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討論会「被爆 75 年 核兵器廃絶へ日本はいま何をすべきか」 
2020 年 8 月 5 日（水）16:30 – 18:00 

広島市内 
 
開会挨拶  
 
川崎哲 核兵器廃絶日本 NGO 連絡会共同世話人／ICAN 国際運営委員／ピースボート

共同代表 
 
お時間になりましたので開会をしたいと思います。私は本日の会を主催致します、核兵

器廃絶日本 NGO 連絡会の共同世話人で、ピースボートまた ICAN 核兵器廃絶国際キャ

ンペーンの川崎哲と申します。どうぞよろしくお願い致します。 
 
大変ご多忙の中、この広島の会場にお越しくださいました国連事務次長・軍縮担当上級

代表の中満泉さん、東京から Zoom 参加されていらっしゃいます日本政府外務大臣政務

官の尾身朝子さん、またスイス・ジュネーブから Zoom 参加されていらっしゃいます

ICAN 事務局長のベアトリス・フィンさんに、とりわけ御礼を申し上げたいと思います。

また、与野党から 9 名の国会議員の皆様にお集まりいただきました。大変ありがたいこ

とでありまして、主催者を代表して感謝申し上げます。 
 
2017 年 7 月に核兵器禁止条約が国連で採択されました。翌年 1 月に ICAN のフィン事

務局長が来日をした際に、国会議員会館で「核兵器禁止条約と日本の役割」というテー

マのもとで討論会が開催されました。今日お集まりの議員の皆様の中にも、その会に参

加された方が多数いらっしゃいます。 
 
本日の討論会は、「被爆 75 年 核兵器廃絶へ日本は今何をすべきか」ということをテー

マに議論をいたします。 
 
ここ広島は、明日、原爆投下から 75 年を迎えます。世界には未だ、核兵器が 1 万 3000
発以上あり、新たな核軍拡競争の兆候さえ見られます。来年に延期されました NPT 再

検討会議に日本はどう対応するのか、また発効が近づいている核兵器禁止条約への対応

はどうするか。8 月 2 日に全国各紙が報じた世論調査結果では、72%の人々が日本はこ

の条約に参加すべきだという風にしておりますが、現在の日本政府はこの条約に加わら

ないという立場であります。 
 
日本が核兵器禁止条約に加わる条件とは何か、また核兵器を含む東アジアの地域安全保

障の課題、あるいは被爆体験の継承のあり方など課題は山積をしております。これらの

問題につきまして、NGO 連絡会といたしましては本日、声明を発表いたしました。ご

参加の皆さまには、このように配布をしたとおりでございますし、NGO 連絡会のウェ

ブサイトにも掲載されております。 
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本日のプログラムを画面に投影をしていただきます。本日の参加者のお名前、ご所属、

ご発言の順番は、こちらをご覧ください。 
 
第 1部では現状と課題について、国連、日本政府、NGO それぞれの立場からご発言を

いただきます。第 2部では国会議員の皆様方からそれぞれの政党、また議員連盟等のお

立場と取り組みについてお話をしていただきます。第 3部ではそれらを受け、被爆者か

らのご発言を頂いたのち、改めて参加者お 1 人ずつに短いコメントをいただきます。 
 
プログラムの投影ありがとうございます。 
 
司会としてのお願いは 2つございます。1つは、核兵器廃絶へ日本は今、何をすべきか

という点を中心にご発言をいただきたいということと。もう 1つは、持ち時間を厳守し

ていただきたいということであります。第 1 部と第 2 部のご発言は、お 1 人 5 分まで

ということでありまして、長引いてしまった場合、失礼ながら私がマイクで遮ることが

ございますので予めご了承ください。 
 
それでは早速、第一部に入ってまいります。現状と課題、国連から見てどうか、中満泉

さんお願いいたします。 
 
第一部 [現状と課題] 
 
発言（1） 中満泉 国連事務次長・軍縮担当上級代表 
 
川崎さん、今日は本当にこのようなイニシアチブをありがとうございます。 
 
とても重要なイニシアチブで、今回、大変楽しみに広島まで参りました。私の方からは

まず、現在の核軍縮をめぐる、そして安全保障をめぐる状況。そして国連の方から、日

本の政策決定者の皆様方にお考えいただきたいことを、簡単に申し上げさせていただき

たいと思います。 
 
現況です。まず安全保障環境は、悪化の一途を辿っている。そして質的に非常に複雑に

なり、変化をしているということを申し上げたいと思います。大国間の緊張が高まり、

核ですとか、その他、新しいタイプのミサイルなどをめぐるレトリックが非常に高まっ

てきており、例えば低出力核兵器といった、限定的な核の使用があたかも可能であるよ

うな、そういったイメージまで形作られるような、そういった状況にまで、安全保障の

環境が悪化していると言えると思います。 
 
すべての核兵器を持つ国は、近代化のために、そしてさらなる殺傷力の向上などにお金

を大変投入しておりますので、質的な意味からは、おそらく軍拡競争が始まりつつある

ような、そういった状況にあるというふうに私たちは思っております。そのような状況

の中で、核兵器を持たない国々が、これは少しおかしいのではないのかと、核軍縮を進
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めていく義務を NPT の中で保有国が持っていたにもかかわらず、全然進んでないと、

そのような状況の中で、核禁条約が採択されたのが 2017 年ということです。 
 
もうひとつ非常に懸念しておりますのは、新 START 条約—来年の 2 月に失効してしま

いますけれども—この延長が果たしてなされるのかなされないのか。様々な軍縮をめぐ

る条約規範というのが、少しずつ崩壊をしているという現状もございます。 
 
それに加えて、世界は二極化ではなくて、すでに多極化した非常に複雑なバランスの中

にあり、中東、南アジアそして東アジアなど、地域紛争のなかでの核拡散のリスクも高

まっていると言えると思います。 
 
研究に関して最後のポイントですけれども、サイバーですとか A I—人工知能ですね—
そして宇宙、新しいタイプのミサイルなど、こういった新しい技術が進展していること

によって、これまでは核の抑止に基づくいわゆる戦略的な安定というその構図そのもの

が少しずつ変化し続けている。その辺に非常に大きな影響が出始めているのが現在の安

全保障の環境だというふうに言っていいと思います。その中で、今年は実は 50周年と

いうことで非常に大きな機会だろうということで、NPT の再検討会議を私たちは楽し

みにしていたのですけれども、ご承知のように（新型）コロナのパンデミックのために

延期になりまして、来年の 1 月にとりあえず一応開催される—1 月 4 日から 4週間とい

うことで。暫定的ではありますけれども、再検討会議が行われるということに一応計画

はなされています。 
 
２点目。皆様方に是非お考えいただいて議論を深めていただきたいことを 4ポイントぐ

らいにまとめてお話したいと思います 
 
まず 1点目。これは私たち何回も国連から申し上げているのですけれども、そもそも安

全保障というのは、適切な防衛力そしてさまざまな外交努力ルールに基づく国際的な秩

序。これをつくっていく強化していく。様々なツールを包括的に使いながら考えていく。

それがそもそも安全保障であるというのは当然のことですけれども、その安全保障のツ

ールの一つとして軍縮が存在している。軍縮というのは、理念的な理想主義的な現実離

れの話ではないことを、まず 1点、覚えておいていただきたいというふうに思っていま

す。 
 
2点目。新 START 条約を含めて、大国への働き掛け。対話路線に戻って対話と外交を

通じた安全保障の道に戻っていただくように、日本がどのように働きかけることができ

るかということを、是非お考えいただきたいです。 
 
3 点目。NPT の再検討会議を行われた暁には、これを必ず成功に導くことができるよ

うに、是非ご尽力いただきたいと思います。ハイレベルでの NPT への重要性の再確認。

そして核兵器が絶対に使用されてはならないという不使用の原則を、是非厳守していけ

るような、そういった様々なメッセージを発信していただくこと。そして核戦争を絶対
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に起こさないこと。過ちによって核が使われることがないように、リスク軽減のための

様々な具体的な成果を出していくこと。そして、21 世紀の新しい課題について、将来

的にきちっと考えていくような、そういったプロセスを立ち上げていくことの重要性を

確認していただくこと。こういったことが挙げられると思います。 
 
最後になりましたけれども、当然のことながら核兵器禁止条約に日本がどのように関係

をしていくのかは、主権国家たる日本政府がお決めになることですけれども、ドアをク

ローズすることは是非しないでいただきたい。問題点、共通の目的を完全に共有してい

るということを、是非日本から強く発信していただきたいと思っております。今後（条

約が）発効した暁には、締約国会議での議論をしっかりフォローすることによって、将

来的に日本がどのように関われるのかということを、是非今こそ議論を深めて、しっか

りお考えになっていただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。 
 
発言（2） 尾身朝子 外務大臣政務官（オンライン） 
 
外務大臣政務官の尾身朝子でございます。本年は 1945 年 8 月の原爆投下から 75 年に

あたります。原子爆弾の犠牲となられた数多くの方々の御霊に対し哀悼の誠をささげる

とともに、今なお被爆の後遺症に苦しんでおられる方々に心からのお見舞いを申し上げ

ます。 
 
また本日の討論会の開催に向けてご尽力されてきた核兵器廃絶日本NGO連絡会の皆様

をはじめ、各政党の代表者の皆様に対し心より敬意を表します。本日は外務省を代表い

たしまして簡単ではございますが、日本政府の核軍縮に向けた取り組みを改めてご紹介

させていただきます。 
 
日本は唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組み

をリードしていく使命を有しています。これは日本政府の確固たる方針です。国際社会

では核軍縮の進め方をめぐる国家間の立場の違いが見られます。その中で核軍縮を進め

ていくためには、透明性や核軍縮検証など各国が共に取り組むことのできる共通の基盤

となり得る具体的措置を見いだす努力を粘り強く続けていくことが重要です。 
 
新型コロナウイルス感染症の影響で延期となった核兵器不拡散条約 NPT 運用検討会議

に向けて、今後も核兵器国と非核兵器国の橋渡しに努め、対話のための共通の基盤の形

成や、相互の関与に向けて粘り強く各国を促してまいります。 
 
国際社会が被爆の実相に関する正確な認識を持つことは、核軍縮に向けたあらゆる取り

組みのスタートとして重要です。こうした観点からわが国は、要人の被爆地訪問や、非

核特使・ユース非核特使の委嘱や、国連軍縮フェローシップの広島及び長崎への訪問に

ついての支援をはじめ、被爆の実相を伝える取り組みを積極的に推進しています。また、

我が国が昨年提出し幅広い支持を得て採択された、核兵器廃絶に向けた国連総会決議に

おいても、世界の指導者や若者による広島及び長崎への訪問を歓迎する旨を盛り込んで
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います。今後もこうした取り組みを通じて、核兵器使用の惨禍を、国境と世代を超えて

伝えていく努力を重ねてまいります。 
 
本年発効 50 周年を迎えた NPT は、国際的な核軍縮・不拡散体制の礎であり、わが国

は NPT体制の維持・強化を重視しております。本年 4 月に予定されていた NPT 運用

検討会議に関しては、新型コロナウィルス感染症をめぐる状況を踏まえ残念ながら延期

となりましたが、同会議が意義ある成果を修めるものとなるよう、わが国として具体的

にいくつかの取り組みを進めてまいります。 
 
第 1 に、我が国は昨年の国連総会において、核軍縮について各国の共同行動、および未

来志向の対話の重要性を訴える決議案を提出し、昨年 12 月の国連総会においては核兵

器国のイギリスやフランスを含む 160カ国の支持を得て採択されました。 
 
第 2 に、昨年 10 月には、我が国が主催する核軍縮の実質的な進展のための賢人会議の

議論の総括として議長レポートが提出され、本年 3 月 6 日にはそのフォローアップおよ

びさらなる発展を目的として核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会合を開催い

たしました。 
 
第 3 に、昨年 11 月の G20、愛知名古屋外務大臣会合に際して茂木大臣は、軍縮不拡散

イニシアティブ、NPDI（軍縮・不拡散イニシアティブ）外相会合を主催しました。こ

の会合では本年 NPT 運用検討会議に向けた決意を表明する外相共同声明を発出いたし

ました。我が国としては軍縮不拡散イニシアティブ、NPDI の取り組みを通じて、核兵

器国に対して NPT 上の義務の履行に対する報告書の提出を働きかけております。 
 
5 核兵器国はこれまで NPT への合意事項の履行に関する国別報告を提出しており、さ

らに 2020 年の NPT 運用検討会議に向けて同報告書を提出する旨を表明しています。

提出された報告書に関する議論を促すことなどを通じて、透明性に関する議論を促進し、

各国間の信頼醸成に努めていく考えです。 
 
今申し上げましたような国際社会への呼びかけなどを通じて、次回の NPT 運用検討会

議における意義ある成果の実現に向け、核兵器国と非核兵器国の橋渡しと、核兵器国へ

の働きかけをより一層積極的に行ってまいります。ありがとうございました。 
 
発言（3） ベアトリス・フィン ICAN 事務局長（オンライン。通訳付） 
 
皆さん、川崎さん、NGO 連絡会の皆様、本日はお招きいただきありがとうございまし

た。直接このような機会をいただけたことを嬉しく思います。 
 
75 年の今、私は被爆者の方々、家族の方々から、核兵器の人道上の被害を聞いてきま

した。被爆者の方々は、実際にそのような被害を直接受けています。そして、彼らはそ

の情熱を以って、それが二度と起こらないように努力していることも目の当たりにして
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きました。日本の国民は皆さんそのような被爆者の方々や広島市や長崎市が行ってきた、

人類のための活動を誇りに思うべきで、改めて広島や長崎の方々にお礼を申し上げたい

と思います。このような 2つの都市が、被害を受けたことが二度と起こらないように。 
 
私たちには、明確な目標が定められています。そして日本の参画が必要です。被爆者た

ちもそのようなことを願っています。この核兵器禁止条約は皆さんもご存じだと思いま

すが、私たちのメッセージとしては、日本の政府に対して条約に加入することをお願い

することです。そしてこの加入することで、一緒に核廃絶に向けて進んでいくことを望

みます。新型コロナウィルスのパンデミックの状況、世界での状況が、より強固な安全

保障が必要だということを示しました。そして核兵器は無差別に人々を殺します。その

ような安全保障は、核兵器では守れません。もっとよりスマートな、人々を守るような

安全保障が必要です。そして核兵器の歴史は、それと反対のことをしていることを示し

ています。核兵器を保有していることは、その反対のことをしています。 
 
この国際的な条約が発効に至った場合は、批准した国々がその実行に向けて進めていき

ますが、日本もそれに追随するべきです。日本はここに選択を迫られています。今この

条約に加入するか。この条約に加入せずに、社会的な規範が、加入していないことが恥

というふうに捉えられることを見ていくままなのか。日本は米国と軍事協定を結んだ上

でもこの条約に参加することができます。核兵器を使用しないということを呼びかける

こともできます。この条約に加入し、日本がこの運動をリードしていけば、大変に大き

な反響を呼ぶことになります。引き続き被爆者の方たちの声を聞いて、核廃絶に向けて

（歩みを）進めていくべきです。 
 
現在、この条約が核廃絶への最もの近い道だと私は考えています。今、危機の状況に立

たされています。様々な国の間で緊張が高まり、各国の利益を優先しているような行動

が散見されます。核抑止力という「理論」は、もう効かなくなります。核兵器を廃絶し

なければ、いつか核戦争が起きます。70%以上の日本人の日本の国民が、核兵器がある

べきでないことに‘賛同していることからも分かるように、条約が発効することによっ

て、その運動はどんどん進められていくことになります。ですので、急いでください。

この条約を使い、今後の核廃絶に向けて道を進んでいきましょう。私たちも一緒にその

道を進んで行くことを望んでいます。何か聞きたいことがありましたら、遠慮なくいつ

でも私たち私たちに知らせてください。ありがとうございます。 
 
第二部 
 
公明党 代表 山口那津男 参議院議員 
 
各党各会派の代表の皆様ご出席のもとでありますが、諸般の都合で冒頭にお話しさせて

いただきたいと思います。広島、長崎への原爆投下から 75周年を迎えることとなりま

した。今日、広島市内の旧陸軍被服支廠を訪れてまいりました。改めてそこで原爆遺構

を目の当たりにし、またそこで被爆した方ともその経験をやりとりすることができまし
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た。被爆の実相を実感するとともに、新たな誓いをしたわけであります。 
 
しかし核軍縮をめぐる状況は極めて厳しい国際情勢のもとにあると思います。そうした

中で、2017 年に核兵器禁止条約が締結され、採択され、先月にはボツワナが正式に批

准をし、40カ国目となりました。いずれ 50カ国に至り効力を生ずることを期待したい

と、このように思います。その上で公明党は、核兵器のない世界に向けて国際規範が形

成されていくことを強く望んでおります。そうした中で核兵器禁止条約は、この日本の

国是とも言うべき非核三原則を国際規範にしたものと捉えております。大局的に意義を

有することを高く評価しているものであります。とはいえ、この核兵器禁止条約は、賛

成する国とまたそうでない国の溝が深まるばかりでは、現実的な意味がありません。や

はり賛同しない国、特に核兵器を保有する国を説得して、現実的な核軍縮へと導いてい

かなければならないと強く思います。 
 
日本政府の立場は、この核兵器禁止条約の方向性のもと核廃絶に至ると、こういう目標

は共有しているものと考えます。しかしながら、対立ではなく立場が異なる国同士の対

話を重視した上で、現実の安全保障の脅威に適切に対処することも政府は迫られており、

また着実に、現実的に核軍縮を前進させる道筋を追求していかなければならない立場で

もあると考えています。大事なことは、核兵器国を巻き込んで実質的な核軍縮を進める

ことであると思います。日本は唯一の戦争被爆国として、核兵器国と非核兵器国の橋渡

し役を担い、対話による核軍縮の進展を目指すべきであると考えます。 
 
そうした橋渡し役としての日本が行う具体的な取組みとして、例えば 2017 年に創設さ

れた核軍縮のための実質的な進展のための賢人会議の取り組みがあります。我が党とし

ても、この 5回にわたる賢人会議の開催、またそれに伴う様々な会議体の実施に協力を

してまいりました。そこでの結論は、議長レポートにまとめられているところでありま

すけれども、核のない世界の真の実現に向けた現実的な方途を提示するものとして、こ

の議長レポートを高く評価いたします。 
 
このレポートの中では、核のない世界という理想と実際の安全保障という現実のギャッ

プを埋める必要があるという認識のもとで、まず 1つ目は、安全保障と人道の観点から

の主張にギャップがある。それを明らかにしている。その上で第 2点として、核廃絶の

ために直視すべき困難な問題を特定して、それを検討している。さらに第 3 として、国

家や市民社会が取り得る措置を提案もしているわけであります。さらに第 4点目として、

核兵器の完全廃絶後を見据えて、その後に国際社会の平和と安定をいかに維持し得るか、

していくべきかということにも触れているわけであります。是非この議長レポートを、

今後予定される NPT 運用検討会議で対話を促し、また実質的な核軍縮に結びつける役

割の一助として活用していただきたいと強く望みます。 
 
軍備管理の課題については 、INF 条約がすでに失効し、また来年 2 月には新 START
の期限がまいります。是非、米国ロシアだけではなくて中国も交えた新たな枠組みの形

成に、日本も寄与すべきであると考えます。いずれにしても熱心な対話とそしてまた真
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摯な議論を通じて核軍縮への道が開けることを強く望みまして、公明党の主張といたし

ます。ありがとうございました。 
 
自民党 被爆者救済と核兵器廃絶推進議員連盟事務局長 平口洋 衆議院議員 
 
ただいまご紹介いただいたような、被爆者の救済あるいは核兵器の廃絶と世界恒久平和

を推進するという議員連盟がございますけれども、そこで事務局長をやっている平口で

ございます。そして私自身は広島の 2区でございまして、広島市の西の方を選挙区とい

たしております。 
 
今日、明日 75回目の原爆の慰霊祭が行われるにあたり、皆さんお越しいただきまして、

誠にありがとうございます。 
 
私が申し上げるまでもなく、核兵器が実際に使われたときの世の中の阿鼻叫喚の様子、

そして 10 万とも 15 万とも言われる方々が一発の原子爆弾で亡くなられたというこの

恐ろしさというのはもう繰り返すまでもないというふうに思います。 
 
唯一の戦争被爆国として、日本も核兵器の廃絶ということには本当にまじめに取り組ん

でいかなくてはいけないと思いますし、また日本は世界第 3位の経済大国でございます

ので、そういう立場からしても、世界各国で、そのような核兵器のない世界を作るとい

うことのリーダーとして頑張らなくてはいけないと思うものでございます。この基本的

な立場は、繰り返すまでもなく、もう同じでございます。 
 
その上で若干申し上げますと、被爆の実相を正確に伝えるということで、アメリカ合衆

国の大統領、例えばオバマさんとか、ローマ教皇、こういった要人の方々に来ていただ

きました。そしてお参りをしていただきました。また非核特使とか、ユースの非核特使、

これらの派遣を委嘱致しておりますし、また国連の軍縮フェローシップの広島長崎訪問

といったようなことを通じて、核兵器廃絶に向けた国際的な幅広い支持を得ている。こ

ういうことでございます。核兵器による惨禍を、国境あるいは世代を超えて、努力をし

ていく。努力を重ねるということが大事であろうかと思います。 
 
現実の問題として、核兵器を廃絶する条約が色々ありますけども、やはり最も大切なの

は、50 年前に日本も批准した NPT、つまり核不拡散条約であろうと思います。これは

5カ国を核兵器国、その他の国々を非核兵器国というふうに分類をいたしまして、核兵

器国、非核兵器国ともに、核廃絶に向けて努力をしていこうということでございます。 
 
それによって、さっき尾身外務政務官がおっしゃったような、第 1 ステップ、第 2 ステ

ップ、第 3 ステップ、核廃絶について各国の共同行動の重要性を訴える決議、これを去

年日本が中心になって出しまして、これを国連で可決したということでございます。ま

たそのための賢人会議というのを作っております。賢人会議で 5回にわたる議論をして、

核兵器の廃絶に向けての道筋をつけているということでございます。核禁条約について
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はやや時期尚早だというふうに思うものですから、これについては反対という立場をと

っております。 
 
包括的核実験禁止条約、まだこれは批准されておりませんけれども、これを批准する。

あるいは核兵器の核分裂性物質の生産廃止決議といったようなものも、これもきちんと

実行性のあるものとして、この世の中において十分な効力を発揮するということを今後

とも心がけていきたいと思っております。以上です。 
 
立憲民主党 代表 枝野幸男 衆議院議員 
 
私からは、まず冒頭、今日こうした場を作っていただき、国会のほぼすべての政党、グ

ループが一堂に会すことになりました。このためにご尽力いただいた核兵器廃絶日本

NGO 連絡会の皆さんに感謝と敬意を表したいと思います。 
 
また、中満国連事務次長が、新型コロナウィルス感染症で国境を超えた移動が難しい中

にも関わらず、広島、長崎の平和式典に参列をいただくということは、中満次長の思い

であると同時に、国連としても核兵器廃絶に向けた強い意欲と熱意の表れだというふう

に受け止めております。被爆国の国会議員の一人として、最大限の敬意と感謝を申し上

げたいと思います。ありがとうございます。 
 
核兵器廃絶に向けて日本はいま何をすべきか。中満事務次長から、4項目を整理してい

ただきまして、まったく私も同意いたします。それに尽きるのかなというふうに思いま

すが、せっかく原稿を、メモを用意して参りましたので、私なりの整理をと思い、申し

上げたいと思います。 
 
まず現状認識です。INF の破棄、イランの核合意の崩壊、北朝鮮の核開発は止められず、

中国とインド、インドとパキスタンという核保有国同士の国境紛争と、核戦争の脅威は

日々高まっていると、残念ながら受け止めています。またご指摘もありましたが、核戦

力を近代化して、核兵器の小型化、いわば使い勝手の良い核兵器の配備を進めています。

こうした現状は、米ソ冷戦時代、二大超大国で軍備管理をしていた時代と比べて、核戦

争の脅威がむしろ高まっていると受け止めております。来年で期限を迎える新 START
の延長の交渉についても予断を許さず、核軍拡をめぐる危機的状況は、ここ数年悪化す

る一方であります。2009 年にアメリカのオバマ大統領が核なき社会を目指して国際社

会に訴えノーベル平和賞を受賞したことが、残念ながら遥か昔のことのようであり、こ

んなにも短期間にこんなにも状況が悪化したことに、驚くとともに、ただただ残念でな

りません。 
 
こうした状況を重く見た国々が、核兵器禁止条約を推進し、そしてそれを採択しました。

そこから 3 年が経過しています。史上初めての画期的な条約だと受け止めております。

唯一の被爆国であり、非核三原則を持つ日本こそ、この核兵器禁止条約の精神を尊重し、

核保有国と非保有国の橋渡し役として、核軍縮のリーダーシップをとるべきだと強く感
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じております。 
 
日本政府は、残念ながら今の米国の核の傘に入っていることを理由に反対をしています。

また北東アジアの安全保障をめぐる状況は予断を許さず、核による脅威は高い緊張感を

地域にもたらしており、国際的な環境整備が今後の大きな課題であるのも否定できませ

ん。その中で、日本が核軍縮においてリーダーシップを発揮するには、国際的な安全保

障環境の整備を図るとともに、米国との同盟関係を維持しながら核兵器禁止条約に参加

するための具体的ロードマップを描く必要があります。 
 
まず私は、どのような条件が整えば批准に向かうことができるのか、国会の中で与野党

が胸襟を開き真摯に話し合うことを提案します。ここに集う私たちこそが、政治的な立

場を乗り越え、核のない世界に向けた第一歩を踏み出すための協力を提案させていただ

きたいというふうに思っています。 
 
米国との関係を見ても NATO 加盟国のオランダでは、同盟関係時しつつ核禁条約に参

加できないか、国会で真摯に議論していると聞いています。アメリカの同盟国であるオ

ーストラリアの労働党は、米国との同盟関係を維持しつつ、やはり核禁条約に参加する

ことを選挙公約に掲げています。米国との同盟関係を尊重しつつ、核禁条約に参加する

ことを、矛盾せず解決する道は決して閉ざされていないと確信します。加えて批准に時

間を要するとしても、日本は核禁条約の発効後に開かれる締結国会合にせめてオブザー

バーとして参加し、核保有国の米国や英国などとの橋渡し役を果たすことが必要ではな

いかと考えます。 
 
今、人類全体が新型コロナウイルス感染症と戦っています。また日本では、相次ぐ豪雨

災害、自然災害の激甚化が進んでいます。気候変動という地球的規模の危機が引き起こ

したものといわれており、人類はこのような危機や気候変動と全力で戦わなければなり

ません。 
 
人間の力だけでは贖（あがな）いきれないかもしれない深刻な危機と戦う中で、人間同

士が核兵器で脅し合い、争っている余裕などは全くないと考えます。核保有国の相互不

信の連鎖を食い止め、核戦争の危機を回避するために、日本こそが他の非保有国と連携

しながら重要な役割を果たすべきだと考えます。 
 
明日のそしてさらに未来の人類のために、共に頑張っていきたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 
 
国民民主党 代表 玉木雄一郎 衆議院議員 
 
本日は討論会にお招きをいただきましてありがとうございます。 
 
明日6日は広島の原爆の日、そして9日は長崎の原爆の日ということで、我々日本人が、
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そして世界が忘れてはならない大切な日が、これから 1週間のうちに訪れます。そうい

うタイミングでこうした会合が行われることは、本当に意義あることだと思いますし、

改めて中満泉国連事務次長や、あるいは ICAN の事務局長のベアトリス・フィンさん

に敬意と感謝を申し上げたいと思います。 
 
またこの ICAN の皆さん、あるいは被団協の皆さん、本当に貼り強い努力によって、

2017 年、核禁条約の採択を成し遂げられたことに心からの敬意と賛意を表したいと思

います。同時に、皆さんの活動に対してノーベル平和賞が送られたことも、大変意義あ

ることだと思っております。 
 
核なき世界ということを目指して強い意志を示していくことは非常に難しい中である

からこそ、絶えざる発信をし続けることが非常に大事だと思っております。 
 
日本は唯一の戦争被爆国として、こうした核なき世界に向けて、本来であれば先頭を切

って取り組んでいかなければなりませんけれども、残念ながらこの核禁条約については、

日本政府は後ろ向きというか、なかなか難しいという話が先ほどありました。もちろん

核の抑止、あるいは核の傘の中にあると、様々な状況はありますけれども、ただ唯一の

戦争被爆国である日本が言わずして誰が言うのだというところは、我が国の道義的責任

としてもやはり示していくべき、世界に向けてのメッセージではないかなと思っており

ます。 
 
批准についてはぜひやるべきだと思いますが、同時に、様々な問題も解決をしていかな

ければならないと思います。先ほどから出ているように、核保有国とそして非保有国の

間の溝をどう埋めていくのか。あるいはこの核禁条約ということが、先ほど大変印象に

残ったのは、安保のツールの 1つとしての軍縮という観点は、保有国も含めて私は共有

していくべき新しい時代の価値観ではないかと思っております。その意味では日本はも

ちろん日米同盟もあるし、核の傘の下にあるという現実がありますが、あるいはあるか

らこそ、そういった核保有国と非保有国の間をつないでいく役割を果たすべき、私は重

要なポジションにいると思っております。だからこそ、会話と対話を粘り強く続けてい

くことが必要だと思います。 
 
その中で、やはり具体的な核廃絶の道筋を示していくことが大切だと思いますし、核保

有国の参加をどう実現していくのかということを、粘り強い外交努力で行っていくこと

も大切だと思っております。 
 
そして（核兵器禁止）条約の８条５項にあるオブザーバー参加については、これもぜひ

ともやっていかなければなりませんし、たとえ締約国にならなくても、様々な関与をし

ていくこと。ドアをクローズにしてはならないという話がありましたが、全くその通り

で、むしろ自分からドアを開けて入っていくような関与、積極的なコミットメントを続

けていくということが、日本の果たすべき重要な役割ではないかと思います。 
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併せて INF の撤廃であるとか新 START が来年切れるという、非常に微妙なまた重要

な状況にあります。中国が入らないと新しい国際的な枠組みは意味がないとアメリカも

言いますけれども、ただそのまま失効してしまってもですね。新 START についても、

やはりこれはまずは延長してこの枠組みを維持した上で、中国を含むしっかりとした管

理体制はどうしていくのかというところにも、日中関係、日本は中国との関係もアジア

の一員としてありますから、そういった橋渡し、アメリカだけではなく中国やあるいは

ロシア、こういった国々との橋渡しに、日本が、具体的な、積極的な橋渡し役を務めて

いくことが大切だと思っております。 
 
併せて最後に、ネットの時代になって、若い人たちが非常にネットでつながっている。

色々な社会的な問題に対して、SNS を通じて驚くほど世界はつながり、価値観を共有

できるような時代になってきたということも積極的にとらえて、これを我々の大きな理

想に近づけていくツールとして使っていく、若い人を巻き込んでいく。だからこそ過去

起こった悲惨な経験の伝承、継承ということが非常に大事だと思いますので、そういっ

た新しい若い人たちとの協力を世界に広げて、実現につなげていきたいと思っておりま

す。以上です。 
 
日本維新の会 国会議員団幹事長代理 足立康史 衆議院議員 
 
今日、こうした貴重な機会にお招きいただきまして、本当にありがとうございます。冒

頭、私からまず申し上げたいことは、本当にこういう対話の場が貴重だということです。 
 
今日の討論会のテーマは、「被爆 75 年—核兵器廃絶日本は今何をすべきか」ですね。日

本はどうすべきかということについて、国会では議論していません。ご存知ですか。中

満さん。国会というところは、そういうことを議論する場がないのです。政府を追及す

る場はあります。そうだけれども、各党これだけ野党も含めて集まって、タブーなき議

論をする場が実はないのです。唯一それをできる場が、実は憲法審査会という場なので

すが、憲法審査会は野党の反対で、ここにいらっしゃる皆様の反対で、ずっと止まって

いるのです。だから私がまず申し上げたいことは、国際的なアリーナで議論をしていく、

対話をしていく、これは当然必要なのですが、その前提として日本国は、日本はどうす

るのだということを国会で是非議論をしていく。今日のこの会は、私はそのとっかかり、

トリガーにしていけたらということで、私も党代表してまいった次第でございます。 
 
ではどういう議論をするかでありますが、タブーなき議論をすべきだと思います。先ほ

ど中満事務次長がおっしゃった中で、最後、核兵器禁止条約、あ、これ山口代表がおっ

しゃったかな。どうやって核兵器国を巻き込んでいくか。これは最大の課題だというこ

とでありますが、今、核兵器を保有しているのは核兵器国だけでありません。イスラエ

ル、インド、パキスタン。そして北朝鮮も連日報道が続いていますが、北朝鮮も既にそ

ういう力を持っているのではないかという見解を述べる機関もございます。 
 
そうした中で、どうやって核廃絶をしていくのかは、従来の議論ではもう私は足りない
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と思っています。日本維新の会は昨年の参院選のマニフェストで、ポスト NPT、核軍

縮に向けた新しい何かそういう対話のテーブルをやはり作っていく努力が足りないと

いうこと。それを我々は始動したいということを申し上げています。 
 
例えば、北朝鮮を見てください。北朝鮮は核兵器を保有すると言っているわけです。隣

の国です。北朝鮮がそんな中で、国民の間にはいろんな議論があります。核兵器禁止条

約に即座に加盟するべきだとの議論もある。もう抑止力という議論を抜かして、そうで

はないという議論であります。だが逆に、抑止力を強調する議論の中には、北朝鮮が仮

にこれから核兵器を保有し続けるのであれば、隣国である日本も核兵器に手をかけざる

を得なくなるということをアナウンスすべきだと。世界に。極論ですよ。でも具体的に

そういう意見が国民の間にはあるのです。ところがそういうのをやりたくないものだか

ら、いまの国会議員はそれをすべて避けてきた。私たち日本維新の会は、国会の中でも、

与野党を超えたそういうタブーなき議論を促す方向で活動をこれからもしていきたい

と思います。 
 
最後 1分ほどだと思いますが一点だけ。ベアトリス・フィン事務局長あるいは中満事務

次長にもご意見を賜われたらと思うのが、ではその条約で核兵器の保有を禁じることが

できるかというそもそも論です。いわゆる自衛権として、主権国家が自衛権として何を

選択肢とし持つかというのは主権の問題です。この主権の問題に、条約でどこまでそれ

を禁止していけるのかという根本問題も含めて、私たちはまさにこのように各党が集ま

っている、ご招待いただいている場で、議論をしていけたらと思っています。以上です。

よろしくお願います。 
 
日本共産党 委員長 志位和夫 衆議院議員 
 
このような討論会を企画していただいたことに心から感謝をいたします。中満次長の参

加を歓迎したいと思います。 
 
私たちは広島長崎の被爆 75周年のこの夏を、新型コロナパンデミックの下で迎えまし

た。パンデミックが明らかにしたものの 1つは、軍事力、とりわけ核兵器が、ウイルス

と闘う上で何の意味も持たないということではないでしょうか。今、世界の核兵器保有

９ヶ国の核兵器予算は、年間 729億ドル、約 7.6 兆円と言われています。これだけのお

金があれば、医師・看護師など医療従事者を、100 万人以上増やすことができます。ど

ちらに今、貴重な税金を投入すべきかは明らかではないでしょうか。軍事費、とりわけ

核兵器予算を削り、医療をはじめとするケアに、暮らしに、途上国支援に、一人一人の

命と尊厳を守るために、あてることをまず強く求めたいと思います。 
 
被爆 75周年に、核兵器のない世界に向けてどうやって進むか。私は国際社会に 2つの

努力が求められていると思います。 
 
1つは核兵器禁止条約を 1 日も早く発効させることです。批准国がすでに 40カ国に達
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し、あと 10カ国で条約が発効します。核兵器の非人道性を厳しく告発し、この兵器を

違法化し、悪の烙印を押した条約が発効するならば、核兵器保有国を政治的・道義的に

拘束し、追い詰め、核兵器廃絶に進む上で大きな力を発揮することは間違いありません。 
 
私も 2017 年、この条約を採択した国連会議に参加して、人類にとって宝物のような条

約を生み出した力が、世界の多くの国々の諸政府とともに、被爆者を先頭にした市民社

会にあったことを深く実感しました。この条約を発効させ発展させるために、被爆者国

際署名をはじめ、草の根からの運動に全力を尽くす決意を申し上げたいと思います。 
 
今 1つは、来年 1 月に予定される NPT 再検討会議で前進を勝ち取ることです。核兵器

禁止条約を支持する 17 の国が 5 月、NPT50 周年を記念する共同コミュニケを発表し

ています。そこでは核兵器国に対し、NPT における義務の履行を加速させるために、

既存の制約を履行し、その上にさらに前進することを要請しています。重要な動きだと

思います。 
 
2000 年の NPT 再検討会議では、核保有国に自国核兵器の完全廃絶を約束させた最終

文書を全会一致で採択しています。2010 年も NPT 再検討会議では、核兵器のない世界

を達成し維持するために、必要な枠組みを確立するための特別な取り組みを行うことを、

全会一致で最終文書に盛り込みました。来年 1 月の NPT 再検討会議において、核保有

国に対し、自らも賛成したこれらの国際的約束を履行し、その上にさらに前進すること

を強く迫っていくことは重要だと考えます。 
 
こうした中で唯一の戦争被爆国日本の政府が核兵器禁止条約に背を向けていることは、

先ほどフィンさんが恥という言葉を言われましたけど、私は恥ずかしいことではないか

と思います。 
 
2017 年の核兵器禁止条約の国連会議に参加した際に印象深い出来事がありました。会

場で不在だった日本政府席に行きますと大きな折り鶴が置いてあり、そこには「あなた

がここにいてくれたなら」と書かれていました。この折り鶴は ICAN のメンバーが作

ったとのことでしたが、あの国連会議に参加した人々の共通の思いだったと思います。 
 
私は被爆 75周年にあたって、日本政府が従来の態度を改め、核兵器禁止条約にサイン

することを真剣に検討することを強く求めるものです。また政府が、黒い雨訴訟での広

島地裁の判決を重く受け止め、控訴せず、直ちに原告の救済措置を取ることを求めたい

と思います。ありがとうございました。 
 
社民党 党首 福島みずほ 参議院議員 
 
まず冒頭、このような会合を開いてくださり、心から感謝を致します。とりわけ国連を

代表して中満泉事務次長、素晴らしいプレゼンテーション 4項目にわたってして下さっ

たこと、大変勇気づけられます。また市民社会がこのために努力し頑張ってきていらっ
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しゃることに、心から敬意を表します。 
 
社民党は、明確に核兵器禁止条約を 1 日も早く批准することを、そのために皆さんたち

と力を合わせて頑張っていきたいと考えております。核抑止と言いますが、核抑止など

神話にすぎません。すべての国が核抑止力ということを言い出せば、すさまじい核軍拡

になるわけで、そうではなく核廃絶のために大きく踏み出すべきだと思っております。 
 
先ほど中満事務次長が 4 つの項目について、新 START を延長すべきとか、NPT をき

っちり拡充してやるべきとかお話をされましたので、私自身は核兵器禁止条約のことを、

取り分け批准すべきだということに絞ってお話をいたします。対人地雷やクラスター爆

弾の禁止について、国会の中で取り組んでまいりました。これにはやっても意味がない

という意見もありましたけれども、凄まじい効果があったというふうに思っております。

最初は、保有国は反対し入りませんでしたが、入って変わりました。日本の自衛隊もク

ラスター爆弾を百何十億持っておりましたが、この条約に入って数億円かけて廃棄し、

今所有しているものはゼロです。 
 
同じように、核保有国と持っていない国の溝ではなく、多くの国がこの禁止条約を批准

することで、そしてそれが発効し－40 から 42 になると思い聞いております－年内に

50 に達するだろうと。カウントダウンです。そうすればその 50 以上が、もっともっと

増えていくでしょうし、実際、発効して、その力で核兵器禁止に向けて大きな実効性を

持つ。地雷の防止やクラスター爆弾の禁止のように。日本は実際に廃棄したわけですか

らクラスター爆弾を。そのように核保有国に対しても、大きな影響力を与えうると思っ

ております。 
 
先ほどもフィン事務局長からもありましたが、世論調査によれば、核禁止条約に参加す

べきだというのは、日本で 72%になっております。市民社会は明らかに—田中さんも

いらっしゃいますが—唯一の戦争被爆国日本は、核禁止条約に参加するべきだと多くの

人が 72%は思っている。それがもう素直な感情だと、当たり前のことだというふうに

思っております。 
 
その核禁止条約に参加すべきだという理由の多くは、そのことによって効果が出てくる

と。参加すべきという中で、被爆国だからが 62%。核兵器廃絶につながるというのが

32%です。日本では、市民社会はこの核兵器禁止条約に批准すべきだと言いながら、政

治が、政府がそれに後ろ向きである。そのことを共に一緒に、市民社会とともに変えて

いきたいと思います。世論調査でも、反対する理由の中に私がこれは論破できると思っ

たのは、1つは、核兵器廃絶につながらない 42%。しかしさっきもクラスター爆弾や地

雷防止の条約で申し上げましたが、まさに、核兵器廃絶につながると確信をしています。

核抑止力は必要だというのは 36%ですが、それも核抑止力は神話にすぎず、それを私

たちは乗り越えていかなければならないというふうに思っております。 
 
社民党は土井たか子さんが党首だった時、2001 年に北東アジアにおける安全保障構想、
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非核構想を発表しました。そのためにモンゴル、韓国、中国などを訪れ、先制核攻撃は

するべきでないっていうことも、中国に行ってもちろんあらゆることを訴え、北東アジ

アにおける安全保障構想、非核構想を出しました。先ほど中満事務次長からもあった通

り、様相が複雑化しかつ大変に問題を抱えている北東アジア状況であることとは百も承

知です。しかし多くの様々な地域が困難抱え、南アメリカを含む非核地帯を作ってきた

ことを日本は学ぶべきではないでしょうか。多くの市民社会の皆さん政党とともに、核

兵器禁止条約、今年カウントダウンの中でその 50カ国中に日本が入れるように頑張っ

ていきたいと。それが 75周年を迎えた、広島、長崎の犠牲者の皆さんへの政治の責任

だと考えております。以上です。 
 
れいわ新選組 舩後靖彦 参議院議員（オンライン） 
 
代読させていただきます。れいわ新選組の参議院議員の舩後靖彦です。今回は、核兵器

廃絶へ日本はいま何をすべきかの討論会に、党を代表して参加させていただきましてあ

りがとうございます。 
 
まず最初に、原子爆弾の犠牲となられた数多くの方々の御霊に対し、謹んで哀悼の思い

を捧げ、今も後遺症などで苦しんでいる皆様にお見舞い申し上げます。 
 
核廃絶を巡っては、2017 年に国際 NGO、核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル平和

賞を受賞し、核兵器禁止条約への関心が世界で高まりました。2018 年には、米朝、南

北朝戦が首脳会談を開催し、朝鮮半島の非核化への動きが期待されましたが、残念なが

ら核保有国の間での核軍縮への動きは停滞をしております。米朝非核化交渉の停滞、昨

年 2 月、中距離核弾力 IMF 全廃条約の米国による破棄と続き、次には 2021目 2 月に、

米ロ間の核弾頭制限条約、新 START の期限切れがやってきます。 
 
現在日本を含め 191カ国が参加する NPT、核不拡散条約は、本年、半世紀を迎えまし

た。核兵器国と非核兵器国の双方が参加していますが、核軍縮に関する意見の対立が続

いています。このように核軍縮の動きが停滞する今こそ、非核保有国が中心となって、

81カ国が署名し、すでに 39カ国が批准し、条約発効まで 11カ国となっている核兵器

禁止条約を発効させていくことの意義が高まっています。今こそ世界で唯一の被爆国で

ある日本が率先してこの条約に参加し、批准すべきです。にもかかわらず現政権はいま

だに参加を決めていません。 
 
しかしながらここにおられる ICAN の川崎哲様も、核兵器禁止条約は核兵器国と同盟

関係にある国が加入することを禁止しているわけではないとおっしゃっています。日米

安保と条約参加は矛盾するわけではないのです。 
日本政府は、核保有国と非保有国の橋渡し役として、国際社会の取り組みをリードする

と繰り返し言っていますが、朝鮮半島の非核化協議において、米朝協議に関与すらでき

ない、蚊帳の外に置かれている日本が言っても説得力はありません。 
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まずは米国の核の傘の下にあるという現実を受け入れつつ、直ちに条約を、超党派合意

で核兵器禁止条約への参加・批准を進めるべきです。野党は連合して総選挙の公約に、

核兵器禁止条約への参加・批准を加えてはどうでしょうか。 
 
さて、日本は核兵器転用可能なプルトニウムを国内外で 50 トン近くも保有している、

潜在的な核保有国です。しかし、高速増殖炉計画は頓挫、プルサーマル計画はほとんど

活用されておらず、それらの危険なプルトニウムを減らす目処が立っていません。 
 
核燃料再処理施設は、核不拡散の主張に説得力を持たせるため、廃止以外にありません。

ICAN の試算では、アメリカ核兵器予算、3 兆 8000億円をコロナ対策に回すと、医療

従事者が 22 万人確保でき、ICU のベッドが 30 万床、人工呼吸器が 35000台を確保で

きるということです。私たちが直面する脅威は、大国の見栄張り合いではなく、気候変

動による異常気象や、コロナウイルスのような感染症に対する脅威なのです。 
 
本日はこうした課題について、皆様と意見をかわすことができればと存じます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 
 
無所属 岡田克也 衆議院議員 
 
この場に呼んでいただいてありがとうございます。私から、まず今、何をなすべきか。

これは逆流を止めることもその一言に尽きるというふうに思います。 
 
オバマ大統領の時、長期的には核兵器のない世界を目指す。具体的には核の役割を低減

させる。これがトランプ大統領になって全く変わってしまったわけです。その流れをな

んとか変えていくことが必要。日本政府は、拡大抑止をより強く求めるということで何

も言えなくなっている。このトランプ大統領の核戦略に対してですね。というのは現状

では何も言えないどころか、トランプ大統領の NPR を高く評価してみたり、それから

アメリカの核戦略はトランプ大統領になっても実質的には変わってないのだという嘘

の説明をしてみたり、惨憺たるものだというふうに思います。 
 
私は日本政府に言いたいのですが、バランスを取った核軍縮というのは抑止と矛盾しな

い。つまり日本の安全保障にとって障害にはならないと。バランスが取れている限りは

ですね。一方的に核軍縮すれば、それは日本の安全保障に影響するかもしれません。で

すからもっと日本の意見をしっかり述べてもいいはずだというふうに思います。 
 
もう 1つは、アメリカ大統領選挙の結果によっては、アメリカの核戦略がまた変わる。

私はそのことを期待しておりますが、その時に、日本政府はまた変わってないと言うの

でしょうか。アメリカの戦略がです。つまり日本外交の存在感というものがどんどん低

下してしまっている。その時々の政権に合わせているだけ。まあこれは本当に嘆かわし

いことではないかというふうに思っております。もう少し日本としてのしっかりとした

立場、立ち位置を明確にすべきだと思います。 
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INF 条約全般については、アメリカは、ロシアが守っていないということとそれから中

国が入っていないということを言っていますが、守っていなければ守るようにさらに努

力すべきだと思いますし、中国が入っていないからと言うなら、全廃条約をやめてしま

って中国が入ってくるのかというと、全くそのようなことはありえないわけですから、

やはり米露がしっかりとこの条約を堅持する中で、それに対して中国やその他の核保有

国に箍をはめていくというか、入れていく。そういうことしか考えられないのではない

かと。 
 
新 START についても、これも中国が入ってないから、二国間でやっても意味はないと

いうような議論はありますが、圧倒的に核保有国が米露でありますから、そこがまずし

っかり核軍縮についての方向性を出すということで、初めて他の核保有国に対して君ら

もちゃんと守れと、軍縮しろということが言えるのではないかと。誰が考えても当たり

前の道理が、どうも日本の中で通用していないということを、非常に残念に思っており

ます。 
 
最後に核禁条約について。これは、私は単純に入ればいいというものではないというふ

うに思っておりますが、まず、大きな方向性が同じだということはちゃんと確認すべき

だと。日本政府としては、かねてから核兵器というのは人道主義の精神に反するという

ことは明言しているわけですね。そのことをあらためて明らかにすることによって、方

向性は同じだということが確認できると思います。あとはある意味では技術論の話で、

日本がその橋渡し役を本当の意味で果たせるためには、どういう立場で—条約に入って

しまった方がいいのか、あるいは条約にとりあえず入らずにオブサーバーのような形で

関与した方がいいのか—と。これは 1つの政策論ですから、そこは議論をしっかりした

らいいと思いますが、大きな方向性は同じということぐらいは、しっかりと言ってもら

いたい。そのように思っています。私からは、以上です。 
 
第三部 
 
日本原水爆被害者団体協議会 代表委員 田中煕巳 
 
日本に原爆が投下されて 75 年。私は 13 歳のときに原爆の惨禍を目撃いたしました。

そのときからこういう兵器を戦争に使ってはならない、それまで軍国少年だったのです

けれども、兵器は使ってはならないと思って、ずっと今日まで戦ってまいりました。 
 
しかし今日、色々なご議論いただきましたけれども、まだまだ壁が大きいという感じが

いたします。私が色々、特に核保有国の外交官と話をしているときに口に出るのは、核

兵器を廃絶したい、核兵器を使いたくない、しかし信頼関係がない限り抑止力として必

要なのですと。そいうことを皆言います。だとすれば、信頼関係を作っていく。信頼関

係を壊していくのではなくて、信頼関係をどう作っていくか。それは、それぞれの国同

士のことはあると思いますので、そのことが私は今 1番必要なことではないかと。 
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安全保障というのは、相手が何かしてくる、悪いことをしてくると考えるのではなくて、

相手に、自分もどうして良くなっていくかと、関係を良くしているかということを考え

ることではないかと思っています。そうでない限り、条約ができても核兵器を使うとい

うことが起こるわけですから、あるいは核兵器をたくさん持とうとする人が出てくるわ

けですから。 
 
戦争はしない、戦争をしないためにお互いの信頼関係を築いていく、ということをこれ

からの政治にしていただきたいと思います。 
 
今日は各党の皆さんがおいでいただいておりますので、国会できちんと議論をしていた

だく。国会に、まだ日本にそういう場がないということではなくて、なければ作る。そ

ういう形できちんと議論をしていただいて、そして条約、1つの条約がもうできている

わけですから、核禁止条約に日本は署名をし、そして批准をして、締約国として核兵器

のない世界を作っていくということの先頭に立っていただきたいと思っております。 
 
中満泉 国連事務次長・軍縮担当上級代表 
 
また 3点にまとめて簡単に申し上げます。軍縮というのは、これだけをやればいいとい

うものは、残念ながらありません。いくつものツールがあって、それらを同時進行的に

強化していく必要がある。ですので、核禁条約だけに入れば、それで核軍縮、核廃絶が

なされるかというと残念ながらそうではない。NPT もきちんとやっていただく、強化

していただく。包括的核実験禁止条約の発効をなるべく早く実現していくために、日本

政府からも働きかけていただく。それから軍備管理の観点からも、大国に働きかけるこ

とによって彼らを対話の再開に導いていく。すべてのことを同時進行的にやらなければ

いけないということで、これだけあれば核廃絶に行きますよということは、残念ながら

ありません。それをまず 1点申し上げたいと思います。 
 
2点目。先ほども申し上げましたけれども、軍縮というのはもともと安全保障のツール

の一つであって、実は先の冷戦中、アメリカとソ連はこれをきちんと理解して、例えば

部分的核実験禁止条約はキューバミサイル危機のわずか 1 年後、1963 年にできました。

NPT そのものも冷戦中できました。ですので、緊張関係が高まっている時に軍縮の話

ができないというのは、これは歴史上正しくないことでして、緊張感が高まっているか

らこそ対話に戻り、軍縮の議論をしていく必要があるということです。 
 
3点目。これだけ世界の安全保障環境が激変している中、これまで通りの軍縮のアプロ

ーチではおそらく対応しきれないのだろう。事務総長自身も、軍縮の分野では新しいビ

ジョンが必要になってくるということを、すでに公式の場で何回も発言しております。

ぜひ（新型）コロナ（感染症）を機会ととらえて、その新しいビジョンを作っていくた

めの対話—最初はブレインストーミング、インフォーマルなかたちから始まっていくわ

けですけれども—そういったところに、日本が主導権を持ちながら、是非日本からのビ
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ジョンを提示していっていただきたいと、強く国連から思っております。ありがとうご

ざいました。 
 
尾身朝子 外務大臣政務官（オンライン） 
 
核兵器禁止条約についていくつかご発言がありましたので、日本政府の基本的立場をご

説明したいと思います。 
 
冒頭にも申し上げましたように、唯一の戦争被爆国として核兵器の非人道性を知る我が

国は、核兵器のない世界に向けた国際社会の取り組みをリードしていく使命を有してい

ます。核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶というゴールは我が国も共有しています。一

方で同条約は現状では核兵器国のみならず核の脅威にさらされている非核兵器国から

も支持を得られておりません。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、

現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、地道に現実的に核軍縮を前進させる筋

道を追求していくことが適切であると考えています。核兵器禁止条約はこうした我が国

のアプローチと異なるものであると言わざるを得ません。 
 
近年国際社会では、核軍縮をめぐって国家間の立場の隔たりが拡大しています。そうし

た中では冒頭挨拶で申し上げましたとおり、一歩一歩信頼の醸成を積み重ね、不信感を

取り除きながら、段階的アプローチによって核軍縮を地道に前に進めていくことが必要

です。その観点から政府としては核軍縮の実質的な進展のための賢人会議における議論

の成果もしっかりと活用しながら、立場の異なる国々の橋渡しに努め、相互の関与や対

話、共通の基盤の形成に向けた努力を粘り強く促すなど、核軍縮の進展に向けた国際的

な議論に積極的に貢献していく考えです。 
 
本年発効 50周年を迎えた核兵器不拡散条約 NPT につきましては、来るべき NPT 運用

検討会議が有意義な成果を修めるものとなるよう、軍縮不拡散イニシアティブ NPDI
の取り組み等を通じて具体的な提案を続けていきます。また核兵器国も参加する取り組

みである、包括的核実験禁止条約 CTBT の発効促進や、核兵器用核分裂性物質生産禁

止条約 FMCT の交渉開始に向けた各国への働きかけについても粘り強く行っていきま

す。 
 
核軍縮を進めていくためには政府による取り組みだけでなく、国会議員の皆様や NGO
をはじめとした市民社会の皆様の協力が必要不可欠です。今後もそれぞれが役割を果た

しながら核廃絶というゴールを目指して一歩一歩共に歩んでいきたいとおもいます。ど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
 
ベアトリス・フィン ICAN 事務局長 （オンライン。通訳付） 
 
そして皆様の意見を聞いて、とても印象を受けました。今の気候変動やパンデミック、

経済的な萎縮、そして核戦争の危機のことを考えると、よりスマートに安全保障につい
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て考える必要があります。このような危機に、リーダーの役割として大事なのは、人々、

国民を守ることです。保健、教育、情報共有など。そのようなリーダーたちは、いばり

散らしたり、力で何かを成し遂げようとしていません。日本は、本当にここで重要な立

場を取れると思います。核兵器禁止条約に対して橋渡し役することで、これが実現でき

ると私は実感しています。 
 
過去の数週間、私は被爆者の証言を聞いてきました。そして被爆者の方たちの声に政府、

各国の政府が応えていることも見てきました。明日、重要な 1 日になりますけれども、

この重要な日に、この核兵器禁止条約の重要性をあらためてかみしめていきたいと思い

ます。そしてこのような機会を与えてくださり、ありがとうございました。 
 
公明党 山本博司 参議院議員（退席した山口代表に代わって発言） 
 
ありがとうございました。今日は、貴重なお話を伺わせていただきました。また国家議

員に求める、政府に求める内容も、しっかりと受け止めさせていただきたいと思います。

日本は唯一の戦争被爆国ということで、国際社会に対して核廃絶を訴える権利と義務が、

責務があるわけでございます。公明党は 3000 名のネットワークの議員がおりますけれ

ども、そうした意味でも被爆体験の継承や被爆遺構の保存、こういったことも含めてし

っかり進めていきたいと、このように決意をする次第でございます。今日はありがとう

ございました。 
 
自民党 被爆者救済と核兵器廃絶推進議員連盟事務局長 平口洋 衆議院議員 
 
核禁条約が、今のところアメリカ、イギリス、ロシア、フランス、韓国、オーストラリ

ア、カナダ、ドイツ、これらが反対なのですね。そして中国、インド、パキスタン、こ

れはもう棄権をしているということなのです。核禁条約、誰も反対っていうわけではな

いんですけども、やや時期尚早という感じがいたします。それよりもう少し核兵器の削

減ということを中心に進めていったらどうかと思います。 
 
そして NGO をはじめとした市民社会の協力というのも不可欠でございますので、今後

もそれぞれの役割を果たしながら核廃絶、それを目指して共に歩んでいきたい。このよ

うに思います。 
 
立憲民主党 代表 枝野幸男 衆議院議員 
 
いろいろな立場からではありますが、いずれも核兵器は廃絶に向けて頑張らなければい

けないということは、共有できたと思っています。 
 
ただなかなか、アプローチの仕方についてはいろいろなお立場で違いがあります。別に

足立さんに反論するわけではありませんが、衆議院なら外務委員会、参議院なら外交防

衛委員会のいうしっかりとした場がありますので、是非、一般質疑の時間を、場合によ
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っては小委員会をつくって議論をするなどということを、我々としても提案していきた

い。そして国会がしっかりとした議論することで、むしろ行政を引っ張っていくような

議論をしたいと思っています。 
 
国民民主党 代表 玉木雄一郎 衆議院議員 
 
何をするかということも大事ですが、何をしないかも非常に大事で、先ほどの尾身政務

官の話を聞いていると、日本があえてこの核禁条約に反対だとか、そういったメッセー

ジはむしろ慎重に控えるべきではないか。 
 
むしろ、色々な安全保障の現実がある中で難しいことがあるのですけれども、共有でき

るところもいっぱいある。例えば、条約の中に全ての国があらゆる核兵器の使用を防止

するための責任を共有すると、これは共有できると思うのです。ですから全部が全部無

理でも、正に唯一の戦争被爆国として、その発するメッセージのあり方、何を発しない

のかということも含めて、戦略的に国際社会に対して発していかないと、我々唯一の戦

争被爆国としての責任と権利と両方放棄してしまうのではないのか。そういうことを非

常に危惧するので、こういったことも含めて国会の中でしっかり議論していきたい。 
 
政府は色々立場があっても、与党の皆さんも含めて立法府の議員としては、ワンボイス

で同じメッセージを出すことは可能だと思いますので、そういう積極的な議論をぜひ国

会で積み重ねていきたいと思います。 
 
日本維新の会 国会議員団幹事長代理 足立康史 衆議院議員 
 
唯一の戦争被爆国である日本。日本の私たち国会議員がしっかりと議論して、国際的な

役割を果たしていく。被爆国としての責任を果たしていく、これ本当に大事だと思いま

す。 
 
今、枝野代表が、常任委員会もあるし、特別委員会作ってもいいということをおっしゃ

いましたが、ポイントは自由討論なのです。日本は野党が—万年野党と揶揄する方々も

いらっしゃいますが—野党が政府に質問するのが国会になっているのです。そうではな

くて、今日みたいに各政党が与野党を超えて討論する。そういう自由討論の場を作るこ

とが、本質的な意味で日本が何をすべきかを議論するための必要条件であると訴えて、

今日のお話とさせていただきます。 
 
日本共産党 委員長 志位和夫 衆議院議員 
 
日本政府の核禁条約に対する態度は、これに参加すると核抑止力の正当性が損なわれる

ということだと思います。しかし核抑止力とは一体何かということを突き詰め考えます

と、ジョージ・シュルツ氏が言ったように、いざというときには核兵器を使用する、い

ざというときには核のボタンを押しますよと、いうのがこの抑止力の本質だと思います。 
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すなわち、いざというときには、広島・長崎のような非人道的惨禍も許されるという立

場だと思います。日本政府が少なくとも核兵器の非人道性を訴えたら、そういう政府が

この抑止力にいつまでも縛られ続けていいのか。大きな矛盾があるんではないか。これ

は考えていく大きな問題だということを最後に述べておきたいと思います。 
 
社民党 党首 福島みずほ 参議院議員 
 
先ほど事務次長から 3点ありまして、確かに、様々なアプローチがある中でどれか１つ

だけが有効でこれしかないというのではないというのは、おっしゃるとおりだと思いま

す。ただ核兵器禁止条約に関して、唯一の被爆国でこれだけ被害が出たことを私たちは

理解をしていて、そしてこれが有効であると私は信じておりまして、その批准さえ日本

ができないという政治は、これはだめだというか、これこそ市民社会とともに変えてい

きたいと思います。 
 
先ほど玉木さんのほうからメッセージとありました。これだけ戦争被爆国の日本が核兵

器禁止条約に反対、否定というのは、世界の人々は理解しませんし、日本のほとんどの

人もそれ理解しないと思います。それは様々なアプローチがあるが一つの有効なツール

だということの共通認識をできる限り作り、一緒に頑張っていきたいと思っております。 
 
無所属 岡田克也 衆議院議員 
 
まず先ほどから国会の話が出ていますが、誤解なきように。私も外務委員ですが、通常

国会で 3回、核の問題を取り上げて外務大臣と議論しております。国会議員が別に核の

議論をサボっているわけではありません。 
 
それからもう 1つ。日本政府がよく使う橋渡しという言葉です。私も使ったような気が

するのですが、これがだんだん形骸化しているような気がします。NPDI—核軍縮や不

拡散を訴える 12カ国のまとまりで、私が大臣の時に作ったのですが—日本だけではち

ょっと難しいということで、仲間を増やしてやろうということで作ったわけです。実は、

この中でも核禁条約に対する態度は真っ二つに割れているということですね。ですから、

この NPDI の中で徹底的に議論してみたらどうか。核禁条約に関してですね。そうい

うことも避けて色々と提言しても、それはあまり説得力を持つものにならないのではな

いのか。そんなふうに思っています。 
 
閉会挨拶 
 
川崎哲 核兵器廃絶日本 NGO 連絡会共同世話人／ICAN 国際運営委員／ピースボート

共同代表 
 
大変活発な、そして真摯なご議論に感謝申し上げたいと思います。司会として簡単にあ
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のまとめをさせていただきますと、いくつか共有できるものが出てきたと思います。例

えば、この被爆 75 年にあたり、あらためて戦争被爆国日本として被爆の実相、核兵器

の非人道性ということを認識するということ。それから 2つ目が、危機意識です。今の

世界の核をめぐる危険ということに対する共通認識。それから 3番目に、これは中満次

長からのお話から出てきたわけですが、この安全保障としての軍縮、軍縮と安全保障は

矛盾するものではなくて 1つの流れの中で考えていくことができる。こういったような

ことについては、かなり広い共通項ができたのではないかなと思います。 
 
核兵器禁止条約について色々な議論がありまして、政府はまだである、あるいは時期尚

早であると、こういうご発言もありましたけれども、一方で署名・批准すべきだという

声も多くありました。あるいは大きな方向性として共有をして、何らかの関与をしてい

こうと、こういうような意見もたくさんありましたので、こうしたことを踏まえて、さ

らに議論を前へ進めていければと思います。 
 
今、こうして国会議員の皆様集まっていただきまして、国会の中で議論をしていきたい

というご発言もたくさんありましたので、ぜひそれはやっていただきたいと思います。

私たち NGO といたしましても、こういった場は今後とも提案をさせていただきたいと

思います。 
 
おそらく明日の式典のために、皆様、広島入りされたと思いますが、やはり式典に来ら

れるときには、それは来年、再来年、続きますけれども、必ず 1 年間でどういう核軍縮

の政策の前進があったかということを、国会議員の先生の皆様方には携えて広島に来て

欲しい、長崎に来てほしいと、こう思います。 
 
議論に参加された皆様、あるいは YouTube で視聴された皆様、あるいは会を支えて下

さったスタッフとボランティアの皆様に心より感謝申し上げます。今日の議論の様子は、

核兵器廃絶日本 NGO 連絡会のウェブサイトに動画としてアップされますので、どうぞ

ご覧ください。本当にどうもありがとうございました。これで終了いたします。 


