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Satoshi Hirose opened the session with an overview of the political background to the development
of a legal
framework to ban nuclear weapons. He indicated two key questions to consider; one, the
広瀬訓氏が開会のあいさつをした。その中で、核兵器禁止のための法的枠組み構築に関する
content
to be included and legal instruments, and two, the process to formulate such contents. The
政治的背景を概説し、２つの重要な問題を挙げた。１つは、何を盛り込み、どのような法令と
mainするかという内容の問題であり、もう１つは、その内容を策定するプロセスの問題である。法
purpose he indicated of the legal instruments is very clear, to prohibit nuclear weapons. He
noted
that there are many specialists in relevant fields who could mobilize their expertise to formulate
令の主たる目的は極めて明らかで、即ち、核兵器を禁止することである。策定プロセスが始ま
these
legal instruments once the process had begun. But so far, the negotiation and process for legal
れば条文作成のために専門知識を駆使できる専門家は関連分野に多数いるという。しかし、こ
instruments
to ban nuclear weapons has been monopolized by governments.
れまでのところ、核兵器禁止のための法的手段をめぐる協議およびプロセスには、専ら政府の
みが携わっている。
He believes we must learn from other fields, like human rights and also humanitarian laws in which

ordinary
citizens have been participating in the formal processes in a range of contexts as victims, as
広瀬氏は、人権や人道といった分野のように、一般市民が被害者として、あるいは潜在的被
potential
victims and also as beneficiaries of the outcome of the negotiations.
害者、また交渉結果の受益者として、さまざまな状況で正式なプロセスに参加している他の分
野から学ぶべきであると考えており、一般市民がもっと関与することと、核兵器禁止のための
He called
for a greater involvement of civil society and the development of the legal framework to ban
法的枠組みの構築を訴えた。

nuclear weapons.
私は、核兵器廃絶のための枠組みを支える法規範、その枠組みの構築に必要な法的手段、枠
I gave
a summary of the legal norms supporting a nuclear abolition framework and the legal instru組みについての協議ができる場について簡単に説明した。

ments 私は、国際司法裁判所が
required to establish such1996
a framework
and the forums in which such a framework could be
年に出した、核兵器の威嚇または使用の合法性に関する勧告
negotiated.
的意見に言及した。これは、核兵器の威嚇または使用は一般的に国際法違反であり、核兵器の
完全撤廃について交渉し、実現させる無条件の義務があるとするものである。1996 年以降も、

I cited
the 1996 International Court of Justice Advisory Opinion on the legality of the threat or use of
国際刑事裁判所の設立、赤十字国際委員会の決議といった法的進展が見られ、核兵器に反対す
nuclear
weapons, which affirms that the threat or use of nuclear weapons would be generally be
る規範が強化されている。
illegal and
that it’s an unconditional obligation to negotiate and to achieve the complete elimination of
核兵器を禁止するための法的手段は、国、地域、同じ立場の有志、世界のどのレベルでも構
nuclear
weapons. There have been additional legal developments since 1996 such as the establish築することができる。私が特に重視したのは世界的な禁止、つまり、核兵器の完全な禁止と撤
ment廃を定めた核兵器禁止条約である。他のスピーカーは、国、地域、有志レベルのさまざまな核
of the international criminal court, and the resolution of the International Committee of the Red
Cross,
which would strengthen the norm against the 軍縮会議、
nuclear weapons.
兵器禁止条約に触れた。協議の場については、
先頃設立されたオープンエンドのワー

Legal instruments to ban nuclear weapons can be developed at national, regional, likeminded, or
キンググループを含む国連総会、同じ立場の有志によるプロセス、
「グローバル・ゼロ」など
global levels. I concentrated mostly on a global ban, the nuclear weapons convention, which would
を推進している核兵器保有５ヵ国（P５）のプロセスについて概要を少し述べた。
provide for the complete prohibition and elimination of nuclear weapons.
Other speakers
looked at a range of the national, regional, likeminded, and the nuclear weapons conティルマン・ラフ氏は、ダムダム弾、化学兵器、生物兵器、地雷、クラスター兵器などの非
vention.人道的無差別兵器の禁止を基に、核兵器放棄のための人道的枠組みについて説明した。また、
On the negotiating forums, I outlined a few such as the conference on disarmament, the
United Nations
General Assembly including the recently established open ended working group, a
各国政府および一般市民が核兵器禁止条約を支持していることと、核兵器使用がもたらす壊滅
like-mind
of process and the P5 process, which for example, is being promoted Global Zero.
的な非人道的結末に対する認識が世界中で高まっていることに触れ、人道的枠組みを主導して
いるのは核兵器非保有国であると述べた。核兵器非保有国は自ら核兵器を廃絶することはでき
Tilman ないが、国レベルで対策を講じたり、核兵器禁止条約に向けた一歩となる核兵器の使用を禁ず
Ruff discussed the humanitarian framework for abandoning nuclear weapons drawing from

prohibitions
on other inhumane and indiscriminate weapons including Dum-Dum bullets, chemical
る協定を締結したりすることにより、核兵器のない世界という目標を前進させることが可能で
weapons,
biological weapons, landmines, and cluster munitions.
ある。
He noted the support of governments and civil society for nuclear weapons convention and the grow-

ing global黒澤満氏は、核兵器廃絶のための条約と核兵器禁止条約の違いを論じ、両者が時に混同され
acknowledgment of the catastrophic humanitarian consequences of the use of nuclear
weapons,
and he argued that the non-nuclear weapon states are leading the humanitarian frameていると指摘した。核兵器禁止条約は、核兵器の使用、使用による威嚇、移譲、保有を包括的
work. They
cannot eliminate nuclear weapons by themselves, but they can advance the goals of a
に禁じ、廃絶に向けた段階的なプロセスを示すものである。世界的に核兵器を廃絶するために
nuclear は、当然、核保有国および核同盟関係にある国も含まれることになる。一方、核兵器廃絶のた
weapons free world by taking national measures and negotiating a likeminded treaty prohibiting nuclear
weapons, which would be a step towards the nuclear weapons convention.
めの条約は、核兵器の使用、使用による威嚇、保有を禁じている点は同じだが、交渉はおそら
く核兵器に反対する核兵器非保有国の間で行われ、それ以外の国が全て参加するのを待つ必要
Mitsuru はない。したがって、当初は、世界的に禁止したり、即時廃絶のプロセスを確立したりする効
Kurosawa discussed the differences between a ban treaty and a nuclear weapons convention

noting that
there is sometimes a confusion between the two. A nuclear weapons convention would
力はない。しかし、化学兵器で起こったように、それが核兵器の廃絶へ向けての実質的な一歩
provide とはなりうる。
a comprehensive prohibition of the use, threat of use,
transfer, and possession of nuclear weapons and would provide a phased process for their elimination. It would
necessarily include the nuclear weapons states and those under nuclear alliance rela大久保賢一氏は、最も望ましい取り決めは核兵器禁止条約であるが、初期段階としては核兵
tionships
in order to provide a global prohibition. A ban treaty would include similar prohibitions against
器の使用を禁ずる条約や、非核兵器地帯などを定めた禁止地帯条約を締結するのが妥当だろう
the use,と主張した。また、日本政府が化学兵器使用の無制限禁止は支持しているにもかかわらず、核
threat of use, and possession, but would be negotiated possibly by likeminded non-nuclear
weapon兵器使用の無制限禁止も北東アジア非核兵器地帯も未だ支持していないことを指摘した。そし
states not having to wait for all the other states to be engaged. It would thus not establish at
the beginning
a universal prohibition nor an immediate process for elimination. But it may constitute a
て、政府の方針を変えさせるために一般市民による政治的な行動が必要であると訴え、政権に
substantive
step toward the total elimination just like what happened in chemical weapons.
関与する国会議員の重要性を示した。日本では、大久保氏が述べたように、非核三原則を国内
法として法制化することが一つの方法であろう。
Kenichi Okubo argued that a nuclear weapons convention would be the ideal agreement, but that

initial steps
should be taken possibly a convention prohibiting use of nuclear weapons and regional
野口泰氏は、日本が軍縮・不拡散イニシアティブ（ＮＰＤＩ）や国連の毎年の決議への参加
prohibitions
such as nuclear weapon free zones. He noted that the Japanese Government does not
など、核軍縮に関する数多くの取り組みに参加していることと、核兵器の人道的結末に関する
yet support
an unconditional ban on use of nuclear weapons in contrast to the position on an uncondi２つの共同声明（一つはニュージーランド、もう一つはオーストラリアが主導）を先頃支持し
tional ban
on chemical weapons and nor do they get support of Northeast
たことを挙げた。しかし、核兵器国が反発していること、また日本の核抑止力に基づく安全保
Asian nuclear
weapon free zone. He called for civil society and political action to change government
障政策の観点から、核兵器禁止条約を現時点で支持することができないが、核兵器使用がもた
policy and noted primarily the importance of engaging parliamentarians. In Japan, one step he indi-

cated would be to enshrine the antinuclear principles into domestic legislation.
らす影響を国際的にアピールすること等、具体的かつ実践的な努力を積み重ねることにより、
核兵器のない世界を実現しようという状況を作り出すことは可能であるとした。
Yasushi Noguchi noted that Japan has taken a number of initiatives on nuclear disarmament including

participation in
the non-proliferation and disarmed initiative, and an annual resolution at the United
質問は、軍縮会議、段階的アプローチと積み上げ型アプローチの違い、核軍縮の監視に何が
Nations, and
that Japan recently supported the two joint statements of governments on the humani必要か、どのようにしたら国会議員の関与を深めることができるか、ニュージーランドとオー

tarian consequences
of nuclear weapons,
ストラリアによる人道的結末に関する声明の違いなど、広範囲の問題に及び、他に、非核兵器

one led by 地帯についてのものもあり、回答する立場としては、時間がないため、全ての質問に答えるこ
New Zealand and the other led by Australia. However, as long as Japan continues to rely
on nuclear とはできないため、かいつまんで取り上げることにする。
deterrence, he indicated that Japan is unable to support a nuclear weapons convention but

that Japan could
pave the way for conditions
for a nuclear weapons free world by emphasizing the
軍縮会議については、17
年間の膠着状態が解けて、ようやく非公式のワーキンググループ
effects of the
use of nuclear weapons.
が設立され、事態が進展する可能性があるという。

段階的アプローチと積み上げ型アプローチの違いについては、日本が日本および諸外国を代
There are a
range of questions on issues including the conference on disarmament, the difference
表して国連のオープン・エンディッドワーキンググループに提示したのは積み上げ型アプロー

between a チで、これは段階的アプローチと両アプローチの要素を取り入れた包括的アプローチとの架け
step by step and a building block approach, what is required to monitor nuclear disarma-

ment, how 橋としようとする試みだったとの説明がなされた。積み上げ型アプローチは、段階的アプロー
can parliamentarians be further engaged, and what is the difference between the New
Zealand and
Australian humanitarian consequence statements, and some other questions on nuclear
チと同じ要素が複数あるが、それを必ずしも順々に行う必要がない点が、段階的アプローチと

weapons free
zones.
の違いである。両者を同時に行うことは可能で、段階的アプローチにない他の要素を積み上げ
In reply, I won't
go through all the answers because I don't have time. I’ll just pick a few, but on the con型アプローチに追加することができる。

ference on disarmament,
it was noted that the conference has now established an informal working
関与する国会議員の問題については、国会議員に接触し、核兵器問題を強調することに一般

group after市民がもっと積極的に関わるべきであり、そうすれば、核兵器問題が国会議員にとって優先順
17 years of deadlock. There is a possibility for progress. On the difference between the
step by step
and building block approach, it was explained that the building block approach was
位の高い課題となるだろうとの指摘があった。これを実現するための一つの方法が、現在、核

presented to
the UN open-ended working group by Japan on behalf of themselves and a number of
兵器のない世界の実現のために国会の役割を考えるというプログラムを実施中の列国議会同盟

other states,
and was an attempt to provide a bridge between the step160
by step
process and a compre（ＩＰＵ）に注意を向けることである。日本は、他国の
の国会と共に列国議会同盟に加盟
hensive process
taking elements from both.
している。

非人道的影響に関する声明の違いについては、ニュージーランドの声明は核兵器の非人道的
The difference
from the step-by-step process is that the building blocks has some of the same
影響に重点を置き、より多くの国からの支持を得たことが挙げられた。一方のオーストラリア

elements but
doesn't say they need to be done one after the other. They could be done at the same
主導の声明は、非人道的影響と安全保障問題のバランスを重視している。また、オーストラリ

time, and that
other elements could be added to the building block approach that aren't in the step-byア主導の声明は、人間の安全保障ではなく軍事的安全保障を条件とすることによって、人道的
step process.
On the issue of engaging parliamentarians, it was noted that civil society should take a
枠組みの力を弱めようとしているという意見が出された。

more active role
in contacting the parliamentarians and highlighting the nuclear weapons issue, so
非核兵器地帯については、詳しく触れるつもりはないが、言うまでもなく、午前中の分科会
that this would
be elevated in the list of priorities for the parliamentarians. One way of doing this is to
で既に取り上げられた問題である。北東アジア非核兵器地帯は、北朝鮮の核政策の転換、日本

refer to theおよび韓国の安全保障原則における核兵器の役割の低減を含め、この地域の安全保障を確立す
Inter-Parliamentary Union, which is currently undertaking a program of looking at the role
of parliaments
to achieve a nuclear weapons free world. And Japan is a member of the Interる上で重要な提案であるとされた。
Parliamentary Union along with 160 other parliaments.
ありがとうございました。
On the difference between the humanitarian consequences statements, it was noted that the New

Zealand’s statement focused on humanitarian consequences of nuclear weapons and has eceived

the highest number of countries in support. The Australian-led statement focuses on both humanitarian consequences and security issues. There was an opinion expressed that the Australian-led statement attempts to weaken the humanitarian framework by making it conditional upon military security
rather than on human security. On the nuclear weapon free zones, I won't mention much of the discussion but of course it was already part of a panel in the morning, but it was noted that Northeast Asian
Nuclear Weapon Free Zone was an important proposal to help build security in this region including
to reverse the nuclear policy of North Korea and lower the role of nuclear weapons in the Japanese
and South Korean
security doctrines. Arigato gozaimasu.

