disarmament agreements 

and obligations as an essential element of international peace and security.）」としている。
興味深いところとしては、「N5は国際安全保障環境における核兵器の役割に対して、国
際社会の更なる理解を求めてゆくことを決意した（The P5 also decided to seek enhanced 

international understanding of the role of nuclear weapons in the overall international 

security environment.）」という、核兵器の存在意義を問うている点を指摘できよう。
そして、TPNWが国連総会で採択された2017年7月に発出したN5による共同声明 33では、

「TPNWへの応諾は 70年以上にわたり欧州と北東アジアの平和維持に不可欠であった
核抑止政策と矛盾する（Accession to the ban treaty is incompatible with the policy of 

nuclear deterrence, which has been essential to keeping the peace in Europe and North 

Asia for over 70 years.）」とし、また「TPNWは深刻な脅威を突き付けている北朝鮮の

32  “Joint Statement From the Nuclear-Weapons States at the 2016 Washington, DC P5 Conference,” U.S. 
Department of State, September 15, 2016, https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/09/261994.htm.

33  “Joint Press Statement from the Permanent Representatives to the United Nations of the United States, 
United Kingdom, and France Following the Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons,” United States 
Mission to the United Nations, July 7, 2017, https://usun.state.gov/remarks/7892.
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核開発プログラムに対して何らの解決策も提示せず、核抑止が求められる安全保障上の挑
戦についても言及していない（This treaty offers no solution to the grave threat posed by 

North Korea’s nuclear program, nor does it address other security challenges that make 

nuclear deterrence necessary.）」と批判している。

（イ）北大西洋条約機構（NATO）
2017年 9月20日、NATOもTPNWを巡るプレスリリースを発出した 34。同プレスリリース

では、2016年 7月のNATOワルシャワサミットで示された核抑止と核軍縮に対する方針を
説明しつつ、NPT第 6条義務のもとで核兵器のない世界を追求すること、ステップバイス
テップ方式と合意遵守に対する検証制度の存在が国際の平和と安定に貢献するであろうこと
などを述べている。同プレスリリースで特に注目すべきなのは、「NATOの核能力の基本的
な目的とは、平和を維持し、強制を退け、侵略を抑止することにある。NATOとしてのゴー
ルは同盟国による集団防衛の中核的要素としての抑止を強化することと、同盟としての個別
の安全保障に寄与することにある。核兵器が存在する限り、NATOは核の同盟であり続ける
（The fundamental purpose of NATO’s nuclear capability is to preserve peace, prevent 

coercion, and deter aggression. Allies’ goal is to bolster deterrence as a core element of 

our collective defence and to contribute to the indivisible security of the Alliance. As 

long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance.）」として、NATO

の核兵器に対するスタンスを明確に述べている点である。また、TPNWに対しては、「核
兵器国の関与しない条約は効果を持たず、核軍備の縮小に寄与せず、国の安全にも国際
社会の平和と安定も貢献しないのみならず、かつてなく核拡散と安全保障上の脅威が高まる
なか、一体となったアプローチが求められているにも関わらず、国際社会を分裂させる危険
性すら持つ（Seeking to ban nuclear weapons through a treaty that will not engage any 

state actually possessing nuclear weapons will not be effective, will not reduce nuclear 

arsenals, and will neither enhance any country’s security, nor international peace and 

stability. Indeed it risks doing the opposite by creating divisions and divergences at a 

time when a unified approach to proliferation and security threats is required more than 

ever.）」として強い批判を加えている。

34  “Press Release (2017) 135: North Atlantic Council Statement on the Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons,” North Atlantic Treaty Organization, September 20, 2017, https://www.nato.int/cps/ua/natohq/
news_146954.htm.
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（ウ）英国
英国が 2017年 7月8日に発表した声明 35では、「英国は責任ある核兵器国として国
際社会のパートナーとともに核兵器のない世界の実現に向けた条件作りを続ける（As a 

responsible Nuclear Weapons State the UK continues to work with international partners 

towards creating the conditions for a world without nuclear weapons.）」とした上で、
「TPNWは核兵器のない世界を引き寄せる条約ではなく、またグローバルな核軍縮を達成す
るために乗り越えなければならない重要な鍵となる事項が欠落していることから、英国として
TPNWには署名しない（However, we will not sign the treaty which has been published 

today. As we have previously made very clear, we do not believe that this treaty will 

bring us closer to a world without nuclear weapons. This treaty fails to address the key 

issues that must first be overcome to achieve lasting global nuclear disarmament.）」とし
ている。具体的な欠落要件としては、「国際安全保障環境を改善させ、信頼関係と透明性
を向上させることができず（It will not improve the international security environment or 

increase trust and transparency.）」、「NPTを蝕み弱体化させるリスクを孕んでいる（This 

treaty also risks undermining and weakening the Nuclear Non Proliferation Treaty）」こ
とを挙げている。そして、「TPNWは英国を拘束せず（The treaty will therefore not be 

binding on the UK.）」、「英国は核兵器国として、NPT及びその他の条約に基づくステップ
バイステップ方式での核軍縮を追求する（As has been made clear, the UK, as a Nuclear 

Weapons State, has been pursuing a step by step approach to nuclear disarmament 

consistent with the NPT and its other treaty commitments.）」としている。

（エ）フランス
また、フランスも7月7日に声明を発表 36し、「TPNWの採択について、フランスは条約
交渉に参加しておらず、また同条約には応ぜず、よっていかなる束縛も受けず、いかなる
義務も生じさせ得ない（France did not take part in the negotiations for this treaty and 

does not intend to comply with it. The treaty does not bind us and does not create new 

obligations.）」としている。また、「フランスの安全保障・防衛政策は同国の同盟国やパー
トナー国と同じく核抑止に依拠しており(France’s security and defence policy, just like 

35  “UK Statement on Treaty Prohibiting Nuclear Weapons,” UK Foreign & Commonwealth Office, July 8, 
2017, https://www.gov.uk/government/news/uk-statement-on-treaty-prohibiting-nuclear-weapons.

36  “Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons (New York, 7 July 2017),” France Diplomatie, 2017, 
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/united-nations/events/events-2017/article/adoption-
of-a-treaty-banning-nuclear-weapons-07-07-17.
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those of the allies and other close partners, is based on nuclear deterrence)」、「TPNW

は欧州・大西洋地域の安全保障と国際社会の安定をリスクに晒すものであり、また核不拡散
の礎であるNPTを蝕むものである (a treaty banning nuclear weapons risks affecting the 

security of the Euro-Atlantic region and international stability. The treaty is also likely 

to undermine the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the cornerstone 

of the non-proliferation regime.)」と批判している。

（2）「核の傘」国ほか主な非核兵器国
（ア）日本
2017年 3月の TPNW交渉第 1回会議ハイレベル・セグメントにおいて、日本は以下の

声明を発出している。「核軍縮のための措置は、各国及び地域が直面する現実の安全保
障上の課題の実効的な解決に如何に貢献するかとの現実的な視点が不可欠」であり、また
「核軍縮を進めていくには、なにより、核兵器国を関与させることが不可欠」とし、「核兵器
国も含め、国家間の信頼醸成を進め、二国間や多国間での具体的な核削減を取り決める等、
様 な々現実的かつ実践的な措置を積み上げていくことが最も重要」である。そして、「同時
に、地域問題の解決等を通じ核保有の動機につながる要因を除去し、核廃絶を可能にする
安全保障環境を整備する努力を加速していくことも必要」であり、「核兵器国・非核兵器国
を含む全ての国の行動を通じて積み上げ、核兵器の数が十分に減少した時点、我々が提
案してきた進歩的アプローチで『最小限ポイント』と呼んだ状態の達成を見通せるようになっ
て初めて、核兵器のない世界を達成し、維持するための『最後のブロック』として、核兵器
を廃絶するための実効的で意味のある条約を作ることができる」とし、「その段階において、
包括的核兵器条約（NWC）を含め、非差別的で国際的に検証可能な核軍縮のための適
切な枠組みにつき、更なる検討をすることが可能になる」と述べている 37。同声明は厳しい国
際安全保障環境に対する言及とともに、核兵器国の関与の重要性を最上段に指摘しつつ、
あくまでも核軍縮に向けた現実的アプローチ、或いはブロック積み上げ方式を推進した上で、
『最小限ポイント』と名付けられた核兵器が十分に削減された段階に至って初めて、検証
可能な核軍縮の枠組みが検討可能になるとしている。また、TPNW採択当時の岸田外務
大臣は、官邸での会見において「今回の核兵器禁止条約については「核兵器のない世界」
を目指す我が国の考え方とはアプローチを異にすると考えています。核兵器国と非核兵器国
の対立の深刻な状況を一層悪化させてはならないと我々は思っています。具体的には両者

37  「核兵器禁止条約交渉第 1回会議ハイレベル・セグメントにおける髙見澤軍縮代表部大使によるステートメント」
外務省、2018年 7月 30日、http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000243025.pdf。
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の参加する枠組み、NPTですとか CTBTですとか FMCTですとか、これまで努力してきた
取組を辛抱強く追求していきたいと考えます」と回答している 38。

TPNWに直接言及した発言ではないものの、安倍晋三総理大臣は、参議院本会議の代
表質問に答えて、「唯一の戦争被爆国として米国を含む核兵器国と非核兵器国の双方に働
きかけ、橋渡し役として主導的役割を果たすことで、現実的な観点から核なき世界を実現す
る努力を重ねる」39として、「橋渡し役」としてのあるべき日本の立ち位置について説明してい
る。また、河野太郎外務大臣は、核軍縮に取り組む上では人道と安全保障の二つの観点
が常に重要とし、核軍縮、核廃絶を実現するためには核兵器国を動かす必要があるものの、
TPNWではそれができないこと、また、現実の安全保障の観点を踏まえていないことから、日
本や韓国、ドイツをはじめとした北大西洋条約機構（NATO）諸国といった核兵器の脅威に
晒されている非核兵器国からの支持も得られていないと指摘する 40。そのうえで、TPNWがい
かに核兵器廃絶という崇高な目的を掲げているものであっても、核兵器を直ちに違法なものとす
る条約に参加することで、核抑止力の正当性を損なうことになり、結果として北朝鮮の核に象
徴されるような核脅威から国民の生命や財産を危険に晒しかねない旨の警鐘を鳴らしている41。

（イ）ドイツ
ドイツは 2017年 10月6日、ICANのノーベル平和賞受賞に寄せて副報道官による声明
を発表 42し、そのなかでドイツ政府としてノーベル賞委員会の選択とICANの受賞に祝辞を
送ったうえで、「ドイツは核兵器のない世界とグローバル・ゼロをゴールに見据えて取り組ん
でいる（the German government is “firmly committed to the goal of achieving what is 

termed ‘global zero’, or a world that is completely free of nuclear weapons”）」ことを
訴えた。そして、世界には軍事紛争で核兵器が使用できると未だにみなしている国があり、
「ドイツと欧州がこの核の脅威に晒されている限り、核抑止力を維持する必要性が残ってい
る。そして、この核抑止力はNATOによって保証されている（For as long as this remains 

the case, and Germany and Europe are threatened by this, the need to uphold a nuclear 

deterrent remains. This is assured by NATO）」として、ドイツの立ち位置を説明している。
ICANに対する祝辞とも相まって表現のトーンは柔らかいものの、TPNWに対するNATO

38  「岸田外務大臣会見記録」外務省、2017年 7月11日、http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_
     000533.html。
39  『産経新聞』2018年 1月 26日。
40  河野太郎「核兵器禁止条約」BLOGOS、2017年 11月 21日、http://blogos.com/article/260530/。
41  同上。
42  “Nobel Peace Prize 2017: For a world without nuclear weapons,” The Federal Government, October 6, 2017, 

https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2017/10_en/2017-10-06-friedensnobelpreis_en.html.
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加盟国としての立場に理解を求めたものと見るべきであろう。

（ウ）豪州
日本とともに軍縮・不拡散イニシアティブ（Non-Proliferation and Disarmament Initiative: 

NPDI）を牽引する「核の傘」国の一つである豪州も、同国外交通商省のwebサイト
で TPNWに対する姿勢を表明している 43。同サイトでは TPNWが効果的な軍縮或いは安
全保障の拡張に至る実際的な道筋を提示するものではないことから、条約交渉自体に参加
し な い（The Australian Government is not participating in the abovementioned UN 

Conference to negotiate a treaty to ban nuclear weapons. This approach is consistent 

with our clear and longstanding position on the proposed treaty to ban nuclear 

weapons which recognises that such a treaty does not offer a practical path to effective 

disarmament or enhanced security.）旨述べつつ、「TPNWはグローバルな不拡散と軍
縮の礎としての構造になっているNPTを蝕み（a ban treaty risks undermining the NPT 

which Australia rightly regards as the cornerstone of the global non-proliferation and 

disarmament architecture.）」、「NPTとは異なる条約として並列的な義務を設け、こうした
曖昧さと混乱が核兵器国と非核兵器国の間の亀裂を大きなものにしかねない（A ban treaty 

could create parallel obligations and thus ambiguity and confusion and would deepen 

divisions between nuclear and non-nuclear weapons states.）」と警鐘を鳴らしている。そ
して、TPNWのシンプルな構造に触れて、条約の遵守に対する効果的な検証制度を備えて
いない（With a simple prohibition treaty, there would also be no effective verification 

measures to ensure compliance.）旨批判している。

（エ）ノルウェー
ノルウェーは核の同盟であるNATOの一員として、「核の傘」国の立場にあるのと同時に、

2010年から大きな盛り上がりを見せた核兵器の人道的影響にかかる2013年のオスロ会議を
主催するなど、存在感を発揮してきたユニークな位置づけにあった 44。しかし、2015年に同国
国内で政権交代が行われた結果、核兵器の人道的影響を巡る立ち位置にも大きな変化が生

43  “Australia’s Nuclear Non-Proliferation and Disarmament Policy,” Australian Government Department of 
Foreign Affairs and Trade, July 30, 2018, http://dfat.gov.au/international-relations/security/non-proliferation-
disarmament-arms-control/nuclear-weapons/Pages/australias-nuclear-non-proliferation-and-disarmament-
policy.aspx.

44  一政祐行「第 4項：『核の傘』と非人道性」一般社団法人日本戦略研究フォーラム（編）『NPTハンドブック』（一
般社団法人日本戦略研究フォーラム、2017年）22頁。
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じた。これにより、2015年の国連総会における3つの核兵器関連決議に際して、ノルウェー
はその全ての決議案で反対票を投じた 45。同国のボルゲ・ブレンデ（Børge Brende）外相は、
NATOの「新戦略概念」が示すように核の同盟たるNATO加盟国として、国連総会にお
ける核兵器関連決議案は支持できず、また全てのNATO加盟国もこれらの決議案を支持す
べきではない旨 46声明を発出している。しかし、これに対する同国野党各党の反発は強く47、ま
た 2017年 9月のノルウェー・ピープル・エイド（Norwegian People’s Aids）の世論調査に
よれば、調査対象の 78％が TPNWにノルウェーが署名すべきと回答した 48とされる。その後、
12月には野党が中心となり、市民社会や専門家の見解を踏まえて、TPNWに対する政策の
見直しを検討することが報じられ 49、実際に 2018年 2月8日には、同国国会でTPNWへの
NATO加盟国としての参加可能性について政府に調査を求める決議が賛成 56、反対 43

で可決された 50。余談ながら、こうした動きはノルウェーだけではない。国際NGOの ICANに
よれば、2017年 9月の TPNW採択前夜、イタリアでもTPNWへのNATO加盟国としての
参加可能性、とりわけ法的に核兵器の破棄を義務づける条約と、「核の同盟」メンバー国と
しての整合性について、政府調査を命じる法案が議会を通過したとされている 51。

（オ）スウェーデン
NATO加盟国ではないものの、前述したノルウェーやイタリアと同様の取り組みとして、ス

ウェーデンでも2017年 10月にストックホルム国際平和研究所（SIPRI）のラーシュエリク・
ランディン（Lars-Erik Lundin）が同国政府によるTPNW参加に伴う結果について検討す
るよう指名されたと報じられている 52。スウェーデンでのかかる検討においては、二国間及び
多国間での安全保障・防衛政策協力（Sweden’s bilateral and multilateral security and 

45  “Norway did not Support UN Resolutions on Nuclear Weapons,” Norwegian People’s Aid, November 3, 2015, 
https://www.npaid.org/News/News-archive/2015/Norway-did-not-support-UN-Resolutions-on-Nuclear-Weapons.

46  “Norway blasted over UN nuclear vote,” News in English.no, November 4, 2015, http://www.newsinenglish.
no/2015/11/04/norway-blasted-for-un-nuclear-vote/.

47  “Norway’s Parliament wants a ban on nuclear weapons,” Norwegian People’s Aid, March 10, 2015, https://
www.npaid.org/News/News-archive/2016/Norway-s-Parliament-wants-a-ban-on-nuclear-weapons.

48  “8 out of 10 thinks that Norway should sign the UN ban on nuclear weapons,” Norway Today, September 6, 
2017, http://norwaytoday.info/news/8-10-thinks-norway-sign-un-ban-nuclear-weapons/.

49  『東京新聞』2017年 12月 24日。
50  『しんぶん赤旗』2018年 2月10日。
51  “Italian Parliament Instructs Italy to Explore Possibility of Joining the Nuclear Ban Treaty,” International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons, September 20, 2017, http://www.icanw.org/campaign-news/italian-
parliament-instructs-italy-to-explore-possibility-of-joining-the-nuclear-ban-treaty/.

52  “SIPRI Fellow to Lead Inquiry on Sweden and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons,” 
Stockholm International Peace Research Institute, October 25, 2017, https://www.sipri.org/news/2017/sipri-
fellow-lead-inquiry-sweden-and-treaty-prohibition-nuclear-weapons.
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defence policy cooperation）に加えて、NPTや CTBT、或いは EU関連の諸条約といっ
た既存の条約への関与とTPNWとの整合性の確認が念頭に置かれている 53。

（カ）オランダ
オランダは TPNW交渉で最も注目された「核の傘」国と言って良いであろう。同国議会
の決定によって TPNW交渉に参加した唯一のNATO加盟国であるオランダは、「有効性
の観点からも核兵器国と非核兵器国の支持を得られるものとして、TPNWは包括的であると
ともに検証可能なものでなくてはならない (such an instrument should be verifiable as well 

as comprehensive and that it should enjoy the support of nuclear-weapon possessors 

and non-nuclear-weapon states alike in order to be effective.）」ことを強調し、また「NPT

と同条約第 6条、そしてそれらに固有のこれまでの経緯を含めた価値を毀損してはならない
（And that it must not detract from the NPT and Article VI, including the chronology 

inherent therein.) 」と述べている 54。

（キ）アイスランド
アイスランドでは、TPNWの署名開放に際して、グドゥロイグル・トールダルソン（Gudlaugur 

Thor Thordarson）外務大臣が「アイスランドは核兵器のない世界を目指す必要があり、そ
れは即ち核兵器がシステマチックかつ相互に合意の上で破壊されねばならないことを指す。
そのための最も現実的かつ効果的なやり方とは、NPTや CTBTのような、既に存在してい
る合意と手続きを継続することである（Iceland’s position towards nuclear weapons is very 

clear: that the aim shall be a world without nuclear weapons, and that these weapons 

shall be destroyed in a systematic, mutual manner. The most realistic way to do this, 

which is also the way which we believe will be most effective, is to continue to rely on 

the agreements and processes that already exist, such as the Non-Proliferation Treaty 

(NPT) and the Comprehensive Test-Ban Treaty (CTBT).）」と述べている 55。

53  “Inquiry into the consequences of a possible Swedish accession to the Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons,” Government Offices of Sweden, October 23, 2017, http://www.government.se/press-
releases/2017/10/inquiry-into-the-consequences-of-a-possible-swedish-accession-to-the-treaty-on-the-
prohibition-of-nuclear-weapons/.

54  “United Nations Conference to negotiate a legally-binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading 
towards their total elimination agenda item 8 (b) Statement by The Netherlands,” United Nations PaperSmart, 
http://statements.unmeetings.org/media2/14683480/netherlands.pdf.

55  Lowana Veal, “Iceland, Norway Debate UN Nuclear Weapons Ban Treaty,” IDN-INPS, August 23, 2017, 
https://www.indepthnews.net/index.php/armaments/nuclear-weapons/1321-iceland-norway-debate-un-
nuclear-weapons-ban-treaty.
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ここまで主要各国や地域機構の声明を概観してきたが、重要なポイントとしては、概ね
①核兵器国の関与の問題、②国際社会の分裂への懸念、③核抑止力への考慮、④厳し
さを増す国際安全保障環境への認識、⑤NPT体制を弱体化させるリスクへの警鐘（既存
の条約との整合性への懸念）、⑥効果的な検証制度の不備に集約されるであろう。なかでも、
①、③及び④は核兵器国による核抑止という文脈で TPNW批判の通奏低音となっており、
次いで②と⑤が NPTそのものを蝕み、各国の核軍縮への取り組みを混乱させる懸念として
大きく取り上げられていると見てよい。

（3）地域横断型グループ：軍縮・不拡散イニシアティブ（NPDI）
TPNW交渉プロセスにおいては、「核の傘」国の動向が多くのメディアでも注目され、な

かでも従来、核軍縮に強く関与してきた国々や地域グループ（地域横断型グループ）の姿
勢に関心が寄せられた。こうしたグループの一つとして、本節で取り上げるNPDIは、日本
をはじめとして、豪州やカナダ、チリ、ドイツ、メキシコ、オランダ、ナイジェリア、フィリピン、
ポーランド、トルコ、UAEなど、「核の傘」国とそれ以外の非核兵器国が地域を跨いで参
加している。以下、TPNW交渉を巡り、NPDIがどのような姿勢を表明してきたのかを概観
したい。まず、2017年 5月にNPT準備委員会第 1セッションで発出されたNPDI共同声
明 56では、冒頭で TPNW交渉に言及し、「NPDIとして現在進行中の核兵器禁止のため
の法的拘束力ある条約において意見の不一致が見られることを認識しており、またそうした
意見の不一致が NPDIメンバー国間にも存在しているものの、2010年に合意されたNPT

行動計画の履行に影響をもたらすものではなく、NPDIは完全に一体となってNPTへの関
与を行い、またかかる条約交渉も現在のNPT運用検討会議サイクルに否定的なインパクト
をもたらさないと信ずる（The NPDI acknowledges that differences exist with regard to 

the ongoing negotiations of a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons. 

Indeed, those differences are also reflected within the NPDI membership. They will 

not, however, affect our undertaking to continue working towards the implementation 

of the 2010 NPT Action plan. The NPDI remains absolutely united in our commitment 

to the NPT and trusts that these negotiations do not negatively impact the current NPT 

Review Cycle.）」と述べている。
その後、NPDIは 2017年 9月にニューヨークで 3年ぶりとなる外相会合を開催し、共

56  “Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) Joint Statement to the first session of the NPT 
PrepCom, Vienna, May 2-12, 2017,” Ministry of Foreign Affairs of Japan, July 30, 2018, http://www.mofa.
go.jp/mofaj/files/000256421.pdf.
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同声明 57を発出しているが、同声明（※ 2017年 9月17日時点の改定第 3版を参照）で
は、TPNWへの直接的な言及はされていない。その一方で、2020年のNPT運用検討
会議に向けて、「核軍縮と核不拡散に対する様々な挑戦を検討し、共有された核兵器のな
い世界というゴールに向かう協調行動の死活的な重要性を再確認する（assess the current 

challenges to nuclear disarmament and the non-proliferation of nuclear weapons and to 

reaffirm the critical importance of concerted action to work towards our shared goal of 

a world free of nuclear weapons）」という文言が入った 58。また、「現在の地政学的状況は
NPTを強化し支持することの重要性を際立たせている（The current geopolitical situation 

underlines the need to strengthen and uphold the NPT）」との認識を示した上で、2020

年のNPT運用検討会議の成功に向けて、平和利用、不拡散及び核軍縮という3本柱の
もとで運用検討会議サイクルを追求する、としている。このとき、具体的な言及としては北
朝鮮の核兵器開発と弾道ミサイル発射試験への非難に始まり、イランの核問題に対する包
括的共同作業計画（Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA）の履行、透明性の
追求、核軍縮検証のための国際パートナーシップ（International Partnership for Nuclear 

Disarmament Verification: IPNDV）、CTBT発効促進、FMCT早期交渉開始、非核地
帯が挙げられている59。なかでも、NPDIとして核軍縮の具体的な成果を能動的に追求してゆ
くとして、NPTへのハイレベルでの政治的リーダシップや揺るぎのない関与に触れつつ、そ
れが世界中の核軍備の大幅な削減と、完全な核兵器の廃絶に向けた具体的進展のために
は不可欠の基盤である旨強調している 60。
これらの声明からすれば、「核の傘」国とそれ以外の非核兵器国によって構成される

NPDIでは、従来のNPT寄り（ステップバイステップ方式寄り）のスタンスをとっていると位
置づけられよう。

3．TPNWを巡る様々な論点と考察

（1） TPNWへの支持と署名・批准状況に見られる温度差
紆余曲折を経て採択された TPNWだが、2017年 7月7日に国連総会で行われた条約

57  “Non-Proliferation and Disarmament Initiative 9th Ministerial Meeting (Rev.3 as of 19 September 2017), 
New York City,” Government of the Netherlands, September 21, 2017, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/
rijksoverheid/documenten/diplomatieke-verklaringen/2017/09/21/non-proliferation-and-disarmament-
initiative/NPDI+Ministerial+statement+Rev+III+170913.pdf.

58  Ibid.
59  Ibid.
60  Ibid.
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への投票結果と、今日に至る実際の批准国数の増加ペースに微妙な温度差が見られるの
は興味深いポイントである。まず、条約への投票結果については先に述べたとおり、賛成
122、反対 1、棄権 1であった 61。一方、署名開放日となった 2017年 9月20日時点での国
連総会発表では、署名国数 50、批准国数は僅か 3（ガイアナ、バチカン、タイ）に留まっ
ている 62。条約発効には 50カ国の批准（ratification）若しくは応諾（accession）が必要と
なるが、TPNWの交渉を主導したオーストリアのトマス・ハイノツィ（Thomas Hajnoczi）前
軍縮代表部大使は、発効に必要な 50カ国以上の批准が達成されるのは、条約の採択から
2年～ 2年半ほどの期間が必要であろうとの見立てを示している 63。
署名開放日からおよそ 12ヶ月を経て、ICANが発表した 2018年 7月末の本稿執筆時点

で最新の TPNW署名批准状況は、署名国数が 59、批准国数 13に留まっている 64。以下、
これらの署名国名（署名年月日）と批准国名（同左）を示す。

署名国：アルジェリア（2017年 9月20日）、オーストリア（2017年 9月20日）、バ
ングラデシュ（2017年 9月20日）、ボリビア（2018年 4月16日）、ブラジル（2017

年 9月20日）、カーボベルデ（2017年 9月20日）、中央アフリカ共和国（2017年
9月20日）、チリ（2017年 9月20日）、コモロ（2017年 9月20日）、コンゴ（2017

年 9月20日）、コスタリカ（2017年 9月20日）、コートジボワール（2017年 9月20

日）、キューバ（2017年 9月20日）、コンゴ民主共和国（2017年 9月20日）、ドミ
ニカ共和国（2018年 6月7日）、エクアドル（2017年 9月20日）、エルサルバドル（2017

年 9月20日）、フィジー（2017年 9月20日）、ガンビア（2017年 9月20日）、ガー
ナ（2017年 9月20日）、グアテマラ（2017年 9月20日）、ガイアナ（2017年 9月
20日）、バチカン（2017年 9月20日）、ホンジュラス（2017年 9月20日）、インドネ
シア（2017年 9月20日）、アイルランド（2017年 9月20日）、ジャマイカ（2017年
12月8日）、カザフスタン（2018年3月2日）、キリバス（2017年9月20日）、ラオス（2017

61  “General Assembly - other United Nations conference to negotiate a legally-binding instrument to prohibit 
nuclear weapons: Second session, Vote Name: Item 9, A/CONF.229/2017/L.3/Rev.1, Draft Treaty on the 
Prohibition of Nuclear Weapons,” United Nations Office for Disarmament Affairs, July 30, 2018, https://
s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/07/A.Conf_.229.2017.L.3.Rev_.1.pdf.

62  “List of Countries which Signed Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon on Opening Day,” United 
Nations Office for Disarmament Affairs, September 20, 2017, https://www.un.org/disarmament/list-of-
countries-which-signed-tpnw-on-opening-day-20-september-2017/.

63  『東京新聞』2017年 11月 27日。
64  “Signature/ratification status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons,” International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons, July 30, 2018, http://www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-
prohibition-of-nuclear-weapons/.
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年 9月21日）、リビア（2017年 9月20日）、リヒテンシュタイン（2017年 9月20日）、
マダガスカル（2017年 9月20日）、マラウィ（2017年 9月20日）、マレーシア（2017

年 9月20日）、メキシコ（2017年 9月20日）、ナミビア（2017年 12月8日）、ネパー
ル（2017年 9月20日）、ニュージーランド（2017年 9月20日）、ニカラグア（2017

年 9月22日）、ナイジェリア（2017年 9月20日）、パラオ（2017年 9月20日）、パ
レスチナ（2017年 9月20日）、パナマ（2017年 9月20日）、パラグアイ（2017年
9月20日）、ペルー（2017年 9月20日）、フィリピン（2017年 9月20日）、セントビ
ンセント及びグレナディーン諸島（2017年 12月8日）、サモア（2017年 9月20日）、
サンマリノ（2017年 9月20日）、サントメ・プリンシペ（2017年 9月20日）、南アフ
リカ（2017年 9月20日）、タイ（2017年 9月20日）、トーゴ（2017年 9月20日）、
ツバル（2017年 9月20日）、ウルグアイ（2017年 9月20日）、バヌアツ（2017年
9月20日）、ベネズエラ（2017年 9月20日）、ベトナム（2017年 9月22日） 

批准国：オーストリア（2018年 5月8日）、コスタリカ（2018年 7月5日）、キューバ（2017

年 9月30日）、ガイアナ（2017年 9月20日）、バチカン（2017年 9月20日）、メキ
シコ（2018年 1月16日）、ニカラグア（2018年 7月19日）、パラオ（2018年 5月
3日）、パレスチナ（2018年 3月22日）、タイ（2017年 9月20日）、ウルグアイ（2018

年 7月25日）、ベネズエラ（2018年 3月27日）、ベトナム（2018年 5月17日） 　

2017年 7月7日の国連での TPNW採択時の賛成票数に照らしても、これまでの署名・
批准状況はスロースタートだと言わざるを得ないであろう。また、ここに名を連ねた国々の大半
は、核兵器国や「核の傘」国が主張するような、安全保障上、直接的に核の脅威に晒さ
れている国々ではない。逆に、TPNW採択に賛成票を投じた他の国々において、署名・批
准に向けてどのような検討が進められているのか、今後の動向が非常に注目されると言えよう。

（2） TPNWへの評価とNPTとの関係性を巡る議論
TPNW交渉は世界的にも大きな注目を集め、核兵器国や「核の傘」国の去就をはじめ、
条約そのものの意義や発効に向けた課題など、実に様々な議論を呼んできた。例えば、核
兵器のない世界を巡って多くの情報発信を行ってきた米国のペリー（William J. Perry）元
国防長官は、国連で採択された TPNWは核兵器国への強いモラル上の要請であり、か
つ 120カ国にものぼる核兵器によって生存の危機に晒されていると感じてきた国々の声だとし
つつ、核兵器の脅威を取り去る唯一の解決策は存在せず、この脅威を低減するためには、
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TPNWを超える更なる取り組みが必要になるとして、CTBTの早期発効、新 STARTの延
長合意、核セキュリティサミットにおける重要課題の継続、そして不要なリスク要因となる、不
安定化を招くような新たな核兵器の導入の回避が重要だと指摘している65。条約交渉を主導し
たオーストリアのハイノツィ前軍縮代表部大使は、NPTが発効から47年かけてもできなかっ
た、核兵器のない世界を目指す規範形成を行うものとしてTPNWの重要性を評価したうえで、
まずは TPNWによって規範を作り、続いて核兵器の廃絶を目指すことで核軍縮への機運の
高まりが期待できるとしている 66。
なお、NPTとTPNWとの関係性にかかる議論も昨今一層の深まりを見せており、特に

NPT加盟国のなかでの核軍縮に対する分断を懸念する声が注目されている。こうした一例と
しては、（TPNWの成立によって）非核兵器国のなかでNPT派とTPNW派に分断が生じ、
その先にNPTが形骸化する恐れがあること、そしてTPNWでは保障措置についてもNPT

以上の要求を盛り込んでいないため、実質的な意味がないとする厳しい指摘もある 67。他方、
斯様な指摘に対して、NPTがあるにも関わらず追加的に新たな条約（TPNW）を作ること
自体への批判は筋が通らず、NPTとの関係性については、TPNW前文及び第 18条で他
条約の義務を害さないとし、また第 3条でNPT保障措置にかかる義務の維持を明記してお
り、かつ TPNW推進派の国々でNPT不要論を示唆する国はないこと、そして TPNWが
NPTの形骸化を促すと懸念するのはお門違いで、そもそもNPT自身の問題によって近年同
条約の弱体化が進んでしまっていること、TPNWに入ることとCTBTや核の透明性向上措
置などのブロック積み上げによる核軍縮は二者択一ではなく、両方追求可能である旨の反証
も示されている 68。こうした一方、NPTに対する様 な々不満が TPNW成立へと向かう原動力
になったものの、NPTは核軍縮と核廃絶に向けたプロセスは整備しつつも、核廃絶を目指し
たものではないとする指摘もある 69。以下に示すとおり、NPTは第 6条で核軍縮交渉義務が
定められているが、これはあくまでも交渉を行う約束に留まっており、NPT運用検討会議で
採択された決議や行動計画などはともかくとして、条約そのものに核兵器の廃絶へと至るプロ
セスが規定されている訳ではない。

65  William Perry, “UN Adopts New Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons,” wjperryproject, July 
7, 2017, http://www.wjperryproject.org/notes-from-the-brink/un-adopts-new-treaty-on-the-prohibition-of-
nuclear-weapons.

66  『毎日新聞』2017年 7月12日。
67  『毎日新聞』2017年 7月12日。
68  「核兵器禁止条約－批判に答える」川崎哲のブログ、2017年 7月 12日、http://kawasakiakira.at.webry.

info/201707/article_1.html。なお、川崎哲氏（ピースボート共同代表）はノーベル平和賞を受賞した ICANの国
際運営委員を務めている。

69  佐藤丙午「核なき世界を望むなら、日本は核兵器禁止条約に参加してはいけない」現代ビジネス、2017年8月21日、
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52629。
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NPT第 6条　各締約国は、核軍備競争の早期の停止及び核軍備の縮小に関
する効果的な措置につき、並びに厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的
かつ完全な軍備縮小に関する条約について、誠実に交渉を行うことを約束する。

実際にTPNW交渉における争点領域は多岐に及んだが、なかでも注目されたのはやはり
本稿で度々言及・参照してきたNPTとの関係性であったと見てよいであろう。当初の条約
草案を巡る交渉では、TPNWはNPT締約国の権利や義務に影響を与えないと明記しようと
したが、エジプトや南アフリカの反発によってこうした文言は削除され、またオランダは TPNW

とNPTが対立した場合、NPTが優先するとの文言を明記するよう主張したとされる 70。この
結果、草案の時点ではNPTに言及せず、「既存または将来の国際協定の義務に影響しない、
ただしその義務が TPNWと両立する場合に限る」と文言に修正されたという71。

（3） TPNW交渉推進各国における姿勢の相違
なお、交渉プロセスにおける各国の姿勢の相違はNPTとの関係性だけではない。交渉プ

ロセスに深く関与した市民社会からは、いわゆる理想主義と現実主義路線とが折り混ざった
状態で条約の起草作業が進められ、議長であったワイト・ゴメズ（Whyte Gomez）大使の
采配で、驚くべき短期間のうちにドラフティングが結実した経緯が明らかにされている 72。なか
でも注目されるのは、条約本文の内容を巡って、穿った見方をすれば換骨奪胎しようとも受
け取れる提案が行われたとする指摘である73。こうしたTPNW交渉プロセスでの各国の姿勢
の相違を巡って公刊された興味深い資料として、本稿冒頭でも紹介した米国の原子力科学
者会報によるTPNW交渉分析資料「交渉参加国は TPNWに何を望み、何を望まないのか
（What participants in a nuclear weapons ban treaty (do not) want）」がある（※本稿
末尾に同資料を基に作成した表を掲載するのでご参照願いたい）74。同表で最も目を引く点と
しては、①核兵器使用の威嚇と、②核兵器国の義務（廃絶までの時間軸 /検証された廃
棄）という二つの重要な項目について、TPNW草案に盛り込むことを明示的に反対したとさ
れる国々の存在である。前者についてはオーストリアとメキシコが、そして後者についてはアイ

70  『讀賣新聞』2017年 7月 6日。
71  同上。
72  Gaukhar Mukhatzhanova, “The Nuclear Weapons Prohibition Treaty: Negotiations and Beyond,” Arms 

Control Today, September 2017, pp.12-19.
73  Ibid.なお、換骨奪胎ともとれるような提案・議論を行った国としてイラン、エジプト、ブラジル及びアルゼンチン
の名が挙げられている（※議論の詳細については明らかにされていない）。

74  Oliver Meier, Sira Cordes and Elisabeth Suh, “What Participants in a Nuclear Weapons Ban Treaty (do not) 
Want,” The Bulletin of the Atomic Scientists, June 9, 2017, https://thebulletin.org/what-participants-nuclear-
weapons-ban-treaty-do-not-want10829.
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ルランド、マレーシア及びニュージーランドが反対に回ったとされる。これらの国々は、いずれ
もTPNW交渉において相応に存在感を示した主要交渉国であるが、なかでも核抑止論に
直結した争点事項である①や、核兵器国の参加を促す条件設定に繋がる②を除外すべきと
した背景や意図に改めて注目する必要があろう。また、前述したとおり、署名開放以後も各
国の出足が遅いことに関連して、同表が示す主要な論点で「禁止すべき」と明示的な姿勢
を見せた国々で特にこうした傾向（署名・批准へのスロースタートな姿勢）が顕著であること
にも注意が必要ではないだろうか。更に同表の示すところに注目するならば、本稿執筆時点
で既に批准済みの国 に々おいても、必ずしも明確な姿勢表明を行っていない論点が散見され
ることも、TPNW推進国の思惑や、条約交渉の経緯を考察するうえで勘案すべきポイントか
と考えられる（※ただし、同表が条約交渉時の各国の発言を網羅的に記録していない可能
性についても留意が必要である）。

おわりに　核軍縮を巡る国際社会の分断を超えて

NPTが発効してから早 48年が経過した。振り返ってみれば、かつて日本もNPTの発効
から6年越しで 1976年に同条約を批准したが、肝心のNPTが定めた核兵器国であるフ
ランスと中国は、いずれも1992年になるまで批准しなかった。TPNWは全国連加盟国の 3

分の 2近くの支持を集めて極めて短期間に採択されたが、核軍縮・核不拡散に向けた過去
の取り組みの歴史からも、署名開放以後、批准や応諾のペースがスロースタートであるから
といって、今後中長期的に批准国数が増加し、その存在感が増さないとも限らないことには
留意すべきであろう。
軍縮を特定兵器の全廃に向けた取り組みだと定義するならば、TPNWは史上初の全て

の核兵器を対象とした軍縮条約となる。そしてTPNWへの参加とは即ち、核兵器の存在そ
のものを過去のものとして葬り去ることへの意思表示となる。これは化学兵器において、かつ
てCWCという形で実現した取り組みと同様であるものの、同じ大量破壊兵器とは言え、化
学兵器と核兵器とでは、そもそも戦略的な価値が異なるうえに、「持てるものと持たざるもの」
との敷居の差も相応に大きい。多くの国において、未だに核抑止に依存した安全保障体制
が敷かれているなか、はじめに軍縮条約ありきというスタンスで採択された TPNWへの署名・
批准を巡り、主だった関心国で大きな議論になるのは当然のことであったと言える。その一方
で、TPNW推進国や市民社会が NPT体制のもとで遅 と々して進まない核軍縮に一石を投
じようとし、国際的な核軍縮論議を新たに呼び起こしたことも事実であり、こうしたイニシアティ
ブ自体には一定の評価がなされて然るべきであろう。しかし、TPNW交渉の参加国におい
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ても、論点によっては相応の意見対立があり、条約そのものも短い期間でまとめ上げられたこ
とによるものか、細部の文言に議論を呼ぶ余地が残っているように見受けられる。
他方、TPNWの採択によって国際社会、とりわけ非核兵器国に「核の傘」国とそれ以
外の国 と々いう分断が生じた（生じる）との見方がなされてきたことに関しては、次の 2020

年のNPT運用検討会議サイクルに向けて、何らかのギャップが顕在化する可能性も否定で
きない。2015年のNPT運用検討会議は最終文書の採択に失敗したが、2020年のNPT

運用検討会議で TPNWへの言及を求めるTPNW推進国と、同条約への言及を拒絶する
核兵器国や「核の傘」国とが望ましからぬ対立軸を形成しないとも限らず、この点について
は、2020年のNPT運用検討会議に向けた準備委員会での関係国の外交面での調整努
力に大きな期待が寄せられている。実際に、2018年 5月にジュネーブで開催された 2020

年のNPT運用検討会議に向けた準備委員会 75では、各国の声明においてTPNWに言及
する事例も散見された。一例として、南アフリカは TPNWが核兵器廃絶に向けたポジティブ
なステップであり、NPT第 6条の履行に寄与するものとしてこれを歓迎し、かつ支持する（We 

welcome and support the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons as a positive 

step towards the total elimination of nuclear weapons and a major contribution to the 

implementation of Article VI of the NPT thereby strengthening its credibility.）旨述べ
ている 76。また、ニュージーランドは新アジェンダ連合（New Agenda Coalition: NAC）とし
ての立場から、同準備委員会議長サマリーにおけるTPNWに言及する文言を巡り懸念を
表明（of deep concern to the NAC, is the lack of balance in the language referencing 

the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.）している。具体的には、議長サマ
リーが複数の締約国によるTPNWへの反対の意思表示を記述（議長サマリー、第 41項）
する一方で、TPNWを支持する国については言及せず、ただ同条約の批准プロセスとそ
の状況についてのみ言及した（同、第 40項）（There are two paragraphs dealing with 

this important Treaty. One paragraph (paragraph 41), notes that some States Parties 

expressed their opposition to the TPNW. In contrast, the other paragraph (paragraph 

40) does not note the support of many, or indeed any, States for this Treaty. Instead, 

it simply notes the conclusion of the Treaty (without welcoming this) and notes that 

75  “Preparatory Committee for the 2020 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons Second session, April 23, 2018 - May 4, 2018, Geneva,” United Nations 
PaperSmart, July 30, 2018, http://papersmart.unmeetings.org/secretariat/unoda/npt/2018-second-session-of-
the-preparatory-committee/statements/.

76  “Statement by South Africa on the Draft Chair’s Summary at the NPT Second Precpom,” United Nations 
PaperSmart, May 4, 2018, http://statements.unmeetings.org/media2/18559906/south-african-npt-statement-
on-the-chairs-summary.pdf.
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a number of States Parties provided information about its “ratification process and 

status”.）旨を指摘している 77。ニュージーランドの問題提起と同様に、アイルランドも多くの国々
が TPNWの採択を歓迎した事実を指摘したうえで、本会議での議論を正確かつバランス
のとれた形で議長サマリーが言及していないことに遺憾の意（That being said, we regret 

that it has not been possible to include within the Chair’s summary a more balanced 

and positive reflection of recent developments in connection with the adoption of the 

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. The fact that numerous states welcomed 

the adoption of the TPNW is not reflected in the document. We believe that doing so 

would have ensured a more accurate and balanced presentation of the views expressed 

during our debate here) を表明している 78。
本稿でも検討してきたとおり、TPNW推進国側の議論でもNPT体制の崩壊が追求され

ている訳ではない。2020年のNPT運用検討会議においては最終文書の採択失敗を回避
し、建設的な合意形成が追求されねばならないであろうし、逆にTPNW交渉に参加しなかっ
た国 も々、ステップバイステップ方式の妥当性をNPT体制の枠内で具体的に示してゆかね
ばならず、その取り組みはまさに端緒についたばかりだと言えよう。こうした取り組みの行方を
必ずしも楽観視はできないものの、本稿で考察したとおり、核兵器国及び「核の傘」国のこ
れまでの声明から集約されるTPNWを巡る議論のポイント（①核兵器国の関与の問題、②
国際社会の分裂への懸念、③核抑止力への考慮、④厳しさを増す国際安全保障環境へ
の認識、⑤ NPT体制を弱体化させるリスクへの警鐘（既存の条約との整合性への懸念）、
⑥効果的な検証制度の不備）について、いかに答えを見つけ出すかという、核抑止と核
軍縮の本質的な争点を巡る国際社会の検討がより一層重要になるのではないだろうか。か
かる論点に関連して、日本政府の主導で内外の有識者を集め 2017年に発足した賢人会議
（Group of Eminent Persons）での検討が注目される。同会議では核兵器の役割や核抑
止の目的、そして最小限ポイントの検討などを含めた議論を重ね 79、2018年 3月には「効果
的な核軍縮への橋渡し－2020年 NPT運用検討会議のための提言－」を河野外務大臣に

77  “New Agenda Coalition comments on Draft Chair’s factual summary (NPT/CONF.2020/PC.II/CRP.3) 
at the 2nd Preparatory Committee of 2020 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (Working Paper),” May 4, 2018, http://statements.unmeetings.org/
media2/18559870/new-zealand-nac-wp-on-4-may-comments-on-chairs-summary.pdf.

78  “Statement by Ambassador Michael Gaffey, Permanent Representative of Ireland to the United Nations and 
other International Organizations in Geneva At the 2018 Preparatory Conference of the Parties to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Geneva,” United Nations PaperSmart, May 4, 2018, 
http://statements.unmeetings.org/media2/18559873/ireland-closing-remarks.pdf.

79  「賢人会議 in広島」NHK News Web、2017年 12月 7日、https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_
     1207.html。
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提出した 80。この提言においては、核軍縮の停滞を回避するべく、上記①から⑥の論点にも
関わる数多くの橋渡しの課題が指摘されており、今後、NPT運用検討会議に向けて、日本
を含む関心国からどのような交渉・成果が生まれるかが大きく期待されるところである。
こうした一方で、核兵器を巡って、安全保障上の要求を満たせない条約には参加しない、
或いは要求さえ満たせるならば参加も検討すべし、といった議論が前述したノルウェーやス
ウェーデン、イタリアといった国々で進められていることについても、慎重に今後の動向を注視
してゆく必要がある。好むと好まざるとに限らず、TPNWという核軍縮条約が採択されたこと
は事実であり、今後同条約への支持が拡大すれば、批准国数も伸張する可能性もあり得る。
一つ附言するならば、TPNWは改正条項（第 10条）を備えており、発効後であれば条約
改正が提起可能となっている。即ち、現時点で判明しているTPNWの条約本文中の懸念
事項に対して、将来的に条約に批准若しくは応諾した上で、改めて再検討する機会は残され
ていると見ることもできよう。以上の考察のむすびとして、改めてTPNWを推進する非核兵器
国と核兵器国、そして「核の傘」国との間に建設的な橋渡しがなされ、持続的かつ前向き
な核兵器のない世界に向けた取り組みが進展することが強く期待される。（2018年8月脱稿）。

資料　TPNW交渉分析「交渉参加国は TPNWに何を望み、何を望まないのか
（What participants in a nuclear weapons ban treaty (do not) want）」

出典： Blletin of Atomic Scientistsより抜粋し筆者作表

禁止すべき 除外すべき 不明あるいは意思表示なし

核兵器の保有、
使用、獲得、
製造、展開

アルジェリア、オーストリア、ブラジル、チリ、カンボジア、
コスタリカ、キューバ、エクアドル、エジプト、フィジー、
ガーナ、インドネシア、イラン、アイルランド、ジャマイ
カ、マレーシア、メキシコ、ネパール、ニュージーランド、
ナイジェリア、ペルー、フィリピン

アルゼンチン、バングラデシュ、カンボジア、ドミニカ共和国、エチオピア、
赤道ギニア、グァテマラ、バチカン、ホンジュラス、日本、カザフスタン、
クェート、ラオス、リビア、リヒテンシュタイン、マーシャル諸島、モンゴル、
モロッコ、ミャンマー、オランダ、パプアニューギニア、パレスチナ、サ
ウジアラビア

核兵器の移転

アルジェリア、オーストリア、ブラジル、チリ、カンボジア、
コスタリカ、キューバ、エクアドル、フィジー、インドネ
シア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、メキシコ、ネ
パール、ニュージーランド、ナイジェリア、フィリピン

アルゼンチン、バングラデシュ、カンボジア、ドミニカ共和国、エジプト、
エチオピア、赤道ギニア、ガーナ、グァテマラ、バチカン、ホンジュラス、
カザフスタン、クェート、ラオス、リビア、リヒテンシュタイン、マレーシア、
マーシャル諸島、モンゴル、モロッコ、ミャンマー、オランダ、パプア
ニューギニア、パレスチナ、ペルー、サウジアラビア

核兵器の備蓄
アルジェリア、オーストリア、ブラジル、チリ、カンボジア、
コスタリカ、キューバ、エクアドル、フィジー、ガーナ、
インドネシア、アイルランド、ジャマイカ、メキシコ、ネ
パール、ニュージーランド、ナイジェリア、フィリピン

アルゼンチン、バングラデシュ、カンボジア、ドミニカ共和国、エジプト、
エチオピア、赤道ギニア、グァテマラ、バチカン、ホンジュラス、イラン、
カザフスタン、クェート、ラオス、リビア、リヒテンシュタイン、マレーシア、
マーシャル諸島、モンゴル、モロッコ、ミャンマー、オランダ、パプア
ニューギニア、パレスチナ、ペルー、サウジアラビア

核兵器使用の
威嚇

チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、エクアドル、フィ
ジー、インドネシア、イラン、ジャマイカ、ネパール

オーストリア、
メキシコ

アルジェリア、アルゼンチン、バングラデシュ、ブラジル、カンボジア、
ドミニカ共和国、エジプト、エチオピア、赤道ギニア、ガーナ、グァテマ
ラ、バチカン、ホンジュラス、アイルランド、日本、カザフスタン、クェート、
ラオス、リビア、リヒテンシュタイン、マレーシア、マーシャル諸島、モン
ゴル、モロッコ、ミャンマー、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア

核兵器計画
及び
共有への参加

アルジェリア、ブラジル、カンボジア、メキシコ

アルゼンチン、オーストリア、バングラデシュ、カンボジア、チリ、コスタリカ、
キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エチオピア、赤道ギニア、
フィジー、ガーナ、グァテマラ、バチカン、ホンジュラス、インドネシア、
イラン、アイルランド、ジャマイカ、日本、カザフスタン、クェート、ラオス、
リビア、リヒテンシュタイン、マレーシア、マーシャル諸島、モンゴル、モロッ
コ、ミャンマー、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア

80  「効果的な核軍縮への橋渡し－2020年 NPT運用検討会議のため提言－」外務省、2018年 3月 29日、https://
www.mofa.go.jp/mofaj/files/000358857.pdf。



核兵器国及び「核の傘」国と核兵器禁止条約（TPNW）

51

核兵器国の
義務（廃絶まで
の時間軸 /検証
された廃棄）

アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、
エクアドル、エジプト、フィジー、インドネシア、イラン、
ジャマイカ、メキシコ、ネパール

アイルランド、
マレーシア、
ニュージーランド

アルジェリア、オーストリア、バングラデシュ、ブラジル、カンボジア、
ドミニカ共和国、エチオピア、赤道ギニア、ガーナ、グァテマラ、バ
チカン、ホンジュラス、日本、カザフスタン、クェート、ラオス、リビア、
リヒテンシュタイン、マーシャル諸島、モンゴル、モロッコ、ミャンマー、
オランダ

（いちまさすけゆき　防衛政策研究室主任研究官）




