
・アジア不拡散協議（→ASTOP）

・安保理決議第984号／121

・安保理決議第1540号／118,121

・安保理決議第1673号／121

・安保理決議第1695号／38,39,122

・安保理決議第1696号／40,41,122

・安保理決議第1718号／36,38,39,122

・安保理決議第1737号／40,42,122

・安保理決議第1747号／40,42,122

・安保理決議第1803号／40,43,123

・安保理決議第1810号／121

・安保理決議第1835号／40,43

・安保理決議第1874号／36,38,39,122

・安保理決議第1887号／35,122

・安保理決議第1928号／122

・安保理決議第1929号／8,40,43,44,123

・安保理首脳会合／35,119,122

・遺棄化学兵器（→ACW）

・宇宙空間における軍備競争の防止（→PAROS）

・宇宙条約／25,26,74

・ウラン濃縮／8,36,39,40,41,43,54

・NPT運用検討会議／7,9,14,16,19,32,33,34,35,37,44

45,52,53,71,74,119,120,125,126,128,129,131

・オーストラリア・グループ（→AG）

・オスロ条約（クラスター弾に関する条約）／7,11

・オタワ条約（対人地雷禁止条約）／7,11,85,129

・化学兵器（→CW）

・化学兵器禁止機関（→OPCW）

・化学兵器禁止条約（→CWC）

・核軍縮決議／35,71,124

・拡散に対する安全保障構想（→PSI）

・核実験／9,17,18,19,20,21,25,28,31,36,39,46,47,48,53

69,71,72,101,102,122
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・核実験モラトリアム／20,46,47,48,119

・核セキュリティ／10,15,24,35,56,57,58,59,61,62,69,70

119,122

・核セキュリティ・サミット／10,35,61,62,119

・核態勢見直し（→NPR）

・核テロリズムに対抗するための国際イニシアティブ

（→GI）

・核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約

（核テロ防止条約）／60,62,118

・核燃料サイクルへのマルチラテラル・アプローチ

（→MNA）

・核不拡散・核軍縮に関する国際委員会（→ ICNND）

・核物質等テロ行為防止特別基金／59,61

・核物質の防護に関する条約（核物質防護条約）

／10,60

・核兵器／6,7,9,10,14,15,17,18,19,24,28,29,31,32,33,34

35,38,43,44,45,49,50,54,55,58,63,67,71,72,73,74,100,

101,104,105,107,119,120,121,124,125,128,131,133,134

・核兵器不拡散条約（→NPT）

・カットオフ条約（兵器用核分裂性物質生産禁止条約）

（→FMCT）

・汚い爆弾／58,59

・希望の星／10,65,66,67

・キャッチオール規制／39

・クラスター弾　／7,11,84,88,89,90,130

・クラスター弾に関する条約（オスロ条約）（→CCM）

・軍縮会議（ジュネーブ軍縮会議）（→CD）

・軽水炉／36

・検証／18,21,30,37,49,77,79,81

・原子力供給国グループ（→NSG）

・原子力ルネッサンス／125

・高濃縮ウラン／24,25,58

・小型武器／7,11,84,92,93,96,120,130

・国際科学技術センター（→ ISTC）

用語索引

（注）

１．本索引は、本文（図表も含む）に使用されている用語を対象としています。

２．→のある場合は、→の示す用語または略語をご確認下さい。

３．数字はその用語の出ているページです。
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・国際監視制度（→ IMS）

・国際原子力機関（→ IAEA）

・国内計量管理制度（→SSAC）

・国連アジア太平洋平和軍縮センター／93

・国連軍縮委員会（→UNDC）

・国連軍縮会議／123,132

・国連軍縮研究所（→UNIDIR）

・国連軍縮諮問委員会／123,132

・国連軍縮フェローシップ／132,133

・国連軍備登録制度／84,96,106,118

・国連小型武器会議／92

・国連総会第一委員会／120

・再処理／8,36,53,54,101,102

・ザンガー委員会（→ZC）

・G8グローバル・パートナーシップ（→G8GP）

・重水炉／42

・消極的安全保証（→NSA）

・ジュネーブ軍縮会議（→CD）

・地雷廃絶国際キャンペーン（→ ICBL）

・新START／ 30,31,35,119

・信頼醸成措置（→CBM）

・すずらん（SUZURAN）／65,66,68

・ 3S／ 56,125

・生物兵器(→BW)

・生物兵器禁止条約（→BWC）

・積極的安全保証（→PSA）

・戦術核兵器／28

・先制不使用（→NFU）

・戦略核兵器／28,29,32,63

・戦略攻撃能力削減に関する条約（モスクワ条約）

／29,30

・戦略兵器削減条約（→START）

・対人地雷禁止条約（オタワ条約）／7,11,84,85,129

・対弾道ミサイル・システム制限条約（ABM条約）

／26,29

・大量破壊兵器（→WMD）

・弾道ミサイル／8,27,29,32,36,38,39,43,44,107,108,109

122

・弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行

動規範（→HCOC）

・中央アジア非核兵器地帯条約／73

し

さ

・（IAEA）追加議定書／10,15,40,41,46,48,49,50,51,52

102,115,119,125

・通常兵器／10,11,26,84,90,94,95,96,100,105,121,128,129

・特定通常兵器使用禁止制限条約（→CCW）

・トラテロルコ条約／72

・NATO新戦略概念／34

・日本・オーストラリア共催核軍縮・不拡散に関す

る外相会合／25

・爆発性戦争残存物／90

・パリ合意／40,41,

・バンコク条約／72

・非核化協力委員会／69,70

・非核特使／131,132,133

・非核兵器地帯／44,45,71,73,74,121

・武器貿易条約（→ATT）

・兵器用核分裂性物質生産禁止条約（カットオフ条

約）（→FMCT）

・平和的核爆発／101

・ペリンダバ条約／71,73

・包括的核実験禁止条約（→CTBT）

・包括的保障措置協定／40,45,47,49,50,51

・保障措置／9,10,15,42,45,47,48,49,50,51,52,55,56,57,

69,70,101,102,103,115

・ミサイル技術管理レジーム（→MTCR）

・ミサイル防衛（→MD）

・輸出管理／10,39,46,47,56,100,101,102,103,104,105,

106,107,108,110,114,122

・余剰兵器プルトニウム／65,67

・ラロトンガ条約／72

・老朽化化学兵器（→OCW）

・ワッセナー・アレンジメント（→WA）
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・ACW→Abandoned Chemical Weapons 

遺棄化学兵器／81,82

・AG→Australia Group

オーストラリア・グループ／100,103,104

・ASTOP→Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation

アジア不拡散協議／10,52,100,108,114

・ATT→Arms Trade Treaty

武器貿易条約／11,84,94,95,130

・BW→Biological Weapons

生物兵器／34,39,76,77,78

・BWC→Biological Weapons Convention

生物兵器禁止条約／11,24,39,44,76,77,78,104,125

・CBM→Confidence Building Measures

信頼醸成措置／18,26,27,78,84,94,96,108,109,121

・CCM→ Convention on Cluster Munitions

クラスター弾に関する条約（オスロ条約）／7,11,

84,88,89,90,130

・ CCW→Convention on Prohibition or Restrictions on

the Use of Certain Conventional Weapons Which May

Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have

Indiscriminate Effects

特定通常兵器使用禁止制限条約／11,88,90

・CD→ Conference on Disarmament

ジュネーブ軍縮会議／17,24,25,26,27,33,79,118,119

123

・CTBT→Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

包括的核実験禁止条約／9,16,17,18,19,20,21,22,24,

32,35,44,46,47,48,118,119,120,122,134

・CW → Chemical Weapons

化学兵器／34,40,64,76,79,80,81,82,103,129

・CWC → Chemical Weapons Convention

化学兵器禁止条約／11,24,40,44,76,77,79,104,125,134

・ FMCT→Fissile Material Cut-off Treaty

兵器用核分裂性物質生産禁止条約（カットオフ条約）

／16,24,48,119,122
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〈注〉

１．本略語表及び索引は、本文（図表も含む）に使用されている用語を対象としています。

２．数字はその用語の出ているページです。

M

・G8GP→G8 Global Partnership

G8グローバル・パートナーシップ／63,64,65,125

・GI→核テロリズムに対抗するためのグローバル・

イニシアティブ／10,60,61

・HCOC→Hague Code of Conduct against Ballistic

Missile Proliferation

弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行

動規範／32,38,107,108,109

・ ICBL→ International Campaign to Ban Landmines

地雷廃絶国際キャンペーン／85

・ ICNND→ International Commission on Nuclear Non-

Proliferation and Disarmament

核不拡散・核軍縮に関する国際委員会／126

・ IMS→ International Monitoring System

国際監視制度／17,18,21

・ ISTC→ International Science and Technology Center

国際科学技術センター／70,134

・ IAEA→ International Atomic Energy Agency

国際原子力機関／8,9,10,14,15,36,37,38,40,41,42,43,

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,69

70,101,102,115,119,122,125,132,134

・MD→Missile Defense

ミサイル防衛／30,34,35

・MNA→Multilateral Nuclear Approaches

核燃料サイクルへのマルチラテラル・アプローチ

／54

・MTCR→Missile Technology Control Regime

ミサイル技術管理レジーム／38,100,104,105,107,108

・NFU→ no first use

先制不使用／32

・NPT→ Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear

Weapons

核兵器不拡散条約／7,8,9,14,15,16,19,20,24,28,29,31,

32,34,35,36,37,38,39,40,44,45,46,48,49,50,51,52,56,62

略語表及び略語索引

〈注〉

１．本略語表及び索引は、本文（図表も含む）に使用されている用語を対象としています。
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69,71,73,74,102,103,110,118,119,120,121,123,124,125,

126,128,129,131,134

・NSA→Negative Security Assurance

消極的安全保証／24,31,32,34,35,71,73,121

・NSG→ Nuclear Suppliers Group

原子力供給国グループ／9,47,54,101

・OCW→Old Chemical Weapons

老朽化化学兵器／82

・OPCW → Organisation for the Prohibition of Chemical

Weapons

化学兵器禁止機関／40,79,81,129,134

・ PAROS → Prevention of Arms Race in Outer Space

宇宙空間における軍備競争の防止／24,25,27

・ PSA→Positive Security Assurance

積極的安全保証／121

・PSI → Proliferation Security Initiative

拡散に対する安全保障構想／10,110,111,112,114,

115,125

・ SSAC→ State System for Nuclear Material Accountancy

and Control

国内計量管理制度／61,69,70

・ START→Strategic Arms Reduction Treaty

戦略核兵器削減条約／28,29,30,31,35,119

・UNDC→United Nations Disarmament Commission

国連軍縮委員会／120,121

・UNIDIR→United Nations Institute for Disarmament

Research

国連軍縮研究所／123

・WA→Wassenaar Arrangement

ワッセナー・アレンジメント／100,105,106

・WMD→Weapons of Mass Destruction

大量破壊兵器／11,25,27,29,38,44,63,74,79,84,92,100

104,105,108,110,114,119,121,125,134

・ZC→Zangger Committee

ザンガー委員会／100,102,103

S

U

W

Z

O

P




