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以下の文章は、分科会１のコーディネーターである中村桂子が、閉会集会で行った報告の概
要です。
Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me report to you the result of the discussion on work分科会１では、５名の方が発言をしました。アメリカのシンクタンクである英米安全保障情
shop 1, Let’s Expand the Non-Nuclear Umbrella and Nuclear Weapon Free Zone. There were alto報センター（ＢＡＳＩＣ）のウォード・ウィルソンさん、広島市立大学広島平和研究所副所長
gether four panelists. From the United States, Mr. Ward Wilson, Senior Fellow and Director of the
の水本和実さん、元法務大臣の平岡秀夫さん、
ＮＰＯ法人ピースデポ事務局長代行の塚田晋一
Rethinking Nuclear Weapons Project, British-American Security Information Council, Mr. Kazumi
郎さん、それから、私とともにコーディネーターを務めました、韓国の NGO である参与・連
Mizumoto, Vice President of Hiroshima Peace Institute, Hiroshima City University, Mr. Hideo
帯事務局長のイ・テホさん。こういった多彩なバックグラウンドを持ち、それぞれの分野の最
Hiraoka, Former Minister of Justice, Mr. Shinichiro Tsukada, Acting Secretary General of Peace
前線で活動している方々にご登壇いただきました。
Depot, and Co-Coordinator, Mr. Lee Tae-ho, Secretary General of People's Solidarity for Participa本分科会のテーマは「非核兵器地帯」です。とりわけ、私たちの住むこの日本を含む北東ア
tory Democracy. With the different and diversified backgrounds, they are all active in the frontline of
ジアに非核兵器地帯を創るという構想について、今後いかにこの構想を進めていくか、いかな
our activities.
る具体的なアクションがとることが可能か、といった点を中心に議論しました。２時間半、大
変中身の濃い、また、参加者の方から多くのご質問、ご意見も頂き、まさに時宜に合った企画
As for the theme, nuclear weapon-free zones was focused especially including Japan. We focused
であったというふうに考えております。
on the Northeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, what kind of actions are needed to

promote such a zone? Two-and half hours, there are a lot of discussions with the high level of con北東アジア非核兵器地帯につきましては、過去の地球市民集会の分科会を含め、これまでも
densation and a very timely type of the discussion. We did have a lot of input from the
さまざまな機会において議論が取り上げられてきました。そうしたことから、あまり議論に進
panelists as well as from the audience.
展はないのではないか、むしろ実現に向けた状況は悪くなっているのではないかと考える方も
いるかもしれません。しかし、分科会１に参加された皆様は、きっと実現の展望はある、事態
When it comes to the Northeast Asia NWFZ, you might think, yes, we have already heard of them
は着実に進んでいるという確信を持ってお帰りになられたのではないかというふうに考えてお
in the meetings in the past. The idea is nice, but the discussion is not proceeding or the situation is
ります。 冒頭、私からは、最近の進展を示す一つの事例として、2013 年９月 26 日に開かれ
worsening, you might think, but those who have participated yesterday in the Workshop 1,
た核軍縮に関する初めての国連総会ハイレベル会合について紹介させていただきました。その
I'm pretty sure that they have heightened their awareness and went back homeconfirming that there
会合に出席したモンゴルの大統領が、政府レベルとしては初めて、また、国連という場でも初
has been the progression and there will be a progress.
めて、北東アジア非核兵器地帯構想を先に進めるための努力を始めるということを表明したの
です。モンゴルは一国非核兵器地帯の地位を国際的に得ております。また、北東アジアの非核
At the outset, I have given you the example of the result of UN Ge neral Assembly high-level
兵器地帯の一員として入る可能性がある国としても名前が挙がっております。こうした前進を
meeting on nuclear disarmament, introducing their statement by Mongolian president. For the
生み出した力は何でしょうか。これが、まさに日韓をはじめとした市民社会のこれまでの努力

の積み重ねにほかならないと、私たちは確信を強めているところです。
first time as the head of the state, and for the first time in United Nations, he mentioned about the
本来であれば、モンゴルだけではなく、日本、そして韓国の政府からそういった前向きな発
initiative of Northeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. He said he is determined to start to exert
言が出るということが期待されるところです。しかし、残念ながら、日本において、そして韓
their efforts. That’s one example.
国においても、アメリカの核の傘に依存をするということが国家の安全保障を担保する唯一の
方法であるということが声高に叫ばれております。
As you know, Mongolia has already acquired its nuclear-weapon-free status, and also it is

possible for Mongolia to become a member of Northeast Asia NWFZ. So what is the basis of such
ウォード・ウィルソンさんは、非常に明確に、核兵器によって安全が保たれるということが
energy? I believe it was fully supported by the efforts of the civil society and people's movement,
間違った考えであるということを、歴史的事実を挙げて説明しました。
especially focusing in Japan and South Korea.
キューバ危機の例もその一つです。多くの人々が、キューバ危機こそ核抑止が機能した例であ
るということを言います。しかし、ウィルソンさんは、むしろ歴史的事実は反対のことを示し
Of course, we were hoping that such a positive posture will be shown not only by Mongolia, but also
ていると指摘しました。冷戦時代を含め、広島、長崎以降に核兵器が使われてこなかったこと
from Japan and Korea, but as you already know, Japanese government and ROK government are
は単に人類が＜幸運＞であったに過ぎない、私たちは、この危険な世界からウォード・ウィル
quite dependent on the US nuclear umbrella for their securities, but Mr. Ward Wilson Ward Wilson
ソン氏速やかに脱しなければいけないということを指摘されました。
had clearly stated it was a wrong notion by giving the historical evidence taking example of the

Cuban missile crisis. People often think nuclear deterrence worked, but Mr. Wilson said no. It was
続いて水本さんからは、北東アジアというところに引き付けて、現状はどこまで進んでいる
contrary. The fact that nuclear weapons were not used in the past was only luck. We need to get
か、実現に向けてどのような問題点が存在するか、それをどう乗り越えなければいけないかと
out of such wrong notion.
いう点についてお話を頂きました。
日本政府の姿勢としては、これまでも北東アジア非核兵器地帯の実現に向けて、残念ながら
The second presenter, Professor Mizumoto talked about then what are the challenges we face,
消極的なところが聞こえてくるわけですが、しかし、全く動きがないかといったら、そうでは
what kind of challenges we need to overcome in order to establish a Northeast Asia NWFZ? In genありません。政府文書である「日本の軍縮・不拡散外交」といった、公的な文書の中でも、近
eral, the Japanese government has been quite passive in the discussion in Northeast Asia NWFZ,
年、北東アジア非核兵器地帯、特に日本、韓国、北朝鮮が非核兵器地帯を構成し、アメリカ、
but there was some sign if you look at the Japanese disarmament and non-proliferation diplomacy
ロシア、中国が核攻撃を行わないということを約束する「スリー・プラス・スリー」構想につ
government document, 3+3 and some other references are made in such document related
いての言及が盛り込まれるなど、日本政府の中でも一定、この問題に対する認識が高まってい
toNortheast Asia NWFZ.
るという事実があるということをご紹介いただきました。また、北東アジア地域において歴史
問題や領土問題をはじめとする多くの問題が存在するのは事実ですが、北東アジアの非核兵器
And also, historical issues, territorial issues, there are a lot of issues in this region, but once we
地帯を目指すという点に関しては各国合意をして進んでいくことは十分に可能であり、そのた
make the determination on Northeast Asia Nuclear Weapons Free Zone, I think there are a lot of –
めの手がかりを私たちはすでに持っているということもご指摘いただきました。
ample boom for us to proceed and we do have a lot of mechanism and tools, Professor Mizumoto

said.

北東アジア非核兵器地帯構想を推進していく重要なアクターとして、国会議員の役割にも注

目が集まっています。核軍縮問題に関心を持つ 80 か国以上から国会議員が参加している、
「核
Another channel is the roles to be played by the parliamentarians, which is represented by Mr.
軍縮・不拡散議員連盟（PNND）
」という国際的なネットワークがあります。会長代行として
Hiraoka and Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (PNND) head. He
日本支部を牽引してこられた平岡さんから、北東アジア非核兵器地帯の実現をめざした国会議
runs the Japanese section of the PNND. He has been giving the various moves by the parliamen員の動きについてもお話がありました。
tarians in order to promote Northeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. The voices were put onto
PNND 日本は、北東アジア非核兵器地帯構想の推進に向けたさまざまな具体的な活動を行っ
the various international meetings, including side events of NPT-related conferences and there is a
てきました。例えば、核不拡散条約（NPT）関連会議などの国際的な場に国会議員が参加し、
joint statement by the parliamentarians, which amounts to 100, both in South Korea and Japan.
国連内で開かれた会議において同構想の前進に向けた理解と協力を求める発言をしています

し、また、PNND 日本と PNND 韓国の協力により、100 名近い日韓の国会議員が北東アジア非
There was a comment from the floor that their target should be to include the Northeast Asia WFZ
核兵器地帯に関する共同声明に署名をしているなど、すでに多くの実績というか、積み重ねが
initiative in the final document of 2015 NPT Review Conference. Parliamentarians need to lobby
あります。
and motivate the people in South Korea and Japan to utilize the Inter-Parliamentary Union (IPU)
さらに会場からは、2015 年の NPT 再検討会議を次の目標として、そこで採択される最終文書
meeting.
に北東アジア非核兵器地帯に関する言及を盛り込むために日本政府、あるいは韓国政府を動か

すことを両国の国会議員が協働で取り組むべきではないかという、具体的な提案も出されまし
NGO activities by Japan are quite buoyant. Mr. Tsukada talked about the nuclear free zone of the
た。
local authorities and NGO. As many as 530 local authorities signed on this nuclear free zone.

日本の NGO の活動もますます活発になっています。塚田晋一郎さんは、日本国内の自治体
The importance of the coordination between NGO and local government authorities are exemplified
による北東アジア非核兵器地帯支持の賛同署名に 530 以上の自治体が既に賛同しているという
by this very meeting of the Global Citizen’s Assembly. We are making the move and motivating
ことを紹介しました。これは NGO の働きかけを受けて非核宣言自治体を中心に支持が広がっ
Japan and the global governments to take an action. Also Mr. Lee Tae-Ho said we’re able to
ているものです。NGO と自治体の協力が重要だということは、まさに、この集会が示してい
also encourage DPRK to check the positive action. We tend to think DPRK is the one who should
ることですが、北東アジア非核兵器地帯に関連しても、今後のさらなる前進に向けた筋道がこ
be blamed because they do not give up on their nuclear program, but we need to be very serious in
こにあるということが、あらためて確認されました。
looking at the background, why they resort to such action.

イ・テホさんからは、韓国の NGO という視点から、まさに北東アジア非核兵器地帯という
People say if Japan change the world change. This might be too much to say, but the fact that
切り口から北朝鮮を動かしていけるという、具体的なお話がありました。
Japan has signed on in the Joint Statement on the Humanitarian Consequences of Nuclear Weap私たちは、北朝鮮が何をやっても核兵器を放棄しないだろう、という点を議論の前提にしが
ons, although the basic policy might not have been changed, probably we should start to think about
ちです。しかし、北朝鮮の政府が何を言っているかということをきちんと検証していくと、そ
our initiative not to be dependent on nuclear umbrella and nuclear weapons.
こに突破口としうる点を見出すことができる、進んでいく道筋があるということが分かるとい
That has to be communicated directly, very quickly from the Japanese government and from Japaう、そういったご指摘も頂きました。
nese NGO to the world. This is what we have discussed in Workshop 1. Thank you very much.

日本が変われば世界が変わる。こう言ってしまったら言い過ぎかもしれません。しかし、と

りわけ核兵器の非人道性に関する共同声明に日本が賛同した今、日本政府がとりうる次の具体

的なステップとして、まずは、北東アジア非核兵器地帯構想の実現に向かって、一歩進むとい

うことができるのではないか。それは、北朝鮮の核放棄を待つのではなく、まず、核兵器に頼

らないことが私たちの安全を守る道であるということを、日本が世界に率先して発信していく

というところから変われるのではないか。そういった確信を強めた、昨日の分科会１でござい
ました。

