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第 2章 包括的核実験禁止条約（CTBT） 
 

第第第第 1 節節節節    包括的核実験禁止条約（包括的核実験禁止条約（包括的核実験禁止条約（包括的核実験禁止条約（CTBT）の概要）の概要）の概要）の概要 

 包括的核実験禁止条約（CTBT: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）

は、すべての核実験を禁止する歴史的な核軍縮・不拡散条約である。 

 核兵器の開発あるいは改良を行うためには、核実験の実施が必要であ

ると考えられており、核実験を禁止することは核軍縮・不拡散を推進す

る上で極めて重要である。1963 年 8 月には、部分的核実験禁止条約（正

式名は「大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条

約」）が締結されたが、この条約は地下核実験を基本的に禁止の対象とし

ていなかったため、地下核実験を含むすべての核実験の禁止が、国際社

会の大きな課題の一つとされてきた。 

 1994 年 1 月から、ジュネーブ軍縮会議の核実験禁止特別委員会におい

て、CTBT 作成のための交渉が開始されたが、2 年半にわたる困難な交

渉を経たにもかかわらず、最終的にはインド等の反対により、コンセン

サス制をとるジュネーブ軍縮会議では同条約を採択することはできなか

った。 

 そこで、オーストラリアが中心となって、ジュネーブ軍縮会議で作成

された条約案を国連総会に提出し、96 年 9月、国連総会は圧倒的多数を

もって同条約を採択した（反対：インド、ブータン、リビア。棄権：キ

ューバ、シリア、レバノン、タンザニア、モーリシャス）。 

 条約の発効には、原子炉を有するなど、潜在的な核開発能力を有する

と見られる特定の 44 か国（一般的に「発効要件国」と言われる）の批准

が必要であるが、現在のところ、一部の発効要件国の批准の見通しは立

っておらず、条約はいまだ発効していない。 

 

1．CTBT の主な内容 

 CTBT は、すべての核実験（核兵器の実験的爆発又は他の核爆発）の

禁止を規定するほか、その遵守を検証するためにウィーンに CTBT 機関

を設置すること、核実験を探知するための世界 321 か所の監視観測所と
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16 か所の実験施設を含む国際監視制度（ IMS： International Monitoring 

System）、現地査察、及び信頼醸成措置等から成る国際的な検証制度を設

けることを定めている。そして、いずれかの締約国が核実験を実施した

場合には、その国が条約に基づく権利及び特権を行使することを制限・

停止し、また締約国に対して国際法に適合する集団的措置を勧告すると

いった、必要な措置をとることが規定されている。 

 

2．検証制度 

 CTBT は、条約の遵守について検証するため、(1) 国際監視制度（IMS）、

(2) 協議及び説明、(3) 現地査察、(4) 信頼醸成についての措置からなる

検証制度を定めている。 

 

(1)「国際監視制度（IMS）」とは、世界 321 か所に設置された 4種類の監

視観測所（地震学的監視観測所（注 1）、放射性核種監視観測所（注

2）、水中音波監視観測所（注 3）及び微気圧振動監視観測所（注 4））

により、CTBT により禁止される核兵器の実験的爆発又は他の核爆発

が実施されたか否かを監視する制度である。監視の結果得られたデ

ータは、ウィーンに設置される国際データセンターに送付され、処

理される。 

 （注 1）地震波を観測することにより、核爆発を監視する 

 （注 2）大気中の放射性核種を観測することにより、核爆発を監視する 

 （注 3）水中（海中）を伝搬する音波を観測することにより、核爆発を監視

する 

 （注 4）気圧の微妙な振動を監視することにより、大気中の核爆発を監視す

る 

(2)「協議及び説明」とは、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発の実施を

疑わせる事態が発生した場合、締約国が他の締約国との間で、CTBT

機関との間で、または CTBT 機関を通じて、問題を明らかにし、解

決するための制度である。この制度は、疑いをもたれた締約国によ

る説明を含む。 
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包括的核実験禁止条約の概要 
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CTBTの国際監視制度 

 
（核物質管理センター「原子力の平和利用のために」より抜粋） 

 
日本国内の国際監視施設設置ポイント 
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(3)「現地査察」とは、条約の規定に違反して核実験が行われたか否かを

明らかにし、また違反した可能性のある者を特定するのに役立つ情

報を可能な限り収集することを目的として、派遣査察団により実施

される。「現地査察」の実施は、51 ヶ国の執行理事会の理事国のうち、

30 か国以上の賛成により承認される。 

(4)「信頼醸成措置」とは、鉱山などで実施されている爆発（化学爆発）

を核実験または他の核爆発と誤認しないために、締約国が、そのよ

うな爆発の実施について CTBT 機関の内部機関である技術事務局に

通報するなどの措置をいう。 

 

第第第第 2 節節節節    CTBT の早期発効に向けての早期発効に向けての早期発効に向けての早期発効に向けて 

1．署名・批准状況 

 2002 年 2 月現在、署名国は 165 か国、批准国は 89 か国である。発効

要件国 44 か国中の署名国は 41 か国、批准国は 31 か国である。未署名国

は、インド、パキスタン、北朝鮮の 3 か国、署名済みであるが批准して

いないのは、アルジェリア、中国、コロンビア、コンゴー民主共和国、エ

ジプト、インドネシア、イラン、イスラエル、米国、ベトナムである。 

 

2．発効促進会議 

 CTBT は、署名開放後 3 年を経過しても発効しない場合、批准国の過

半数の要請によって、発効促進のための会議を開催することを定めてい

る。この規定に従い、現在までに 99 年 10 月及び 2001 年 11 月の 2 回に

わたり、発効促進会議が開催された。 

 2001 年 11 月にニュー・ヨークの国連本部で開催された第 2 回発効促

進会議には、117 か国が参加し、各国に対する早期署名・批准の要請等

を盛り込んだ最終宣言が全会一致で採択された。しかし、発効要件国 44

か国に含まれる米国は、核兵器の信頼性・安全性維持等を理由として

CTBT 批准に反対の態度を明らかにし、発効促進会議にも参加しなかっ

た。また条約に署名していないインドや北朝鮮も参加しなかった（同じ

未署名国のパキスタンはオブザーバーとして参加）。 
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ＣＴＢＴ発効要件国４４か国 

 
 

＊条約の附属書二で規定する発効要件国： 
1996 年 6 月 18 日現在の軍縮会議の構成国であって、同会議の
1996年の会期の作業に正式に参加し、かつ、国際原子力機関の「世
界の動力用原子炉」の 1996年 4月版の表 1に掲げられている国、
及び、軍縮会議の 1996 年の会期の作業に正式に参加し、かつ、
国際原子力機関の「世界の研究用原子炉」の 1995年 12月版の表
1に掲げられている国。 

  
 
3．発効の展望 

 2000 年以降、新たにロシア、ウクライナ、チリ、バングラデシュが

CTBT を批准するなど、前向きな動きも見られたが、いまだ条約発効へ

の道のりは厳しい。発効要件国のうち、未署名であるインド、パキスタ

ンは、98 年の核実験以降、核実験の一時停止（モラトリアム）の継続を

表明するとともに、署名について国内のコンセンサス形成に最大限努力

することを繰り返し表明しているが、署名の具体的時期については明ら

かにしていない。また、未批准の核兵器国である中国については、批准

法案を全国人民代表大会に提出したと説明しているものの、承認が得ら

れる時期については定かではない。さらに、もう一つの未批准の核兵器
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国である米国の態度も、次に述べるように大きな懸念材料となっている。 

 

4．米国の CTBT に対する態度 

 米国はクリントン政権時の 96 年 9 月に CTBT に署名した。しかしな

がら、99 年 10 月、第 1 回発効促進会議の開催によって CTBT 発効への

国際的気運が高まっていたにもかかわらず、上院が賛成 48、反対 51 で

批准法案を否決した。 

 2001 年 1 月のブッシュ政権成立直前には、シャリカシヴィリ元米国統

合参謀本部議長が、CTBT 批准の重要性を訴えるクリントン大統領宛報

告書を発表し、クリントン大統領も声明の中で、上院及びブッシュ新政

権が CTBT について行動を起こすよう促した。 

 しかし、同日、新政権のパウエル国務長官候補（当時）が、上院外交

委員会公聴会において、次期会期中には CTBT の批准を上院に対して求

めない、CTBT にはいくつかの欠点が存在する等と述べ、これを皮切り

にブッシュ政権の CTBT に対する、消極的・否定的な態度が明らかにな

ってきた。 

 例えば、2001年 8 月に田中外務大臣（当時）からの CTBT 早期批准を

求める書簡に対する返書の中で、パウエル国務長官は、米国は上院に対

し CTBT の再検討を求める考えはないと説明している。また 2001 年の

秋、わが国が国連総会に提出した核軍縮決議案に対しても、米国は、同

決議案文にあった CTBT 早期発効への言及を理由に、初めて反対票を投

じた。また、上述の通り、11 月の第 2 回 CTBT 発効促進会議にも欠席し

た。 

 さらに、2002年 1 月に発表した「核態勢見直し（NPR：Nuclear Posture 

Review）」の説明用資料の中で、「米政府として CTBTの批准に反対する」

旨、明確に述べている。このように、ブッシュ政権は CTBT に対して消

極的というより否定的な態度を示している。 

 

第第第第 3 節節節節    わが国の発効促進に向けた取り組みわが国の発効促進に向けた取り組みわが国の発効促進に向けた取り組みわが国の発効促進に向けた取り組み 

 わが国は CTBT を、国際原子力機関（IAEA）の保障措置と並び、NPT
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を中核とする核不拡散・核軍縮体制の不可欠の柱として捉え、その早期

発効を核軍縮・核不拡散分野の最優先課題の一つとして重視し、以下の

ような外交努力を継続してきた。 

 

1．発効促進会議への貢献 

 99 年の第 1 回発効促進会議では、高村元外務大臣が政府代表として出

席して議長を務めた。その後、わが国は、2001 年の第 2 回発効促進会議

に向けて、「調整国」として非公式会合を開催するなど、各国の意見調整

に努めてきた。そして、第 2 回発効促進会議では、阿部政府代表（現サ

ウディ・アラビア大使）より、前回発効促進会議以降の条約発効に向け

た状況の進展を、「プログレス・レポート」として報告するとともに、各

国に対し、今後とも粘り強く条約発効促進の努力を続けることを呼びか

けた。 

 

 
CTBT発効促進会議で議長を務める高村政府代表（1999年 10月、於：ウィーン） 
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2．発効促進への働きかけ 

 99 年 10 月の米国上院による CTBT 批准否決を受けて、わが国は発効

促進会議によって高まった早期発効に向けての国際的気運が失われるこ

とのないよう、小渕総理大臣（当時）からクリントン米大統領（当時）

に宛てて、また、河野外務大臣（当時）からオルブライト米国務長官（当

時）に宛てて、それぞれ書簡を発出した。河野外務大臣はまた、その他

の未批准国の外相に宛てて書簡を発出するとともに、山本外務政務次官

（当時）を米国に急きょ派遣し、オルブライト国務長官に対し、米国が

引き続き CTBT を早期に批准し、不拡散体制の堅持に指導力を発揮する

よう申し入れを行った。同政務次官は引き続き、中国、インド、パキス

タンを訪問し、CTBTの早期署名・批准を要請した。 

 2000 年には、政府は、高村元外務大臣をエジプト、アルジェリアへ派

遣した他、バングラデシュ、インドネシア、ヴィエトナム、ロシア、ウ

クライナ、コロンビア、コンゴー民主共和国等へも特使を派遣した。同

G8外相会合に出席する田中外務大臣（当時）。CTBTの重要性を指摘し、
各国の積極的対応を期待すると呼びかけた。（2001年 7月、於：ローマ）
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年８月には、南西アジアを訪問した森総理大臣（当時）も、インド、パ

キスタン両国首脳に対し、早期の CTBT 署名を改めて強く申し入れた。 

 2001 年 1 月のブッシュ政権誕生後も、河野外務大臣（当時）訪米の際、

パウエル米国務長官に対し働きかけた他、7月の G8 外相会合（於ローマ）、

ARF 閣僚会合（於ハノイ）において、田中外務大臣（当時）より、わが

国は CTBT 早期発効を重視しており、特に米国が 9 月の CTBT発効促進

会議にハイレベルで参加するよう希望する旨表明している。 

 その他、第 2 回発効促進会議にむけて、特に以下のような働きかけを

行った。 

(1) 大臣書簡の発出。 

 発効要件国 44 か国のうち、北朝鮮を除くすべての未署名・未批准

の国 12 か国の外相に対して田中外務大臣（当時）より書簡を発出し

（2001 年 8 月 16 日付）、会議への閣僚レベルの参加、及び CTBT の早

期署名・批准を改めて申し入れた。 

(2) 発効要件国以外の主要国に対する広範な働きかけ。 

 発効要件国以外の未署名・未批准国（アジア・大洋州地域 19 か国、

その他の地域の主要 47 か国）に対し、わが国の大使館を通じて早期

署名・批准の働きかけを実施した。 

(3) アジア大洋州諸国を中心に、大臣クラスをはじめ外務省幹部を派遣。 

 米国、インドネシア、イラン、島嶼国等に対しては、外務大臣・副

大臣をはじめ外務省幹部が、各国訪問の機会などを利用するなどして

直接働きかけを行った。 

 

 さらに、2002 年 1 月の日米外相会談（於東京）においても、改めて米

国による CTBT の批准を要請した。 

 

3．国際監視制度の整備への取り組み 

 わが国は、CTBT の遵守状況を検証するための国際監視制度の整備の

一環として、95 年度以降毎年、グローバル地震観測研修による開発途上

国の人材の育成、地震観測機器の供与等を行っており、CTBT機関準備 
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地震観測機器の技術指導を受ける JICA「グローバル地震観測研修」参加者 

 

委員会や関係各国から評価されている。特に 2002 年 2 月の CTBT 機関

準備委員会の検証技術作業部会では、日本に対する謝意を盛りこんだ報

告書がコンセンサスで了承された。 

 

4．わが国における国際監視制度への取り組み 

 わが国は、この条約上、10 ヶ所の監視施設を国内に設置することとさ

れており、2002 年から順次建設していく予定である。これら 10 ヶ所は

次のとおりである。 

 (1) 地震学的監視観測所主要観測所：松代 

 (2) 地震学的監視観測所補助観測所：大分、国頭、八丈島、上川朝日、 

父島 

 (3) 微気圧振動監視観測所：筑波 

 (4) 放射性核種監視観測所：沖縄、高崎 

 (5) 放射性核種のための実験施設：東海 
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 なお、条約上の監視施設としては未完成であるが、地震観測所は国内

に既に多数設置されており、そのうち、上記(1)と(2)にあてる場所に設置

されている観測所から収集された地震情報は、既にウィーンの国際デー

タセンターに送付されている。 

 


