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第 5章 非核兵器地帯 
 

第第第第 1 節節節節    概要概要概要概要 

 「非核兵器地帯」とは、一般的には、国際約束により、①特定の地域

において、域内国が核兵器の生産、取得、保有、配備及び管理を行うこ

とを禁止するとともに、②核兵器国（米国、ロシア、英国、フランス、

中国）がこれら諸国への核攻撃をしないことを誓約（消極的安全保障の

供与）する議定書を締結することによって作り出される「核のない地帯」

のことを意味する。 

 非核兵器地帯は、当初、世界的な核不拡散体制の設立に向けた国際社

会の努力の補完的措置として検討された概念で、冷戦時に、東西両陣営

間の対立が核戦争に発展することをおそれた非核兵器国側の地域的アプ

ローチとして捉えられてきた。 

 

第第第第 2 節節節節    わが国の立場わが国の立場わが国の立場わが国の立場 

 非核兵器地帯に関するわが国の基本的立場は、一般的に適切な条件が

揃っている地域において、その地域の国々の提唱により非核兵器地帯が

設置されることは、核拡散防止等の目的に資するというものである。 

 非核兵器地帯構想が「現実的」なものとなるための条件としては、(1) 

核兵器国を含むすべての関係国の同意があること、(2) 当該地域のみな

らず、世界全体の平和と安全に資すること、(3) 適切な査察・検証を伴

っていること、(4) 公海における航行の自由を含む国際法の諸原則に合

致していることなどが挙げられる。 

 

第第第第 3 節節節節    これまでに作成された非核兵器地帯条約これまでに作成された非核兵器地帯条約これまでに作成された非核兵器地帯条約これまでに作成された非核兵器地帯条約 

 これまで中南米、南太平洋、東南アジア及びアフリカを対象地域とす

る非核兵器地帯条約が策定され、前 3 者が発効している。 
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1．トラテロルコ条約（ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約、1967

年採択、1968 年発効） 

 世界で最初に作成された非核兵器地帯条約。1962 年のキューバ危機を

契機に、中南米地域の非核化構想が進展し、63 年、この地域の非核化を

求める国連決議が採択された。その後、メキシコのイニシアチブにより

条約策定作業が開始され、67 年 2 月に署名開放、68 年 4 月に効力を発生

した。 

 中南米 33 か国が対象であり、2001 年 1 月現在の締約国は 32 か国であ

る（キューバは署名済みであるが未批准）。 

 条約は、締約国領域内における核兵器の実験・使用・製造・生産・取

得・貯蔵・配備等を禁止している。 

 また、議定書で、核兵器国が域内において非核化の義務に違反する行

為を助長しないこと、締約国に対し核兵器の使用または威嚇を行わない

ことを規定しており、すべての核兵器国が批准している。 

 

2．ラロトンガ条約（南太平洋非核地帯条約、1985 年採択、1986 年発効） 

 1966 年から、フランスが南太平洋地域において核実験を開始したこと

を背景に、この地域において核実験反対の気運が高まり、75 年、国連総

会において、南太平洋における非核地帯設置を支持する決議が採択され

た。その後、83 年に豪に労働党政権が成立すると、非核地帯設置の動き

は急速に進展し、85 年の南太平洋フォーラム（SPF）総会において条約

が採択、署名開放され、86 年 12 月に発効した。 

 太平洋諸島フォーラム（PIF（旧 SPF））加盟の 16 の国と地域（自治領）

が対象であり、2001 年 1 月現在の締約国・地域の数は 13（ミクロネシア

連邦、マーシャル諸島、パラオは未署名）。 

 条約は、締約国による核爆発装置の製造・取得・所有・管理、自国領

域内における核爆発装置の配備・実験等を禁止し、また、域内海洋（公

海を含む）への放射性物質の投棄を禁止している。 

 議定書では、核兵器国が締約国に対して核兵器の使用および使用の威

嚇を行うことを禁止し、また、域内（公海を含む）における核実験を禁
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止している。核兵器国のうち、旧ソ連（現ロシア）、中国、英国、フラン

スは批准済みであるが、米国は署名のみで批准はしていない。 

 

3．バンコク条約（東南アジア非核兵器地帯条約、1995 年採択、1997

年発効） 

 東南アジア諸国連合（ASEAN）は、1967 年の創設以来、東南アジア

に対する域外国のいかなる干渉からも自由、平和かつ中立的な地帯を設

立することを目的とした「東南アジア平和・自由・中立地帯（ZOPFAN）

構想」を掲げており、非核地帯化は、そのような構想の一環として位置

づけられてきた。 

 冷戦終結により非核地帯構想が進展し、1995 年 12 月の ASEAN 首脳

会議において、東南アジア非核兵器地帯条約は東南アジア 10 か国の首脳

により署名され、97 年 3 月に発効した。 

 ASEAN 諸国 10 か国が対象であり、現在までにすべての国が批准を完

了している。 

 条約は、締約国による核兵器の開発・製造・取得・所有・管理・配置・

運搬・実験、領域内（公海を含む）における放射性物質の投棄、大気中

への排出を禁止するとともに、自国領域内において他国がこれらの行動

（核兵器の運搬を除く）をとることを許してはならないと規定している。 

 議定書では、核兵器国が域内（締約国の領域に加えて、大陸棚及び排

他的経済水域も含むと規定されている）において核兵器の使用及び使用

の威嚇を行うことを禁止するとともに、核兵器国が条約を尊重し、条約・

議定書の違反行為に寄与しないことを規定している。現時点では、核兵

器国は 1 か国も署名していないが、99 年 7月の ASEAN 拡大外相会議に

おいて、これまでこの条約議定書調印に難色を示していた中国とロシア

が、適用範囲の問題解決等の条件付きながらも、署名の意向を新たに表

明した。2001 年 5 月には、ASEAN と核兵器国の事務レベル協議が開催

されたが、現時点までは、特段の進展は見られていない。 
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4．ペリンダバ条約（アフリカ非核兵器地帯条約、1996 年採択、未発効） 

 1961 年に国連でアフリカ非核地帯化宣言が採択され、64 年にアフリカ

統一機構（OAU）首脳会合でアフリカを非核地帯とするカイロ宣言が採

択されたが、南アフリカの核開発疑惑で条約化が遅れていた。91 年に南

アフリカが核兵器を放棄し、非核兵器国として NPT を締結したことから

条約化実現に弾みがつき、95 年 6 月の OAU 首脳会議において、アフリ

カ非核地帯条約の最終案文が採択され、96 年 4 月に、アフリカ諸国 45

か国が条約に署名した。 

 アフリカ諸国 54 か国（わが国未承認の西サハラを含む）が対象であり、

2002 年 2 月現在の批准国は 16 か国である。28 か国の批准が発効要件と

なっているため、条約はいまだ発効していない。 

 条約は、締約国による核爆発装置の研究・開発・製造・貯蔵・取得・

所有・管理・実験、及び自国領域内における核爆発装置の配置、運搬、

実験等を禁止する。 

 議定書では、核兵器国が締約国に対して核爆発装置の使用及び使用の

威嚇を行うこと禁止し、また、域内（公海は含まない）における核爆発

装置の実験を禁止している。核兵器国のうち、フランス、中国、英国は

批准済みであるが、米国、ロシアは署名のみであり、まだ批准していな

い。 

 

第第第第 4 節節節節    構想段階にある非核兵器地帯構想段階にある非核兵器地帯構想段階にある非核兵器地帯構想段階にある非核兵器地帯 

 以上に加え、現在、様々な非核兵器地帯が提案あるいは構想されてい

る。国連総会の場において提起されている非核兵器地帯構想を列挙すれ

ば、以下のとおりである。 

 

1．中央アジア非核兵器地帯 

 この構想は、97年 2月の中央アジア 5 か国（カザフスタン、キルギス、

タジキスタン、トルクメニスタン及びウズベキスタン）の首脳会談の際

に採択された「アルマティ宣言」に端を発する。この後、国連軍縮局（ア

ジア太平洋平和軍縮センター）が設置した専門家グループが、98 年から、
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この構想の条約化に向けて、本格的な起草を開始した。99 年 10 月、札

幌において、この専門家グループの会議が開催され、起草作業は最終段

階を迎えたが、タジキスタン及びトルクメニスタンの出席が得られなか

ったため、5 か国の合意には至らなかった。2000 年 4 月、再度札幌で専

門家会議が開催されたものの、トルクメニスタンが再び欠席したため、

最終合意には至っていない。わが国は、この 2 度にわたる札幌会合を財

政面などで支援した。 

 

2．中東非核兵器地帯・中東非大量破壊兵器地帯 

 1974 年の国連総会において、エジプトが提案した中東非核兵器地帯構

想を歓迎する決議が採択されて以来、毎年、この構想を実施するために

必要な措置をとるよう求める決議が採択されてきている。1995年の NPT

運用検討会議でも、中東非核兵器地帯の設置を奨励する「核不拡散と核

軍縮のための原則と目標」が採択された。しかし現実には、中東和平は

進展せず、イラクの核開発疑惑などや、高度の核開発能力を有すると懸

念されるイスラエルが NPT を未締結であるなどの問題を抱えている。ま

た、1990 年 4 月には、ムバラク・エジプト大統領は、中東地域からすべ

ての大量破壊兵器を排除することを提案したが、アラブ諸国の間でも、

この提案に対する態度は一様でない。 

 

3．モンゴル一国非核の地位 

 92 年の、国連総会において、モンゴルのオチルバト大統領が一国非核

の地位を宣言し、核兵器国に対して、非核の地位を尊重し安全保障を供

与するよう求めた。これを受けて、98 年の国連総会において、この宣言

を歓迎する決議（53/77D）が採択された。 

 2000 年 10 月、5 核兵器国は、この決議の実施のために協力する旨、ま

た、95 年に表明した NPT を締結している非核兵器国に対する消極的安

全保障の供与を、モンゴルについて再確認する旨のステートメントを発

表した。 

 2001 年 9 月には、札幌において、モンゴルの一国非核の地位を、国際
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法的観点から考察することを目的とした、専門家会合が開催された。 

 

第第第第 5 節節節節    南極、海底、宇宙・月の非軍事化南極、海底、宇宙・月の非軍事化南極、海底、宇宙・月の非軍事化南極、海底、宇宙・月の非軍事化 

 上述した非核兵器地帯のほか、以下の条約は特定の場所・空間におい

て核兵器をはじめとする大量破壊兵器等の配備を行うことを禁止してい

る。 

 

1．南極条約（1959 年採択、1961 年発効、わが国は 1960 年批准） 

 第 1 条において、南極地域は平和目的のみに利用され、軍事基地の設

置、あらゆる型の兵器の実験等軍事的性質の措置は特に禁止する旨規定

している。 

 

2．宇宙条約（1967 年採択、同年発効、わが国は同年批准） 

 第 4 条において、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地

球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並

びに他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しない

こと等を約束する旨規定している。 

 

3．海底核兵器禁止条約（1971 年採択、1972 年発効、わが国は 1971 年

批准） 

 第 1 条において、領海の外側（12 海里以遠）に核兵器及び他の種類の

大量破壊兵器並びにこれらの兵器を貯蔵し、実験し又は使用することを

特に目的とした構築物、発射設備その他の施設を置かないことを規定し

ている。 

 

4．月協定（1979 年採択、1984 年発効、わが国は未締結） 

 第 3 条 3 において、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を

月を回る軌道又は月に到達し若しくは月を回るその他の飛行経路に乗せ

ないこと、並びにこれらの兵器を月面上若しくは月内部において配置し

又は使用してはならないことを規定している。 


