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図説：世界の非核兵器地帯                               

　2009年、中央アジアとアフリカでそれぞれ非核兵器地帯条約が発効し、現存する5つの非核兵器地帯条約はすべて「発効済」となった。世界的な
核軍縮気運が高まる中、軍事力に依存しない「非核の傘」で平和と安全を確保しようとの、地域発の「ビジョンと行動」がますます求められている。
「核兵器のない世界」の実現に向け、今アジアの私たちができる最大の貢献が、「北東アジア非核兵器地帯」設立に向けた具体的な一歩である。
　私たちは歴史から学んだ。不信、対立と軍拡のサイクルからは何も生まれないことを。力の均衡で安全を維持することは不可能だということを。
このアジアの地に根強く残る「冷戦思考」を終わらせるために、私たちが声をあげよう――「いまこそ、北東アジア非核兵器地帯の実現を!」

「核兵器のない世界」へのアジアからの貢献

北東アジア非核兵器地帯に進もう

●1990年代半ば以来、さまざまな具
体的な非政府提案が登場した。もっと
も現実的な案として、朝鮮半島非核化
南北共同宣言と日本の非核三原則を
つなげ、それを米・中・ロが支持し、核
攻撃・威嚇をしない安全の保証を与え

る「スリー・プラス・スリー」案がある。
●2004年、モデル「北東アジア非核兵
器地帯条約」をピースデポが発表。
●2008年、民主党核軍縮促進議員連
盟が条約案を記者発表。

2010年1月15日  ピースデポ作成

東南アジア非核兵器地帯条約（バンコク条約）
●締結署名：1995年12月15日
●発効：1997年3月27日
●地帯の範囲
　東南アジアのすべての国家の領土とその大陸棚、排他的経済水域
よりなる区域。（図は200カイリ排他的経済水域を含めて作成した。）
●地域内に位置する国・地域
　ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャン
マー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム

【注】中国、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネイが
領有権を主張する南沙諸島の多くも地帯内にある）

●加盟国
　上記「地帯内に位置する国・地域」の10か国。
●核保有国の対応
　5つの核兵器国に対して「条約締約国に対して、および地帯内で核
兵器の使用または使用の威嚇をしないこと」を定めた議定書（第2条）
への参加を求めている。米は、一方的に核使用を禁じていること、経
済専管水域までも地帯に含まれること、から議定書への署名を拒否
している。中国は支持しているが未署名。

ラテン・アメリカおよびカリブ
地域における核兵器禁止条約※

（トラテロルコ条約）
●締結署名：1967年2月14日
●発効：1968年4月22日
●地帯の範囲
　北緯35度西経75度の点から真南へ北緯30度西経75
度の点まで、そこから真東へ北緯30度西経50度の点ま
で、そこから斜航線に沿って北緯5度西経20度の点ま
で、そこから真南へ南緯60度西経20度の点まで、そこ
から真西へ南緯60度西経115度の点まで、そこから真
北へ緯度零度西経115度の点まで、そこから斜航線に
沿って北緯35度西経150度の点まで、そこから真東へ
北緯35度西経75度の点までの境界。ただし米国領土・
領海は除く。（図は、この領域を示している。）
●地帯内に位置する国・地域
　アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バ
ルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロン
ビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、ドミニカ共和
国、エクアドル、エル・サルバドル、グレナダ、グァテマ
ラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキ
シコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、セント・
ルシア、セント・クリストファー・ネイビース、セント・
ビンセント、スリナム、トリニダッド・トバゴ、ウルグア
イ、ベネズエラ
【注】その他にプエルトリコ（米自治領）やフォーク
ランド諸島（英植民地）など植民地下の島々がある。

●加盟国
　上記「地帯内に位置する国・地域」の33か国。
●核保有国の対応
　5核兵器国すべてが、条約締約国に対して核兵器を
使用しないこと、または使用するとの威嚇を行わない
ことを定めた付属議定書Ⅱに署名、批准寄託している。
※1990年に現在の名称に変更された。

南太平洋非核地帯条約（ラロトンガ条約）
●締結署名：1985年8月6日
●発効：1986年12月11日
●地帯の範囲
　条約の付属書１に細かく緯度、経度で規定されてい
る。付属書にはそれにしたがって地図が添付されてい
る。図はその地図を再現した。インド洋に面した非核地
帯は、オーストラリアの領海で区切られている。インド
洋に浮かぶオーストラリア領の島々も非核地帯に属す
るが、図には示していない。
●地帯内に位置する国・地域
　オーストラリア、フィジー、キリバス、ナウル、ニュー
ジーランド（NZ）、パプア・ニューギニア、ソロモン諸
島、トンガ、ツバル、バヌアツ、サモア、クック諸島（NZ
自治領）、ニウエ（NZ自治領）
【注】その他に植民地下の仏領ポリネシア、米領サモ
ア、ニューカレドニア（仏）などがある。条約は太平
洋諸島フォーラム（2000年10月、『南太平洋フォー
ラム』より名称変更）参加国に加盟が開かれてい
る。したがって、地帯外であるが、マーシャル諸島共
和国、ミクロネシア連邦にも加盟の資格がある。

●加盟国
　上記「地帯内に位置する国・地域」の13か国。
●核保有国の対応
　条約締約国に対する核爆発装置の使用または使用の
威嚇の禁止、非核地帯内における核爆発装置の実験の
禁止を定めた議定書2、3があり、フランスの核実験終
了を契機に米英仏が署名し、現在米国以外のすべての
核兵器国は批准寄託している。

南極条約
●締結署名：1959年12月1日（ワシントン）
●発効：1961年6月23日
●地帯の範囲
　南緯60度以南の地域・ただし公海については他の
国際法の権利を侵害しない。
●地帯内に位置する国・地域
　なし。南極での領土権は凍結されている（第4条）。
●加盟国
　5つの核兵器国を含む47か国。

アフリカ非核兵器地帯条約（ペリンダバ条約）
●締結署名：1996年4月11日
●発効：2009年7月15日
●地帯の範囲
　アフリカ大陸、OAU※のメンバーである島しょ国、およびOAU※の決議に
よってアフリカの一部とみなされた島々の領土および領海。（地図は、付属書
Ⅰに基づいて作成した。小島は示されていない。）
【注】インド洋にあるチャゴス諸島に関しては、領有権問題があり、付属書
にただし書きが加えられている。この中に米軍基地の島ディエゴ・ガルシ
アが含まれている。

●地帯内に位置する国・地域
　アガレガ諸島、アルジェリア、バサス・ダ・インディア、アンゴラ、ベナン、ボ
ツワナ、ブルキナ・ファソ、ブルンジ、カメルーン、カナリア諸島、カーボ・ベル
デ、中央アフリカ、チャード、チャゴス諸島、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民
主共和国（ザイール）、コートジボアール、ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリ
トリア、エチオピア、ユーロバ島、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニア・
ビサウ、ジュアン・ド・ノバ、ケニア、レソト、リベリア、リビア、マダガスカル、
マラウイ、マリ、モーリタニア、モーリシャス、マヨット、モロッコ（1985年に
OAUを脱退）、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、プリンス・
エドワード・マリオン諸島、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、レユニオン、ロ
ドリゲス島、セネガル、セイシェル、シエラ・レオーネ、ソマリア、南アフリカ、
スーダン、スワジランド、タンザニア、トーゴー、チュニジア、トロメリン島、
西サハラ、ウガンダ、ベルデ諸島、ザンビア、ザンジバール、ジンバブエ（一部
国名の変更を除き、条約添付資料にもとづいた。）
●加盟国
　52か国が署名、28か国（アルジェリア、ベナン、ボツワナ、ブルキナ・ファ
ソ、ブルンジ、コートジボアール、赤道ギニア、エチオピア、ガボン、ガンビア、
ギニア、ケニア、レソト、リビア、マダガスカル、マラウィ、マリ、モーリタニ
ア、モーリシャス、モザンビーク、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、南アフ
リカ、スワジランド、タンザニア、トーゴ、ジンバブエ）が加盟。
●核保有国の対応
　議定書Ⅰでは、条約締約国に対して、および地帯内で、核兵器を使用または
使用の威嚇をしないことを定め、議定書Ⅱは、地帯内での核実験の禁止を定
め、すべての核保有国に参加を求めている。中、仏、英は、署名・批准、米、ロは
署名済み。
※2002年7月、OAUはアフリカ連合（AU）へと移行。

北東アジア非核兵器地帯（非政府提案）
発 効

発 

効

発 効 発 効

発 

効

発 

効
モンゴル非核兵器地帯地位
●1998年12月4日：国連総会決議で一国
の非核兵器地位を認知
●2000年2月3日:国内法制定
●現在、非核兵器地帯地位に基づく中・
ロ・モンゴル多国間協定を模索中。

中央アジア非核兵器地帯条約（セミパラチンスク条約）
●締結署名：2006年9月8日
●発効：2009年3月21日
●地帯の範囲　
下記5か国の領土、全ての水域（港湾、湖、河川）、及びこれらの上空。
●地帯内に位置する国・地域
カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン
●加盟国
上記「地帯内に位置する国・地域」の5か国。
●核保有国の対応
　核兵器国に署名が開放される議定書は、「核兵器あるいは他の核爆発装置の
使用もしくは使用の威嚇を行わないこと」、条約及び議定書締約国によるいか
なる違反行為行為にも寄与しないこと」を定めている。中、ロは好意的、米英仏
は批判的。

2009 年、
全地帯発効！
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Save our Post Offices

The Post Office plans to close over 250 post offices in Scotland in the next year, with 44 closures already
announced. The SNP plans to fight these closures, help us now by joining our campaign and writing to
the Post Office. MORE

Join the conversation.

The SNP's white paper sets out a vision of Independence and responsibility in the modern world. It is an
inclusive, governmental document – making clear that we believe Independence and equality offers the
best future for Scotland, while urging those who believe in other possibilities, such as more powers, to
come into the conversation. MORE

It's time to rid Scotland of nuclear weapons

The SNP wants a safer, healthier and wealthier Scotland. We believe nuclear weapons are the wrong
choice for a successful Scotland. That's why we won't waste £25 billion on new weapons of mass
destruction, when it can be better spent in our schools, hospitals and other public services. MORE

Donate Campaign

The SNP are proud to be different from the other political parties. We have built a broad base of
individual donors who care about Scotland to ensure that we answer to no one but the people. Every
penny that you Donate helps us to promote our positive vision of Scotland. We can only continue to work
to build a stronger and more successful nation with the help and support of people like you. MORE
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本年度予算においては、BMD経費として、①レーダー

などの整備や維持・整備体制の構築などにより、運用基

盤の充実・強化、②イージス艦の改修やPAC-3ミサイルの

取得といった迎撃システムの整備の継続などにより、計

約930億円（契約ベースの金額で初度費を除く。）を計上

している。

（2）将来の能力向上
依然として弾道ミサイル技術の拡散は進展しており、各

国が保有する弾道ミサイルも将来的には、デコイ（囮
おとり

）を

用いて弾頭の迎撃を欺瞞
ぎまん

するなど、迎撃回避措置を備え

たものになっていく可能性は否定できない。

また、従来型の弾道ミサイルに対しても、一つのシス

テムが防護できる範囲の拡大や迎撃確率を向上すること

などが求められ、迎撃ミサイルの運動性能の向上などを

図り、BMDシステムの効率性・信頼性の向上に取り組ん

でいくことが必要である。

このような観点から、中期防においては、本年度以降

（防衛大綱の別表に掲げる体制を整備した後）のイージス
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141第２節　新たな脅威や多様な事態への実効的な対応
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第Ⅲ部　わが国の防衛のための諸施策

イージス艦�
(既存艦の改修＋ミサイルの取得)

イージスＢＭＤによる�
上層（大気圏外）での迎撃�

各種センサーに�
よる探知・追尾�
（地上レーダー・�
イージス）�

ペトリオットＰＡＣ－３による�
下層（大気圏再突入後）での迎撃�

航空自衛隊航空自衛隊�
高射部隊高射部隊�

航空自衛隊�
高射部隊�

ＢＭＤ統合任務部隊指揮官統合任務部隊指揮官�ＢＭＤ統合任務部隊指揮官�

防護地域�

地上配備型レーダー�
既存レーダー（改修）�
新型レーダー�

ペトリオットＰＡＣ－３�
(既存システムの改修�
＋ミサイルの取得)

図表Ⅲ－1－2－2　BMD整備構想・運用構想（イメージ図）�

ターミナル段階�
大気圏に再突入�
して着弾するまで�
の段階�

ブースト段階�
発射後ロケットエン�
ジンが燃焼し、加速�
している段階�

ミッドコース段階�
ロケットエンジンの燃焼が終了し、�
慣性運動によって宇宙空間（大�
気圏外）を飛行している段階�

航空自衛隊航空自衛隊�航空自衛隊�

航空自衛隊航空自衛隊�
警戒管制部隊警戒管制部隊�
航空自衛隊�
警戒管制部隊�

イージスＢＭＤ�
防護地域防護地域�

イージスＢＭＤ�
防護地域�

海上自衛隊海上自衛隊�
海上構成部隊海上構成部隊�
海上自衛隊�
海上構成部隊�

弾道弾道ミサイル�弾道ミサイル�

自動警戒管制システム（JADGE（装備化�
中））をはじめとする各種指揮統制・戦闘�
管理・通信（JADGE： Japan Aerospace �
Defense Ground Environment）�

ペトリオットPAC-3と空自隊員�
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SBIRS radomes constructed at 

Menwith Hill, North Yorkshire





1１９９６年４月２３日第三種郵便物認可 毎月２回１日、１５日発行 核兵器・核実験モニター 第３０５号 ２００８年６月１日

305305
0808/6/16/1

今号の内容

¥200

【連載】被爆地の一角から（２９）
核についての＜日・独＞の違い   土山秀夫　

「宇宙の非軍事利用」原則を捨て去る
　同法案は当初、与党議員７名による議員提案として、０７年６月
２０日、第１６６通常会に提案されたが公開審議は行われず、「閉
会中審議」の扱いとされてきた。その後、民主党が修正協議に
加わり、若干の修正を加え、今１６９通常会には衆議院内閣委員
会による委員会提案として提出された。条文抜粋を３ページの
囲みに示す１。下線が民主党との修正協議で加筆された部分
である。
　同法の最大の問題点は、宇宙開発、利用の目的として「安全
保障」と「産業競争力向上」を明確に示したことにある。
　１９６９年５月９日、衆議院において全会一致で採択された「わ
が国における宇宙の開発及び利用の基本に関する決議」は、
日本が宇宙に打ち上げる物体（衛星など）や打ち上げ用ロケッ
トの開発と利用は「平和の目的に限る」とした。さらに同年５月１
５日、共同提案者代表の社会党・石井次夫議員による決議の追
加説明において、「平和の目的」とは「非軍事」、「非核」である
ことが確認された２。この「宇宙の平和利用決議」は、０３年のＭ
Ｄシステム導入の決定、０７年１２月のイージス艦による迎撃実験
などの既成事実の前で著しく無力化されてきたとはいえ、日本
の宇宙開発、利用を律する規範として存続してきた。
　同決議の存在ゆえに、例えば、０２年に初めて打ち上げられ現
在は４基が運用されている「情報収集衛星」は、「偵察衛星」と
呼ぶことが許されず、防衛庁（現防衛省）ではなく内閣府の管

轄下に置かれた。また、画像解析等の能力も、いわゆる「一般化
原則」により、民間技術として一般化された限度内に抑制され
た。これら、防衛庁（省）、防衛産業双方にとっての大きな不満の
種となってきた。
　このように、「平和利用決議」を捨て去り、明確に宇宙の軍事
利用に踏み込むことこそが、この立法の狙いである。

軍事利用と宇宙産業振興のリンケージ
　「宇宙の平和利用決議」の撤廃を求める声が、産業界、防衛
庁（当時）内、自民党国防族議員の中から表面化したのは０３年
頃からである。これと前後して、ミサイル防衛システムの導入が

「宇宙基本法」を批判する
＜資料＞「宇宙基本法」抜粋

核廃絶「フーバープラン」の広がり
ＮＰＴ再検討会議準備委員会
２０１０年に向け、前進はあったのか？
核軍縮日本議連、米印協定で声明

＜資料＞声明全文
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     from the first issue of Monthly Review (May 1949).
     http://www.monthlyreview.org/598einst.htm


