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核兵器禁止条約がついに発効！
県内反核４団体が富山駅前でアピール

（核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会、原水爆禁止富山県協議会、富山県被爆者協議会、非核の政府を求める富山の会）

富山駅前のマリエ側歩道でスタンディングアピールを行う４団体メンバー（2021.1.22）
市民に訴える金井世話人代表

2021 年１月 22 日、核兵器禁止条約がついに発
効しました。それを受けて核兵器廃絶をめざす富山
医師・医学者の会ら県内の反核４団体は、富山駅前
で市民へのアピールを行いました。当初は日本政府
に核兵器禁止条約への参加を求める署名活動を行う
予定でしたが、新型コロナの感染状況が厳しくなっ
たため、
スタンディングアピールに切り替えました。
あいにくの小雨模様でしたが、当会の金井英子世
話人代表は医師の立場から、核兵器がいったん使用
された場合医療は無力になってしまうこと、日本政
府が「保有国との橋渡しの役割」を言うなら、この
条約に唯一の被爆国として参加することが真の橋渡
しになるのではないかと訴えました。

政府に批准求めるアピール文
県庁記者会見で発表
駅前アピールに先立ち、４団体は富山県庁で記者
会見し、日本政府に批准を求めるアピール文を発表
しました。

記者会見を行う４団体のメンバー（県庁記者クラブにて）

● 当面の２つの提案、患者さんにはオンライン署名を優先的に…………………………………………２～３
● そもそも核兵器禁止条約とは？ 採択に至るまでの経緯………………………………………………４～５
● 県議会議長および各会派に対する陳情活動、金融機関と核兵器製造企業………………………………６
● 佐藤優さん （作家・元外務省主任分析官）「核廃絶すっとできる時来る」 ………………………７
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日本政府の署名・批准に向けて

当面の２つの提案

核兵器禁止条約の発効は世界史的な成果です。し
かしこれはゴールではなくスタートというべきで
す。これから全世界で、核保有国や核傘下国をこの
条約に参加させていくという、困難で地道な活動の
出発点です。
わが国では、核兵器はなくさなければならないと
する世論の一方で、中国と北朝鮮と地政学的に隣接
し、両国と対立する米国の核の傘に守られている状

イラスト・有原誠治氏

況から、核廃絶は現実的でないとする世論も大きい
です。しかしこの条約の成立過程で結論付けられた
ことは、核兵器の戦争抑止効果よりも、誤作動や核
テロのリスクの方が大きいということでした。
このような核兵器禁止条約への理解を国民全体に
広げながら日本政府に条約の署名・批准を求めてい
くことが、これからの活動の柱になります。会員の
先生方には以下の２つの署名について提案します。

日本政府に
条約の署名・批准を求める

県内市町村議会に
国への意見書採択を求める

・これまでのヒバクシャ国際署名に代わる、
新しい患者署名です

・県や市町村議会への陳情活動です
・地方公共団体の議会は、地方自治法第 99
条に基づき、国会に対し意見書を出すこと
ができます
・内容は、唯一の被爆国である日本が真に核
保有国と非保有国との「橋渡し」ができる
よう、オブザーバー参加も含め、日本政府
に「参加・調印・批准」を求めるものです
・陳情活動は、４団体の代表が行います
核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会
原水爆禁止富山県協議会
富山県被爆者協議会
非核の政府を求める富山の会

・感染予防のため、当面は

オンライン署名 を優先します

上田英俊富山県議会
議長に訴える、当会
世話人代表の金井英
子氏（2020.9.10）

＊オンライン署名は当会 HP トップページから
（詳しくは３ページに掲載）

・患者さんには、オンライン署名の仕方や核
兵器禁止条約の説明が書かれたチラシを渡
してください

（詳しくは６ページ）

＊オンラインの署名はできないと言われる方に
は、紙の署名用紙を渡してください

・後日、会員の先生方に陳情の賛同署名をお送
りしますので、ぜひご協力ください
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オンライン署名の手順
反核医師」で検索、当会 HP に
・当会のホームページはリニューアルして間も
ないので、旧サイトが表示される場合があり
ます。旧サイトには新サイトへのリンクが表
示されていますので、クリックして移動して
ください。

・朱色の「オンライン署名はこちらから」、また
は画像をクリックするとオンライン署名受付
ページに移動します。

２．オンライン署名受付ページに移動
・クリックして移動した先の署名受付ページに、
坂本龍一氏の画像とコメントがあることを確
認してください。
・右側の署名欄にある「名字」
「名前」
「E メー
ルアドレス」に入力します。
・団体からのメールを受け取るかどうか、自分
のアカウントやコメントを表示させるかどう
かのチェックは外すことができます。
・この署名ページは原水爆禁止日本協議会（原
水協）のキャンペーンページです。原水協は、
反核医師の会や全国保険医団体連合会が取り
組む署名の事務局を担当しています。

患者さんにはチラシを渡すだけ
新型コロナの感染拡大が収束するまでは、感染リスクの高ま
る濃厚接触はできるだけ避けなければなりません。そのため、
署名の訴えは最小限にとどめ、オンライン署名の仕方や核兵器
禁止条約の説明が書かれたチラシを渡す方法を提案します。
＊チラシは当会 HP からダウンロードできます
＊オンラインの署名はできないと言われる方には、紙の署名
用紙を渡してください
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そ もそ も

核 兵 器 禁止 条約

とは ？

核兵器禁止条約は前文と 20 の条文から構成されていて、その法的拘束力は条約締約国のみ
に及びます。そのため核保有国や保有国と軍事同盟を結んでいる国が参加しない限り、この
条約は絵に描いた餅に過ぎないという意見があります。
しかしながら人類はこれまで二度の世界大戦を経て、パリ不戦条約、生物兵器禁止条約、
対人地雷禁止条約など、侵略戦争や非人道的兵器を禁止してきた歴史があります。これらの
条約もまず国連で非難決議が出され、条約として成立し、次第に批准国を増やしながら、今
では国際法として実効性が認められるようになりました。この核兵器禁止条約も、人類の英
知と努力の積み重ねによってその力を発揮する時代が来ることでしょう。

おもな特長

前文

ヒバクシャの位置づけをはっきり明記
前文で、被爆者（ヒバクシャ）の苦しみと被害に
ふれる一方、人道の諸原則の推進のために、核兵器
廃絶に向けて行ってきた努力や貢献にも言及してい
ます。

核兵器の非人道性、全廃の必要性、安全保障上
の利益、
「核兵器のない世界」の達成、国際人道法、
過去決議との関連、法的禁止、平和利用、教育
の重要性など

第 1 条 禁止：締約国による核兵器や核起爆装置の開発・
実験・生産・製造・取得・専有・貯蔵の禁止
第 2 条 申告：締約国から国連事務総長への過去・現在
の状況の申告義務、申告内容の事務総長から全
締約国への送付

進まない核軍縮に見切り

第 3 条 保障措置： 国際原子力機関との保障措置協定の
締結

前文で、
「禁止条約」を作った理由として、核保
有国による核軍縮の停滞、核依存の継続、核の近代
化等への憂慮に基づくと説明しています。また禁止
に向かう行動として、国連憲章や NPT（核不拡散
条約）
、START（米ロ戦略核兵器削減条約）など、
既存の法規範や条約の尊重、実行性の強化が不可欠
としています。

第 4 条 核兵器の全面的な廃絶に向けて：核兵器廃止国
の廃止検証など
第 5 条 国内の実施： 締約国の義務履行措置
第 6 条 被害者に対する援助および環境の修復：核兵器
被害者への適切な援助、汚染地域の修復
第 7 条 国際的な協力及び援助：他の締約国との協力と
相互援助
第 8 条 締約国の会合：効力発生後１年以内、以後は原
則２年ごと

包括的かつ無差別の禁止
本文第１条で、核兵器の開発、実験、製造、取得、
保有、貯蔵、移譲、使用、使用の威嚇など、核兵器
に関わるすべての局面で、締約国のすべての国で、

第 9 条 費用：締約国およびオブザーバー国の費用分担
第 10 条 改正：締約国による改正提案、改正手続き

無差別に禁止しています。

第 11 条 紛争解決：条約の解釈・運用に関する締約国間
の紛争の解決手順

核保有国、核傘下国も参加できるよう工夫

第 12 条 普遍性：締約国から非締約国への当条約への参
加の推奨

条約には、核廃棄義務の「検証」規定は不可欠で
すが、保有国の参加なしには信頼できる具体規定は
作成できないため、第４条では枠組みを示すのみと
しています。第８条の「締約国会議」では、核保有

第 13 条 署名：当条約は 2017 年９月 20 日より署名可能
第 14 条 批准、受諾、承認、加盟：署名国による批准・
受諾・承認の必要性
第 15 条 効力発生：50 番目の批准後に 90 日で発効

国や傘下国もオブザーバーで会議の議論に参加する
ことができるようになっています。

第 16 条 留保：各条項への留保禁止
第 17 条 有効期間と脱退：有効期間は無期限、脱退は通
告後 12 ヵ月

日本はアメリカの核の傘に依存している関係で今
すぐ批准できないとしていますが、唯一の被爆国と
して締約国会議にオブザーバー参加することで、核
保有国と非保有国との「橋渡し」の役割が果たせる

第 18 条 別の合意との関係：当条約と両立する限り、既
存の国際協定に影響しない
第 19 条 寄託者：寄託者は国連事務総長

のではないでしょうか。

第 20 条 正文：６カ国語ひとしく正文

4

№ 54

2021 年 2 月 25 日

核兵器禁止条約
1992

の採択に至るまでの経緯

反核兵器法律家協会、核戦争防止国際医師会議（IPPNW）が、
国際司法裁判所に核兵器の違法性について勧告的意見を求める

1996 国際司法裁判所が、核兵器を「一般的には国際法に違反」
＊ただし自衛の場合の使用は判断せず
1996 「モデル核兵器禁止条約」が起草され、翌年、国連加盟国に配布
2007 モデル条約が核拡散防止条約（NPT）検討会議に提出される
2010 赤十字国際委員会が声明
＊自衛など、いかなる使用も国際人道法に違反することを明確化した
NPT 検討会議で最終文書が全会一致で採択される
＊核兵器の使用における国際人道法等の遵守の必要性を再確認
2011 ICAN 核保有国の反対を前提に全面禁止キャンペーン
＊核軍縮の停滞を打開する手段として、法的宣言先行に支持集まる
2014 「核兵器の人道的影響に関する国際会議」が３回開催される
＊会議での被爆者の証言が参加者に大きな衝撃を与えた
2016 国連で、核武装撤廃交渉を来年から開始する決議案を採択
＊日本政府は反対票を投じた
2017 国連の核兵器禁止条約交渉会議で、禁止条約が採択される
ICAN がノーベル平和賞を受賞
2020 10 月、批准が 50 カ国に達する
2021 1/22 核兵器禁止条約が発効
ヒバクシャとして国連の交渉会議で条約の必要性
を訴えた日本原水爆被害者団体協議会事務局次長の
藤森俊希氏は、富山での講演の中で「
（2016 年に）
署名運動をしている時、まさか翌年に禁止条約が決
議されるとはまったく思っていなかった」と述べて
います。氏の指摘のように、 核保有国やその同盟
国の反対にもかかわらず、国連で交渉会議が開かれ、

国連・核兵器禁止条約交渉会議（2017.3.27）

1996 年に、国際司法裁判所が初めて核兵器を国
際人道法に抵触するとの勧告を行い、核兵器禁止条
約の草案が起草されました。当初は、自衛のための
核の使用については曖昧という弱点がありました。

短期間で核兵器禁止条約が採択されたのはなぜで
しょうか。

核兵器の非人道性が世界で認知された

しかし 2000 年代に入って、
「核兵器はいかなる
使用も違法である」との認識が広がり、2010 年代

ひと言でいえば、多くの非核兵器保有国と幅広い
市⺠グループが、核兵器の非人道性と使われる危険
に気づいて⾏動を起こしたことです。特に、ICAN
という市⺠社会のキャンペーン組織が大きな推進力

には保有国の反対を前提として、禁止を法的に宣言
する方式に支持が集まってきました。これには国際
会議での被爆者の証言が大きな役割を果たし、核の
抑止効果より核を持つことによる事故や誤操作、テ

となったことは間違いありません。またこの ICAN
の活動に至るまでに、さまざまな国際的な動きが

ロの被害となるリスクのほうが大きいとの理解が広
がってきていることがあります。

あったことも見ておかなくてはなりません。
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県内４団体が県議会議長、各会派に陳情
日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める

意見書の採択を

左から永森政調副会長、
藤井政調会長、井上県議

2020 年９月 10 日、県内反核４団体は、日本政
府に対して意見書を採択するよう、県議会議長と県
議会各派に陳情活動を行いました。
上田英俊議長は、議長という立場について話しな
がら、
「各会派にも行ってほしい」
「自分の所属する
自民党には伝える」と答えました。自民党は藤井裕
久政調会長のほか永森直人政調副会長、井上学県議
の３人が対応され、藤井会長は「党内で検討する」
と述べました。社民党は、
井加田まり、岡﨑信也県
議の２人が対応、共産党
は津本二三男県議が対応
さ れ ま し た。2021 年 は
県内市町村議会にも陳情
を行っていく予定です。 上田県議会議長（左から１人目）

右から井加田県議、岡﨑県議

右から２人目が津本県議

金融機関に核兵器製造企業への融資をやめさせよう
2021 年１月 17 日付北日本新聞に「核関連製造
へ 15 社投融資自制 富山銀行など」という見出し
の記事が掲載されました。
これは核戦争に反対する医師の会（全国反核医師
の会）が、国内の銀行や生命保険会社などに公開質
問状を送り、その回答について記者会見を行ったこ

■ ・三井住友フィナンシャルグループ
・りそな銀行
・香川銀行
・仙台銀行
・高知銀行
・神奈川銀行
・大分銀行
・山梨中央銀行
・沖縄銀行
・富山銀行
・オリックス銀行

とを伝えたものです。

・但馬銀行
・紀陽銀行

実施期間：2020 年６月 16 日～８月 22 日
対

■ ・みずほフィナンシャルグループ

象：銀行（134）
、銀行持株会社（24）

・きらやか銀行
・第一生命保険

生命保険会社（42）計 200 金融機関
回

・富国生命保険
・みどり生命保険

答：23 行・社（銀行 18、生命保険５）

■ 与信供与、投資ともにし
ていない
■ 融資は核兵器に使われな
いことを確認した上で問
題ないと考えている
他、略

核兵器関連の製造に関わる企業への投融資につい
ての質問で、
「投融資をしていない」と答えた銀行

この調査には大手４グループ（三菱 UFJ、
みずほ、
三井住友、りそな）が回答していますが、全体の回
答率は 11.5％にとどまっています。また、
「投融資
をしていない」と答えた 13 社のうち大手２社のほ
かは富山銀行など地銀が中心となっています。
「ESG 投資」への関心の高まりのなかで、金融
機関の投融資への姿勢が大きく変化しています。1
月 22 日の核兵器禁止条約の発効で、核兵器が国際
的に違法とされることを契機に、金融機関による核
兵器を含む非人道兵器への投資を控える動きをます
ます加速させていかなければなりません。

は 13 社、生保２社は次の通りです。
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核兵器は絶対悪と言っていいと思います。

作家

もちろん私も元外交官ですから、抑止という考え方
は分かります。しかし、それが必ずしも機能するか
ということは怪しい。こうした中で、核兵器禁止条

佐藤

約の発効によって、物理的に核兵器そのものをなく
していく方向へもう一歩進むということは非常に重
要だと思います。

優さん

（60）

日本政府は核禁条約に非常に冷ややかだとの見方
がありますが、核廃絶に向けて少しずつシフトが始
まっています。自公連立政権の中で、核廃絶は意外
と大きいウェートがある。核廃絶は創価学会の絶対
的な真理です。いけないものはいけないと。その意
味でも、核禁条約は非常に大きな意味を持ちます。
ともかくオブザーバーの参加をしていく。唯一の
戦争被爆国という日本の立場を生かして、米国にも
ロシアにも中国にも働きかけていく。長崎を最後の
被爆地にするという視点で。
シニシズム（冷笑主義）に陥ってはいけない。 そ
れこそ、冷戦時代に米ソが中距離核戦力（INF）全
廃条約を結んだ時も、できるはずないとみんな言っ
ていたわけですから。あるタイミングで、すっとで
きる時がある。歴史の一種の、巡り合わせがあるん
です。時の印を絶対に捉え損ねてはいけないと思う
んですよ。あきらめてはいけないんです。絶対に。
（朝日新聞 2020 年 12 月 13 日付）

メントが必要です。例えば日韓米中ロと北朝鮮の６
者協議の枠組みがあります。そこにモンゴルを加え
て、地域的な集団安全保障体制をつくる。対立国を

最初は冷戦思考の延長線上でソ連を「悪の帝国」
と言っていたレーガン米大統領も、共産党体制を刷

巻き込んで。
その時に核禁条約は生きてきます。核の相互不使
用を日本からアジェンダ（議題）に挙げればいい。
各国は核使用の固有の権利は持っていても、ここの
締約国は政策的に行わないと。

新してより強いソ連を作ろうとしていたゴルバチョ
フ書記長も、その考えが変わっていくのは、やはり

核禁条約の根っこにあるのはヒューマニズムで
す。そこがシニカルだったらだめなんです。

核の脅威というものへのリアルな認識があったから
です。あるきっかけで転換というのは可能になる。
ですから、その土壌を常に作っておくことが重要で

（朝日新聞編集委員・副島英樹）
核兵器禁止条約について、現実的でない
とか、保有国の参加しない条約は無意味だ

す。
道徳的な歯止めがなくなると、お互いの憎悪の論
理で、対立は拡大していきます。地域紛争で核の誘

とかの批判がある。それらに対し、佐藤優
氏は外交官としての経験と情勢分析のプロ
として、見事な答えを用意していた。ない

惑に駆られない保証はどこにもない。だからモラル
的に、国際法的に違法なんですよと。ないよりはま
しです。

よりはまし、とは少々言い過ぎだと思いな
がらも、条約に力をつけていくのはこれか
らである。この記事を配信した朝日新聞社

脅威というのは「意思ｘ能力」です。北朝鮮と
の関係では、能力より意思をなくす努力の方が現実
的でリスクが少ない。そのために外交とエンゲージ

にお礼を申し上げたい。
（S・M）
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2021 年 2 月 25 日

当会のホームページをリニューアルしました
「富山
新アドレス

反核医師」で検索してください
http://toyama-hankakuishi.net/

これまでの当会ホームページ（以下、HP）は、友誼団体
である富山県保険医協会 HP の一部としていわば「間借り」
していましたが、このたび独自ドメインを取得し、名実とも
に独立した HP として生まれ変わりました。
なお、リニューアルに際して以下の点に留意しました。
１）トップページはひと目で反核団体とわかる
２）メインメニューには閲覧率の高い分野を配置
３）設立以来の活動を分野別に時系列で整理
４）トップメインエリアに最新情報を提示
５）問い合わせ、入会手続きをわかりやすく
６）スマホ、タブレットにも対応

無料ソフト（WordPress）と
無料テンプレートで費用節約
特に３）では、これまで開催してきたイベントを「被爆体
験を聞く会」
「反核・平和講演会」
「原発・放射線被害」に分
類して、時系列で足跡をたどることができるようになりまし
た。会報も創刊号より確認できるものはすべて閲覧でき、資
料的な役割も果たせるようにしました。
また従来型の HP は、スマホやタブレットでは文字が小さ
いとか、拡大した場合は頻繁に左右スライドする必要がある
など閲覧しづらいため、使用するテンプレートはスマホに対
応したものを採用しました。

編集後記

会費納入のお願い

●新型コロナ狂騒曲が流れ出して 1 年。昨年今頃の
われわれは、暑い夏になれば収束し冬にはインフル

私たちの会の活動は、会費によって支えられてい
ます。活動の基盤となる財政を確保するため、今年
度会費の納入をお願いします。
また、まだ入会されておられず、会の趣旨に賛同

エンザと同じ、と楽観していたのではあるまいか。
それがどうだろう。春の１波、夏の 2 波、そして冬
の第３波はケタ違いである。東京の 1 日感染者数
500 が少なく感じる私は、もうマヒしていると言う
しかない。
● 1/22 の核禁条約富山駅前行動は当初署名活動を

し入会を了承される先生は、当会ホームページより
その旨ご連絡ください。
◇年会費

５，
０００円（毎年７月が期首）

◇振込先

下記のゆうちょ口座まで

行う予定だった。政府の緊急事態宣言発令を受け、
金井世話人代表が医師の立場から急遽スタンディン
グアピールに変えようと 4 団体に提案した。
●日本政府に条約の批准を求める署名活動も濃厚接
触を避けるため、当面はオンライン署名を優先して
いく。そのためのチラシをぜひ窓口に置いて患者さ

記号番号：００７３０ ー ４ ー ３３１７１
口座名義：核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会

んにお渡ししていただければと思う。
（S・M）
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