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  ◎原爆投下と核密約・核の傘（注３） 

 

      日本など日本など日本など日本など                 米国など米国など米国など米国など 

１９４５年           広島・長崎に原爆投下 

                  太平洋戦争終戦 

 

        （核兵器は究極の兵器）（核兵器は究極の兵器）（核兵器は究極の兵器）（核兵器は究極の兵器）                                        （核兵器は使える兵器）（核兵器は使える兵器）（核兵器は使える兵器）（核兵器は使える兵器） 

 

                       ４６年  ビキニ核実験 

                       ４７年   トルーマン・ドクトリン 

                       ４９年  ソ連、初の核実験 

                           中国革命 

                        ５０年  朝鮮戦争 

  ５１年            日米安保条約（第一次安保） 

                        ５２年  米国、水爆実験に成功 

 ５４年  第五福竜丸がビキニで被爆         ５３年  ソ連、水爆保有 

 ５５年  第１回原水爆禁止世界大会         ５７年  ソ連、スプートニク打ち上げ 

 ６０年            日米新安保条約調印 

                                                            密約①②密約①②密約①②密約①② 

                       ６４年    中国、初の核実験（注３） 

 ６７年  佐藤首相、非核三原則（注１）     ７０年   核拡散防止条約（ＮＰＴ） 

 ７１年  国会、非核三原則決議                 発効 

 ７２年              沖縄返還 

                                                                密約密約密約密約③③③③ 

      日中国交回復               米中国交回復（注２） 

                      ９３年   朝鮮半島第一次核危機 

                      ９４年   米朝枠組み合意 

                    ２００２年   朝鮮半島第二次核危機 

     （麻生、中川「日本も核論議を」）  ０６年   北朝鮮初の核実験（注３、４） 

                      ０９年    北朝鮮２度目の核実験（注５） 

                オバマ米大統領「核兵器のない世界」演説（注６） 

 ０９年  岡田克也外相「核密約調査を」（注７） 

            国連安保理が「核兵器のない世界」目指す決議（注８） 

 

密約①密約①密約①密約①核兵器を搭載した米海軍艦船、航空機の寄港は核兵器の持ち込みに当たらず 

密約②密約②密約②密約②朝鮮半島有事の際には米軍は日本政府との事前協議なしに出撃できる 

密約③密約③密約③密約③米軍は、有事の際には沖縄に核兵器を再持ち込みすることができる 

 

 



（注１）非核三原則＝核兵器を「持たず、つくらず、持ち込ませず」とする日本政府の基

本政策。１９６７年に当時の佐藤栄作首相が表明、７１年国会決議採択 

（注２）瓶のふた論＝キッシンジャー国務長官は、日米安保条約は日本の再軍備を防ぐ「瓶

のふた」と中国側に釈明 

（注３）核の傘＝核の傘 核兵器を持たない国に対し核保有国が自国の核で安全を保障す

る概念。「拡大抑止」とも呼ばれる。非核三原則の国是と米国の核の傘への依存は矛盾 

（注４）"The United Staes has the will and the capability to meet the full range, and I underscore 

the full range, of its deterrence and security commitment to Japan," Rice said. 

（注５）浜田靖一前防衛相「拡大抑止（extended deterrence）の強化を」 

        ゲーツ米国防長官同意 

（注６）04- 5-09 Prague 

And as nuclear power -- as a nuclear power, as the only nuclear power to have used a nuclear 

weapon, the United States has a moral responsibility to act. We cannot succeed in this endeavor 

alone, but we can lead it, we can start it. 

So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security 

of a world without nuclear weapons. (Applause.) I'm not naive. This goal will not be reached 

quickly -- perhaps not in my lifetime. It will take patience and persistence. But now we, too, must 

ignore the voices who tell us that the world cannot change. We have to insist, "Yes, we can." 

(Applause.) 

Now, let me describe to you the trajectory we need to be on. First, the United States will take 

concrete steps towards a world without nuclear weapons. To put an end to Cold War thinking, we 

will reduce the role of nuclear weapons in our national security strategy, and urge others to do the 

same. Make no mistake: As long as these weapons exist, the United States will maintain a safe, 

secure and effective arsenal to deter any adversary, and guarantee that defense to our allies -- 

including the Czech Republic. But we will begin the work of reducing our arsenal. 

・To reduce our warheads and stockpiles, we will negotiate a new Strategic Arms Reduction Treaty 

with the Russians this year. (Applause.) 

・To achieve a global ban on nuclear testing, my administration will immediately and aggressively 

pursue U.S. ratification of the Comprehensive Test Ban Treaty. (Applause.)  

・And to cut off the building blocks needed for a bomb, the United States will seek a new treaty that 

verifiably ends the production of fissile materials intended for use in state nuclear weapons. 

・Second, together we will strengthen the Nuclear Non-Proliferation Treaty as a basis for 

cooperation.  

（注７）外務省９月２５日調査開始、１１月２４日有識者委員会委員設置 

（注８）９月２４日鳩山由紀夫：なぜ日本は、核兵器開発の潜在能力があるにもかかわら

ず、非核の道を歩んできたのでしょうか。日本は核兵器による攻撃を受けた唯一の国家で

あります。しかし、我々は核軍拡の連鎖を断ち切る道を選びました。それこそが、唯一の

被爆国として我が国が果たすべき道義的な責任だと信じたからであります。近隣の国家が

核開発を進めるたびに、「日本の核保有」を疑う声が出ると言います。だがそれは、被爆

国としての責任を果たすため、核を持たないのだという我々の強い意志を知らないが故の

話です。私は今日、日本が非核三原則を堅持することを改めて誓います。  

Barack Obama: Ronald Reagan, who once articulated the goal we now seek in the starkest of terms.  

I quote:"A nuclear war cannot be won and must never be fought.  And no matter how great the 

obstacles may seem, we must never stop our efforts to reduce the weapons of war.  We must never 

stop until all -- we must never stop at all until we see the day when nuclear arms have been 

banished from the face of the Earth."(Reagan's April 30, 1984 speech at Fudan University in 

Shanghai, China)＝国連安保理首脳級会合 



 


