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過去

数年間で、⽔平的および垂直的拡散が衝突した。
つまり、不拡散体制の⼤幅な強化の必要性
北朝鮮、イラン、イラク、パキスタンでの核開発をきっかけに、
今や完全に明確になっています。しかし、
⾮核兵器国の間でも、核武装 国による軍縮へ
の深刻な進展がないと⾒ているものに追加の措置を検討することすら望まない傾向が強まっています。 ジョージ・
ペルコビッチとジェームズ・アクトン による画期的な論⽂「核兵器廃絶」 は、2008年9⽉に国際戦略研究所からア
デルフィ論⽂として最初に発表されました。この 論⽂の主な⽬的の1つは、真剣な国際分析を促すことでした。

核武装国とこれらの兵器を保有していない国と の間で異なる⾒解を認め、議論します。
核不拡散条約
レビュー会議やジュネーブ軍縮会議などの公式フォーラムにそのような関与がないため、政府がそのような対話の
価値を理解し、それに従うことを期待して、⾮政府関係者が主導権を握ることが不可⽋ です
。 現在のボリュームは次のステップに進みます。私たちが求める種類の分析と対話を進める ために、ペルコビッチ
とアクトンは、 現在および元の役⼈であり、防衛を尊重する著名な専⾨家グループを招待しました。

アナリスト—核および⾮核の13か国から、
アデルフィ紙を批評します。



彼らの多様な⾒解は、核軍縮への障害の周りの経路を探求し、さらなる公式および

⾮政府の審議を必要とする質問を鋭くします。
批評の徹底的に建設的な性格を提供してくれた貢献者に感謝します。 この巻は、批評家によって提起された重要な
質問やパラドックスのいくつかを解決する、

PerkovichとActonによるエッセイで締めくくられています。 彼らの焦点は、主要な問題と重⼤な違いにあります。
彼らは元のテキストを擁護 したり、ポイントを反論したり、どこにあるかを⽰すために⼀節を引⽤したりしません

誤解されています。むしろ、コメンテーターの精神で、
多様な国際的視点から提起されたポイントを使⽤して、
全体像を明確にし、鮮明にします。

⼀流の問題は 、核軍縮の実現可能性ほど単純な分析、多くの
⼝頭の⾚いニシン、そして政府による深刻な作業を引き付けるものはほとんどありません。
核兵器廃絶で指摘されたように、どの 核兵器国も「すべての核兵器を確実に廃炉するために 何が必要かを理解する
ために、省庁間グループはもちろんのこと、フルタイムで任務を負っ
ている従業員を持っていない」。

核兵器廃絶から始まり、
この巻で前進し、将来にわたって継続する私たちの努⼒は、
真剣な分析に基づいて
、⾮常に重要で等しく困難なことを達成するために何が必要かについて、広く深い国際的な議論を開始することで
す。
核軍縮の⽬標。この巻のように、その議論には、
⾮核および核武装のすべての国家による積極的な参加が含まれなければならないでしょう。

ジェシカ・T・マシューズ

会⻑、カーネギー・エンダウメント・フォー・インターナショナル・ピース
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包括的核実験禁⽌条約
CWC化学兵器条約
FMCT核分裂性物質カットオフ条約
HEU⾼濃縮ウラン



IAEA国際原⼦⼒庁
INF中核軍（条約）
LEU低濃縮ウラン

MOX混合酸化物燃料

NPT核⾮核核拡散防⽌条約

P5国連安全保障理事会の常任理事国5名が
戦略的核分裂禁⽌条約を開始

はじめ

にこの論⽂は、核兵器廃絶についての会話を促すことを⽬的としてい
ます。核兵器を安全に禁⽌するための安全保障条件を
どのように作り出し、その
ような禁⽌を実施するための措置をどのように検証し、実施することができるでしょう

か
︖核軍縮を真剣に。2007年1⽉、そして再び
2008年1⽉、ウォールストリートジャーナルは、⽶国の政治家
ジョージシュルツ、ウィリアムペリー、ヘンリーキッシンジャー、サムナンによる記事を発表しました。
核兵器のない世界という⽬標に向けた動きを活性化し、世界中
の他の元⾼官に
この⽬標を⽀持するよう促しまし
た。
政党は彼らの呼びかけに参加しました3。これは政府によっても繰り返されています。 最も顕著なのは、⾸相のゴ
ードン・ブラウン
を含む多くの英国の上級閣僚が、 インドのマンモハン・シン⾸相と同様に、核兵器 の廃絶に必要な条件を作り出す
ために州が共同で講じることができる具体的な措置を提案した4。 5

この関⼼の多くを動機付けたと思われるのは、 核軍縮に向けた真剣な進展
なしに核兵器の拡散を削減することは不可能であるという信念です。 核兵器国による軍縮に対する⼗分な⾏動
がない場合、 多くの⾮核兵器国の指導者は 、国際原⼦⼒機関（IAEA）のシステムを強化する努⼒に対してますま
す抵抗している 。 ⺠間の核施設を確保するために設計されたジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン
の核保障措置

軍事⽬的には使⽤されません。
彼らはまた、核技術へのアクセスに対する新たな差別的制約を受け⼊れないと主張している。 原⼦⼒エネルギー ⽣
産の⼤幅な世界的拡⼤が期待されていることを考えると、
より強⼒な不拡散措置への抵抗は特に懸念されます。究極的には、それが持続可能で⼤多数の国家に受け⼊れられ
るため には、いかなる新しい核秩序も公平でなければならず 、核兵器を保有する国家と保有しない国家との間の格
差を永続させて はなりません。 今必要なのは軍縮についての会話をすることです

⾮核兵器国の当局者と専⾨家と核兵器国の専⾨家の間の場所
。⻑い間、そのような会話はありませんでし
た。外交官は5年ごとに会議に集まり
、核不拡散条約（NPT）を検討しますが 、すべての核兵器



の検証可能かつ強制⼒のある廃絶を達成するために必要な実質的な条件について真剣に話し合うことはありませ
ん。 コンセンサスルールに従って運営されている
これらの会議は、しばしば⾮⽣産的でした。
その結果、1979年に設⽴された65⼈のジュネーブ
軍縮会議
多国間交渉フォーラムに奉仕するための軍縮に関する国連総会の特別セッションの議事録
は、現在瀕死状態にあります。核兵器国の代表は
核武装解除の原則に⼝先だけのサービスを提供します
が、これらの州のいずれにも、機関間グループはもちろんのこと、検証可能な 廃炉
に何が必要かを理解するためにフルタイムで任務を負っている従業員がいません。
そのすべての核兵器。⾮核兵器国は、武装解除の レトリック
にもかかわらず、実際にはこの課題に取り組んでいません。
彼らは軍縮を次のようなものと⾒なす傾向があります
核兵器国は、それ
が達成されたときに着⼿し、報告する必要があります。

⾮核兵器国が
核軍縮の詳細についての議論に参加する必要性は⼤きい。
核分裂性物質を⽣産する技術とノウハウの世界的な普及は、「核エネルギーの 平和的使⽤から核兵器へ
の転⽤」を防ぐために既存の体制を圧倒する恐れが ある6。兵器は核兵器の武装解除をより真剣に受け⽌めると述
べているが 7、核兵器の不拡散も廃⽌もされていない。

⾮核兵器
国の積極的な協⼒なしに達成することができます。
核廃絶には、現在核兵器を保有している9つの州のすべての核兵器を解体する以上のことが必要になるでしょう。廃
⽌を
実現可能にし、再軍備の検出を可能にするために、すべての州が

核兵器の廃⽌︓討論|

原⼦炉、ウラン濃縮プラント、プルトニウム
再処理施設、ウラン埋蔵量、さらには積み替え港を所有する15は、現在よりも
侵⼊的な管理措置と検査⼿順を受け⼊れる必要
があります。合意を築くために
核兵器の施⾏を禁⽌するためには、すべての州が、 歴史的に通常よりも優れた敏捷性と頑健性を
備えた国際ルールを施⾏する意欲を⽰す必要があります。 この論⽂の初期の草案の議論は、⾮ 核兵器国の専⾨家が
技術的な 詳細について⼗分な情報を与えられていないと感じたり、これらの問題が国の優先事項の中で低すぎて 彼
らと実りある議論をすることができないことを⽰唆した。 核兵器国のカウンターパート。⼀部の核兵器国の役⼈が
登場

そのような気持ちを強化して幸せです。
核兵器を保有する州内の派閥間で、
核兵器の不備を検証するためにどのような種類の検査プロトコルが必要
か、あるいは国連安全保障理事会の常任理事国
が拒否権を保持するかどうかについて、 （しばしば⽩熱した）議論が続く。核兵器のない世界。多くの場合



、これらの議論は⽶国、英国、そして程度は少ないがインドに限定されています。これは、原⼦⼒政策がフランス
（ この主題にあまり公益がない）では
主要な議論の対象ではなく、情報が緊密であるためです。

ロシア、中国、イスラエル、パキスタン、北朝鮮で管理されています。 情報を与えられた市⺠と核兵器国および多
くの⾮核兵器国の当局者と
の間の武装解除問題についての実質的なギブアンドテイクはほとんど あり ません。固有のウラン濃縮、 または核
兵器のない世界での不正⾏為を阻⽌する⽅法を放棄します。 理論的には、国際条約に違反することなく核兵器を取
得した8つの州 （以下、

「核武装国」は、NPTによって承認され た5つの州と区別するために、
核兵器を禁⽌する協定を交渉するためのフォーラムを作成することができます。しかし、今⽇の世界では、州
はその場限りの段階的な⽅法で進む可能性が⾼くなっています。ジュネーブ軍縮会議を除いて
、現在、
核問題に関連する外交構造はありません。これには、NPTが承認した5つの
核兵器国に加えて、インド、パキスタン、イスラエルが含まれます。後者の3つの州は
、NPTの締約国ではなく、国連安全保障理事会の常任理事国でもありません。
評議会。
核武装国が核軍縮を追求するための⾮公式なプロセスを作成できなかった法的な理由はないが、彼らは
集団的エネルギーを集めるという⽬的についてあまりにも曖昧である
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はそうするためのリソースです。動機が強かったとしても
、⼀部の⾮核兵器国が 、NPTの3つの⾮締約国に
容認できない地位を与えるという理由で、そのようなプロセスに反対するという期待によって、州は依然として抑
⽌されます。 この論⽂の終わりに、国際的に

尊敬されているシンクタンク（政府と提携しているものを含む）は、⾮ 核兵器国の専⾨家や当局者が核武装国の専
⾨家や当局者 と協⼒して、検証可能かつ安全に排除するという無数の課題を探求する
⾼レベルの⾮公式パネルを開始する可能性があります 核兵器が扱われるかもしれません。そのような⾮公式の調査
は、政治的 条件が許せ ば、これらの問題に公式に関与するための⼟台を整えることができます。 理想的には、政
府は追加の関連する核兵器の専⾨家、実験室を奨励することによってこれらの探査を強化するでしょう

関係者と軍事戦略家が参加します。

この論⽂が促進しようとしている議論は、完全な
核軍縮をどのように安全かつ確実に達成できるかについてであり、
それを試みるべきかどうかではない。以前の草案に関する⼀部のコメンテーターは
、核廃絶の困難を最⼩限に抑えることで私たちを⾮難しました。彼らは
、廃⽌の望ましさに対する私たちの信念が、その実⾏不可能性を私たちに盲⽬にしたことを⽰唆しました。他の
⼈々
は、私たちがあまりにも多くの障害を特定したので、完全 な核軍縮
を望む⼈々を失望させ、防⽌するためのイニシアチブにさらに反対する場合に備えて、論⽂を公開すべきではない
と述べました

彼らはそれを単に核
武装国に有利であると⾒なすかもしれない。明確にするために、私たちは、核兵器国には



、すべての核兵器を廃絶しようとする政治的および道徳的義務があると信じています。
これらの義務は、NPTの第6条に由来し、
締約国は完全な核武装解除につながる交渉を追求すべき
である8。1995年の条約の無期限延⻑に関する交渉、および核秩序を維持および強化 する
ことはできないという基本原則
不平等に基づく時間。配偶者としての問題に関する⼆重基準-
核兵器は
不安定性と⾮遵守を⽣み出し
、紛争と核無秩序のリスクを⾼める執⾏危機を⽣み出すため、精神的にも⼼理的にも重要です。9弁護⼠、外交官、
軍事司令官 は、NPT
第6条の関連性と正確な意味について議論する可能性があります。 しかし、核兵器国が 核軍縮を追求する義務がな
いと主張しようとした場合、1995年のように、国が条約を無期限
に延⻑することに同意しなかったことは明らかです。 いずれにせよ、強化された不拡散に抵抗する国家の問題

彼らは核兵器国
がNPT交渉の彼らの側を⽀持することを拒否することに不満を持っていると彼らが⾔うので規則は対処されなけれ
ばなりません。より多く
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⼀般に、発射可能な⼤規模な核兵器が存在する限り（
特に、より多くの州が核兵器を取得する場合）、これらの核兵器
がいつか爆発するリスクは無視できません。
これらの理由から、結論を簡単に除いて、軍縮が望ましい理由については議論しません。

もちろん、これはいずれも核兵器廃絶を実現可能にするものではありません。
確かに、そうでない理由は簡単に⾔うことができます。逆に、⾒せることは難しい

核兵器の禁⽌を検証可能かつ強制可能 にすることを国家に奨励する条件をどのように作り出すことができるか。こ
れが
私たちをここでやる気にさせる課題です。私たちの具体的な⽬的は2つあります。1つ
は核兵器の完全廃絶への挑戦を特定して調査すること、もう1つ
は国家が核兵器を回避するために今⽇何を始められるかを議論する
ことです。私たちは、解決しなければならない問題の範囲を使い果たし
たり、私たちが取り組む主題を最適に組み⽴てたとは主張しません。
却下されたり、よりうまくナビゲートされたりする可能性のある障害物に打ち負かされたように⾒える場所があれ
ば
、他の⼈の反応を歓迎します。

最初に1つの異議を唱えたいと思います。
核兵器は「発明を解くことができない」と⾔われることがあります。私たちはこれを認識していますが、 それを奨
励するので
はなく、慎重な思考をそらすことが重要であると信じています。
⼈間の創造物を発明することはできません。それにもかかわらず、⽂明は
、危険すぎ、
損害を与える、または道徳的に好ましくないと⾒なされた遺物を禁⽌し、解体して、⼀緒に暮らし続けることはで
きませんでした。ナチスドイツで使⽤されているような⼤規模なガス
室は、発明されていませんが、



許容されていません。を作成したCFC（クロロフルオロカーボン）
オゾン層の⽳を破壊することはできませんが、それらは
⼤きな利益を伴って禁⽌されており、他の⼿段がそれらの
機能を実⾏することがわかっています。問題はむしろ、
拒絶された技術（この理論的な場合は核兵器）が
⾄る所で解体されたことを確認し、不正⾏為のリスクを最⼩限に抑える⼿段が存在するかどうかです。結局のとこ
ろ、
検証と執⾏の課題は⾮常に困難であり、
国家はすべての核兵器を禁⽌および解体しないことを選択するでしょうが
、「不発明」の問題は私たちをこの探求から思いとどまらせるべきではありません。

⼀部の読者は、私たちが特定した困難とコストを結論付けるかもしれません
最後のいくつかの武器からゼロに移動することは⾮常に⼤きいので
、以前のステップの利点と⽐較的簡単なことにもっと焦点を当てるべきでした。
初期の草案に関するある評論家は、「核兵器を数⼗核兵器に減らし、核の先制 不使⽤の姿勢をとり、それら をアナ
テマとして扱うこと
の価値を強調してみませんか」と述べた。最後の⼿段の地下に隠された武器︖その世界 は今⽇よりもはるかに脅威
が少ないでしょう、そして 私たちは完全なゼロに到達することの難しさが私たちをそれから遠ざけることを許すべ
きではありません。 18 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

私たちは、ゼロに到達するという課題が、その⽅向にとられる多くのステップを排除するものではなく 、また排除
するべきではないことに完全に同意します。
したがって、この警告を念頭に置いて、最初の章では 、核兵器を禁⽌するというより困難な課題に取り組む ことが
想定される世界に
向けて、核武装国が他の⼈々と協⼒して取ることができるステップについて説明します。 論⽂の残りの部分は、核
兵器を実際に禁⽌ するというより遠い⾒通しに焦点を当てています。 ゼロにすることに伴う重⼤な困難のいくつか
を探求することを避けたいと思うのは、次のように⾔うことです。

執⾏と国際政治は当然
ゼロに向かう途中で解決されるでしょう、さもなければ、国家は最終的に⾮
核兵器地帯を作ることに同意しないでしょう。これでは不⼗分だと思います。 ⽬標が現実的であるという共通の感
覚がなければ、国家は
核兵器廃絶に必要な変更を加え始めません。
そして、州は 、途中で⾏われ なければならない変更を実施しようとする挑戦を
理解し、受け⼊れなければ、この⽬標への真のコミットメントを⽰すことができません。 第2章では、検証に関す
る最⼤の課題のいくつかを検証します。

核兵器の数が少ないものからゼロまで。この章では、州が武器を排除するのに⼗分な⾃信を持っていると感じるた
めに
、どの程度適切な検証
が必要かなど、いくつかの本質的に政治的な質問について説明します
が、それは主に技術的です。これは避けられません。核廃絶は
学際的な問題であり、政治家、外交官、⾮
政府専⾨家が技術的な問題に取り組む必要があります。 第3章では、核エネルギーの予測拡散の管理に対する

核兵器廃絶の影響を探ります。

新しい市場。



核兵器を製造するために⺠間使⽤の核分裂性物質または専⾨知識が流⽤されるリスク は、今⽇、⼤部分が許容され
ています。これは、
主要国（およびその他）が、核兵器を保持しているためです 。義務。 しかし、すべての核兵器が廃絶された場合、
原⼦⼒に関連するリスクの許容度ははるかに低くなり ます。他⽅、すべての国家が核兵器を放棄 し、核兵器の廃絶
に向けて積極的に取り組んだ世界の公平性は、

原⼦⼒エネルギー能⼒を求める国の増加
が平和⽬的のためだけにそれらを使⽤ することを確実にするために、より強固な規則の確⽴と執⾏を促進する。 第
4章は、世界中で核兵器を禁⽌する交渉を動機付けるために

政治的および安全保障の条件が作成されたことを想像し、核兵器の廃絶 である必要がある重要な実際的な質問を探
ります 。19 州は、禁⽌が効果的に施⾏されると確信することを決議した 。この議論は必然的に投機的であり、

関係する複雑な問題 を解決するのではなく、さらなる国際的な分析と議論を刺激します。

第5章では、ヘッジの問題について検討します。すべての核兵器
が解体されたとしても、それらを保有していた国々は 、少なくとも少数の核兵器をかなり迅速
に再構成することを可能にするノウハウとおそらくいくつかのインフラストラクチャを保持していました。 この待
ち時間は、避けられない問題、または 不正⾏為を阻⽌または報復するための望ましい⼿段、あるいはその両⽅を表
す場合があります。この章 では、「仮想」兵器と国際的な武器の⻑所と短所のいくつかを探ります

最⼩限の抑⽌⼒を管理し、
核兵器のノウハウを管理するためのアプローチを検討する。 結論は、「なぜ核廃絶に悩む

のか」という質問に答えることで⼀巡します。 ⾮核兵器地帯を作るための本格的な取り組みによってもたらされる
であろう
5つの世界的な安全保障上の利益を引⽤した後 、「誰が最初に⾏くのか」を解決する唯⼀の⽅法を提案します。 核
兵器国と⾮核兵器国の間の問題は 、軍縮と不拡散の両⽅の⾯で同時に動くこと です。私たちは、政府に情報を提供
し、刺激を与えることができることを認識しています

⾮公式の事前作業が
国際的な専⾨家によって⾏われた場合、往復のステップを追求すること。このプロセスは、このペーパーが適度
に貢献しようとしているプロセスです。
ペーパーは、それが概説した重要な質問と提案を要約する付録で終わります。
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、
次のように述べています。
そうしないと、イラン
と北朝鮮
が⽔を濁す努⼒をし、彼ら⾃⾝の
核の⾮難の責任を私たちに戻すのを助ける危険があります。彼らは、 私たち⾃⾝の義務を果たす には遅すぎる、少
なすぎると私たちを描くことによって 、NPTを⽀持する
強⼒な国際⾏動に対する私たちの議論を弱体化させる可能性があります。ベケット、
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8第6条は、「条約の各締約国 は、早期 の核軍拡競争の停⽌および 核軍縮に関連する効果的な措置、ならびに以下
の ⼀般的かつ完全な軍縮に関する条約について 誠実 に交渉
を進めることを約束する。厳格かつ効果的な国際 統制。」 9ジョージ・ペルコビッチ、ジェシカ・T・マシューズ、
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第1章 核兵器廃絶 の実現可能性

を⾼めるための政治的条件の確⽴ 私たちは今どこにいますか︖ ⼀部のオブザーバーは、今⽇の核武装国はいずれも
崩壊しないと主張している

彼ら全員が核兵器を廃絶した場合、⼤規模な攻撃の餌⾷になります。ある
割合はさらに進んで、すべての核武装国が
彼らの兵器を排除するための信頼できる合意をした場合、世界の他の国々は、 新たに求めたあらゆる⾏為者に対し
て⾏動
するはるかに強⼒な集団安全保障システムを⽀援することに合意することによって参加するだろうと主張します 他
⼈
を脅かすために。 この意味で、核廃絶は脅威
の軽減と安全保障の強化を引き起こすのに役⽴つ可能性があります。 他の⼈はこれはナンセンスだと⾔うでしょ
う。国家は核を所有している

彼らは⼤規模な破壊の脅威に直⾯するかもしれないことを恐れているから
です。もし彼ら全員が核兵器を廃絶すれば、⼤規模な戦争は
すぐには起こらないかもしれませんが、そのような紛争が起こる可能性は
劇的に⾼まるでしょう。国家が感じる脅威の感覚は、かつての敵対者 がお互いに戦うことに関⼼がないことを⽰
し、そうする ことで扇動者が善よりも害を及ぼすこと
を⽰すことによって、時間の経過とともにのみ軽減することができます。核抑⽌⼒は 、慎重で戦争を回避する利益
を構築するための1つの⽅法です。それがトレードオフされる場合、いくつか

他の信頼できる⼿段がそれに取って代わる必要があります。

これらの議論のメリットが何であれ、現実は 、崖を越えてつながる可能性
のある道路を⾛⾏している間ではあるが、核兵器を保有する州を運転席に置いている。 彼らはこれらの武器
を排除することを強制することはできません。
彼らは、そうしないと判断した場合にのみそうすることを選択します
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はより危険にさらされるようになります。
彼らは、核兵器の禁⽌は、
⼤国間の通常戦争に対して「世界を安全にする」ものではないと主張するでしょう。

これは公正な要求ではありません。それは核という仮定によって動機づけられています

兵器は⼤規模な通常戦争を抑⽌することに失敗することはなく、抑⽌が失敗して核兵器が爆発した場合の結果 を無
視します。
⾮核兵器のない世界
が現在の核秩序に帰せられるのと同じくらい多くの抑⽌⼒を提供することを要求するが、リスクは少なく、 適度な
規模の核兵器
でさえ計画する破壊の脅威なしに⽣きることの利益を過⼩評価している。
それにもかかわらず、政治的
および⼼理的問題として、すでに持っているものを失うことを考えている
⼈々は、⼀度も持っていない⼈々よりも彼らに⾼い価値を置く傾向があります
それらを所有していました。当時の英国⾸相トニー・ブレアは、2006年12⽉ 、英国海軍のヴァンガード級原⼦⼒潜
⽔艦の代替品を建造するという 政府
の決定を発表したときに、この⼼理学を反映しました 。ブレア⾸相は議会に次のように語った。最終的な分析で
は、戦後の安全保障の柱の1つであっ たものを放棄するリスク 、さらに、 今⽇の世界の特定の1つが不確実性は、
私たちが責任を持って 取ることができると私が感じるリスクではありません。

意思決定者の間でのこの損失
回避は、投票者の損失回避への懸念によっても影響を受けると想定されるべきであり、
核兵器を禁⽌する努⼒が
直⾯する必要があるという政治的現実です。

おそらく、核武装国に実際に期待できる最善のことは、 核軍縮に向けて
、往復のステップで段階的に取り組むことに同意することです。 これらの州は、⼀⽅的に核兵器を廃絶し
ないことを明確にしています。
確かに、
核武装国の多くの当局者やオブザーバーは、これが何が悪いのかを誤って恐れています。
mamentはそれらの要求を⽀持しています。⽶国の戦略部隊の新しい司令官であるケビン・チルトン将軍は、最近、
⽶国上院で、シュルツらが 核軍縮を追求するよう求める州へ の呼びかけについてどう思うかを聞いたときに、
この誤解を説明し ました。いつか核兵器のない世界を想像してください。しかし、私はまた 、⼦供や孫が⾃由に成
⻑できる世界を想像しています 」とチルトン⽒は述べています。「私は⼀⽅的な武装解除のためではありません…
⼀⽅的な武装解除は 、他の国々が 核兵器を廃⽌する世界でその[⾃由]を維持することはありません。23

核兵器を保有している。特に、核兵器
を使⽤することを決定した場合に私たちの⽣活様式を破壊する可能性のある量
の核兵器を保有し
ている。そして他の核武装国は
⼀⽅的にすべての核兵器を廃絶するでしょう。むしろ、その⽬的は、すべての国家が 、すべての核兵器
の相互の、検証可能で、強制⼒のある排除を可能にする条件を作り出すことです。
チルトンの定式化は、実際



、⼀般的に考えられているよりも核軍縮に有望でした。
彼は、⽶国の「⽣き⽅
」を「破壊する」のに⼗分な量の核兵器が他の場所に存在すること のみに基づいて、⽶国の核兵器を保持するとい
う彼の主張を条件付けた。
他の核武装国、例えばフランスやロシアの当局者とは異なり、彼は⽶国が ⾮核の脅威に対処するために核兵器
を保持する必要があることを⽰唆しなかった。 世界的な核軍縮は 、⽶国、ロシア、中国、フランス、英国、イスラ
エル、インド、パキスタンの指導者が、 いつどのように達成されるかについてコンセンサスを形成するには、地平
線をはるかに超えています。 アクターが多すぎて、予測できない可能性のある技術⾰新が多すぎます。

そして、今⽇の核兵器保有者が核兵器を禁⽌するために必要となる すべての政治的措置と検証および執⾏⼿続きを
近い将来に成⽂化することができないように 介⼊する可能性のある政治的および安全保障関連の出来事が多すぎ
る。個⼈と シンクタンクはもっと冒険的で あり、この論⽂ で⾏うように、核兵器の世界的な禁⽌を検証し、施⾏
するための⽅針と⼿順を提供します。 ただし、現在のリーダーは、前進するために短期的に実⾏できる実⽤的で具
体的なステップを特定することが期待でき、期待されるべきです。

彼らの後継者が核兵器禁⽌の 達成を視覚化できる地平線に向かって。さらに、次の章で議論するよう に、数がゼロ
に近づくにつれて⼤きな障害になる 恐れのある問題を解決するプロセスを開始するために、
正式な交渉を除いて、今⽇、州ができることはたくさんあります。 ウィリアム・ウォーカーは、核廃絶は、変化す
る政治的 および安全保障環境 から⾮拡散および軍備削減措置が出現し、その逆もまた 同様である、相互の段階的
な進歩の「共進化」プロセスとして取り組むことを強く求めます。州は必要になります

異なる⼿順を実⾏しますが、すべてが同じ⽅向に徐々に移動する必要があります。
最終的に、安全で検証可能な禁⽌を確⽴するために、
多くの団体が歩調を合わせる必要があります。しかし、プロセスの初期には、
異なるペアまたは州の⼩グループが互いに焦点を合わせていました。 政治的および安全保障上の緊張を改善し、核
の削減と統制を実施
するために、他の⼈よりも速くスムーズに動く⼈もいます。
締め切り
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はプロセスをスピードアップすることができたが、それらを確⽴する政治的意志は
、例外を除いて、どの核武装国でもまだ⽣み出されていない。
さらに、この論⽂全体で強調されているように、禁⽌



が実現可能であるためには、⾮核兵器国もまた
、その政策と慣⾏を変える必要があるだろう。
世界を軍縮に対して安全にするために必要とされるであろうステップを交渉し、実⾏する彼らの意欲
は当然のことと⾒なされるべきではありません。

現在および将来の可能性のある状況をより詳細に検討するため
に、「トップ」から始めます。現在、核兵器
が最低限の安全要件を明らかに超えている2つの州、⽶国と
ロシアです。次に、フランスの現在の傾向と
英国、中国に転向する前。多くの点で、中国は極めて重要です。その政治的および安全保障上の懸念は、⽶国と ロ
シアの戦略的意図と能⼒（中国の影響を受ける）
の評価に実質的に基づいていますが、中国の意図と能⼒ はインド、したがってパキスタン の計算に影響を与えま
す。（中国はまた、⽇本と韓国に影響を及ぼします。これらは 、核兵器を迅速に⽣産するための 能⼒と利益を持
ち、現在、 ⽶国の核の「傘」の下に避難しています）。中国の考慮事項について話し合った後、

インド、パキスタン、イスラエルに 最も直接関係する地域の政治と安全保障のダイナミクスに。 核兵器 の保有と
拡散の可能性に⼤きな影響を
与える北東アジア、南アジア、中東の未解決の主権問題についても検討します。 ⽶国は、中国、ロシア、英国、フ
ランスと同様に、これらの各地域の潜在的な拡散にもさまざまな程度で影響を及ぼします。 これらの⽂脈のそれぞ
れにおいて、従来の軍事⼒は 無視することはできません。これらのダイナミクスを探求することに加えて、私たち
はまた、

軍縮 に⾄るまでの数年間、拡⼤抑⽌を維持するという課題。 核兵器禁⽌の実現可能性を改善する 決意を⽰すため
に国家がとることができる短期的なステップでこの章を締めくくる前に、弾道ミサイル防衛の役割と
核テロの脅威についての懸念も考慮します。 ⽶国とロシアの初期段階 ⽶国は現在、推定5,400 発の核弾頭を保有し
ており、そのうち1,260発は⾮アクティブな備蓄に保管されています。 さらに5,000⼈が解体を待っています。おお
よそあります

ロシアの運⽤備蓄に5,200発の核弾頭があり、さらに8,800発が予備または解体待ちである5。数 分以内に発射できる
ように、
数千の⽶国およびロシアの兵器が配備されている。 核兵器の廃絶︓討論| 25 どちらの州も、核兵器の最初の使⽤を
保証していません。どちらも 、先制的に、または ⾮核の脅威に対応して核兵器を使⽤する可能性を残し、そうする
能⼒を維持します。多くのコメンテーター は、これらの迅速な使⽤⼒は 危機の不安定性を悪化させる可能性があ



り、誤った警告の結果としての不注意な使⽤に対して脆弱であると指摘しています。

またはシステムの誤動作。両国の指導者は 、核交換
の相互破壊を正当化するような互いの脅威を予⾒していないと主張しているが、彼らの兵器庫を政治的および安全
保障上 の関係 と量的または運⽤的に整合させていない。 この論⽂は、不必要な危険 を減らすために⽶国とロシア
が今とることができ、そしてとるべきで あるよく知られた措置を主張する必要はありません。シュルツ、ペリー、
キッシンジャー、ナンは、2007年と2008年のウォール ストリートジャーナルの記事で、モスクワとワシントンに検
証を延⻑するよう促しました。

彼らの戦略兵器削減条約（START I）の規定と
、核⼒削減のさらなるラウンドに着⼿すること。彼らは 、すべての核武装弾道ミサイルの発射の警告と決定の時間
を増やし、 ⼤規模な攻撃の運⽤計画を破棄
するための措置を講じることを求めた。彼らはまた 、包括的核実験禁⽌条約（CTBT）を発効させるためのプロセ
スを採⽤するよう⽶国に要請した。6ロシアの財団が後援し、政府 の経験を 持つ独⽴したロシアの専⾨家が運営 す
る⺠間イニシアチブであるルクセンブルクフォーラムは、勧告を承認した。シュルツらによって作られました。

2007年1⽉の記事と追加のステップで、57⼈の主要な国際軍備管理および軍縮専⾨家の2007年5⽉ の 会議
で7 。 核兵器の規模、役割、政治的・戦略的卓越性を低下させると、核軍縮のプロジェクト全体 を進めることがで
きなくなります。これはロシアの指導者に適しているかもしれない。 この論⽂の初期の草案にコメントしたロシア
のアナリストは、「 今⽇のロシアの核軍縮について話すのは良いキャリアの動きではなかった」と述べた。

明らかに、2009年の新⽶政権の態度と政策は、
軍縮に関するロシアの利益と政治的意志に影響を与えるだろう。それでも
、他の国際社会は、ロシアの
⽴場が単に⽶国に反応するだけではなく、ロシア⾃体
がより安全な世界の核秩序の進化を促進または遅らせることができることを認識する必要があります。



核軍縮の進展を望む当局者は
、ロシアの対応者をこの議題に直接関与させる必要があります。
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フランス

フランスはCTBTに署名して批准し、爆発⽬的の核分裂性物質を製造するための施設を 閉鎖して解体しました。
また、核実験施設も解体しました。2008年3⽉、
サルコジ⼤統領は、フランスが核兵器をさらに削減し
、「300発未満の核弾頭」を残すことを発表し

ました8。この記録は称賛に値しますが、個⼈的な会話では、フランス当局
は核兵器を完全に排除するという考え。
2005年のNPT再検討会議に向けて、フランスは⽶国に加盟しました
ブッシュ政権は 、2000年の会議で核兵器国が⾏った
「核兵器の完全な廃絶を達成するための明確な取り組み」を再確認することを拒否した9。フランス 当局は他の
国々に⾃制するよう圧⼒をかけている。 核兵器のない世界のビジョンを提唱する10。最も問題なのは、核兵器を使
⽤ するフランスの論理的根拠は、フランス に対する核の脅威の存在に基づくものではなく、制限がないことであ
る。サルコジが ⾔ったように、「私たちの核抑⽌⼒は、私たちを攻撃から保護します

国家から発せられる私たちの重要な利益—どこから来ても
、どんな形であれ'11
。フランスは、核兵器の保有を他者の保有に結び付けない
ことで、核を維持しようとしているという印象を与えます。他の⼈が何をするかに関係なく武器。
フランスの論理的根拠は⾮常に広いので、意欲的な増殖者なら誰でも
同じ理由で核兵器が欲しかったと⾔うことができます。この⽴場に対する唯⼀の答えは、意欲的な増殖者が 核兵器
を取得しないことを約束
する条約に署名したということです。
しかし、フランスの嫌悪感
すべての核兵器を廃絶するという考えは、NPTの核となる交渉を弱体化させ、他の⼈ がこれらの兵器を取得しない
こと
を主張するための条約を弱体化させます。
それにもかかわらず、⽶国とロシアは
、核⼒とインフラをフランス（または英国）がさらに主要な武装 解除イニシアチブ
をとることが期待できるレベルまで下げるためにやるべきことがたくさんあります。 要するに、フランスは核兵器
を削減するための模範的な措置を講じ ており、核不拡散体制を強化しようとする創造的なリーダーであるが 、努⼒
の先駆者とはならない。

核兵器廃絶の実現可能性を確⽴すること。



英国英国は、 運⽤中の核弾頭

の備蓄を「160以下」に減らすことを発表しました12。他のすべての 核武装国とは異なり、英国は核抑⽌⼒を海上
にのみ置き、核兵器を 廃⽌します。討論| 27 には陸上または空中の核兵器はありません。英国はCTBT を批准し、
兵器⽬的の核分裂性物質の⽣産を停⽌しました。 国の核抑⽌⼒に関する公式の議論は

主要な核の脅威を抑⽌することについて話す傾向があり、英国は
、⽣物兵器や化学
兵器などの他の脅威の核抑⽌を排除しておらず、核の先制不使⽤を約束することを拒否しました。しかし、英国
当局は、核兵器を⼀⽅的に放棄することへの現在の不本意と、英国に異なる意思決定 の計算を 提⽰する完全な核軍
縮
に向けた「世界的な動き」をほのめかしている。 英国は多くの点で、核兵器国の中で核兵器の⽬的を受け⼊れる上
で主導権を握ってきました。

武器のない世界。たとえば、フランスの当局者とは異なり、英国の指導者たち
は多国間核軍縮を⽀持する明確な声明を発表しました。2008年
2⽉、デズブラウン国防⼤⾂は、次のように志願しました。国際社会は、 多国間核軍縮のため

の透明で持続可能で信頼できる計画を必要としています… 英国は核兵器のない世界のビジョンを持っており、 その
野⼼を共有するすべての⼈と協⼒して、今後数年間 でこのビジョンに向けてさらに前進するつもりです 。13 中国

中国は、核兵器の開発とそれが核兵器
に与える政治的・軍事的卓越性において並外れた抑制を⽰してきた。その
核兵器は、攻撃
を受けてから数分や数時間ではなく、数⽇以内に報復を通じて抑⽌⼒を提供することを⽬的としています14。陸上
ミサイル、海上ミサイル、航空機
による輸送のために約130発の核弾頭を配備しています。 保管されていると思われる
追加の弾頭と組み合わせると、これにより、総備蓄量は 200.15未満になります。中国は、核兵器を使⽤しないこと
を主張し続けています。

第⼀に、この趣旨でロシアと⼆国間協定を結んでいます。しかし、この国は、 ⽶国やロシアの攻撃に対する脆弱性
を 減らすという明確な意図を持って、核兵器運搬システムとおそらく弾頭
の数を近代化し、増やしています。この近代化 と拡⼤のペースと範囲は、⽶国の諜報機関の⾒積もりに⼀貫して遅



れをとっていますが、これは変わる可能性があります16。ロシア、特に⽶国からの 核⼒ の将来の量と質に関する
保証がない場合、弾道ミサイル防衛のための彼らの計画、中国は

もしあれば、将来の核兵器のためにそれが想定するものを制限するものは⽰されていない。
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の中国当局者は、核軍縮を⽀持し、より⼤きな 核兵器
を持つ国、特に⽶国とロシアがこれらの核兵器を⼤幅に削減した後、軍備削減プロセスに参加する準備ができてい
ると主張している 。 しかし、⼈⺠解放軍と中国の核兵器施設に所属する戦略アナリストとの個⼈的な話し合いは、
⽶国と ロシアが緩和する⽅法で核軍縮を追求できる という重⼤な疑問が中国にあることを⽰しています。

⼩さな⽣存可能な核兵器（すなわち、敵の最初の攻撃を⽣き残り、
報復攻撃を提供することができるもの） なしで安全であると感じるところまでの中国の不安。 以下では、中国が核
兵器削減プロセスへの参加を検討する前に対処したいと考えてい
た、攻撃的な核⼒、弾道ミサイル防衛、および
⾮核攻撃能⼒に関連するいくつかの重要な戦略的問題について説明します。
それでも、中国当局とアナリストは、 現在、どのレベルのレベルを指定するための内部審議を開始した場合、
世界の安全保障に貢献するでしょう。

⽶国とロシアの削減は、中国が軍備削減プロセス に参加するように誘導するのに⼗分であろう。これにより、国際
社会は、
核武装解除に向けた世界的な動きをいつどのよう
に想定できるかについて、より良い感覚を得ることができます。

インド

インドは50から60の核弾頭を保有していると推定されています
17。これらの兵器を航空機または陸上ミサイルで 輸送でき、弾道ミサイルを配備できる
原⼦⼒潜⽔艦の計画を含む海上能⼒を開発しています。
インドは
核兵器⽣産インフラストラクチャ、
核分裂性物質と兵器の備蓄、および配送システムを近代化および拡張します。それでも、インド
は軍拡競争の精神を証明していません。そのリーダーシップは⼀般的に
抑制を⽰しており、核兵器は
軍事的に有⽤な⼿段ではなく、最後の⼿段の残念な政治的武器であるという感覚を与えます。
インドは警戒して核兵器を配備していません。核弾頭は
配送システムとは別に維持されています。 化学兵器または⽣物兵器による攻撃
への対応の場合にはこのコミットメントを認めるものの、最初に核兵器を使⽤することは決してないと主張してい



る。

この論⽂のテーマにとって最も重要なことは、インドは
完全な核軍縮を提唱するという⻑い伝統を放棄していないということです。
それは、⽬的がグローバルにそして差別なしに追求されることを主張します。この⽅法でのみ
、インドの安全保障上の利益が提供され、その
政治的懸念が静まると信じています。特に、パキスタンと中国は
核兵器を廃絶する必要があり、インドは核兵器の廃絶に⾃信を持つ必要があります

。

両⽅に関連してその従来の軍事的バランスで29 。
他のすべての現在の核武装国、特に⽶国と英国の軍縮、

独⽴以来 、インドが国際政治に求めてきた公平性を象徴するでしょう。しかし、インドは
軍縮プロセスを複雑にする要求を⾏う可能性があり、その⼀部について
は第4章で詳しく説明します。元インド外務次官のシャム・サラン（現在は
⾸相の核使節）は、シュルツらのアプローチを批判してい
ます。
彼らの真の優先事項は、差別的な技術拒否体制を強化し、「ならず者国家」を強制することかもしれないと⽰唆す
ることによって。18インドは
、期限付きの提案によって他の核武装国家の深刻さをテストするかもしれない。
核の先制不使⽤の約束を含む、核軍縮に向けた措置。
すべてではないにしても、他の核武装国のほとんどは 、特定の時点で安全保障やその他の条件が満⾜できる かどう
かを知ることができないため、特定の⽇付までに
核兵器の廃絶を約束するという考えに⾮常に抵抗しています。未来。しかし、⼀般的な問題として、インドはすべ
ての核武装国 の中で核兵器の世界的な廃絶に参加すること を最も望んでいるようです。 パキスタン パキスタンは
およそ60の核兵器を保有していると推定されています19。

兵器⽤の核分裂性物質を⽣産する能⼒を拡⼤し
、陸上ベースの弾道ミサイル、その好ましい輸送⼿段を改善すること。
インドと同様に、パキスタンは
巡航ミサイルを配備する能⼒を開発することが期待されています。
パキスタンは、紛争で最初に核兵器を使⽤する可能性を明確に認めています。これは、パキスタンがインドの全体
的な戦略的 利点
を補うために核兵器を取得し維持しているという基本的な事実を反映しています。 パキスタンの指導者たちは、核
兵器に象徴される⼒
で国内の⼈気を求め、勝ち取ったが、

インドが同様にコミットし、パキスタンの最も重要な後援者
である中国と⽶国も同様にコミットした 場合、核兵器廃絶への世界的な動きに抵抗することは難しいと感じていま



す。
しかし、パキスタンの
領⼟の完全性と政治的⾃治をインドの強制から保護することへの執拗な関⼼は
、インドが従来の軍備管理と
信頼醸成措置に同意することを要求するでしょう。以下で説明するように、これらは
設計するのが簡単な⼿段ではありません。

イスラエル

イスラエルは⻑い間、それが最初に核を導⼊することはないだろうと⾔ってきました
中東への兵器」、
敵が30を持った後にのみ核兵器の使⽤を検討することを意味すると解釈される定式化
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は、イスラエルに差し迫った核の脅威をもたらすことによって彼らを「紹介した」。
すべての主要政党のイスラエルの指導者
は、核問題の扱いにおいて著しく抑制され、⼀貫しており、
政治的利益のために、または敵を威嚇するために国の核兵器を振り回していません。
核兵器は、国内政治と地域
政治の両⽅の背景に置かれています。イスラエルの実際の保有量の⾒積もりは、主に次の理由で⼤きく異なりま
す。
国家は核兵器の所持を認めておらず
、この領域に対して⾮常に厳しい秘密を保持しています。この国は
、さまざまな収量の洗練された核弾頭を保有していると考えられており
、航空機、陸上ミサイル、そして最も重要な
ことに、核兵器を敵に届けることができる潜⽔艦を持っています。

イスラエルはCTBTに署名し
、条約の発効を待つ間、テストに関する制限のない検証可能なモラトリアムを提唱しました。
中東の⼤量破壊兵器のないゾーンに加わると⾔われています
イランを含むすべての地域国家がそれとの永続的な平和を確⽴し、 相互検証を含む地域的に管理された検証体制
を受け⼊れ、実施するのに⼗分な透明性を確⽴すると。
イスラエルは 、IAEAなどの国際機関を査察官とする世界的に合意された検証体制が、すべての 核兵器、⽣物兵
器、化学兵器が 中東から排除されたこと、または再軍備が⼗分にタイムリーに検出されることを保証するという
確信を持っていません。 イスラエルが効果的に対応できるようにするためのファッション。他のすべての核-

武装国は核兵器を廃絶することに同意しまし た。中東特有の
政治、安全保障、検証、透明性の条件が満⾜されない限り、イスラエルは核兵器に参加しませんでした。
しかし、逆に⾔えば、これは 、中東での安全保障要件が満たされている場合（これには 先住⺠の核の禁⽌を含
む）、イスラエルが 他の核武装国の完全な軍縮とは無関係に
核兵器を排除する可能性があることを意味します。地域の燃料サイクル施設）。 最初のハードル 従来の⼒のバラン
ス



軍備削減プロセスの早い段階で、ロシアと中国は 、核兵器禁⽌の
下で⽶国の相対的権⼒が増加しないことを説得したいと思うでしょう。 他の多くの州は彼らの懸念
を共有するでしょう。 国際規範とその同盟国および友⼈を守るためにその⼒を使⽤することへの⽶国の関⼼と義務
と 、他の州が⽶国の軍事⼒投射と 介⼊主義について持っている懸念との
間には緊張関係があります。核兵器のない世界 が⽶国の介⼊の脅威を増⼤させないという⽶国からの安⼼は、核兵
器を廃⽌する必要はない ︓討論| 31

核軍縮に向けて多くの措置を講じるための前提条件であるが、ロシアと中国は、その ような安⼼感が提供されなか
っ
た程度まで、参加者をより停⽌させるだろう。 元⽶国国防⻑官のハロルド・ブラウンは最近、 「⽶国の通常の戦⼒
投射能⼒と、それが 体制を威嚇、攻撃、または転覆させるために使⽤される可能性があるという懸念」が 、⽶国の
従来の⼒の平準化および抑⽌⼒としての核兵器への関⼼を⾼めると書いた。 核兵器を禁⽌するという⽬標とプロジ
ェクトは 、国際的な永続的な特徴である⼒の均衡を排除または昇華させることはできません

関係。最終的な核廃絶プロジェクトは 、⼤規模な軍事介⼊を抑⽌するために 核兵器は必要ないという核抑⽌に現在
依存している国々を
納得させる、より広範な軍事関係の変化を伴う場合にのみ成功することができた。 予⾒可能な将来にそのような変
化が起こるためには、⽶国はおそらく、軍事 ⼒ を使⽤するかどうか、いつ、どのように使⽤するかを決定する際に
他の⼤国が 理解しているように、国際法を遵守することを他の⼈に安⼼させる必要があります。⽶国を期待するこ
とは不必要で⾮現実的で不公平だろう

外交政策における道徳的⽬的を放棄するその⽀持者。 国際法や規範のひどい違反を防⽌または終わらせるために、
軍事
介⼊が必要になる場合があります。
しかし、他の⼈々に彼らの核兵器を置き
、核兵器の禁⽌を強制するように説得するために、⽶国は これらの⽬的のために
⼀⽅的または⼩連⽴の軍事介⼊を避けようとする意欲を⽰さなければならないでしょう。 そうでなければ、⽶国の
軍事⼒全体のバランスを取り、抑⽌すること
に関⼼がある と、特にロシアと中国にとって、核兵器の保有が不可⽋であると感じるでしょう。



従来の軍備管理と信頼醸成措置は、おそらくロシアと中国に隣接する地域、 そして南アジア
で実施される必要があるでしょう。
ロシアとNATOは過去にそのような取り決めを交渉
しており、中国とロシアは
上海協⼒
機構の設⽴に関連して軍事的信頼醸成に着⼿している。
これらの取り決めは、特に中国の全体的な⼒が成⻑するにつれて、構築され、拡⼤される必要があり、それによっ
て
、⽇本、ロシア、および中国の他の近隣諸国の安全保障上の懸念が⾼まります。

⽇本、ロシア、その他の国々は、中国の戦⼒投射能⼒が強制につながることはなく、⽶国が
中国のバランスをとる⼿段と意志を保持する ことを安⼼させる必要があるだろう。ロシアと中国
は、⽶国の⼒のバランスを取り、核 抑⽌⼒
の⽋如によって残されると予測されるギャップを埋めるために、従来の⼒を強化する必要があるかもしれません 。
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兵器はおそらく、⽶国の⾮核軍事
能⼒について合意された制限を求めるでしょう。
⽶国の従来の軍事⼒は量だけでなく質にも依存しているため、そのような制限の前例はほとんどありません。ロシ
アと中国に最も関係する能⼒は、主に 情報取得および処理技術に
由来し、多くの場合、宇宙ベースの資産を含み、⽶国が⾮常に ⾼速かつ正確 に空襲を⾏うことを可能にします。
これらの機能は、潜在的に圧倒的であると⼀部の⼈が判断しています。⽶国の戦略アナリスト、ラリー・ウォーツ
ェルが指摘しているように、

中国の軍事思想家は、「中国の戦略ミサイル部隊 に対する従来の[⽶国]攻撃が中国を脆弱にし
、抑⽌⼒なしに残す可能性があることを恐れている」
21。
その後、合意された⽐率で確実に撤回されます。しかし、⽶軍の
「軍事⾰命」は
、勢⼒均衡の計算に巨⼤な質的変数を導⼊しました。世界には
、⽶国の定性に必要とされる複雑さの限界を交渉した経験がありません。
⽶国が喜んでそれらを楽しませるとしても、考慮に⼊れられるべき利点
。⼤国、特に
⽶国、ロシア、中国の間の政治的関係がより協⼒的になるにつれて
、⽶国の軍事⼒の攻撃的な可能性についての懸念を和らげるという困難な挑戦
が取り上げられる可能性があります22。分析
コミュニティは、これらの問題を探求する上で先導する必要があります。



しかし、最後に、核武装解除された世界における戦略的意図と従来の⼒の不均衡に関する懸念は
許されるべきではありません

以下で扱う弾道
ミサイル防衛問題が解決された場合 、⽶国またはロシアが核兵器の数を減らすことを拒否したり、中国の核兵器を
増強したりすることを正当化すること。 各州がお互いの⾸都とリーダーシップセンター
を脅かすことができる⽣存可能な核⼒を持っている限り（ ⺠間⼈の意図的な標的を禁⽌するドクトリンの下でも免
疫を期待することはできませんでした）、従来の⼒の不均衡は 歴史的 に耐えられるほど耐えられる必要はありませ
ん。確かに、核軍備管理の実施と

⽶国、ロシア、中国による削減措置は、少数からゼロへの移⾏を除いて、 従来の軍事⼒の協調的管理を
より助⻑する政治情勢をもたらす可能性があります。 弾道ミサイル防衛弾道ミサイル防衛は、さらなる 核削減の⾒
通しに、そして最終的には核兵器の禁⽌ に必然的に影響を与えるでしょう。 核兵器を廃⽌する場合︓討論| 33 信頼
性の⾼いテストにより、公平なオブザーバーは、弾道ミサイルの防御 が実際のシナリオで⾮常に効果的であると確
信しています。

少数の兵器が関与する不正⾏為や核の脅威 のリスクを防ぐことにより、核軍縮をより実現可能にします。効果的な
ミサイル防御はまた 、弾道ミサイルを含む従来の攻撃のリスク
について核保有国の武装解除を安⼼させることができます。
それぞれのシナリオで、
弾道ミサイルの防御は、重要な脅威に対抗
することと、そもそもそれを阻⽌することの両⽅に役⽴つ可能性があります。
（これは、核兵器を廃絶するための体制の⼀環として弾道ミサイルが禁⽌されたかどうかにかかわらず当てはまり
ます）。

しかし、⽶国、ロシア、中国が共通の概念を持っていない限り、
彼らが戦略兵器の競争を規制するかどうか、そしてどのように規制するかについては 、核兵器の顕著性を低下させ
るの
ではなく、弾道ミサイル防御の展開を拡⼤します。
これは、そのような防御の所持が、弾道ミサイル防御を使⽤して報復 サルボ を阻⽌できると信じて 、敵の核⼒に
対して
核または従来の最初の攻撃を開始するように国家を⼤胆にする可能性があるというリスクによるものですどんな⼒
からでも攻撃を⽣き延びました。そのような防御を備えた国が そのような先制攻撃を開始する意図がなかったとし
ても、他の



州はこれを確信できませんでした。

ロシアと中国が依然として⽶国（およびお互い
）が中核的な安全保障上の利益を脅かす可能性があることを恐れている状況では
、弾道ミサイルの防御がより広範かつ効果的であるほど、これらの国は
攻撃的な核システムを低レベル。 インドが弾道ミサイル防衛を獲得した場合、同様の計算
がパキスタンでも⾏われます。
⽶国、ロシア、中国、ひいては世界は、 弾道ミサイル防衛への協⼒的なアプローチを最初に開発し
なければ、⾮常に⼩さな核兵器に移⾏することはありません。

順番に彼らの攻撃的な戦略⼒ を管理する上で協⼒が必要になります。他国のオピニオンリーダーや政策⽴案者は 、
より安全な世界の核秩序を実施するという共通の⽬標は 、弾道ミサイル防衛の展開が 戦略と調和できるかどうか、
そしてどのように調整できるかを真剣に探求する必要が
あるというこれらの州に印象づける上で重要な役割を果たす可能性があります安定。 地域の核保有国、未解決の主
権、⼤国の投射 8つの核武装国は 、台湾、カシミール、

パレスチナと（おそらく）ロシアの周辺地域は解決されるか、少なくとも
永続的に安定化されます。
これらは、本質的に内部紛争と⾒なし、
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の核兵器は、少なくとも部分的には、
彼らの利益に反して強制的に解決されるのを防ぐためのものです。中国は台湾は内政であると主張している。
インドは、カシミールが国際的な解決の問題であることを受け⼊れていません
。ロシアの周辺には、分離主義のポケットがあり、
ロシアと他の国家との間の紛争は、ロシアが正しいか
間違っているかを問わず、国際の平和と安全の問題と⾒なされるべきではないと主張するでしょう
。イスラエルは、拒絶主義のアラブ諸国、イラン、そして実際、より広い国際社会と共通して、パレスチナを 別の
国家
としてまだ認識していません。 これらの主権紛争が解決された場合、それは外部の関係者ではなく、 直接関与した
⼈々によって解決されます。核兵器は、所有者が他⼈に容認 できない結果 を課すことを思いとどまらせることによ
り、これが事実であることを保証するのに役⽴ちます。決議が達成されると、州は

おそらく国連安全保障理事会を通じて外部の権⼒を動員
し、合意された現状を維持し、それが破られた場合にそれを回復するのを助けること。



カシミールと台湾の核軍縮の障害
が今後数年で取り除かれる可能性があるという楽観的な理由がいくつかあります。
インドとパキスタンは最近、彼らの関係を安定させ
、カシミール紛争を解決しないとしても和らげる⽅法を特定するために取り組んできました。インドは伝統的に、
パキスタンよりも
カシミールの現状を正式に受け⼊れる準備ができています。
しかし、陸軍の下でのパキスタンの新しい軍事的リーダーシップ
参謀⻑のアシュファク・キヤニは、
国の最⼤の安全保障上の義務は
、国家と⺠間⼈に対するテロと暴⼒を訴追する⼈々の作戦と戦うことであると認める兆候を⽰しています。これは
、中央統治を連邦政府が管理する部族地域に拡⼤し、これらの 地域とアフガニスタン
の間の多孔質の国境を安定させるという問題に関連しています。
パキスタン軍と治安部隊が
これらの主に内部の課題に取り組むことに活動を集中し、
インドと対峙することへの歴史的な執着を弱める範囲で
カシミール、インドとパキスタンの関係は正常化され、正式な和平
が交渉された。そのような結果は明確にはほど遠いですが、その⾒通しは
数⼗年前よりも良好です。南アジアの2⼤国が
正式に安全保障関係を安定させると、
核軍備管理とさらなる信頼醸成措置の交渉の可能性が
現実のものとなるでしょう。

中国の富と権⼒の増⼤により、正式な独⽴を通じて違反を求めることは
、台湾にとってますます魅⼒のない選択肢となっています。これ
は、台湾の選挙で国⺠党が勝利したことを反映しています。
そのリーダーである⾺英九
が北京との和解をキャンペーンし、その後の暫定的な動きによって
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中国と台湾による相互信頼の構築。1949年の記憶が
薄れ、中⽶関係を平和的に管理するという課題が⾼まるにつれ、⽶国の指導者たちは、台湾が 独⽴を宣⾔すること
によって紛争を引き起こさない限り、台湾
に対するワシントンの義務が保持されることを明確にした23。⽶国の政治的牽引⼒が 増すと、⽶国と中国の間の軍
備管理が容易になる可能性があります。

フォアロシア）そして安定性を⾼めます。ここでのポイントは、そのような進展を予測することではなく、中国が
核兵器への依存 を制限し、最終的には放棄するための措置に合意する場合、
中国当局はそれを必要と⾒なすことを認めることです。 ロシア、その⼩さな隣国、およびその中の国家の⾶び地の
間の緊張は、台湾や カシミール よりも流動的であり、解決するのが難しくありません。ロシアが最近増⼤している
核⼒への重点を弱めるためには、⽶国とNATOは 、弾道ミサイル防衛とその⼲渉に関するロシアの懸念 に対してよ
り敏感であることを⽰す必要があるだろう。



周辺。同時に、⽶国とNATOは、 ロシアの強制と内政への⼲渉に対して脆弱な
ロシアの周辺に新たに独⽴した国家を残さないことに政治的および道徳的利益を持ってい ます。ワシントンは、ロ
シアに求めるものを優先することは難しいと感じています。 さらなる核削減、イラン に国連安保理決議を遵守させ
るためのより緊密な協⼒、 ロシア内の市⺠権の尊重の強化、ジョージアとウクライナの⾮⼲渉は 、⽶国の要求の中
で争っています。と願望。国際社会の場合

核兵器の削減と軍縮のプロセスを強化したいのであれば 、これらの問題やその他の問題について相互理解を深める
こと
を優先するようワシントンとモスクワに促すことで貢献できるでしょう。 進⾏中のパレスチナ危機とそれがイスラ
エルの安全保障計算 とイランの外交政策に及ぼす影響は、楽観的な⾒⽅を少なくしている。この⼀連の課題 は、核
兵器の数と顕著性を減らすために 、他の地域や世界的に移動する努⼒を⿇痺させる必要はありません。しかし、 核
兵器禁⽌に向けた後のステップの 実現は、イスラエル、パレスチナ⼈の意欲の突破⼝なしには実現可能ではありま
せん。

そして拒絶主義者は信頼できる暫定協定を確⽴するために述べています。

これらの地域のダイナミクス、
より広い世界秩序、そして核廃絶に向けて前進する⾒通しの間には重要な相互作⽤があり
ます。⽶国が主要なリンクです。それは
、各地域クラスターの関係者の安全保障上の懸念の中で、国家に 核兵器
を削減し、その後排除するように誘導するために新しいバランスが必要となることを特徴としています。
中国と台湾のシナリオでは、⽶国が重要です。また
、中国⼈の成⻑に直⾯して⽇本を安⼼させる責任もあります
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パワー。
ロシアは、その周辺での⽶国の競争と⽶国の慣習的および宇宙的権⼒についての安⼼感を引き出すことに関⼼があ
るだろう。これ は、ロシアの近隣諸国の利益を保護
しようとするほど、ワシントンが容易に提供できない安⼼感である。
中東では、⽶国の軍事⼒は 、イスラエルがバランスをとらなければならないこと
をイラン、シリアなどの軍事政策に少なくとも部分的に知らせています。
ワシントンはまた
、エジプト、ヨルダン、湾岸協⼒会議の
各州に従来の軍事的安⼼を提供しています。



南アジアでは、⽶国間の戦略的パートナーシップの出現
弾道ミサイル防衛、⾼度な通常
兵器、⺠間宇宙および核技術を含むインドは、
パキスタンと中国の計算に影響を与えます。⽶国の⽀援がなくても、インドの従来の軍事的優位性の⾼まりによ
り、パキスタンは 核抑⽌⼒
をより重視するようになります。 パキスタンは、核兵器の削減に合意する前に
、おそらくインドの従来の権⼒に制限を求めるだろう。
次に、インドは、
パキスタンと中国の軍事
⼒のバランスをとる必要性を指摘し、核軍備管理と通常兵器管理の両⽅の任務を⾮常に複雑にします
。

拡⼤抑⽌

核兵器のない世界を求めることの重要性に関する最近の⽶国の議論は、
静かに表明されているものの、この
⾒通しが
拡⼤抑⽌の実⾏可能性、すなわち
ワシントンによるその
同盟国や友⼈に対する攻撃を阻⽌するためにその軍事⼒を投影します。
最も顕著なのは、⽶国の拡⼤抑⽌が撤回される恐れがあるため、⽇本が核兵器を開発しないという公約を再考する
可能性があることを⽰唆している
24（トルコも
この点に関して頻繁に引⽤されます。）この理由はすぐには
明らかではありません。⽶国は、中国を含む他のすべての関係者が核兵器を廃絶すると同時に、最後の核兵器を廃
絶するだけであり
、検証
と執⾏の規定はすべての州が満⾜するように交渉された。この
シナリオでは、⽶国が現在包括的な核抑⽌⼒を提供している核の脅威は
取り除かれているでしょう。⽶国は
おそらく同盟国に対する安全保障上の約束を維持し
、従来の⼿段でこれらの約束を果たす準備ができているでしょう。従来型

バランスの要件は、核抑⽌⼒の喪失を代替するための ⽇⽶の能⼒を構築することによって満たすことができます—
これは
中国の核兵器がない場合でも必要であると仮定して—または従来の
軍備管理によって。

核兵器の廃絶︓討論| 37本当の懸念は 、今⽇の戦略的環境から核兵器のない環境に移⾏

するプロセスよりも、最終状態についてではないように思われます 。つまり、⽶国が 核兵器の世界的禁⽌に明確な
関⼼を⽰したとしたら、⽇本や他の⽶国の同盟国は、

⽶国は、数⼗年にわたる核廃絶への移⾏において、 拡⼤した核抑⽌⼒のコミットメントを⽀持することを望まない



でしょう。この時期、
中国（そしておそらく北朝鮮）は核兵器を保有し、
⽇本の治安当局は、ワシントンが核戦争の危険を冒して⽇本を強制することを思いとどまらせることを望まないと
判断するかもしれない
。その後、⽇本は、⾮
核兵器地帯への不確実な移⾏の際に、核兵器を確保するために核兵器を求める可能性があり
ます。これは、韓国が
その不拡散のコミットメントをヘッジまたは破る動機となる可能性があります。同様のシナリオは
トルコに関しては、特にイランが
核兵器を⽣産する能⼒を獲得し、NATOが
そのメンバーに核抑⽌⼒を拡⼤するというコミットメントおよび/または能⼒を弱めた場合に想像されます。

これらの懸念を⼿に負えないように却下することはできませんが、現在延⻑された抑⽌⼒を享受している国々が 廃
⽌に向かう途中で
脆弱なままになるリスクを誇張してはなりません。
最も差し迫った必要性は、核 ⼒に関する決定が下されないという
アメリカとNATOの拡⼤した核抑⽌⼒を評価する国を安⼼させることです。

彼らの頭。 ⽇本政府と国⺠は、核兵器が存在する限り、
核抑⽌⼒の拡⼤を重視しているにもかかわらず、核軍縮の⽬的を強く⽀持している。
トルコ政府も
核軍縮を提唱しています。これらの州、特に⽶国の核武装同盟国は、 世界の核兵器を現在のレベルからゼロに減ら
す 可能性のある段階的なプロセスの審議に彼らを関与さ
せなければ、無責任で効果がないでしょう。これらのステップ は、地域的な従来の⼒のバランスの問題に対処する
必要があります

上記の信頼醸成と弾道ミサイル防衛。
中国、ロシア、北朝鮮、イランなどが、
核抑⽌⼒の拡⼤の恩恵を受けている国々を取り巻く不安を軽減するために協⼒しない場合、主要な保証⼈としての
⽶国は、 この抑⽌⼒を放棄することは期待され
ません。
さらに、
北朝鮮に⾮核化に同意するよう圧⼒をかけるという中国の決定が⽰しているように、
⽇本や韓国の核兵器の⾒通しは、実際
、そのような不安を減らすための中国の協⼒を動機付けているかもしれない。このような協⼒
は、増殖のリスクを軽減するはずです。

拡⼤抑⽌は、核兵器の世界的な禁⽌の
実現可能性を真剣に探求することができる地平線に向かう途中で対処する必要が ある政治的安全保障問題の1つで
す。 38 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン 後の章で議論される 核産業の検証と管理の問題のよ
うに、拡⼤抑⽌に関する決定 は⾮核兵器国の積極的な参加を必要とするでしょう。これ は、核の廃⽌が単に 核武
装国にとっての挑戦ではない、さらに別の⽅法です。 核テロ



核テロの脅威は、今⽇、特に
⽶国、英国、フランス、ロシア、インド、イスラエルで多くの恐怖を引き起こしています。この恐れは
、核軍縮を真剣に受け⽌めることへの抵抗を増⼤させますが、 核兵器
の数と顕著性を劇的に減らすことについての決定とは無関係であるべきです。
核兵器を保持することは不必要であり、 核テロ
に対する先制、抑⽌、報復には役⽴たないことは明らかです。 核テロを防ぐための最も効果的な⽅法は、 核分裂性
物質や核兵器がテロ組織によって⼊⼿できないようにすることです。

sations。テロリストグループが核分裂性物質を⾃分たちで⽣産できる可能性はほとんどありません
。⽶国とG8は
、核物質の安全性を改善するための重要なイニシアチブを確⽴し、資⾦を提供しており、IAEAおよびその他の核産
業組織は、 これらおよびその他の核セキュリティ計画
に貢献しています。
⽶国とロシアが主導する核テロと闘うためのグローバルイニシアチブには、現在、核物質 の会計、管理、物理的保
護 システムの改善、⺠間核の安全性の強化に取り組む
70のパートナー国が含まれています。

核テロを防⽌するための施設およびその他の措置を講じる。 核分裂性物質を⽣産する州や施設

の数が増えるにつれて核分裂性物質の流⽤のリスクが⾼まる限り、世界は、兵器に使⽤可能な核分裂性 物質の⽣産
能⼒が他の州 に広がるのを防ぐための新しい規則を採⽤する必要があります。この問題については 、このホワイト
ペーパーの他の場所で詳しく説明しています。今のところ、核廃絶をより真剣に受け⽌めることは、 主要な⾮核兵
器国が 燃料サイクル能⼒の普及に関する規則を厳しく することへの抵抗を克服するのに役⽴つ可能性があることに
注意することが重要です。

核兵器を保有する国々は、依然として、これらの兵器が核および⽣物 テロ
に対する抑⽌⼒である必要はないことを確信する必要があります。
⽶国、フランス、ロシア、インド、イスラエルの当局者は、 核⼒が抑⽌すると思われる脅威の中で、核
テロおよび⽣物テロに対する国家の⽀援を常に特定している。 核兵器が核または⽣物学的テロ攻撃を阻⽌または先
制する 可能性があることを疑う⾮常に正当な理由があります。核兵器廃絶への核攻撃 ︓討論| 39⼈ のテロリストは
⾸尾よく実⾏するのが難しいでしょう。中⼼的な課題



テロリストを標的にすることは、彼らを⾒つけることです。
関連する標的に向けることができない場合、核兵器であろうとなかろうと、いかなる兵器も有⽤ではありません。
核兵器の使⽤
を正当化するために必要な⾃信と正確さをもってテロリストを特定できれば 、巻き添え被害を抑えながら、他の破
壊⼿段を効果的に展開できる可能性があります。 イラク戦争は、テロリストを標的にする際 の兵器に対する諜報の
優位性を鮮明に⽰しています。2003年に⽶軍がイラクの 指導者に⾏った50回の空中ストライキのうち、意図した標
的の死をもたらしたものは1つもなかった。

徹底的なヒューマン・ライツ・ウォッチの調査に参加しました
。25しかし、多くの標的にされていない⼈々が殺されました。
ミサイルや有⼈航空機のストライキで個々の指導者を標的にして殺害したという⾮常に貧弱な記録は 、⽶軍当局者
が個⼈的に認めているように、⽶国⼤統領がこの役割で
核兵器を使⽤することを許可する可能性は⾮常に低いでしょう。 核テロリストを⽀援または収容する可能性のある
国家および社会に対する核攻撃の脅威は、これらの 国家および社会が保護していたテロリストを追放する動機を与
える可能性があることが⽰唆されています。しかし、これは

アフガニスタン、パキスタン、イラク、イラン からアルカイダを追放する努⼒からわかるように、複雑な問題。政
治指導者が
テロリストを彼らの真っ只中から排除したいときでさえ、そうする彼らの能⼒は
不確かです。そのような国家に対して核兵器を使⽤することを脅かすことは、その脅威を⾮常に 逆効果にするだけ
でなく、特に信頼できない
道徳的、政治的および戦略的問題に満ちています。
たとえば、⽶国やイスラエルが 核テロリストを収容していることが
判明した国に対して核兵器を使⽤すると脅迫した場合、これは⼈気のある敵意を強める可能性があります

⽶国とイスラエルに対して、そして
それらに加担していると⾒なされていた政府に対して、テロリストの原因の可能性のある利益に対して。

他の戦略的問題
は、テロリストが核分裂性物質や
兵器を⼊⼿する可能性のある国に対する核報復を脅かすことから⽣じます。核テロリストのスポンサーを特定でき
るようにするには
、⽶国、フランス、英国などの対象国は、テロリストが使⽤する
核物質と兵器の出所を特定するための法医学的能⼒を開発する必要があり
ます。これには、次のような州の協⼒が必要です。
今そのような材料を持っています。



テロ爆弾の核の「指紋」を⽐較するためのデータベースを作成するには、サンプルが必要になります。
核テロ攻撃が発⽣した場合、潜在的な発⽣源国とのより強⼒な協⼒
が必要となるでしょう。最優先事項は
、その後の攻撃を防ぐための協⼒です。しかし、⽶国または他の
核武装国が、原発国に対して核のカウンターストライクを実施する意思を表明した
場合、それらの国は
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攻撃の前または後のいずれかに協⼒することをいとわない。 たとえば、⽶国が核兵器で攻撃する理由としてこの情
報を使⽤できる
ことを知っていた場合、州は核指紋データベースの情報を提供し ますか︖これらの問題は今調査する必要があり、
その過程で、核の対抗脅威が 核テロとの闘いにおける協⼒ の障害となる程度が明らかになるでしょう。そのような
調査を実施 する際には 、主要な核保有国が明⽰的に

核兵器のない世界に向けて⼀歩を踏み出しましょう。

次のステップ

初期のステップとしての透明性︖ 核武装国は、保有する核兵器の数、⽣産した核兵器の数、 核分裂性物質の保有量
など

を正確に宣⾔するように求められることがよくあります。2008年3⽉、フランスの サルコジ⼤統領は、「NPTによっ
て承認された5つの核兵器国 に透明性措置について合意する」よう要請し た26。この問題を簡単に調査すると、主
要な州と地域は 、透明-

エンシー。中国はロシアや⽶国よりもはるかに⼩さい核兵器を保有している ため、その存続可能性を保護するため
に、この核兵器
のサイズと配置に関する秘密に依存しています。 中国は、⽶国が相互抑⽌の関係を明確に受け⼊れていないこと
を認識している。
つまり、⽶国は 、⽶国の最初の攻撃 に対して核兵器で報復する中国の能⼒を否定するために
軍事⼒を求めたり使⽤したりしないことを中国に安⼼させていない。⽶国は中国が⼩さな兵器を持っていることを
知っているかもしれ ませんが、それが可能な武器の正確な数と場所を知らない場合

⽶国の標的を脅かしているワシントンは、最初の攻撃でそれらすべてを 破壊できるとは確信できません。したがっ
て、北京は、
中国が報復としてアメリカの都市を1つか2つ破壊する可能性があるとワシントンが信じていること、したがって 、



たとえば台湾をめぐる紛争において
、⽶国が核攻撃で⼤規模な戦争の危険を冒すことはないだろうと確信できる。
対照的に
、⽶国が中国の在庫について確信を持っている場合、中国当局は 、現在計画しているよりも⼤きく、より容易に発
射可能な兵器
を建設する必要があると結論付ける可能性があります。
さらに、⽶国周辺の不確実性
弾道ミサイル防衛計画は、中国当局が核分裂性物質の保有または 核⼒について想定する可能性
のある上限を宣⾔することを躊躇していることを意味します。 ただし、機能と教義の間に
は重要な違いがあります。
上記の考慮事項のいずれも、 核兵器の廃絶
に関する中国の透明性を⾼めることを妨げる必要はありません。

41ドクトリン。これは 、台湾をめぐる⽶国との対⽴において、 中国の核の先制不使⽤のドクトリンを遵守するとい
う知恵について、⼀部の中国の軍事戦略家が

継続的に質問していることを考えると、特に望ましい。27

パキスタンとインドはどちらも、核抑⽌⼒を強化し、より⼤きく、より⾼価な備蓄と兵器
を建設するという国内の政治的圧⼒を制限 するために秘密に依存しています。 それぞれの⼈は、核兵器
のサイズと場所についての秘密が、敵が これらの能⼒をうまく標的にできると結論付けないようにすることを望ん
でいます。敵を推測し続ける ことは、最初の攻撃に対する脆弱性を減らし、それによって、より⾼い 発射準備 で
動作するより⼤きな報復⼒を構築するための内圧を緩和する⽅法です。核分裂性物質の在庫に関する不透明性は決
定を提供します-

両⽅の州のメーカーは、どれだけで
⼗分かを判断する⾃由度が⾼くなっています。たとえば、パキスタンが分離された
プルトニウムと⾼濃縮ウランの在庫をインドよりも多く宣⾔した場合、インドの
世論は驚きと懸念を表明し
、政府が急いで⽣産を拡⼤することを要求しがちです。

イスラエルの核不透明化政策の修正は、いくつかの安全
保障上の意味を持ちます。
イスラエルが核兵器の保有を明確に発表した場合、エジプト、イラン
、その他の州内で対抗能⼒を強化するよう圧⼒が⾼まることは明らかだと思われます。の場合、

イスラエルは、中東 に⼤量破壊兵器のない地帯をもたらすための検証可能で強制⼒のある合意であり、
国際的な保障措置の外でどれだけの核分裂性物質を⽣産したかを宣⾔しまし
た。
この物質が純粋に平和的に使⽤されたとしても、その⽣産は
、核兵器の
選択肢を開いたままにするためのヘッジとしてこの地域で⼗分に認識される可能性があり、したがって不安定にな
ります。 ⼀部の州が核保有について



より透明になることを躊躇する理由は、最終的には

上記 の種類の紛争解決と相互信頼醸成措置。しかし、これらの懸念は、
州や国際機関の当局者や専⾨家が 、地域および/または世界レベルで核の透明性
を⾼めるために政治が出現した場合に効果的な透明性対策を考案することを妨げるべきではありません。
また、ロシアと⽶国 が、「⾮戦略的」核兵器 、つまり、⼀般的には収量の少ない兵器のために設計された核兵器の
在庫と処分を
含め、現在、透明性を⾼めない理由はありません。

戦場での使⽤。 透明性の措置は、核兵器と核分裂性物質のすべての⽣産と保有の
完全な開⽰を要求する最終的な核軍縮協定の⾮常に貴重な前兆となる可能性があります 。ジョージ・ペルコビッチ
とジェームズ・M・アクトン ⽶国、ロシア、中国、インド、パキスタン、 イスラエルなどが核軍縮を推進する意欲
をテストし 、彼らができるようにするために確⽴しなければならない条件を詳しく説明する1つの⽅法これを⾏う
ことは、 核の透明性に対する当局者の私的な異議を引き出し、議論することになるでしょう 。これを慎重に⾏うた
めのフォーラムやプロセスは確⽴されていません。The

保護されていない核分裂性物質の⽣産を禁⽌ する可能性のある条約の武装解除に関する会議での⻑期にわたる議論
は、
私たちがここで招待する率直さを助⻑するものではありません。代替案は、
国際的な保障措置の外で核分裂性物質を合法的に⽣産した8つの州が、 核軍縮 を⾏う準備ができていることを世界
の他の国々に⽰す
誠実な努⼒の⼀環として、透明性に関する作業部会を設⽴することです。真剣に。 さらなる準備段階 前の段落およ
び

検証、核産業の管理および
執⾏に関する次の章は、増殖に対する保護を強化すること
と核軍縮を促進することの両⽅にとって⾮常に貴重である。ここでは 、州が早い段階でとることが有益で
ある、それぞれがそれ⾃体で建設的な他のいくつかのステップについて説明します。 核兵器を完全に廃絶するため
のより広範囲な政治的および安全保障上の条件を実現するためには、これら
のいくつかを講じる必要があり ます。 北朝鮮は、合法的な場合、核兵器の脅威をもたらすことをやめなければなり
ません。



核兵器の仲間の所有者は、今⽇の地平線を⾒渡して
、すべての核兵器の廃絶が実現可能であるかもしれないと想像することになっています。
不確かではあるが、北朝鮮の核兵器化の枠組みが存在する
。当⾯の課題は実装です。北朝鮮は
最近、プルトニウムの保有と⽣産の歴史を宣⾔し
、検証の詳細について合意するための協議が現在進⾏中である。⻑期的には、
ウラン濃縮への北朝鮮の疑わしい努⼒
とシリアとの核協⼒に取り組む必要があるだろう。また、それを宣⾔する必要があります
核兵器施設と兵器⾃体。

開⽰のプロセスは複雑なものになり、他の場所で
の将来の軍縮検証プロセスのテストラボとして役⽴つ可能性
があります。北朝鮮が
六者会合の他の参加者に、保有するすべての情報を提供していることを納得させたとしても、北朝鮮の記録、物理
的 証拠、および他の当事者の情報推定値の
間に⽭盾がある可能性があります。
特に、
失われたプルトニウムの量に関する北朝鮮の主張に対する信頼の構築
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再処理中29、2006年10⽉に使⽤された核実験は
、前者の量を確認する簡単な⽅法がなく
、後者を確認することが不可能であるため、重⼤な課題を提⽰します。したがって、北朝鮮は、 軍縮を検証する試
みの過程で必然的に⽣じるその
ような課題 （次の章でさらに議論される）が⾸尾よく解決できるかどうかを実証するための有益な機会を提供しま
す。 実際、プルトニウムの⽣産は ⾼濃縮ウラン（HEU）の⽣産よりも物理的検証の影響を受けやすいことを考える
と、成功

すべての核兵器の廃絶を真剣に受け⽌めるためには 、北朝鮮の武装解除が不可⽋です。

北朝鮮の対話者間の違いは交渉で⽣じる可能性があり、
これらがどのように解決されるかはすぐには明らかではありません。 しかし、参加者は、北朝鮮の検証プロセスに
関する建設的な合意は、 核の不安を緩和するための即時の貢献だけでなく 、将来の核軍縮のテストケースとしての
使⽤にとっても価値が
あることを覚えておく必要があります。⾔うまでもなく、北朝鮮 が核記録の開⽰において、あるいは最も重要なこ
ととして協⼒を拒否した場合、

当然のことながら、そのすべての兵器と関連する⽣産能⼒を解体する際に、
これは他の核兵器国が
彼ら⾃⾝の兵器を削減しないであろう床を設定するでしょう。 イランの事例は、地域的および世界的な核兵器禁⽌



が実⾏可能で あるという確信を築くために強化されなければならない

国際システムの多くの部分をテストします。イランは IAEA保障措置協定に違反しているのを発⾒されました。 イ
ランが核分裂性物質や核兵器を取得する前に、検出システムは時間内に機能しました。責任ある 執⾏当局が召喚さ
れた。彼らはイランに凍結するよう命じた—

彼らの平和的な性質が確⽴され、イランの意図への信頼が回復する まで、その疑わしい、潜在的に脅威となる活動
を⽌めてください。
しかし、その秘密の活動が発⾒されてから6年後、イランは依然として
執⾏当局、つまりIAEA理事
会と国連安全保障理事会をじっと⾒つめています
。
イランが核不拡散体制の規則、⼿続き、執⾏当局に⾸尾よく反抗し続けるのであれば
、誰もがその規則を導く⾃信を持っている理由はありません。
⾮核兵器のない世界を確保することが強制されます。

イランは反抗を続ける意欲があると主張する⼈もいれば
、⽶国やイスラエルなどが
核兵器を保有しているため、他の州はそれを容認する傾向がある。核の「⼆重基準」は
、核兵器の能⼒を獲得することへのイランの関⼼を説明または弁解すると⾔われています。
誰も核兵器を持っていなければ、イラン44
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はより協⼒的であり、国際社会はより粘り強くなるでしょう。
しかし、イランの指導者たちは、核兵器を求めていないことを主張し、彼らは
他の場所に核兵器が存在することが、核兵器を
濃縮し続ける動機となるとは⾔っていない。
また、これらの条件で法的拘束⼒のある安全保障理事会決議に従うことを拒否することを正当化するものでもあり
ません。
イランの事件は、世界的な
核軍縮の⽬的に深刻な打撃を与えています。 セーフガード協定を破り、IAEAと協⼒して核活動の独占的に平和な性
質に関する
すべての未解決の問題を解決できなかったNPTの締約国 は、不拡散体制の適切な執⾏メカニズムに反対している。
もしも

そしてイランがこれらのメカニズムに完全に準拠するとき、これは 将来の違反
を防ぎ、「⼆重基準」の批判に対処するために不拡散体制への調整を交渉する時である。 世界的な核廃絶は、中東
に検証可能なWMDフリーゾーンを 同時にまたは事前に確⽴することなしには起こり得ません。 イランがIAEAと安
全保障理事会の義務を遵守することを拒否すると、 両⽅の⽬的が不可能になります。イスラエルが核兵器を保有 し
ていることも同様です。しかし、イランはイスラエルとは異なり、創造への第⼀歩でさえも阻⽌します-



イスラエルの存在権を認めないことによってそのようなゾーンを作ります。 隣国や宣⾔された敵対者がその存在を
認めない限り、あるいは 平和に⽣きる政治的意思を⽰さない
限り、国家が核抑⽌⼒を放棄することを期待することは政治的に⾮現実的です。確かに、イスラエルに対するイラ
ンの好意 的な態度とテロを実践する組織への⽀援は、国際社会が 核兵器燃料を⽣産する可能性のある施設の運営に
⾮常に悩まされている主な理由です。この明らかな脅威の 除去は、必要な政治的および安全保障上の事前調整で
す。

地域的および世界的な
核軍縮に向けた進化のステップを可能にするためのdition。

イランと北朝鮮の動向にかかわらず、国際社会は、核兵器の不法な拡散 を国際犯罪に することにより、核軍縮を促
進するために必要な
変更を開始する意欲を⽰すことができます。奴隷制、海賊⾏為、 ハイ  ジャックは今⽇の国際犯罪ですが、核兵器の
拡散はそうで はありません。国連安全保障理事会決議1540は、すべての州に 、

⾮国家主体に対する核兵器の能⼒。
（核抑⽌⼒を改善するために輸⼊に依存し続けているパキスタンを含むいくつかの州は、国家への拡散が決議
によってカバーされないことを保証した
。）⾮国家主体への拡散を国際
犯罪にすることは、拡散のリスクを減らすだろう。ネットワークは

核兵器の廃絶で繁栄するだろう︓議論|

国内法の施⾏が緩い州では45 。そのようなネットワークは
、テロリストだけでなく、彼らの不拡散を打破することを熱望した国家にも役⽴つ可能性があります
義務と核兵器の能⼒を取得します。そのような法律の下では、
増殖者は世界中のどこでも逮捕と起訴の対象となるでしょう
。
決議1540の下ですでになされた約束のこの国際的な法的強化を⽀持しなかった国は
、核軍縮に対する修辞的ではなく、彼らの本当の態度を明らかにするでしょう。

核兵器を保有する国々
は、核⼒の作戦姿勢を変え、
国家安全保障のドクトリンを⽬⽴たなくすることで、迅速かつ重要な信頼を築くことができます。ここ
インド、パキスタン、イスラエルは⽐較的前向きなモデルを提供しています。パキスタンと
インドは、核兵器をその輸送



システムと組み合わせて配備することを控えており、どちらの国の軍隊も迅速な発射の準備ができていません。し
たがって、それら
は偶発的な使⽤の影響を受けにくくなります。
イスラエルは、国内の聴衆を満⾜させたり、その地位を主張したり、他の
州を脅迫したりするために核セイバーをガタガタ鳴らしません。グループとしての核武装国は、もし彼ら が即時使
⽤の準備ができて破壊に対して脆弱な核兵器を
⽇常的に配備しないという基準を採⽤すれば、世界を安⼼させるために多くのことをするでしょう。

着信攻撃の警告時には使⽤されません。これは主に⽶国とロシアの問題ですが 、攻撃の警告を受けた直後に核兵器
の破壊⼒を解き放たなければならないと感じたり、 失う危険を冒したりする⽴場に
国家指導者がいてはならないというのも⼀般原則です。報復する彼らの州の能⼒。 核軍縮の望ましさと実現可能性
についての以前の議論で、 核兵器を保有する州の専⾨家は 、⼤規模な核保有国が兵器を少数に減らすにつれて、次
のように述べていると予測しました。

核兵器を所有していないと、核兵器を取得したくなるかもしれない
30。最⼤の兵器が数百の兵器を数えた段階で、核兵器
の新興保有者
は
、国際核ランク。この可能性を否定することはできませんが、
軍縮への障壁と⾒なされるべきではありません。⽐較的⼩さな兵器への削減は 、新しいアクターが核兵器を求めた
場合に
国家が容易に停⽌または逆転する可能性がある進化的プロセスの⼀部となるでしょう。
いかなる場合でも、

強化された不拡散規則 の執⾏可能性に対する集団的信頼の⼤幅な向上が達成されない場合、現在の核武装国は、彼
らの ⾒解では、新たな拡散
を招くほど少ない数への削減に着⼿しないだろう。
さらに、野⼼的な核武装勢⼒
は、それがもたらすことを望んでいた政治的および戦略的利益と
、恐らくはかなりの額になるであろう拡散のリスクとコストを⽐較検討する必要があるだろう

。ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

は、今⽇の世界よりも優れています。増殖剤は本当に壊れているでしょう

少数の核兵器保有者を「持っている」と「持っていない」という分割された不公平な核秩序に 参加させようとする
のではなく、世界的な反核兵器の規範
。⾔い換えれば、
核兵器に対する政治的、経済的、そして安全保障上の障壁は、 ゼロに向かって移動する
国家の兵器のバランスをとろうとすることから得られる期待される利益を上回るのに⼗分なほど⾼いでしょう。 よ
り深刻な「少数」の問題は 、核兵器の保有者が 、認識されている追加のリスクを引き受けるよりも、⼩さな核⼒の
⾼原に⽴ち寄ることを好むことである可能性が⾼い。



ゼロになるためのコスト。
核武装国は、⾮核兵器国と新たな交渉を試みようとするかもしれません。そこでは、
根本的に削減された政治的および軍事的顕著性と核兵器の数
は
、より強⼒な不拡散体制—
核武装国が現在核軍縮に関⼼を持っていることを主に動機付ける結果
。問題は、主要な⾮
核兵器国がそのよう
な改訂された交渉を交渉し、実⾏することをいとわないかどうかということになるでしょう。

核の不均衡に対する深刻な関⼼を⽰すために、核の平等がはるかに⼤きく、総数がはるかに少ない 世界で安定と安
全を達成するという課題は
、後からではなく、より早く取り組む必要があります
。
公式および⾮公式の専⾨家は、この問題をモデル化するために国際的に奨励されるべきです。
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これらの州内では、核兵器の禁⽌を⽀持（および批准）するための

条件 として、「完全な」検証を要求するでしょう。ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

「完璧な」検証が必要でしょうか︖ ポール・ニッツェ⼤使 は、1987年の中距離核戦⼒条約に関する公聴



会で⽶国上院外交委員会の前で発⾔し、効果的な検証システム は、締約国が条約 の範囲を超えて移動した違反を検
出できなければならないと述べた。軍事的に重要な⽅法で」。たとえば、

SS-20は、INF条約で 禁⽌されている移動式中距離弾道ミサイルであり、軍事
的重要性のしきい値は約50ミサイルに設定され
ていました2。
ソビエト連邦に残っているSS-20が50未満であることを確認するために、⼗分な検査努⼒を払ってください。SS-20
の最も
⼀般的なバージョン（Mod 2）には3台の再突⼊⾞両があったため、これ
は最⼤150発の弾頭に相当する可能性があります。
ソビエト連邦がすべてのSS-20を解体したことを同じ程度の⾃信で確認する
より多くのオーバーフライトと検査が必要であり、それに応じ
てより⾼価でした。 （意図的であるかどうかにかかわらず）

任意に⼩さな条約違反を検出するように設計された検証システムはありません。
しかし、
軍事的に重⼤な違反を構成するものは、状況によって異なります。 INF条約が締結されたときに、⽶国と
ソビエト連邦が他の種類の核兵器を保有していなかったとしたら、SS-20の検証はおそらく もっと厳格である必要
があったでしょう。 ロシアと⽶国は、彼らが⾏った核兵器削減をごまかすインセンティブをほとんど持っていませ
んでした。

遠い。各国は⾮常に⼤きな兵器と核分裂性物質の
備蓄を持っているので、数
個の兵器やキログラムのプルトニウムを分泌する動機はありませんでした。
検出のリスクがなかったとしても、不正⾏為をする動機はほとんどありませんでした。検出の
リスクがあるため、インセンティブは不正⾏為に強く反対しています。また、
それぞれの側が確実な核報復能⼒を保持していること
もあり、実際に必要な検証基準はかなり低くなっています。

1961年、ケネディ⼤統領の科学顧問であるジェロームウィスナーは次のように主張しました。
ゼロに近づくにつれ、
軍事的に重要となる未公開の兵器や核分裂性物質の量は次第に少なくなります
3。これにより、検証に対する要求が⾼まります。
この議論は確かに直感的に魅⼒的です。
過去数百または数⼗の兵器からゼロへの移⾏において、核抑⽌⼒を放棄する準備をしている国 は、他⼈がだまして
いるリスク
について⾮常に⼼配していませんか︖ すべての州が、他の州が、少なくとも他のどの州よりもはるかに⼤きな程度
で、不正⾏為をするインセンティブを持って
いると想定するわけではありません。
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宣⾔された 武器の
数 検査の 量 許容できる 不確実性 O時間A 図1︓「ウィスナー曲線」。Allan S. Krassの図40に基づいて、検証︓どれ
くらいで ⼗分ですか︖（ロンドン︓SIPRIのテイラーアンドフランシス、1985年）、p。168. これまでに交渉された
軍備管理条約︖ したがって、ゼロへの最終的な移⾏では、完全な検証、または少なくとも 達成不可能なほど良好な
検証が必要になるのではないでしょうか。

いわゆるヴィースナー曲線（図1に⽰されている）は
、3つの理由で誤解を招く可能性があります。
第⼀に、⾮核兵器地帯の軍事的に重要な量は、実際には
検証を実⾏不可能にするほど少ないのでしょうか。
あるいは、より平易な⾔葉で⾔えば、核分裂性物質や核兵器の⼩さなキャッシュは、「ならず者国家」
または⼤国によって取得されたかどうかにかかわらず、本当に国際の平和
と安全に容認できない脅威をもたらすでしょうか︖
アナリストはこの点を両⽅の⽅法で主張しています4。重要なのは州の認識であるため、ここでは議論をリハーサル
しません。

州が異なれば、⾮常に少数の不正⾏為 の重要性について異なる⾒解を持っている可能性があります。

第⼆に、⽶国の不拡散の専⾨家であるアラン・クラスが観察したように、
ヴィースナーの分析では、「不信のレベルは軍縮プロセスの間⼀定であると暗黙のうちに想定されている」 5
。 そして州は、それぞれが本当に合意を履⾏するつもりであると確信するように なり、もはやそのような厳格な検
証を必要としないかもしれません。⽶国の軍備管理 アナリスト、スティーブ・フェッターは、検証が最も必要であ
る可能性があることを⽰唆しています
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は、約100発の弾頭のレベルで頑強 です。この議論 は、検証が信頼を促進するという仮定に基づいており、 国家は
軍縮協定の条件を遵守しているだけでなく 、それを継続する意図を持っていた。この 仮定は、⽶国と



ロシアは、期間が無期限である2つの戦略的軍備
管理条約（START IとINF）の検証協定に期限を設け

ました。7最後に、ヴィースナーモデルは、検証がそれ⾃体の⽬的ではなく、⽬的を達成するための⼿段であるとい
う事実を無視してい
ます。終わりはコンプライアンスであり
、コンプライアンスを推進するためには施⾏メカニズムも存在しなければなりません。
第4章でさらに詳しく説明するように、
検証が完全であったとしても、効果的な執⾏メカニズムは依然として重要です。検証システムの⽋陥は、より堅牢
な 施⾏メカニズム
によって相殺される可能性があります。

検証基準と慣⾏のこれらの問題は
、核武装国と⾮核武装国の間は⾔うまでもなく、核武装国の間でさえも広く調査されていません
。そのような探査
は、核兵器の禁⽌
が交渉されるかなり前に⾏われる必要があるでしょう。これは、
公式レベルと⾮公式レベルの両⽅で、有⽤な予備分析と議論を今すぐ始めることができる主題です
。
このような検証問題の調査にすべてのNPT核兵器国の兵器研究所を参加させるという2008年2⽉の英国の提案
は歓迎されるべきである8。

検証の仕組み次に、検証の仕組みに

⽬を向けます。
ゼロへの移⾏を検証するために利⽤できる可能性のある技術と⼿順、
それらの⽋陥、およびこれらの⽋陥を克服するための⾒通しを検討します。 この議論を通して、上記の検証
の政治的⽂脈を念頭に置くことが重要です。
極端な場合、州は最終
的に検証への「最善を尽くす」アプローチに満⾜する可能性があります。他⽅では
、彼らは⾮常に⾼い⽔準の証明を要求するかもしれません。前者の
シナリオでは、以下で特定する検証の弱点は単純に
問題と⾒なされることをやめます。
後者の場合、解決できなければ核兵器廃絶の⼤きな障害となるでしょう。
必要とされる検証の基準についての不確実性を考えると、
軍縮を真剣に受け⽌めることは、

核兵器の廃絶を検討することを含まなければなりません。53

の潜在的な検証の落とし⽳。
この議論は、主要な課題を浮き彫りにすることを⽬的としています。それは網羅的ではありません。
スペースの制限が私たちの探求を妨げる重要な問題がいくつかあります。特に、
軍縮の検証をどの機関に任せるべきかという問題です。したほうがいい
それはIAEAなのか、それとも特にその⽬的のために新しい査察官を創設すべきなの



か︖国際機関は必要ですか︖

軍縮とは何ですか︖

「完全な核軍縮」という表現は、さまざまな最終
状態を網羅しています。極端な例として、軍縮の「純粋主義者」の⾒⽅と呼ばれるものがあります
9。この⾒⽅では、核軍縮の⽬的は、核兵器を
安全に排除し、可能な限り、核兵器
を⽣産する国の能⼒を消去することです。解体後、兵器の⾮核
コンポーネントは破壊されます。核分裂性物質は
国際的な保障措置の下に置かれ、可能な限り
核兵器で使⽤できない形に変換されます。核兵器の設計、
製造、保守に使⽤されていた施設は取り壊されるか、少なくとも
核兵器とは関係のない⽬的に完全に⽅向転換されます。

純粋主義者の⽴場は
、ヘッジとして機能するために何らかの形の核兵器再構成能⼒を故意に維持する可能性を拒否します。 この調査
は、少なくとも武器と関連インフラストラクチャが存在している間は、
⼀部のヘッジ機能が必然的に存在するため、⼀部には存在しません。

解体。しかし、議論のために、この論⽂はまず
、広く純粋な観点から軍縮を検討している。次に、第5章では、
ヘッジについて検討します。

廃⽌協定の条件を定義する際の重要な課題は、
⼆重および多⽬的の活動、材料および設備に関連するでしょう。
関係する政治的および経済的問題は
、純粋主義者の間でさえ、これらの質問について意⾒の相違が⽣じる可能性がかなりあることを意味します。
武装解除された世界でどのような⺠間の核活動が許可されるべきかという問題は
、この論⽂の後半で詳細に扱われます。の簡単な調査
他の2つのデュアルユースまたはマルチユースの問題（⽣産設備と配送
システム）は、いくつかの問題を説明するのに役⽴つはずです。

核軍縮協定は、国家の
核兵器複合体が禁⽌された⽬的で使⽤されていないことを
保証する必要があり
ます。
しかし、「核兵器複合体」という⽤語はどのように定義されるべきでしょうか︖明らかに
、兵器ピット（核弾頭の⾦属コア）または
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たとえば、弾頭の最終組み⽴てには監視が必要ですが、
⾮核コンポーネントの製造に関与するものについてはどうでしょうか。
たとえば、現在、爆発性の⾼い
装薬を成形、プレス、成形したり、核弾頭⽤の電⼦部品を製造したりするプラント
は、他の⽬的の部品を製造するために簡単に使⽤でき
ます。もしそうなら、



⾮核
軍事プログラムの秘密を損なうことなく監視は可能でしょうか︖
「⼆次」（複合材料）の製造に使⽤されるリチウム6などの機器または材料を⽣産するプラントはありますか︖
核融合によってエネルギーを⽣成する熱核弾頭のnents
）は監視が必要ですか︖

軍縮協定は、ある種の配達
⾞両を⾮合法化すべきですか︖
そのような禁⽌の最も明⽩な標的は弾道ミサイルでしょう。弾道ミサイルは射程が⻑く
、防御が⾮常に困難です。
したがって、これらは、核兵器などの⾼コストで影響⼒の⼤きい軍需品向けの優れた配送⼿段です。 問題の国家が
弾道を所有している場合、
⾮核兵器地帯からの脱却の結果はかなり悪化するでしょう

ミサイル。この観点から、それらを禁⽌するための強⼒なケースがあります。
実際、ロシアは最近、1987年の⼆国間INF条約をグローバル化することを提案しました。これにより 、500kmから
5,500kmの範囲
の⽶国とロシアの地上発射ミサイルがすべて排除され、フランスは すべての短距離および中距離弾道ミサイルの世
界的な禁⽌を提案しました。ミサイル。 ただし、州が利⽤できる弾薬技術によっては、 弾道ミサイルを使⽤して、
従来の化学兵器または⽣物 兵器を輸送することもできます。軍備管理協会による2007年9⽉の調査

弾道ミサイルを保有していることが知られている、または信じられている32の州をリストアップしている11。これ
らの州は 、⾮核兵器のない世界
を実現するためにミサイルを放棄する必要があるだろうか。
もしそうなら、彼らはそうすることをいとわないでしょうか︖
弾道ミサイルを所有しているが、巡航ミサイルや⾼度な空軍を所有していない州は、 弾道ミサイルの禁⽌と引き換
えに、効果的な公平性
の問題として、ライバルがそれらの配送システムを禁⽌することに同意することを主張しますか︖ この解説の⽬的
は、 これらのような質問や問題が軍縮に乗り越えられない障害をもたらすと主張することではなく、

むしろ、潜在的な軍縮協定 の範囲と義務について実際の質問があることを⽰すためです。また、これらの質問の少
なくとも⼀部
は、専⾨家に委任できる単なる技術的な問題ではなく
、国家の安全
と経済的利益に影響を与えるという点で戦略的な問題であることも⽰しています。
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正確性のチェック︓宣⾔された内容の検証

i。弾頭の解体の検証検証の主な⽬的は、州が 宣⾔された弾頭、およびそれらの構成要素と材料を配置し



たことを確認することです。

使⽤を超えて。
この要件は、核軍備管理条約の新たな出発点となるでしょう。
弾頭の解体の検証に伴う困難のため、主に
弾頭検査に関する国家安全保障上の懸念のために、条約はこれまで、ほぼ
独占的に配達⾞両とその発射装置に焦点を合わせなければなりませんでした。実際、NPTの第1条は 、適切なセキュ
リティクリアランスが
ない限り、検査官が弾頭を直接⾒ること、および 他の核分裂性物質で⽇常的に使⽤される他の多くの検証技術を使
⽤することを禁じています。

1990年代後半、次の⽶露軍備管理条約であるSTART IIIは、適切 な透明性対策
とともに弾頭の破壊を要求するように思われた。
しかし、START IIIは決して締結されず、その
場所は2002年のモスクワ条約によって引き継がれました。この条約には検証
条項が含まれておらず、弾頭を破壊する必要はありません。それにもかかわらず、
START IIIの準備は
、弾頭の破壊がどのように検証されるかについての広範囲で詳細な研究を刺激しました。

次の段落では、弾頭の解体を検証するためのスキーム
がスケッチされています12。この写真は標準モデルと呼ばれるかもしれませんが、
そしてそれは⽂献の⼤まかなコンセンサスを表しています。もちろん
、この中⼼的なテーマには多くのバリエーションがありますが、根本的に異なるものはほとんどありません。 第⼀
に、州は、各弾頭の位置、種類、場合によっては履歴を指定

する詳細な「ベースライン」宣⾔を提出する必要があります 。13弾頭コンテナ（輸送キャニスター、再突⼊⾞両 、
⾃由落下爆弾ケースなど） バーコードと同様に、概念的に、そしておそらく実際的には、⼀意の識別⼦でタグ付け
されます。ベースライン宣⾔が正しいことを 確認するために、検査官は許可されます-

弾頭コンテナのランダムサンプルを検査して、それら
が州の宣⾔と⼀致することを確認します。サンプルが⼤きいほど、
宣⾔の信頼性が⾼くなります。検査官はまた 、宣⾔から省略されてい
ないことを確認するために、宣⾔された各サイトに存在する弾頭の総数を数えることが許可されます。
理想的には、配備された弾頭の検証は
配備サイトで開始され
、軍縮プロセスの可能な限り多くの管理過程を確⽴できるようになります。
弾頭コンポーネントができることを確認する必要があることは明らかです

解体プロセス 中はいつでも取り外したり分泌したりしないでください。
これを可能にするには、弾頭コンテナを、それらを開こうとする不正な試みを確実に検出できるデバイスで密閉す
る必要があります
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官に

関連する敏感さは間違いなくあり ますが、問題は克服できないようには⾒えません。 たとえば、STARTの検証の取
り決めの⼀環として、検査官は 弾道ミサイルのノーズコーンに再突⼊する⾞両を数えることができます。

検査官が機密性の⾼い設計の詳細 を学ぶことができないような⽅法でカバーされています。実際、⼀般に、マネー
ジドアクセス技術は⽐較的よく
理解され開発されています15。国際的な検査官は、 上記
のベースライン宣⾔を検証するために、わずかに⾼い程度のアクセスしか必要としません。 検証中、検査官は 弾頭
⾃体を検査することは許可されず、コンテナのみを検査することが許可されます。したがって 、実際の弾頭がコン
テナ内にあったという証拠を提供する必要があります。 強固な管理過程を確⽴することで、ある程度の信頼が築か
れる可能性があります

弾頭の場合は、保管または配備 された場所から開始します。さらに、 分類された設計の詳細を明らか
にしない⽅法で弾頭の特性を測定することにより、弾頭を認証することもおそらく必要になるでしょう。
このステップは、解体プロセスで最も弱いリンクである可能性があり、
以下でさらに説明します。

認証された弾頭は、
国際的な検査官から解体されます16。解体
施設（または、

許可されていない除去 を検出するには、コンテナ）を継続的に監視する必要があります17。検証プロセスに必要な
労⼒
は、⼈間ではなく⾃動
監視が実⾏可能である限り、⼤幅に削減されます。 弾頭部品が保持されていないことを確認するために、解体施設
も
定期的に検査官によって「掃引」される必要があります。
回収された核分裂性物質は
、機密情報（形状、質量、
製造技術など）を推測できない形式に変換され、標準の下に置かれます。
国際的な保障措置。弾頭の⾮核コンポーネントは
破壊されます。問題のコンポーネントの感度によっては、
検査官の⽴ち会いの下でこれを⾏うことができる場合があります。
たとえば、⾼爆発物は⾮常に特徴的な⽅法で燃焼し、検査官が その形状について敏感な詳細を学ばない
限り、その破壊を⽬撃できなかった理由はありません。 このモデルをここに提⽰できるよりもはるかに深く 詳しく
説明するために他の場所で多⼤な努⼒が払われており、バランスをとると 、宣⾔された弾頭の解体の検証は
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の可能性。これは、すべての問題が解決されたということではありません。たとえば、解体プロセス中
の封じ込めと信頼できる管理過程の確⽴の重要性を考えると、 現在 のタグとアザラシが仕事に向いているかどうか
についての
本当の疑問があります18。意志と 資⾦。この⼀般的に楽観的な結論に対する1つの考えられる例外 は、弾頭の認証
の問題です。現在のアプローチが

最終的に成功する可能性がありますが
、これが問題になる可能性があると信じる理由があります。

ii。情報バリアは認証問題の解決策ですか︖ ロシアと⽶国は、弾頭を認証する⽅法

の問題についてすでにかなりの考えを持っています。
研究は情報障壁の概念に集中してきました
19。このアプローチでは、検査官は
標準的な検出器を使⽤してコンテナ内の弾頭の放射性放射を測定し
ます。ただし、検査官は
スキャナーの出⼒を直接表⽰することは許可されていないため、機密性の⾼い設計の詳細が開⽰される可能性があ
るため、「情報」
メイションバリアは、検出器の出⼒をフィルタリングし、
機密情報を削除するために使⽤されます。原則として、フィルタリングされた出⼒は、本物の 弾頭がコンテナ内に
存在
するかどうかを⽰す緑⾊または⾚⾊のライトにすぎません。 情報バリア技術の主な難しさは、 箱 の中の物体が弾
頭であるかどうかを決定するための公式に到達するという問題です。属性検証として知られる1つのアプローチで
は、基本的に弾頭を特定の 特性 セットを持つオブジェクトとして定義します。たとえば、特定の最⼩値を含むオブ
ジェクト

特定の範囲の同位体組成のプルトニウムの塊は
弾頭と⾒なすことができます。 これは、武器に由来するプルトニウムの検証
を可能にするためのロシア、⽶国、IAEAの共同プロジェクトである三国間イニシアチブによって⽀持された⽅法で
した。 この⽅法はかなり有望ですが、 特にカットオフポイントがどこにあるべきかなど、多くの質問に答えられま
せん。 弾頭 と⾒なされる前に、物体にはどのくらいのプルトニウムまたはウランが含まれている必要があります
か︖弾頭内の核分裂性物質の量は 分類されているため、検査対象者ができることは、特定の弾頭を宣⾔することだ
けです。



少なくとも4kgのウランが含まれており、他の当事者がその
数字を受け⼊れることを望んでいます。しかし、州はそのような宣⾔を信頼に応じて喜んで受け⼊れるでしょう
か︖この問題は 、核兵器の設計に関する詳細な情報を持ってはならない
⾮核兵器国にとっておそらく最も深刻です。 58 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン 禁⽌された
調査を⾏わずに、 そのような主張が合理的であるかどうかをどのように評価できるでしょうか。たとえば、サウジ
アラビアやシリアは 、核兵器 の設計に関するイスラエルの主張に基づく検証システムを受け⼊れる可能性が⾼いで
しょうか。

許容できる属性を何らかの⽅法で選択できたとしても、属性の検証では 、核兵器
からの核分裂性物質が転⽤されていないことを保証することはできません。 属性法を使⽤して弾頭を認証すること
は、核分裂性物質が弾頭から除去されていないこと を確認することと同等ではない
ことは⾒過ごされがちです20。この属性検証の⽋陥は 、核武装国に⼤量の備蓄がある 今⽇の世界ではそれほど重要
ではないかもしれません。核分裂性物質であり、 秘密の流⽤の動機はほとんどありませんが、 ゼロレベルに近づく
につれてそれは重要になる可能性があります。

この議論は、弾頭の 認証が不可能であることを意味するものと解釈されるべきではありません。 その実現可能性
は、検証プロセス
に必要な信頼度に関する政治的判断にある程度依存します。 技術レベルでは、ここで強調され
ている問題を克服できる可能性があります。
属性検証を機能させることができなかっ
たとしても、代替の（または潜在的に補完的な）テクノロジーである
テンプレート検証が機能する可能性があります。
テンプレート検証では、検証中のオブジェクトの放射スペクトルを「テンプレート」仕様と⽐較します。

トラム、およびそのスペクトルがテンプレートにどれほど類似している かに基づいて、オブジェクトが弾頭である
かどうかを判断します。
このテクノロジーには、特にそのようなテンプレートを作成する⽅法に関して、独⾃の⼀連の問題
があり、現在のところ主要な候補ではありません21。しかし、この議論が
⽰すことは、検証
の問題を解決するためにさらに多くの作業が必要であることです。宣⾔された弾頭の解体、そして今⽇の世界にお
ける⽶露⼆国間協定に適切な技術 は、核兵器ゼロに向かっている世界でのより広い使⽤には
適していないかもしれない。
さらに、



核兵器国は、⾮核兵器国の間 で認証技術への信頼を築く必要があります。この⽬的のために、核兵器国は
、情報障壁技術の研究を継続するだけでなく、
核兵器国も
、NPTの第1条の制約の範囲内で可能な限り、⾮核兵器と協⼒してその開発に協⼒する必要があります。
核兵器国（英国はすでにノルウェーとの関係を開始しているため）。

最後に、核武装国は、弾頭
分類規則の⾒直しを開始し、条約の⽂脈において、
完全な核軍縮、弾頭
設計に関する追加情報が検査官に公開される可能性があります。核武装国が核兵器の廃絶を感じた場合
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の核分裂性物質の量と同位体組成を分類解除できるため、検証が⼤幅に簡素化されます。
最終的には、
核武装国は、検証のメリットと
そのような情報を公開することによる拡散リスクを⽐較検討する必要があります22。情報を
公開する必要はありませんが、
公開する意思があれば、検証システムの開発が容易になります。将来的には
⾮核兵器地帯に向けた世界的な動きの⼀部。

iii。核分裂性物質、配送システム、インフラストラクチャの処理検証はもちろん 、弾頭以外の
条約で制限されたアイテムにも関係します。
しかし、弾頭は最⼤の課題
を提起し、⽐較すると、核分裂性物質の処分の検証、
配送システムの排除、インフラストラクチャのシャットダウンまたは変換は
⽐較的簡単です。たとえば、配達⾞両
は多くの軍備管理交渉の対象となっています。それらのサイズにより、
検証は⽐較的簡単になります。配信の種類ごとに
システムには間違いなく独⾃の課題があり、
配信システムの検証に関する豊富な経験があり、解決でき
ない問題はないようです。
核兵器複合施設の組⽴および解体施設および他の多くの部分のサイズは、 現在そのような検証の経験が限られてい
る
にもかかわらず、それらの状態を検証することも⼤きな技術的困難を もたらす可能性が低いことを意味します23。
解体された武器からすべての核分裂性物質を処分します。 HEUは、ダウンブレンディングによって「変性」させる
ことができます。つまり、HEUを低濃度のウランと混合します。

低濃縮ウラン（LEU）を形成し、そこから標準的な原⼦炉
燃料を製造することができます。これは簡単なプロセスです。実際、1993年の合意に続いて、ロシア は⽶国に販売
するために
年間約30トンのHEUをダウンブレンドしています。
過剰なプルトニウムを処分するための⻑期的な選択肢は2つあります。強⼒な放射性核廃棄物
と⼀緒に埋めて「固定化」することで



抽出を⾮常に困難にするか
、混合酸化物として⺠間の原⼦炉で燃焼させます（ MOX）
電気を⽣成するための燃料。固定化技術は証明されておらず、計画されている⽶国
固定化プラントは、予定より少なくとも10年遅れています。MOX
燃料はヨーロッパで数年間製造され使⽤されてきました
が、⽶国とロシアのMOX燃料プラントも少なくとも10年遅れて
います。さらに、⽶国エネルギー省は、⽶国で
プルトニウム処分施設を建設および運営するのに約100億ドルかかると⾒積もっています（ただし、 これ
は燃料の価値と相殺する必要があります
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⽣産）。
それにもかかわらず、核分裂性物質の処理を検証するための標準的な技術が存在します。そのような技術が適切か
どうかは
第3章で取り上げられており、IAEAの保障措置が議論されています。

iv。次のステップ︓概念実証の実証宣⾔された弾頭

の検証の実現可能性についての⼀般的に楽観的な結論にもかかわらず、 1つの核弾頭 を解体および解体するエンド
ツーエンドのプロセスを実際に検証した
国はないことに注意することが重要です。。さまざまな⼆国間条約により、 ⽶国とロシアは核軍縮プロセスの⼀部
を検証した経験を積んでいます24。しかし 、関連技術の多くは調査されて いますが、弾頭解体プロセスの⼀部は検
証されていません。

（特に三国間イニシアチブで）。 ⽶国とロシアは、1つまたは複数の弾頭を 解体および廃⽌するためのプロトタイ
プのエンドツーエンド検証スキームに 同意して採⽤することにより、2010年NPT再検討会議で信⽤を

得ることができる重要な⼀歩を踏み出すことができます。25検証を開始する必要があります弾頭を その輸送システ
ムから取り除き、 核分裂性物質を国際的な保障措置の下に置くことで終わります。 核兵器の廃絶 を考えるときに
ほとんどの⼈が想定する形で検証可能な軍縮を実証することにより、⽶国とロシアは

挑戦し、善意を⽰し、そしておそらく核兵器のない世界のビジョンに主要な機関を ⽂化変容させるプロセスを開始
します。
英国が提案したNPT核兵器国の兵器研究所の会議は
重要な補完的イニシアチブであり 、検証技術と⼿順に関する
協⼒の範囲をさらに探求するフォーラムをP5に提供します。 完全性の評価︓宣⾔されていないものについての懸念
前述の議論 は、宣⾔された核弾頭およびその他の解体および処分 を検証するために利⽤可能な技術を調査した。



条約限定のアイテム。 しかし、隠された弾頭の宣⾔に失敗する可能性があるのに、なぜ国家が
検証システムを打ち負かそうとするのに苦労するのかという疑問が⽣じます。
弾頭を秘密裏に保持する
ことは、より簡単で安価であり、捕まるリスクがはるかに少なくなります。
弾頭は⼩さく、簡単に移動できます。放射性ですが、それらは簡単に遮蔽することが でき、放射線検出器が数メー
トル以上の距離でそれらを⾒つけることができる
という現実的な希望はありません。
問題は
弾頭に限ったことではありません。核分裂性物質を製造できる国は
、違法な備蓄を秘密にしておくことに何の問題もありません。
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弾頭、弾頭サブアセンブリ、核分裂性物質の秘密の在庫の検出は 、宣⾔された弾頭の認証よりも
軍縮へのはるかに⼤きな課題を提⽰します。
しかし、後者の、より簡単な
質問ははるかに多くの注⽬を集めています。核兵器の禁⽌を受け⼊れるためには、核武装国は、武装解除しないこ
とに関連するリスクが 、検証および執⾏体制における 重⼤な失敗のリスクを上回っている
ことを確信する必要があります。 彼らがこの結論に達する可能性がはるかに⾼いのは、

弾頭と核分裂性物質の秘密の備蓄
が検出される合理的な可能性。このセクションでは、何ができるかについて説明します。単⼀の解決策はあり
ませんが、
核分裂性物質の過去の⽣産を検証することから
現在の活動に関する情報を収集することまで、多くの重複する技術を適⽤することができます。

私。核分裂性物質の過去の⽣産と現在の保有の会計

処理軍縮プロセスにおける2つの重要な機能は、核分裂性物質
の過去の⽣産と現在の保有を会計処理することによって提供されます。
第⼀に、⽣産量を現在の保有量と⽐較することで、⾃信が持てるようになるかもしれません。
国家が核分裂性物質を秘密裏に保持していなかった
（弾頭の形であるかどうかにかかわらず）ことを構築するためのデンス。第⼆に、現在の保有物の⽬録は、 核分裂
性物質が流⽤されない
ようにするための将来の努⼒のベースラインを形成するでしょう。
さらに、正確な会計処理は、核分裂性物質の盗難を防⽌および検出する上 で、したがって拡散と核 テロを防⽌する
ための取り組みを強化する
上で重要な役割を果たします。 したがって、以下で説明する⼿順のほとんどは、完全な⾮難に向けた進捗状況に関
係なく、いずれにしても実⾏する価値があります。

mament。（このため、軍縮を検証するための限界費⽤は



特に⼤きくないかもしれません）。 国家はまず、現在の在庫と過去の核分裂性物質の⽣産と使⽤に関する包括的な
宣⾔を

検査官に提出する必要が あります。 そのような宣⾔は、おそらく、ウラン235とプルトニウムだけ でなく、すべて
の兵器で使⽤可能な核分裂性物質（ウラン233やネプツニウム237など）を網羅する必要があるでしょう。これらの
宣⾔をまとめて検証することは簡単ではなく 、その正確性 を証明することは困難です。 特定の課題の1つは、宣⾔
が確実に⾏われるようにすることです。

過去のすべての⽣産を率直に説明しました。 問題は、核武装国が秘密施設で
核分裂性物質を⽣産した可能性にそれほどあるわけではないが 、宣⾔された施設が述べられたように運⽤されてい
ることを確認するという課題と同様に、これは可能性である 。ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクト
ン は、時には何年にもわたって26。困難なのは、州 ⾃⾝の記録が主要な、そして時には唯⼀の証拠の源であるとい
うことです。 これらの記録に対するある程度の信頼は、それらが

内部的に⼀貫しています。クロスチェックに使⽤できる材料の範囲が広いほど、
信頼性が⾼まります。⼀部の州では、
利⽤可能な記録の範囲が⾮常に広く、
燃料サイクルのすべての段階のプラント運転記録、⾦銭の受領と計画、
プラントの保守、弾頭の組み⽴てと分解の記録が含まれます。他
の州では、利⽤可能なソースはさらに制限されています。たとえばロシアでは、
「唯⼀の包括的なプルトニウム会計スキーム」は
、最終的なプルトニウム製品の移転を⽂書化した財務記録で構成されていると考えられています。
原⼦⼒省から国防省へ。27

従来の法医学分析は、州の記録を検証する場合にも役⽴つ可能性があります
。たとえば、⽂書が
印刷されている紙が適切な年齢であるかどうかを確認する場合などです。
残念ながら、過去20年間に紙の記録からコンピューターの記録に切り替えた場合の副作⽤のひとつは、
記録の作成が簡単になり、時間がかからなくなったことです。さらに、
50年以上前にさかのぼる記録は、必然的に不完全であり、時には
誤っています。過去の⽣産の検証が試験に限定されていた場合-
州によって提供された記録の場合、
これらの記録を変更することにより、断固とした慎重な違反者が不正⾏為を⾏う可能性があります。 独⽴した証拠
の1つの情報源は、核考古学として知られる

核法医学の⼀分野です。



兵器⽤のプルトニウムのほとんど
は⿊鉛減速炉で製造されており、そのような原⼦炉で⽣成されたプルトニウムの量は、原⼦炉の使⽤ 中に⿊鉛に蓄
積する微量同位体を分析するための
核考古学技術を使⽤して再構築できます 28。不確実性を減らすことができますが、それら を排除することはできま
せん。さらに、ヘビーに関連する法医学的⼿法-

⽔原⼦炉（世界の45基のプルトニウム⽣産
原⼦炉のうち11基を占める）と濃縮プラント（過去の
核分裂性物質⽣産の⼤部分を占める）は、はるかに精度が低くなっています。さらに、多く
のガス拡散施設など、核分裂性物質が⽣産された多くの施設
が閉鎖され、⼀部は
部分的に解体され、核科学捜査の使⽤がさらに制限されています。

問題は、過去の⽣産を検証することだけにとどまりません。避けられない
測定誤差は、宣⾔と宣⾔の間に⽭盾をもたらします
現在の保有量の測定量。
IAEAは、⽐較的少量の核分裂性物質を扱う場合でも、今⽇この問題に直⾯している29。
今⽇のセーフガード基準の下で、IAEAは、「おおよその 核兵器廃絶
」として定義される「かなりの量」の核物質の流⽤を検出することを⽬指している。
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英国⽶国 州の在庫

に記録された⾦額 実際の保有量未 計上の物質 検証に 利⽤できない物質 プルトニウム （トン）

3.22

3.51

-0.29

> 0.2

HEU

（トン）

21.64



21.86

-0.22

> 0.6

プルトニウム
（トン）

102.3

99.5

2.8

> 3.4

HEU（
U-235のトン）30

623.5

620.3

3.2

> 10

表1︓⽶国と⽶国による演習の結果1994年から2002年の間に⾏われたプルトニウムとHEUの
⽣産と保有を説明するための英国。実際の保有は正しかった。
1999年3⽉31⽇（英国プルトニウム）、2002年3⽉31⽇（英国HEU）、
1994年9⽉30⽇（⽶国プルトニウム）、1996年9⽉30⽇（⽶国HEU）。 核爆発装置を製造する可能性を排除できない

核物質の量」。
この量は現在
、HEUで25kg、プルトニウムで8kgに設定されています。⽶国とロシアでのHEU⽣産量が数百トンで測定されている
ことを考えると
、⽶国
とロシアのHEU保有量がこのように定義されたかなりの量内にあることを確認する
には、0.01％未満の達成不可能な測定誤差が必要になります。アン
核分裂性物質を説明するために過去15年間に何度も
英国と⽶国が⾏った努⼒の中 で、問題と軍縮の⽂脈で起こりうる結果の優れた例証を⾒ることができます。31 表1
の最初の⾏は両国 の記録に基づく⽬録によると、両国が計算した核分裂性物質の 量が存在するはずです。2⾏⽬
は、実際に 存在することが測定された量を⽰しています。 表の3⾏⽬に⽰されている、これらの図のセット間の⽐
例してわずかな不⼀致は、「重⼤な不⼀致」として指定されます。

'のために数えられます。⽶国の場合、説明されていない材料は
約千発の弾頭を作るのに⼗分でしょう。 この資料のどれも秘密の備蓄に保持されてい
なかったことを他の州に納得させることは、⽶国にとって形成可能な挑戦となるでしょう。



そして、英国と⽶国のアカウント
は、おそらく核武装国で最も正確なものの1つでした。
特にロシアのプログラムの不確実性は
はるかに⾼い可能性が⾼い32。元中国の原⼦⼒⾼官
は、最近の会議で観察したとき、これらの問題に対する⾃国の敏感さを反映していた。

⽶国とロシアの核分裂性物質の⽣産在庫 における不可避の不確実性は、中国の
核分裂性物質の総⽣産量よりも⼤きかったという著者の1⼈との意⾒。
これを考えると、核兵器の全⾯禁⽌を⼤国が回避する可能性について中国を安⼼させる
ことは容易なことではないだろう

。ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン 核軍縮の検証

の⽂脈で⽣じるであろう2番⽬の明確な課題があります。 州の宣⾔に
記載されている核分裂性物質の多くは、検証に利⽤できません。
実質的
量は、例えば、核爆発で使⽤されてきました。原⼦炉で使⽤されるもの、放射性崩壊によって変換されたもの、処
理中に廃棄物の流れで失われたものなど、他の
材料は、 正確
に検証するのが⾮常に困難です。
さらに、多くの核分裂性物質は分類された形で保持されています。
たとえば、武器ピットは形状、質量、同位体
組成を分類しているため、検査官
はピット内に存在する物質の量を確認できません（ただし、前述のように
、同位体組成と弾頭の質量に関する情報はおそらく
検査⽬的で機密解除されました）。同様の制限が海軍の
原⼦炉燃料にも当てはまります。
現在の規則では、かつては武器であったが現在は他の形態に変換された材料でさえ
、元の同位体組成を隠すような⽅法でブレンドされていない限り、依然として敏感です。
国家機関はすべての機密資料を検証できましたが、国際
検査官はできませんでした（情報バリア技術では、検査官が 弾頭
内の核分裂性物質の量を測定することはできません）。 したがって、州が持っている核分裂性物質のかなりの量

⽣成されたものは、さまざまな理由で検証に使⽤できません。 検査官は、この資料の所在
に関する検査対象国の主張を信頼する必要があります。 彼らは、軍縮協定 に違反してその資料が秘密の備蓄に流⽤
されていなかった
ことを知る⽅法がないだろう。これは 、内部監査を実施する国内検査官（上記の英国および⽶国の株式取得など）
にとっては問題ではありませんが、 軍縮の検証を担当する 国際検査官にとっては問題になります。の4⾏⽬に表⽰

表1は、英国と⽶国で⽣産された 核分裂性物質の量の⾮常に控えめな推定値であり
、テストで使⽤された物質の推定値のみから導き出されたものです（そのような物質は検証できません
）。分類規則と、プロセス損失、 原⼦炉での使⽤、腐敗、または海外への輸送



によって検証が⾮常に困難になる材料の場合、これらの量はおそらく はるかに多くなります。 要するに、核分裂性
物質の在庫の実質的な不確実性は 避けられない。責任のない意図と正直な会計でさえ、そのような

不確実性は、⽣産の少なくとも数パーセントのオーダーになります。 核兵器の価値に近い
正確さで物質を説明することは不可能であることを考えると、国家は核兵器の 廃⽌︓討論| 65 過去の⽣産と現在の
保有を確認する ために彼らが費やす準備ができていた労⼒とお⾦について。 核兵器廃絶という⽂脈では、 過去の
⽣産の会計処理の問題が最も重要になります が、提案された核分裂性物質があれば、この段階に達する前に対処し
始める可能性があります。

統制イニシアチブ（「核分裂性物質ストックの安全性、透明性、および統制を 強化するための⾃主的スキーム」 ）
35が実施されるか、または、可能性は低い
が、まだ交渉中の核分裂性物質カットオフ条約（FMCT）が実施される。
既存の在庫の宣⾔と検証が必要です。これらの取り決めのいずれか
が合意され、合理的に成功裏に実施されれば
、これは核分裂性物質の
保有の宣⾔に対する信頼を築き、廃⽌への道を開くのに役⽴つ可能性があります。

ii。チャレンジインスペクション

オンサイトインスペクションは、
秘密の弾頭と核分裂性物質の問題。
軍縮の検証を担当する国際機関、または禁⽌協定の条件によってはその締約 国が、国家が禁⽌された品⽬または材
料を保持している
と疑う理由がある場合 、「核チャレンジ」検査を要求する可能性があります。さらに調査します。極端な場合、 チ
ャレンジ検査には理論的には「いつでもどこでも」 アクセスが含まれる可能性があります。チャレンジ検査は検証
体制の重要な部分を形成する可能性が ありますが、多くの問題が必要になります

それらが最初に表⽰されるのと同じくらい有⽤であるかどうかを解決しました。 侵⼊的な検査は、国家が保持する
正当な理由

があるという秘密を危険にさらすリスクがあります。
これらは核関連である可能性があります。たとえば、⾼度な遠⼼分離機 の設計など、州や企業が秘密にしておきた
いと
思われる商業的に機密性の⾼い情報が存在する場合があります。



ただし、通常兵器プログラムに関する機密
情報は、
問題を引き起こす可能性が⾼くなります。たとえば、
イランの核開発計画とパルチンの軍産複合体との間に関連がある可能性があるという証拠がある場合、
テヘランの近くで明るみに出たので、IAEAの査察アクセスの要請は
この理由で⾮常に論議を呼んだ。

査察のアクセス権を削減することは、査察の有⽤性
と信頼性を⼤幅に制限する可能性がありますが、査察が州に受け⼊れられるためには必要です。
「いつでも、どこでも」アクセスを⾃主的に許可した州はありません。南アフリカ
はそうすることに近づきましたが、その兵器庫を解体した後で初めて、 イラクは1991年にそのよう な
検査を受け⼊れることを余儀なくされました。CWC）。⼤会の下で、

66 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

は、別の州が化学兵器を密かに製造している可能性があるという証拠を⼊⼿し、 化学兵器禁⽌機関が疑わしい場所
でチャレンジ検査を実施する
よう要求する場合があります。 理論的には、チャレンジ検査は、核兵器製造施設 を含め、どこでも⾏うことができ
ます。ただし、ホスト状態は 、たとえば「 オフィススペースから機密性の⾼い書類を削除する」または「機密性の
⾼いディスプレイ、店舗、設備を覆う」ことにより、アクセスを管理することを引き続き許可されます。

メント」。さらに、受⼊国は、「 所有権または捜索および押収
に関する憲法上の義務」および国家安全保障上の懸念と⼀致するようなアクセスを与えることのみが要求される
36。そのような管理されたアクセスは、おそらく 検査 の有効性を損なうであろう。核兵器または核物質の秘密の備
蓄を検出するため。 アクセス問題の興味深い側⾯は、 国境を越えた移動の⾃由の問題に関連しています。 州が事
前に警告を発している場合、短期間の検査の⽬的全体が無効になります。

検査官の到着。ただし、検査官にシングルエントリービザを発⾏する
、または単にエントリーポイントでパスポートをスキャンするだけの州は
、この情報が処理されるとすぐに警告を受け取ります。 イランは、航空会社がすべての乗客の詳細をテヘランに送
信
するときに、検査官がウィーン空港を離れる前に、検査の通知を効果的に受け取ります。 このような問題の解決策
の
1つは、明らかに費⽤がかかるため、検査官を恒久的に 州に置くことです。もう1つは、検査官が すでにヨーロッパ
内にいるように、国境を越えて完全に⾃由に移動できるようにすることです。

シェンゲン圏ですが、これは多くの州では受け⼊れられない可能性があります。



⾏われている査察に異議を申し⽴てるには、かなりの政治的障壁があり
ます。
条約の署名者の⼀部が禁⽌された
能⼒を保持している可能性があるという疑いがあるにもかかわらず、CWCチャレンジ検査はこれまで⼀度もありま
せんでした。条約が施⾏された11年間に単⼀の検査を開始できなかったため、 それらを使⽤する
ことへの抵抗が⾼まったようです。 核の⽂脈では、IAEAはいわゆる「特別検査」を実施
する同様に強⼒な権利を持っていますが、それはこれまでに要求されただけです

1つは、1993年に北朝鮮で⾏われた。北朝鮮はアクセスを拒否し、この失敗により
、当局の事務局がこれ以上電話をかけることを思いとどまらせたようである 37
。 検出された
条約違反の。
宣⾔されていない弾頭や核分裂性物質を検出できるようにするには、
検査官はまずどこを⾒ればよいかを知る必要があります。ただし、
禁⽌されたアイテムが特定の宣⾔されていない場所に保管されたという信頼できる証拠は
、弾頭として⼊⼿するのが⾮常に困難です。
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とそのコンポーネントは、⾮常に簡単に移動および⾮表⽰にできます。チャレンジ
インスペクションが効果的であるためには 、違反
の最初の証拠を⾒つける可能性のあるインテリジェンスなどの他の⼿段によって裏付けられている必要がありま
す。 これらの制限にもかかわらず、検査官は秘密の弾頭または核分裂性物質 の所持の申し⽴てを調査するための何
らかの⼿順を必要とする ため、チャレンジ検査なしでの不和合意 を想定することは困難です。チャレンジ検査の有
⽤性-

国家が罪悪感を受け⼊れる
ことを拒否したときに、 検査と執⾏を監督する機関が罪悪感を推定する権利を与えられた場合、罪悪感は⼤幅に増
加する可能性があります。 検査官に検出に必要な アクセスを提供しながら、正当な秘密の保護を 可能にするチャ
レンジ検査のプロトコルを考案することが可能 かどうかを調査するなど、上記 の問題が解決可能かどうかを確認す
るために州が今⽇できることはたくさんあります。条約違反。 そのような調査は、に向けて交渉する義務を真剣に
受け⽌めることにおける州の善意を実証するだろう。

完全な核軍縮。

iii。インテリジェンスにはどのような役割がありますか︖ 地下室にほこりを

集めている数発の弾頭からなる秘密の備蓄の画像は、誤解を招く可能性があります。



物理学者のリチャード・
ガーウィンは、
核兵器を安全に保管することの重要性を考えると、
秘密の弾頭備蓄に関連する活動が発⽣する可能性が⾼いと指摘し て

います。 核兵器の秘密の保管の⽬的について
記録し、限られた数の個⼈に知らせます。

そうでなければ、これらの兵器はほとんど役に⽴たず
、その⽬的にかなりの危険を及ぼすでしょう。国家はまた、秘密の弾頭
に安全、監視、そしておそらく適切な保守を提供する必要があり
、またそれらを引き出して
配達⾞両と交配させる⼿段を提供する必要がある

38。 IAEAなど の国際機関が⾃由に使⽤できない
インテリジェンス機能（特に⼈間および信号インテリジェンス）を使⽤する各国政府による⽀援。国際による国家
情報⻑官の使⽤

検証機関は、特に妥協するリスクがあるため、物議を醸しています
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は国際機関の独⽴。したがって、重要な問題は、インテリジェンスを検証プロセス
に正式に統合する必要があるか
どうか、および州がインテリジェンス
情報を共有する意思があるかどうかです。

国際的な検証機関が独⽴した、客観的で、各国 政府
とは無関係であると⾒なされることには、真の政治的利点があります。
⼀⽅で、禁⽌がどのように禁⽌されているかを想像するのは難しいです
核兵器は、世界の
諜報能⼒を活⽤しなくても検証可能です。IAEAの法令の第VIII.A条は、
機関が加盟国から情報を受け取ることを認めており、インテリジェンスは
⼀部のIAEAの活動において重要な役割を果たしてきた。たとえば、⽶国は、 1992年と1993年に北朝鮮の最初の宣⾔
を検証しようとしたときに衛星画像を機関に提供しまし た39。この証拠は、IAEAが検査を計画し、最終的に北朝鮮
がNPTの義務を遵守していないことを証明するのに役⽴ちました。それにもかかわらず、知性はそうではありませ
ん

⼀般的に、IAEAの重要な情報源です。
軍縮の検証を担当する国際機関が情報をどの程度使⽤すべきか
は、国家が議論すべき問題である。 国家諜報機関は⼀般に、お互いに、またはIAEAと

情報を共有することに消極的です。
たとえば、英国と⽶国は、
2000年
にAQカーンネットワークに関する情報を通じてリビアの秘密の遠⼼分離プログラムに気づきました40が、IAEA



は2003年にそれについてしか知りませんでした。実際、
英国間のコミュニケーションはほとんどなかったようです。 、⽶国とリビアをめぐるIAEAは、IAEAが
伝えられるところによると
、テレビのニュースでリビアの⼤量破壊兵器プログラムを放棄するというガダフィの決定について知らされた。こ
の場合、情報を共有しないという決定の是⾮にかかわらず、 ⾮核兵器地帯で情報を共有する
意欲の⽋如は、切望され ていた検証の機会を失ったように思われます。検査官は 、インテリジェンス情報の明⽩な
コーディネーターになります。 州のインテリジェンスレポートを相互に⽐較し 、州の検査官からの情報、州の宣
⾔、およびオープンソースの⽂献と⽐較することにより、検査官は

個々の州の諜報機関 よりも完全な絵を描くことができるでしょう。

国際機関と情報を共有する国の側のより⼤きな意欲は、 国際公務員がそのような情報を彼ら の出⾝国または他の関
係者に開⽰しない
という信頼の⾼まりによってのみもたらされるでしょう。同時に、 軍縮の検証を任務とする国際機関は、 核兵器の
廃絶︓討論| 国家によって提供された69 の知性は本物であり、組み⽴てる試みではありませんでした

敵。必要なレベルの信頼を迅速に構築することはできませんが
、各国政府と国際
機関がより緊密に協⼒し、インテリジェンス
が国際的な検証にどの程度役⽴つかをテストする機会は数多くあります。

⽶国、欧州連合などは、テロを検出して防⽌するための取り組みにおいて、 核兵器禁⽌の検証 を強化するために使
⽤できる
監視システムやその他の情報収集機能を開発および展開しています。 当初は軍備管理や不拡散の⽬的で考案された
ものではありませんでしたが、港湾と国境を越えました

放射線検出を含む監視は、検証への有⽤な貢献 であることが判明する可能性があります。同様に、拡散に対する安
全保障構想
は⼀般的に軍縮ツールとは⾒なされていませんが、それに関連する国際
協⼒と時折の阻⽌活動
は、堅牢な検証システムのモデルを提供する可能性があります。

誠実さのしるしとしての透明性︖

南アフリカからの教訓

それぞれに間違いはありませんが、上記の検証⼿法



を組み合わせて使⽤  すれば、確かに構築に役⽴つ可能性があります。
州が禁⽌されている品⽬や資料を秘密裏に保持していなかったという確信
。ただし、検証の課題の中⼼は、
何かがないことを検証するという「ネガティブを証明する」という問題です。IAEAは、保障措置の⽤語で 、追加議
定書が施⾏されている州における「宣⾔されていない核活動の ⽋如」に関する調査から「より広い結論」
を引き出そうとするときにこの問題に直⾯ する41。証拠の証拠は実際には 不在の証拠を構成し、どのような理由で
それを決定するのが合理的です。

ある州、南アフリカは、 1990年代
初頭に核兵器計画を解体した後、事実上、この否定的なことを証明することに成功しました
。それがどのように⾏われたかを調べることは有⽤です。1990年から1993年の間に、南アフリカ
は、完成した6つの核兵器と、
密かに⽣産した未完成の7つ⽬の核兵器を⼀⽅的に解体しました。南アフリカが
宣⾔した核分裂性物質の在庫を確認するのは⽐較的簡単でした。
宣⾔されていない核分裂性物質が存在しないことを確認するためにその⽣産履歴を検証することは、
はるかに困難であることが証明されました。南によって⽣産されたHEUの量が
アフリカは⼩さかった（英国のような⾮常に控えめな
HEUの⽣産者と⽐較しても）、IAEAはすべての資料が説明されていることを確信できなかっ
た。1992年のプロセスについて議論し、当時-IAEA理事
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のハンス・ブリックス将軍は、「実質的 な核計画が⻑い間⾏われている
国では、元の⽬録の完全性を検証することは本質 的に困難である」と述べた42。 、IAEAは 、これのデータに通常
関連する不確実性を考慮して、それ以上に明確な結論を出すことはできませんでした。

⾃然界では、パイロットプラントのウラン235バランスはウラン供給と⼀致して いると結論付けるのが合理的です
43。

それにもかかわらず、南アフリカはIAEA、
さらに重要なことに、それが完全に解体されたことを世界全体に納得させることに成功しました。
その兵器計画は、すべてのHEUを平和利⽤に戻した44。それは、
透明性が⾼く協⼒的であることによって実現した。プログラムの歴史について検査官に説明し、関連するすべての
施設、記録、資料、および⼈員に
⾃由にアクセスできるようにしました。
不⼀致が⽣じた場合、それは
それらを解決するために完全に協⼒しました。最終的に何がその南の信頼を築いたのか
アフリカはHEUを秘密裏に保持していなかったが、 南アフリカのオープンで透明な⾏動と 同様
に、決定的ではなかった技術的なIAEA検証活動の結果ではなかった45 。現在の核 武装国が透明性を通じて信頼を
築くために。それらのすべては、 南アフリカがこれまでに⾏ったよりも はるかに多くの核兵器を製造し、はるかに
多くの核分裂性物質を⽣産しました。透明性を ⾼めても、秘密の⼩さな備蓄がないことを証明することはできませ
ん。



しかし、これらの線に沿った批判は要点を⾒逃しています。透明性の措置は 、宣⾔を厳密に検証する
ことを魔法のように可能にする情報を提供することは期待されません。
それらは確か
に内部の⼀貫性をさらにチェックすることを可能にしますが、それは
彼らの主な⽬的ではありません。その⽬的は、誠意を⽰すことです。
透明性は、国家が隠すものが何もないことを⽰し、したがって
、国際社会が不完全な
検証プロセスを受け⼊れることを可能にするかもしれません。

重要なのは、南アフリカの場合、政府はほとんど動揺していなかったということです。
核軍縮の公約を騙そうとしています。それは、広く⽀持され、称賛されたレジームチェンジのプロセスを経たばか
り であり、前のレジームに関連する多くのことを否定すること
に熱⼼であり、その 安全保障上の懸念は弱められていました。 さらに、それはその隣⼈や⼤国に脅威を与えません
でした。 南アフリカの意図についてもっと懐疑的な⾒⽅があったとしたら、国家は核兵器を廃⽌するかもしれない
。71は、決定的 な検証結果 に基づいて完全に武装解除されたことを受け⼊れる気がありませんでした。原⼦⼒のな
い世界への移⾏において

意図についての疑念が続く可能性がある兵器では 、検証における技術的⽋陥を補うのに⼗分な
透明性による信頼醸成を⾏うことは、はるかに⼤きな課題となるでしょう。 軍縮プロセスのツールとしての透明性
の価値は、国家が「核の歴史」の形で過去と現在の活動 の詳細で包括的な宣⾔を提供することを要求される 正式な
プロセスがあった程度まで成⻑するだろう 46。すべての関連施設への訪問 、そして最も重要なことに、すべての関
連要員を作る

⾯接にご利⽤いただけます。これには、州の側で⾮常に⾼度な開放性が必要になり
ます（ただし、より控えめな措置も依然として
価値があります）。 検査官は、州が隠したい
活動を曖昧にするように設計された「ガイド付きツアー」に参加していないことを確信する必要があります。 透明
性は、CWCに関連する信頼醸成措置 の重要な要素であり、CWCの実施経験 は有益です。CWCを交渉している国々



は、 宣⾔の開始⽇は1946年1⽉1⽇であると決定しました。

世界⼤戦は、核の⽂脈では⼤まかに同等の⽇付である可能性がありますが、 開始⽇が早い
広範な核の歴史を要求することに関連する困難があります。 第⼀に、核兵器が廃絶されるまでに 、1世紀以上前、
あるいは破壊されてから⻑い年⽉が経過するであろう施設を
宣⾔することに真の価値があるのでしょうか。検査対象の施設が⻑い間取り壊されていたため、⼀部のCWC検査 は
⽂字通り現場の真ん中で⾏われてい ます47。原⼦⼒の⽂脈 での同様の訪問は努⼒する価値がありますか︖透明性は
本当に提供されますか

2058年にロッキーフラッツにある最近閉鎖された⽶国の兵器ピット⽣産施設 への訪問によって︖

CWCが要求する宣⾔の範囲も⾮常に広いです。
CWCの第III.1.c.（i）条は、国家が「
その所有または所有下にある化学兵器製造施設」を宣⾔することを要求している。同様の
⾔い回しは、核の⽂脈で難しい定義上の質問を提起する可能性があります。
たとえば、国家は
、核兵器を含むさまざまな兵器の弾道ケーシングを製造した⼯場を宣⾔する必要がありますか︖もしそうなら
、弾道ケーシングの⾦属を作った⼯場について何をすべきか、
または⾼度計などのより特殊なコンポーネントを構築しましたか︖

さらに重要なことに、⼀部の核兵器国は
、必要な情報を提供できない場合があります。第⼀世代の武器
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の設計者は亡くなり、前述のように、核
計画の初期の記録の多くは、実際に存在したとしても、失われたり破壊されたりしています。 不完全な履歴は、州
には隠すべきものがあるという誤った印象を
与えることにより、実際には逆効果になる可能性があります。
これらの困難
は、履歴の範囲を短くしたり狭めたりすることで回避できますが、これは
その後、彼らの⾃信構築の価値を損なう可能性があります。

不完全な記録の問題が悪化するのを防ぐために、核武装国は 、たとえ当⾯は秘密にしていたとしても、これらの歴
史を今すぐ
編集し始めるための国家委員会を設⽴すべきである。 上記の⽶国と英国が 発表した核分裂性物質の⽣産と保有に関
する情報は重要な前例であり 、この情報が公開されたのはこれらの州の功績です。国家は 、重要な⽂書と記録を次
のような形で保持するために協調して努⼒する必要があります



それらが本物であることを確認するためのフォレンジック分析を許可します（
たとえば、紙の記録を保持することを意味する場合があります）。また
、主要な科学者とのインタビューを実施し、記録する必要があります。参加者はお互いの思い出をジョギングでき
るので、数⼈の証⼈がいるセミナーは
さらに役⽴つかもしれません
。 国家が核の歴史の編集とデータの保存に関する
基準に合意することができれば、これらすべての価値は⼤幅に向上するでしょう。 主要な担当者へのインタビュー
は、核の歴史 を明らかにし、検証する上で貴重です。検査官が⾯接することを許可した州

彼らの核兵器と核分裂性物質⽣産
プログラムのそれぞれの主要⼈物は、彼らが隠すものは何もないという強いメッセージを送るでしょう。
そのようなインタビューは敵対的な調査ではありえませんでした。国家は
、彼らの核科学者や技術者（その多くは
⾼度に分類されたプログラムについての広範な知識を持っている）を
、戦争で敗北した当事者が直⾯する種類の尋問に積極的にさらすことはしなかった。
むしろ、国際的な査察官のために働く責任ある専⾨家
は、各核兵器プログラムの知識のある⼈物からオーラルヒストリーを選別し
て、個々のアカウントを相互にチェックし、記録を作成します。

IAEAは、コンプライアンスの問題を解決し、
軍縮を検証するための核計画の 主要要員にインタビューすることの⼤きな価値を認識しています。これは、1990年
代にイラクで実証された価値です。
しかし、最近の経験は練習の前兆にはなりません。
CTBT（まだ発効していない）に関する交渉において、⽶国、ロシア、中国など は、検証プロセスでのインタビュ
ーの使⽤の
明⽰的な承認を条約に含めることを拒否した48。イランは すべてに加盟していないIAEAは、核兵器の廃⽌にもかか
わらず、核計画の指導者にインタビューすることを要求している 。73

完全な協⼒と透明性を命じる安保理決議
49。許可されたようなインタビューは
、イラン国家によって管理されている恐ろしい状況の下で⾏われた。
あらゆる種類の原⼦⼒計画を実施しているほとんどの州は、部外者
が原⼦⼒科学者や技術者から情報を引き出すことを警戒しています。
核兵器の廃絶を可能にするためには、この秘密の⽂化を弱める必要があるでしょう
。

透明性体制に関連して検討する必要のあるもう1つの問題
は、核兵器計画を実施した国の問題です。
いくつかの点が、核兵器の開発に進みませんでした。彼らは



また、核の歴史を提出することを要求されるでしょうか︖広く知られているプログラム
（アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、
ルーマニア、スウェーデンなど）についてのオープン性は、これらの州の意図に対する信頼を構築し、 核武装国
からのより正直で詳細な宣⾔を奨励する可能性があります。
⼀⽅で、
あまり知られていなかったプログラムを明らかにした場合の効果は明ら  かではありません。
そのような啓⽰は逆効果であり、間の緊張を⾼める可能性があります
国家とおそらくそれらの中で不和を⽣み出すこともあります（例えば、多くのカナダ⼈は、彼らの国がかつて 核兵
器計画
を持っていたことを知ってがっかりするかもしれません）。 透明性による信頼醸成についての基本的な疑問は 、こ
の種の検証から導き出された結論が実⾏可能であるかどうかという ことです。透明性（または透明性の⽋如）は 、
検査官が現場を訪れ、当局者と交渉し、 科学者にインタビューする際に⾮常に影響⼒があります。これらの検査官
が、確固たる 証拠なしに国際社会に結論を納得させることができるかどうかは、

別の問題。たとえば、南アフリカと同様に、武装解除したイスラエルが すべてのプルトニウム
を宣⾔したことを検査官が証明することはおそらく不可能でしょう。 査察官は、イスラエルが何も隠そうとしてい
ないと「感じた」という 理由で、イスラエルには秘密の備蓄がない
ことをアラブ諸国、イラン、パキスタンに納得させることができるでしょうか。 逆に、核分裂性物質の備蓄の測定
値が 通常のマージンを超えて記録との⽭盾を⽰さなかったとしても 、検査官が⽶国が何かを隠そうとしていると信
じるようになったと想像してみましょう。

エラー。 国際社会は、査察官の⾒解が厳密に 強い疑惑に過ぎなかったとしても
、⽶国にさらなる措置への協⼒を強制しようとすることによって、軍縮プロセス全体を狂わせる危険を冒すことを
いとわないだろうか︖結局のところ、IAEAの理事会と国連安全保障理事会は、 74 に対して⾏動を起こすことに⾮
常に消極的でした。 IAEAがイランがセーフガード協定に違反した という議論の余地のない証拠を提供した後で
も、ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン・イラン。 市⺠社会の監視 技術的な検証⼿段だけでは不
⼗分であるとしばしば主張されます

核兵器禁⽌を可能にするのに⼗分な保証を提供する。
したがって、



透明性対策に加えて、技術的検証に対する別の可能な補⾜が提案されている︓「社会的検証」または
市⺠社会モニタリング50。市⺠社会モニタリングの背後にある考え⽅は
、条約違反を検出する責任は、
指定された検査官と、しかし社会全体と。
原⼦⼒産業のルネッサンスが、 能⼒と専⾨知識を新しい州に
もたらすことによって必要とされる検証の全体的な量を増やした場合、そのような監視を利⽤するケースはおそら
く増えるでしょう。

典型的な提案は、核軍縮条約は 、条約違反の証拠を 国際機関に報告することをすべての市⺠
の権利、そして実際には義務とする国内法を制定することを国家に要求すべきであることを⽰唆しています。 政府
は、この義務について国⺠を教育する必要があります。世界的な禁⽌の下で、 原⼦⼒関連産業の取締役および最⾼
経営責任者は、毎年 、企業内で違法な原⼦⼒機器または材料 の⽣産が発⽣していないことを証明する法的⽂書に署
名することを要求される可能性があります51。

この義務が通常の企業秘密の約束を無効
にすることに基づいて、彼らが気付いた、または起訴に直⾯した 違法な核活動を明らかにするために年次協定に署
名することを要求される。 企業または州が 内部告発者に罰則を科したり妨害したり、家族に対して報復措置を講じ
たりすることを禁じる
並⾏法は、内部告発者とその家族に 庇護を与える法律と同様に、 核兵器禁⽌を遵守するという州の公約を証明しま
す。 必要に応じて他の州からの嘘。さらに、より物議を醸す、提案

核兵器禁⽌
違反の発⾒につながる情報と引き換えに 、国際的に資⾦提供された相当な⾦銭的報酬を利⽤できるようにするべき
であるということです。 市⺠社会の監視と同様に、このペーパーの草案をレビューした⼈々 からの⾮常に多様で活
発な幅広い反応を促した問題はほとんどありませんでした。 議論は2つの重要な質問に集中しました。それはうま
くいくでしょうか︖そしてそれは 受け⼊れられるでしょうか︖ 市⺠社会の監視が実⾏可能であるためには、潜在的
な内部告発者と彼らが知らせるための現実的な⽅法 が必要になるでしょう。 核兵器を廃⽌する懐疑論者︓討論| 75

市⺠に⾼度な忠誠を要求する独裁国家では
、秘密の核兵器計画を知っている少数の⼈は誰も前に進んで進まないだろう
し、



政府はだれでも沈黙させるために多⼤な努⼒をするだろうと主張する。した。 内部告発 の失敗の例として、1972年
の⽣物兵器禁⽌条約 に違反して継続され
た巨⼤な⽣物兵器計画を⻑い間隠蔽することに成功したソビエト連邦が挙げられています。懐疑的な⾒⽅は、市⺠
社会の監視は

内部告発者のためのプラットフォームを提供し、
さらに重要なことに、内部告発者を沈黙させる州の試みを強調するために無料の報道機関が必要であり、したがっ
て
、⺠主主義においてのみ実際に実⾏可能である。 市⺠社会モニタリングの⽀持者は、必要な情報提供者は1⼈だけ
なので、⾮⺠主主義社会

では実⾏可能であると主張しています。 特に核兵器廃絶の 結果として⽣じるであろう強⼒な世界的規範に直⾯して
、どの国もその市⺠の⼀⼈⼀⼈の絶対的な忠誠を命じる
ことはできません。 さらに、内部告発者のメッセージを保持できる暗号化されたWebサイトなどの最新テクノロジ
ーを使⽤します

そして場所の秘密52、内部告発
はインターネットにアクセスできるどの国でも実⾏可能である可能性があります。
⽀持者は、権威主義社会からの漏洩はほとんど知られていないと指摘している。特に、
外国の諜報機関に接近した個⼈が含まれている場合はなおさらである。 国連特別委員会とIAEAの検証 努⼒のター
ニングポイント
となった、1995年のイラクからのサダム・フセインの義理の息⼦フセイン・カマルの亡命は、注⽬に値する例で
す。1972年以降の ソビエト⽣物兵器計画が実際に

市⺠社会の監視は、最終的に内部の
情報提供者によって開⽰されたためです。

社会的モニタリングの受容性の問題は、
その有効性の問題よりもさらに物議を醸しています。市⺠社会の監視を利⽤するには、州が 通常の国⺠の忠誠を上
回る
ことを明確に意図した法律を制定する必要があります。
明らかに、この問題は、核武装国だけでなく 、完全な軍縮を可能にするために
どこまで進んでいくかについて、すべての州に厳しい質問を投げかけるでしょう。 費⽤︓いくら、誰が⽀払うべき
か︖ ほとんどすべての軍備管理協定と同様に、費⽤は主要なものになるでしょう

核軍縮に関する交渉の問題であり、国家は
コストを可能な限り低く抑えようとしている。2つの重要な質問に関するコストセンターの議論
︓「いくらですか︖」と「誰が⽀払うのか︖」
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核軍縮の詳細なコスト⾒積もりは
、この論⽂の範囲を超えています。ただし、これは重要な問題であり、政府および⾮政府アナリストは 、議論
に情報を提供するのに役⽴つ⾒積もりを作成するように努める必要があります。
それにもかかわらず、さまざまな⼀般的な観察を⾏うことができます。まず、
コストは2つのカテゴリに分類されます。ゼロへの移⾏を検証するコストと
再軍備を防⽌するための継続的なコスト（再軍備を防⽌するために必要な予防措置
については、第3章で説明します）。

ゼロへの移⾏を検証するコストは、繰り返しで
はありませんが、おそらくかなりの額になります。検証技術を
開発し、検査官を訓練して雇⽤し、
検証を可能にするために既存の組⽴/分解施設を改造する（または新しい施設を建設する）必要があります。境界
監視がインストールされ、オーラルヒストリーが実施および分析されました—リストは続き
ます。
残念ながら、検証のコストも通常、当初の予測よりもはるかに⾼いことがわかります。たとえば、初期の未発表の
英国の研究
CTBTの検証システムの設置には
約8000万ドルの費⽤がかかると⽰唆された53。CTBTの国際監視
システムの請求書（まだ完了していない）は現在
、10億ドルのオーダーになる可能性が⾼いと思われる54

。 FMCTを検証すること
で、再軍備を防ぐために必要な保障措置の費⽤についてある程度のアイデアを得ることができます。IAEAは
、FMCTの年間検証費⽤を5000万から1億5000万ユーロと⾒積もっている55。しかし、 核兵器のない世界での検証は
おそらく必要であるため
、これらは下限と⾒なされるべきである。

FMCTの場合よりもはるかに厳密です。 しかし、冷戦時代の

ように、費⽤も軍縮の原動⼒となる可能性があります。
廃⽌費⽤の適切な分析では、核兵器 とそれに関連するインフラストラクチャを
削減し、最終的に廃棄することによってもたらされる節約を考慮に⼊れる必要があります。
（分析はまた
、これらの節約が即時であるか、または
検証と武器および
関連施設の破壊への最初の⽀出の後にのみ実現されるかどうかを決定する必要があります）。すべての核武装国、
特に⽶国とロシア
は、核兵器にかなりの⾦額を費やしています。⽶国は費やした
2006年の核兵器関連活動に500億ドル以上。56このような
数字は、検証のコストを⾒通しに⼊れるのに役⽴ちます。この規模では
、核廃絶協定を検証するためのコストは控えめである可能性があります。それ
は確かにCTBTからの教訓です。1992年に核実験を⼀時停⽌するという⼀⽅的な決定の結果として、⽶国は、核実験
を使⽤せずに 核兵器の安全性と信頼性を確保するための「備蓄管理」
プログラムを開始しました 。 核兵器廃絶に関連する新施設の費⽤がかかる場合でも︓討論| 77



スチュワードシップは除外され、⽶国は2006年にこのプログラムに35億ドルを費やしました。57これ
と⽐較すると、CTBTの検証にかかる推定コスト（
テストを通じて他の州が⽶国よりも優位に⽴つことがないようにするのに役⽴ちます）は、
当初の予想よりはるかに⾼くなりますが、⾮常に控えめです。

誰が検証にお⾦を払うかという問題に関して、CTBTとCWC
は両⽅とも潜在的に影響⼒のある先例を提供します。CTBTの交渉で
は、安全保障理事会（P5）の常任理事国5名が
検証費⽤を負担することが提案された。P5はこれに反対し、
核爆発がなかったのは国際的な国⺠だったと主張した。
良い、すべての州が条約の費⽤を負担する必要があります。最終的には、この議論
が優勢になりました。すべてのCTBT検証費⽤は
、国連が使⽤する規模で適切な資⾦に割り当てられ、参加の違いに合わせて調整され
ます。これは間違いなく、核武装国
が完全な核軍縮を検証するために好む資⾦調達⽅式です。しかし、CWCは
対照的で、間違いなくより適切な前例を提供します。CWCの下では、
国家は⾃国の化学
兵器を破壊する費⽤を負担する必要があります（ただし、ロシアは⽀援するためにかなりの財政援助を与えられて
います）
これを⾏うために）。その他の費⽤、特に継続的な検証の費⽤は、同様に 国連の公式
の変形に基づいて、すべての参加国が負担します。 このシステムは、妥協案
として核軍縮に適⽤することができます。 78 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン 注 1完全な検
証の必要性は 、何度も私たちに表明されてきました 。興味深いことに、しかし、私たちは まだそれを印刷物で⾒
つけていません。私たちが⾒つけた最も近い 近似は、ヘンリー・ ソコルスキーとゲイリー・シュミットです。

Nuclear Abolitionists '、The Weekly Standard、
vol。13、いいえ。2008年5⽉33⽇、12⽇。
完全な検証の必要性について多くの話を聞いたが、それが活字
で主張されているのを⾒たことがないということは、「退ける現実主義者」（ 防衛専⾨家のマイケル・クインラン
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国際協定（ワシントン
DC︓⽶国政府印刷局、
1991年7⽉）、p。104、ボックスC-1、脚注1、
http︓
//www.princeton.edu/~ota/ disk1 / 1991/9114 /9114.PDF。

3 Allan S. Krass、検証︓どれくらいで

⼗分ですか︖（ロンドン︓
SIPRIのテイラーアンドフランシス、1985年）、167〜71ページ。

4⼩さなキャッシュが
容認できない脅威をもたらさないという議論については、
たとえば、JackのJames Leonard、Martin Kaplan
、Benjamin Sanders、「
NWFWでの検証と執⾏」を参照してください。
Steinberger、Bhalchandra Udgaonkar、
Joseph Rotblat（eds）、核兵器の
ない世界︓望ましい︖実⾏可能ですか︖（コロラド州ボルダー
︓Westview Press、1993年）; 反対の⾒⽅について
は、チャールズL.グレイザー、「
核軍縮の⽋陥のある事件」、
サバイバル、vol。40、いいえ。1、1998年春、
114〜16ページ。

5クラス、検証︓どれくらいで⼗分ですか︖、
p。169.

6著者との会話、ロンドン、
2007年11⽉

。7信頼の探求と
軍縮については、ケン・ブースとニコラス・

J・ウィーラー、「核主義を超えて」、
レジーナ・コーワン・カープ（編）、
核兵器のない安全保障を参照してください。
⾮核セキュリティに関するさまざまな⾒⽅（オックスフォード︓オックスフォード⼤学
出版局、SIPRI、1992年）。 8ブラウン、「多国間軍縮の

基礎を築く」。 9概して、これは、 国際協会によってまとめられた 核兵器を禁⽌するための条約草案 である核兵器
禁⽌条約でとられた⽴場です。



核軍縮⽀持者の。 そのような条約を起草することは
、これまでで最も包括的な試みです。
「私たちの⽣存の確保
︓核兵器禁⽌
条約の事例」（マサチューセッツ州ケンブリッジ︓核 戦争
防⽌国際医師会、国際反核法家協会、核兵器禁⽌ 国際 ネットワーク 、2007年）、http︓//を参照してください。
www。 icanw.org/securing-our-survival。 10⼀部のプラントは組み合わせを製造しています

⺠間使⽤および核兵器
関連技術の たとえば、全
ロシア⾃動研究所は、 検層（ ガスや⽯油の井⼾ の周りの地層を記録する）などの平和的な⽬的のために、核兵器
⽤のイニシエーター と携帯型中性⼦発⽣器の
両⽅を製造しています。http︓//www.vniiaを参照してください。 ru / eng / ng /index.html。 11軍備管理協会、「世界
的な弾道ミサイル⽬録」、ファクト シート、2007年9⽉、http︓// www。 armscontrol.org/factsheets/missiles.asp。

12ここに⽰されているスキームは、基本的 に、次の作業で提案され
た提案の融合です。 国際安全保障 および軍備管理委員会、全⽶科学アカデミー、核兵器および 核爆発物 の監視︓
⽅法と能⼒の評価（ワシントンDC ︓ National Academies Press、2005）、http︓// www.nap.edu/catalog.php︖record_ id
= 11265; ハロルド・A・ファイブソンの「核⼒の⼤幅な削減の検証」

（編）、核のターニングポイント︓核兵器
のディープカットとデアレルの⻘写真
（ワシントンDC︓ブルッキングス
研究所プレス、1999年）; Fetter、「
核軍縮の検証」、ヘンリーL.スティムソン



センター、臨時論⽂No.
1996年10⽉29⽇、http︓
//www.stimson.org/wmd/ pdf / fetter.pdf; エドワード・イフト、「核弾頭の監視」 、会議
に提出された論⽂「レイキャビク再訪︓ 核兵器のない世界へのステップ」、核兵器の 廃⽌︓討論| 79 フーバー研究
所、スタンフォード⼤学、

CA、2007年10⽉24〜25⽇。RaymondJuzaitis
とJohnMcLaughlin、「ユニバーサルレイテンシーの
状態における検証とコンプライアンスの課題」 、会議
に提出された論⽂「レイキャビクの再考︓ 核兵器のない世界へのステップ」; パトリシア・M・ルイス、「核兵器
廃絶の検証」、カープ（編）、 核兵器のない安全保障︖ ⾮核セキュリティに関するさまざまな⾒⽅; トム・ ミルン
とヘンリエッタ・ウィルソン、「 低レベルの核兵器 から⾮核兵器地帯への移⾏の検証」

World '、VERTIC Research Reportno。1999年6⽉2⽇
; セオドア・テイラー、「
検証の技術的問題」、スタインバーガー、
ウドガオンカー、ロトブラット（編）、核兵器
のない世界︓望ましい︖実⾏可能︖;
テイラー、「核弾頭の検証された除去
」、科学と世界の安全保障、vol。
1、いいえ。1–2、1989、pp。1–26、http︓// www。
princeton.edu/~globsec/publications/
pdf / 1_1-2Taylor.pdf; and Zarimpas（ed。）、
Transparency in Nuclear Warheads and
Materials、PartII。

13 Fetter、「備蓄宣⾔」、

Zarimpas（ed。）、核弾頭
および核物質の透明性。

14エリック・R・ゲルデス、ロジャー・G・ジョンストン、
ジェームズ・E・ドイル、「
核弾頭
解体を監視するための提案されたアプローチ」、科学と世界の
安全保障、vol。9、いいえ。2、2001、pp。113–41、
http︓



//www.princeton.edu/~globsec/publications/pdf/9_2gerdes.pdf。

15ジョン・R・ウォーカー、「化学兵器
の検証︓英国の実践課題」
政府施設での検査プログラム
」、JBプール（編）、検証
レポート1991︓武器管理および
環境協定に関する年鑑（フロリダ州タラハシー︓
VERTICのApex Press、1991）。

16 Oleg Bukharin、「変化するロシア

と⽶国の核兵器複合体︓
透明性への挑戦」、Zarimpas
（ed。）、核弾頭と
材料の透明性、pp。189–96。

17 JuzaitisとMcLaughlin、「 ユニバーサルレイテンシーの状態
における検証とコンプライアンスの課題」。

18ジョンストン、「
核軍縮および有害

廃棄物管理のための改ざん表⽰シール」、科学およびグローバル
セキュリティ、vol。9、いいえ。2、2001、pp。93–112、
http︓
//www.princeton.edu/~globsec/publications/pdf/9_2johnston.pdf。物理的な封じ込めでは、国家 が物質的な会計 と同じよ
うに核物質を流⽤ していないことを証明できないこと
も注⽬に値します。しかし、 ⽇本の六ヶ所 再処理プラントなど、多くの処理を⾏う⼤規模な施設では

プルトニウムは、
存在する測定誤差を考えると、物質的な会計では
すべてを効果的に追跡することができないため、
主要な保護⼿段は封じ込めであり、⾮常に
批判されている取り決めです。

19不拡散研究
⼯学局、「軍備管理のための技術研究開発
」、軍備管理および不拡散
技術、2001年春、4〜17ページ、
http︓
//www.fas.org/sgp/othergov/ doe / acnt / 2001 .pdf;
国際安全保障および軍備管理委員会、
核兵器および核兵器の監視
爆発物︓



⽅法と能⼒の評価、97〜108ページ。 20⽶国オーク リッジ国⽴研究所で開発された

核物質識別システム は、質量を測定できるため、理論的には 、核武装国が 弾頭 内の核分裂性物質の量を分類解除
した場合 、国際的な検査官が使⽤できます。ただし、 質量を測定する機能 は、複雑さが⼤幅に増すことを犠牲に
してもたらされます。

このような増加は、検証システムが 設計どおりに動作し、 合意 に違反するための努⼒の⼀環として不正に使⽤さ
れていない ことを検査官が確認することをはるかに困難にするため、
国際的な検証のコンテキストで は望ましくありません。不拡散 研究⼯学室、「 軍備管理のための技術研究開
発」、p。7.強⼒な 封じ込め措置は、国家が 弾頭から 核分裂性物質を除去した後、核分裂性物質を除去する恐れを
確実に軽減します。

検証システムに⼊った。しかし、国家は、 そのような封じ込め 措置が実施される前に
、常に核分裂性物質を転⽤することができました。 21属性対 テンプレートの議論の良い議論については、ブハーリ
ン、 'ロシア語 80 |を参照してください。ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトンと 核弾頭と物質の透
明性イニシアチブ を⽀援する⽶国の技術開発 」、ザリンパス （編）、核弾頭と物質の透明性、 166-73ページ。

22 1989年7⽉、ソビエト連邦は、情報の 障壁 なしに核弾頭
の測定を許可することがその利益になると判断した。Steve Fetter、Thomas B. Cochran、Lee Grodzins、Harvey L.
Lynch 、Martin S. Zucker、「 ソビエト巡航ミサイル 弾頭のガンマ線測定」、Science、vol。248、いいえ。4,957、
1990年5⽉18⽇、828〜34ページ。 23 '核軍縮の検証︓ 核弾頭とその検証 に関する研究の最終報告



核兵器不拡散条約の
2005年レビュー会議に英国から 提出されたコンポーネントのワーキングペーパー 、NPT / CONF.2005 / WP.1、2005
年4⽉18⽇、http︓// www.reachingcriticalwill .org / legal / npt / RevCon05 / wp / verification_UK.pdf; ブハーリンとドイ
ル、「 過剰な弾頭⽣産能⼒ のシャットダウンまたは変換されたステータスの検証︓ 技術オプションと政策問
題」、 科学とグローバルセキュリティ、vol。10、

番号。2、2002、pp。103–24、http︓// www。
princeton.edu/~globsec/publications/
pdf / 10_2％20103％20124％20bUKHARIN。
pdf。

24たとえば、INF条約の下で、⽶国と
ロシアの検査官は
、配送システムの破壊を検証し、ミサイル
製造施設が
禁⽌された配送⾞両の製造に使⽤されていないことを確認し、核 物質
の軍事基地を検査しました。 25ブハーリンとドイル、「 ⽶国と

ロシアの戦略兵器削減」、
不拡散レビュー、vol。9、いいえ。2、
2002年夏、82〜100ページ、http︓// cns。
miis.edu/pubs/npr/vol09/92/92bukh。
pdf。

26宣⾔された施設
が禁⽌された⽬的に使⽤される可能性は、 軍縮 の実現可能性に関する英国の初期の議論の
中で、少なくとも1959年には認識されていた。プライベートコミュニケーション、英国 政府関係者、2008年4⽉。
27 トーマス・W・ウッド、ブルース・D・リード、ジョン・L・ スムート、ジェームズ・L・フラー、 '設⽴



ロシア
の武器プルトニウムの⾃信のある会計」、不拡散
レビュー、vol。9、いいえ。2、2002年夏、p。134、
http︓
//cns.miis.edu/pubs/npr/vol09/ 92 / 92wood.pdf

28同上、pp。128–33; Fetter、「核
考古学︓
核分裂性物質⽣産の宣⾔の検証」、科学と
世界の安全保障、vol。3、いいえ。3–4、1993 、
pp。240–4、http︓

//www.princeton.edu/〜globsec / Publications / pdf / 3
_3-4Fetter.pdf。

29この問題の例については
メディアに提⽰された、カンブリア のセラフィールド核サイトから材料が「⾏⽅不明になった」
理由を説明するための英国核燃料会社 による試みを参照してください。British Nuclear Fuels PLC、「Media
Response︓ Publication of Materials Unaccounted For」、 2005年8⽉13⽇、http︓ //www.bnfl.com/content.php︖pageID =
49＆newsID = 70。 30⽶国は、同位体U-235 の質量の数値を⽰しています。英国の数値 は、HEUの総量に関連してい
ます。 31⽶国エネルギー省、 'プルトニウム︓ 最初の50年︓⽶国

1944年から1994年までの プルトニウムの⽣産、取得、利⽤ '、DOE /
DP-0137、1996年2⽉、http︓// www。
fissilematerials.org/ipfm/site_down/
doe96.pdf; ⽶国エネルギー省、
「⾼濃縮ウラン︓バランスをとる︓1945年から1996年9⽉30⽇までの ⽶国の⾼濃縮ウランの ⽣産、取得、利⽤ 活動
に関する歴史的報告 」、ドラフト、改訂1、2001年1⽉、 http︓ //www.fissilematerials.org/ipfm/ site_down / doe01.pdf;
英国省

防衛、「英国防衛⾼濃縮ウラン の歴史的会計」、
2006年3⽉、http︓//www.fissilematerials。



org / ipfm / site_down / mod06.pdf; 英国
国防省、「プルトニウムと
アルダーマストン︓歴史的記述」、
2000年、http︓
//www.fas.org/news/uk/000414-uk2.htm。

32 Project Sapphire（カザフスタン
からHEUを回収するための⽶国のプログラム）の経験 は、ロシアの核分裂性物質の 核兵器廃絶の
不確実性を⽰唆している。81

約4％になる可能性があります–約4,000発の弾頭 には⼗分です。Michael Brown、
「段階的核軍縮と⽶国
の防衛政策」、Henry L. Stimson Center、
Occasional Paperno。1996年10⽉30⽇、p。
17、http︓
//www.stimson.org/wmd/pdf/brown.pdf。

33私信、2008年4⽉16⽇。34宣⾔は 、爆発に使⽤されたHEU

の量を⽰していないため、 HEUの数値は 、プルトニウムの3倍のHEU が消費さ れたという仮定に基づいています。

35ロバート・J・アインホーン、「核分裂性
物質の管理と核実験の終了」、
会議に提出された論⽂、 「 核兵器
のない世界のビジョンの達成︓ 核軍縮に関する国際会議」、 オスロ、2008年3⽉26〜27⽇、http ︓// 軍縮。nrpa。no
/ wp- content / uploads / 2008/02 /Paper_Einhorn.pdf。 36 CWC、検証アネックス、パートX、パラ。41. 37ジョン・カー
ルソンとラッセル・レスリー、「特別 検査の再検討」、論⽂発表

核物質管理学会
2005シンポジウム、
アリゾナ州フェニックス、2005年7⽉、http︓//www.asno.dfat。
gov.au/publications/inmm2005_special_inspections.pdf
。
特別検査に関連するこれらの問題を部分的に認識して



、「補完的アクセス」、
追加議定書の規定
（下記の注41を参照）は、ある程度、
代替案として設計されました。ただし、 検査官が⾏う検証⼿法
には重要な制限があります

補完的アクセス訪問中に雇⽤することができ
、重要なことに、州は
アクセスを拒否し、
代わりに「代替
⼿段を通じて」検査官を満⾜させることができます-適切なそのような
⼿段が常に存在するかどうかは⾮常に疑わしいです。
IAEA、「
国家と
国際原⼦⼒機関との間
の保障措置の適⽤に関する協定に追加されるモデル議定書」、
INFCIRC / 540（修正済み）、
1997年9⽉、第5条（c）、http︓// wwwを参照してください。 iaea.org/
出版物/ドキュメント/ Infcircs / 1997
/infcirc540c.pdf。

38リチャード・L・ガーウィン、「

弾頭の状態と解体を検証するための技術と⼿順

」、ザリンパス（編）、核弾頭
と材料の透明性
、p。152.

39ジェフリー・T・リチェルソン、爆弾のスパイ

（ニューヨーク︓WWノートン＆カンパニー、
2007年）、521–4ページ。

40 Wyn Q. Bowen、Libya and Nuclear
Proliferation︓Steping back from the brink、
Adelphi Paper 380（Abingdon︓Routledge
IISSの場合、2006）、65〜6ページ。

41追加議定書は、国家が 秘密の核活動を⾏っているかどうかについて 信頼できる 結論を引き出すために必要なツ
ール をIAEAに提供することを⽬的とした、
NPT署名者のためのさらなる（現在はオプションの）協定です。 2008年5⽉30⽇の時点で、88の州で 追加議定書が
施⾏されています。 42ダリル・ハウレットと ジョン・シンプソン、「 南アフリカの核化と⾮核化」、サバイバ
ル、



巻 35、いいえ。3、1993年秋、p。167.

43 IAEA、「
南アフリカにおける庁の検証活動」、GOV / 2684、
1993年9⽉8⽇、パラ。29.

44 Adolf von Baeckmann、Gary Dillon
and Demetrius Perricos、 'Nuclear
Verification in South Africa'、IAEA
Bulletin、vol。37、いいえ。1、1995 、http︓//
www.iaea.org/Publications/Magazines/
Bulletin / Bull371 / 37105394248。pdf;
ハウレットとシンプソン、「
南アフリカにおける核化と⾮核化」。

45 2007年11⽉
、ロンドンの現在および元の英国および⽶国当局者との私的コミュニケーション。46これらは、 プログラム全体の
すべての側⾯ のストーリーを伝えることが期待される という点で、上記の核分裂 性物質および弾頭宣⾔ よりも広
い。 、 現在の在庫と過去の核分裂 性物質の⽣産と使⽤を宣⾔するだけではありません。 47英国当局との個⼈ 的な
コミュニケーション、 ロンドン、2007年11⽉。

CTBTの
下で核要員を⾯接に利⽤できるよう にする明確な義務はなく、国家は、 「条約の遵守 を実証するためにあらゆる
合理的な努⼒を する」という第IV.57条の義務 を果たす意欲を⽰す⽅法としてそうすることができます。 。 82 | ジ
ョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン49特に、イランは その物理学研究センター の元⾸⻑の⼀⼈との
インタビュー を許可することを拒否した。 50たとえば、Rotblat、 'Societalを参照してください。



検証」、Steinberger、Udgaonkar
、Rotblat（eds）、核兵器のない
世界︓望ましい︖実現可能︖ 51 2007年11⽉、ロンドンの

ドイルとのプライベートコミュニケーション。522007年11⽉、 ロンドンの フェッターとの プライベートコミュニ
ケーション。53 2007年 11⽉、ロンドンの英国当局者とのプライベートコミュニケーション。54 より正確な⾒積も
りを⾒つけるのは難しいが、 10億ドルは 検証 システムがそれ以来建設中であることを考えると、正しい規模であ
る

1996年、その⼤部分は現在完了しており 、包括的 核実験禁⽌条約機構
の準備委員会の年間予算 は現在約1億ドルです（その⼤部分は 検証システムの 開発に費やされています）。 55タリ
ク・ラウフ、「武器 の⽣産のカットオフ-使⽤可能な核分裂性材料︓ 考慮事項、要件および IAEA能⼒」 、ジュネ
ーブ軍縮会議への声明、

2006年8⽉24⽇、p。26、http︓// www。
到達
クリティカルwill.org/political/cd/speechs06/24AugustIAEA.pdf。

56 Steven M. Kosiak、⽶国の戦略
核⼒への⽀出︓21世紀の計画とオプション
（ワシントンDC︓戦略
および予算評価センター、2006年）、p。i、
http︓/ / www。csbaonline。org /
4Publications / PubLibrary /R.20060901。
Spending_on_US_Str /R.20060901。
Spending_on_US_Str.pdf。

57 35億ドルの数字には、



「直接備蓄作業」と
6つの⽀援「キャンペーン」（
さまざまな兵器関連の活動を含む）であり、2軸 放射線流体⼒学試験施設 など
の⽀援施設の費⽤を除く。 ⽶国エネルギー省/国家 核安全保障局、「2008年度 議会予算要求」、第1巻、 DOE-
CF014、2007年2⽉、p。59、http︓ //www.cfo.doe.gov/budget/08budget/Content/Volumes/Vol_1_NNSA.pdf 。 第3章核兵
器の ない世界 で核産業を管理する

核エネルギーのルネッサンスで世界を安全に保つ核エネルギーが 世界的に⼤きく拡⼤すると予想されるように

、核軍縮の要求は強まっています。 核軍縮と核 エネルギーの拡⼤という2つの⽬的の間には、公に議論されている
よりも
はるかに多くの緊張が存在します。 第⼆次世界⼤戦直後、⽶国は 核兵器の唯⼀の所有者として、 核エネルギーを
管理する計画について国際合意を求めました。バルークプランとそのより啓発された前⾝である アチソンリリエン
タール計画は、

核兵器の⽣産を阻⽌し、それによって
⽶国がその駆け出しの兵器を安全に排除することを可能にする すべての核活動の国際的管理のための枠組みを設計
する。しかし、バルーク・プランの失敗以来、
核軍縮の課題は、原⼦⼒ エネルギー
の拡⼤を管理するという課題と並んで取り組まれていません。
核兵器の完全な廃絶は
、冷戦後まで国際的な議題からほとんど姿を消しました。1それは、
ミハイル・ゴルバチョフの1986年の核廃絶の呼びかけであるレイキャビク⾸脳会談で⼀時的に再浮上しました。
その年の10⽉とラジーヴガンディーの1988年の国連への
核軍縮に関する演説。 しかし、1986年4⽉のチェルノブイリ事故は、数年間深刻な困難に直⾯し
ていた原⼦⼒産業の⼤幅な拡⼤への期待に終⽌符を打った。
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今後数⼗年にわたる原⼦⼒エネルギーの潜在的な世界的拡⼤は、
新しく確実に施⾏された規則がない場合、拡散のリスクを伴います
それを管理し、安全に保つため。しかし、主要な⾮核兵器国は 、核兵器国がまだ定義されていない核軍縮計画を実
施しない場合、
新しい規則を検討することにすでに深い消極的姿勢を⽰しています 2。同時に、核武装国は国家は、より強⼒な⾮
拡散規則 の施⾏によって拡散が防⽌されると 確信していない場合、核兵器を廃絶することに同意しません。 核保
有者と保有者の間のこの循環的な問題は、 所有する州の間のさらなる不平等によって悪化します。

強化または再処理機能とそうでない機能。
原⼦⼒エネルギーを⼤幅に拡⼤するためには、
核燃料を製造する世界的な能⼒を⾼める必要があります。核燃料の需要が劇的に増加すると予測されているため、
アルゼンチン、 ブラジル、カナダ、イラン、南アフリカ
を含むいくつかの州は、 濃縮プログラムの開発に関⼼を⽰しているか、すでにそのような プログラムを開始してい
ます。多くの国際的指導者は、 ⾮核兵器国への燃料サイクル施設の拡散が拡散リスクをもたらすことを認識してい
ます。

⺠間⽬的のためにそのような施設を所有している国は、それら
または関連するノウハウを使⽤して、武器⽤の燃料を⽣産することができます。それでも、濃縮プログラムの開発
を望んでいる、または開発している州は 、
燃料 サイクル 供給業者と受信者。上記 のような⾮核兵器国が、 新しい規則が制定される前に濃縮能⼒を開発する
場合、

このような規則は、特に中東や
アジアの他の場所でのみ強化されます。

この中⼼的なジレンマを解決するための提案が現在開発されてい
ます。世界原⼦⼒協会、IAEA、核脅威
イニシアチブ4は、多くの州とともに、 ウラン濃縮とプルトニウム分離のための新しい国家施設
を避けることを州が選択することを期待して、燃料供給を確保するためのさまざまなメカニズムを提案していま
す。
5
いくつかの提案では、燃料は、
国が国の燃料サイクル能⼒を放棄するという条件でのみ供給されるだろう。多くの州は
多くの⼈が公に
そう⾔うことはないとしても、燃料サイクル施設をまだ所有していない州 に燃料サイクル施設を広めることを完全



に世界的に禁⽌することを望んでいます。 しかし、ブラジル、エジプト、イラン、南アフリカを含む
多くの主要な⾮核兵器国は、核兵器廃絶の考えを固く拒否しているため、 議論| 85 の拘束⼒のある規則、⾃発的な
抑制は 、短期的には政治的に実⾏可能なものの中で最も多いように思われます。 しかし、国家が国際的な原⼦⼒協
⼒ の⾒返りに燃料⽣産を放棄することを臨時的に合意するという⾃主的な合意は、拡散が

⻑期的には避けてください。主要な新しい
⺠間核計画の開発を⽬指す国が、濃縮と再処理を放棄する拘束⼒のある規則を受け⼊れない場合、 現在の保障措置
が不⼗分である可能性があること を考えると、核拡散が起こらないという確信を⾼めるため
に⽀持する他の措置はありますか︖核武装解除の世界︖ ある意味で、現在の原⼦⼒供給国（その多くは 核抑⽌⼒の
傘下に住んでいる）と意欲的な買い⼿と売り⼿は 互いに話し合っている。前者は将来の拡散に対する強⼒な防波堤
を探してい ますが、後者は選択肢を開いたままにしておきたいと考えています。

彼らの「核の権利」を擁護し、おそらく将来の不安をヘッジするため
。⽋けていたのは、サプライヤーと
バイヤーが彼らの利益と交渉する準備ができているトレードオフを明確に表現する直接交渉
です。発展途上国の⾮核兵器国は
、世界的な燃料サイクルの
課題に取り組む際に創造的なギブアンドテイクに従事しない傾向があります。
これは、交渉の弱い当事者が強い者が提供するものを聞くのを待つという⾃然な傾向を反映している可能性があり
ます。あるいは
、核の専⾨知識が⽐較的不⾜している結果である可能性があります。何でも
原因として、将来の原⼦⼒購⼊者の控えめさは、世界の原⼦⼒エネルギーの将来と不拡散体制
の進化について 多くの疑問を残しています。
核エネルギーと
不拡散をめぐる問題の網が解かれなければ、
核軍縮の後期段階に到達することは不可能である可能性が⾼いが、これ
はこの⽅向への多くの初期のステップを排除する必要はない。

原⼦⼒エネルギーの成⻑と核兵器の廃絶との間のもう⼀つの主要な潜在的緊張は、 原⼦炉部品を⽣産する能⼒
の世界的な不⾜に集中しています。
次の10年間、
世界の原⼦⼒産業は、おそらく年間10基以下の原⼦炉を建設することが
でき
ます
。
今後10年から15年の安全、セキュリティ、責任の問題に対処するため、原⼦⼒発電所プロジェクトに必要な⻑いリ
ード



タイムは
、建設の何年も前に契約を作成する必要があることを意味し、現在のサプライヤー
は予⾒可能な未来。彼らは優先します
すでに優れた核の専⾨知識と関連する物理的
および社会的インフラストラクチャを持っており、混乱のリスクが最も少ないバイヤー

86 |

政治的混乱または責任または⽀払いに関する紛争からのジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン。こ
れらの購⼊者
は、中国、⽶国、韓国、ヨーロッパ、そしておそらくインドにいる傾向があります。
商業的理由と技術的理由の両⽅から、確⽴されたベンダーは
、発展途上国の⾮核兵器国、
特に政治的に安定していない国にはあまり関⼼がありません。核協⼒を求める開発途上国
がそれによって拒絶された場合、
平和⽬的のための核技術の開発を⽀援するNPTの第4条は無視 されており、核不拡散体制から
さらに疎外される可能性があります。
その場合、主要な⾮核兵器国は 、燃料サイクルを含む核産業を管理するため
の今⽇の規則よりもさらに⽀持が弱くなる可能性があります。
これは、
今度は、核武装国が武装解除する意欲を低下させる可能性があります。 供給の制約が不拡散体制を強化する努⼒に
対する反発を引き起こす

かどうかを知るのは時期尚早ですが、

核技術と
専⾨知識を提供できる国の代表者と、新たに原⼦⼒産業の発展を⽬指す国の代表者は、
これらの問題に率直に取り組むべきである。IAEAは現在
、これらの問題について関係者を建設的に関与させている。 これらの議論は、発展途上国の市⺠社会や主要な商業
ベンダー
を含むように拡⼤することができます。 原⼦炉を製造する世界的な能⼒の不⾜に加えて 、スキルの不⾜もありま
す。 核のルネッサンスがなくても、必要なすべての検証措置を実施するのに⼗分な検査官を⾒つける

軍縮を促進すること（前の
章で議論されたものを含む）は難しい挑戦になるでしょう。査察官が拡⼤する原⼦⼒産業と⼈員をめぐって競争し
なければならない場合、
問題はさらに悪化するでしょう
。明らかに、
核エネルギーの世界的な拡⼤とともに⾮核兵器のない世界を実現するためには、訓練へのかなりの投資
が必要になるでしょう。

今⽇、核兵器国とその同盟国は、
核兵器を保有していることもあって、保障措置の弱点を容認する⽤意が
あります。



増殖のクエンス。
合理的な費⽤便益分析が今⽇の世界で保障措置を強化すべきであることを⽰すかどうかにかかわらず、完全な 核軍
縮が真剣に受け⽌められる
ならば、それらはほぼ確実に⼤幅に改善される必要があるでしょう。
これは
、燃料サイクル技術の普及を防ぐ試みが
成功したかどうかに関係なく当てはまります。 将来、⺠間の核活動を保護することを困難にする可能性のある

技術開発によって、課題は複雑になる可能性があります。 核兵器の廃絶︓討論| 87

リビアとイランでの経験（濃縮プログラム
の開始から20年以上が経過した 今、遠⼼分離技術の習得に近づいています）は、遠⼼分離技術を機能させることの
難しさが、保護されていない 核分裂性物質 に対する重要な障壁であったことを⽰しているようです。 -材料⽣産。7
イラクは、それほど深刻ではないにしても、同様の困難に苦しんだ。8この障壁は、より多くの州が先進的な 産業
基盤を 獲得するにつれて徐々に侵⾷される可能性がある。 ガス遠⼼分離機よりも簡単に隠すことができる他の濃縮
技術が登場する可能性もあります

⻑期的に。レーザー濃縮を
商業規模で機能させることができれば、特に懸念されるでしょう 。9核エネルギーの拡⼤を、すべての核兵器廃絶
に向けた進展と両⽴させる

⽅法について、より多くの研究と議論が必要です。 。 それは、核産業と核兵器施設を超えた専⾨家を巻き込む必要
があります。⾮核兵器国は 、より広範な世界的不平等の問題よりも、⽬前 の実際的な問題に重点を置くべきである
という理解の下で、より完全にプロセスに持ち込まれなければなりません。

他のフォーラムで取り上げられています。政府がそのような相互作⽤の⽀援に遅れをとっている場合
、⾮政府主体がそのギャップを埋めるべきです。
この議論への貢献として
、原⼦⼒産業の管理を強化するためのオプションを要約します。これらは、既存のセーフガードの段階的な改善
から、最も
増殖に敏感な活動を排除するという根本的なオプションにまで及びます。

進化的アプローチ︓IAEA保障措置の改善

予想される原⼦⼒エネルギーのルネッサンスを背景に、
IAEA保障措置の限界について多くの議論がなされてきた10。
原⼦⼒発電プログラムを実施している⾮核兵器国
の⽂脈で最も疑問視されているのは、宣⾔された⺠間施設から の核物質の流⽤を検出するIAEAの能⼒である が、



実際には、宣⾔されていない核施設を検出することがより困難な課題である。 、特に ⼩さなガス遠⼼濃縮プラン
ト。 IAEAの保障措置に対して、多くの段階的な改善を⾏うことができます。 ⽐較的安価なオプションの1つは、材
料会計の開始点を ⽣産チェーンのさらに上に移動して、すべてのイエロー ケーキ（精製ウラン鉱⽯）を保護措置の
下に置くことです11。

軍縮の⽂脈で特に重要となるのは 、核兵器を 製造できるウランとプルトニウム以外の他の核分裂性物質、特にネプ
ツニウム237同位体
をカバーするための保障措置の拡⼤です。別のオプション 88 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクト
ン は、迂回が より迅速に検出されるように、検査の頻度を増やすことになるでしょう。しかし、IAEAは過去数年
間、その慣⾏を反対⽅向に変えてきた12。⼀部の⼈々 にとって⾮常に望ましいと考えられる はるかに⾼価な選択肢
は、全体を再設計することである。

はるかに少量の核物質の 迂回を検出できるようにシステムを保護します。

検証プロセスの政治的分析は、 これらすべての変更やショッピングリストにさらに多くの変更
を実装するために政治的意思と資⾦が利⽤可能であったとしても 、伝統的な意味での保障措置が構築するのに⼗分
であるかどうかは疑わしいことを⽰しています 核兵器廃絶に必要な⾃信。 検証はそれ⾃体が⽬的ではありません。
それにはさまざまな⽬的があります。それらの中に は、検出のリスクを⾼めることによって不正⾏為を阻⽌し、強
制をトリガーすることがあります-

国家が違反した国際協定 に準拠するように戻すことができる⾏動。これらの⽬的のために
、安全対策の効果的なシステムは3つの基準を満たします。次のようになります

。•違反を検出する可能性が⾼い。

•違反についてタイムリーに警告することができます。および

•違反の説得⼒のある証拠を提供できる。

ここで焦点を当てるのは2番⽬と3番⽬の基準です（
最初の問題は州が議論する重要な問題でもありますが、特に



軍縮の⽂脈では、どれくらいの⾼さで⼗分ですか︖）。

現在、IAEAは
、国家が核兵器に変換するのとほぼ同時に核物質の流⽤を検出することを⽬指して
いる13。当局は、この期間を
プルトニウムとHEUの場合は1か⽉、1年と評価している。 LEUの場合（これらの数値は
かなり過⼤評価されている可能性がありますが）。ただし、施⾏には通常
、検出よりもはるかに⻑い時間がかかります。不遵守を是正する際の制限要因は
、IAEAからの警告の適時性ではなく、
執⾏措置が合意され、機能するためにかかる時間です。たとえば、警告
2002年8⽉に国際社会がイランのクラン
デスティンウラン濃縮プログラムを受け取ったことは時宜を得たものでした。しかし、
安全保障理事会が2006年12⽉に最初の制裁決議を可決するまでにほぼ4年半が経過し、
2008年7⽉までに、イランはそれまたは2つのさらなる制裁決議をまだ
遵守していませんでした。
IAEAが⾮遵守を早期に検出できるようにセーフガードシステムを変更する—

核兵器の廃⽌︓討論| 89によると、査察の頻度を増やすことは、この 本質的に政治的な問題

を解決するのにほとんど役⽴たないでしょう。

核兵器ゼロが合意された普遍的な基準である場合、安全保障理事会は 、⾮常に深刻な違反（例えば 、維持とは対照
的に、核物質の実際の拡散など）の場合に
、より迅速に⾏動することをいとわないでしょう。⼤規模な 秘密の遠⼼分離の努⼒の）。しかし、安全保障理事会
が 数⽇のうちに執⾏措置に合意できたとしても、そのような深刻なケースでは 、違反者が核兵器を製造するのを防
ぐにはすでに遅すぎるかもしれません 。完全な⾮難

セーフガードが違反を検出する以外の何もしない ように設計されている限り、mamentはとらえどころのないままで
ある可  能性があります。

関連する問題は、これらの基準の3番⽬、
説得⼒のある証拠を提供することで発⽣します。最近の経験によれば、州
はIAEAの判断に疑問を呈し、
その結論をすぐには受け⼊れないことを彼らの利益と⾒なす可能性がある。イランの秘密の核
計画が発⾒されたとき、ロシア、中国および他の州は
、IAEAがイランの意図の証拠を提供することを主張することによって⾏動を遅らせました。
IAEAによって提⽰された⾮遵守の強⼒な証拠が現れた-
⼗分ではありません。（同様に、IAEAが
韓国が宣⾔されていない再処理と濃縮実験を⾏ったことを発⾒したとき
、⽶国はその緊密な同盟国であり、政府機関の理事会の他のメンバーにロビー活動を⾏い、韓国が その保障措置
に違反していないことを確認した。
合意。）



国家が合意に違反したことを実際に証明することは⾮常に
困難であり、多くの場合、効果的で⼗分な資⾦の
ある保障措置があったとしても時間がかかります。上記のように、
秘密の施設の場合、困難はおそらく最も深刻です。追加プロトコルは重要ですが-
宣⾔されていない核活動を⽰唆する情報を収集するというIAEAの⾒通しを著しく⾼める ため、疑わしい場所を検査
できない限り
、IAEAが秘密施設が存在することを証明することは不可能かもしれない（これ は特に⼩さな秘密濃縮プラントの場
合に当てはまる）。もちろん、 実際には、秘密の施設を備えた州は、おそらく IAEAへのアクセスを単に拒否する
でしょう。最近の経験によれば、安全保障理事会は 、IAEAが提供できるよりも強⼒な証拠を最初に要求すること
なしに、IAEAのアクセス要求を⽀持しないかもしれない。

検査。繰り返しになりますが、私たちは循環的な問題を抱えてい
ます。それは技術的よりも政治的です。強化されたIAEA保障措置は、国際社会がかなり低い 90 を受け⼊れる意思
が
ない限り、⾮核兵器地帯を可能にするのに⼗分な⾃信を刺激する可能性は低い。 合理的な疑いを超えた証明 ではな
く、確率のバランスなどの証拠を評価するためのジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトンの基準。 こ
の問題は、 IAEAと国家情報機関 の間のより緊密な協⼒によって軽減される可能性があります。の可能性のある例
外を除いて

⽶国のマンハッタン計画では、少なくとも ⾼度な情報資産を備えた州の強い疑惑を喚起することなく、重要な
秘密の燃料サイクル施設を建設および運営することに成功した州 の事例はなかったようです。1960年代のイスラエ
ル 、1970年代と1980年代のパキスタン、1990年代の北朝鮮、近年のイラン、2007年のシリアなど、主要国は 武器が
⽣産される前に 常に秘密の核分裂性物質の⽣産を検出してきました。そのような検出のすべて が増殖を妨げる⾏動
をもたらしたわけではないということは、少なくとも部分的には

国際的な検証活動 に情報を提供するために国内情報を使⽤することの難しさ。 別の可能性は、IAEAが兵器化の証
拠

を探す任務を負っているということです。 現在、特に核物質が関与していない場合 、軍事研究開発が核兵器に関連
していないことを検証する IAEA
の権限と能⼒は⾮常に限ら れている15。兵器のない世界（そして 実際に今⽇の世界）は、



違反と提供された警告時間。ただし、費⽤がかかり、
困難で、物議を醸す可能性があります。たとえば
、特定の核兵器構成要素の発⾒またはいくつかの特定の活動を除いて、何が 核兵器プログラム
の証拠を構成するかについての普遍的な合意はありません。 急進的なアプローチ︓ 燃料サイクル施設の多国籍また
は国際的な所有国が 所有する原⼦⼒施設に対する従来の保障措置の代替案の1つ は、燃料サイクルを「多国籍化」
することです（施設は

国家の連⽴によって所有および運営されている）、あるいは国際 化されている（アチソン・リリエンタール計画で
想定され
ているように、所有権と運営は国際機関の⼿に委ねられている）。
⼀部のコメンテーターは、最初にすべての濃縮および再処理施設、 そしておそらくすべての核物質も、多国籍また
は 国際的な所有または管理下 に置くことなし
に、⾮核兵器地帯に移動することは不可能であると主張している。 （IAEAの保障措置に加えて）16 カーン研究が
あれば、インドは最後の核弾頭を解体する⽤意があるだろうか

パキスタンの研究所は、独占的な核兵器廃絶の 下でウラン濃縮を続けていた。91

IAEAの査察官の監視下にあるとはいえ、パキスタンの⽀配︖インドが進んでいることを証明したとしても 、インド
⾃体がもっぱらインドの管理下でプルトニウム⽣産を継続できる
という条件がほぼ確実であり 、その場合、国が管理する燃料 サイクル能⼒の存在がインドとパキスタンの関係の安
定性をテストする可能性があります。世界の別の地域では、⽇本と中国が 平和⽬的で保護措置の下で 国の燃料サイ
クル活動を続ければ、他のアジア⼈は

州は同様の国家燃料サイクル能⼒を求めていますか︖
⽶国からの⾮核拡⼤抑⽌⼒が強化されれば、そうする可能性は低くなるかもしれないが、 第 1章
で論じたように、他の警鐘を鳴らす 可能性がある。 、そしてそれは国家が 真剣に議論すべき概念です—移⾏を⾏
うための⼿順を特定して実施すること は⾮常に複雑で政治的に困難 ですが17。



単⼀の国際組織によって完全に所有されて いることは⾔うまでもなく、多数の多国籍企業によって集合的に所有さ
れています。現在、このアイデアは 、核分裂性物質を⽣産しているほぼすべての州や企業、特に核兵器を保有する
州
からの確固たる抵抗に直⾯しています。 それにもかかわらず、2つの多国籍濃縮組織（Urenco コンソーシアムと
Eurodif）はすでに存在しています。⺠間企業として、 特に前者はさらなる調査のための有⽤なガイドを提供するか
もしれません。 燃料サイクルの多国籍化または国際化は

増殖の懸念を完全に和らげます。秘密の
燃料サイクル施設の問題は残るだろう。多国籍または国際的な
所有権は役⽴つ可能性がありますが、知識を制限または断⽚化して 、機密プロセスに関する
エンドツーエンドの知識をできるだけ少ない個々の労働者が持ち 、労働⼒内の国籍グループが集合的にそのような
知識を持たないようにすることで、⼀部の労働者は それでも増殖に敏感な情報を学ぶでしょう。確かに、悪名⾼い
AQカーンネットワークは、カーンが設計図を盗んだ限り、ウレンコから成⻑しました。

コンソーシアムの請負業者の1⼈がジュニアサイエンティストとして 雇⽤している間のコンポーネントと貴重な調
達情報。多国籍
燃料サイクルコンソーシアムが他の組織と同様に効果的に運営されるため
には、プロセス全体について⼗分な知識を持つ上級管理職が必要です。
これらの担当者がこの専⾨知識を
禁⽌された⽤途に使⽤する可能性があるというリスクは常にあります。

さらに、所有権は管理を保証するものではありません。共有または国際
的な所有権は、州が⾒つかるのをより恥ずかしいものにするかもしれません
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核物質をその領⼟内の施設から転⽤し、
そのための罰則を強化しますが、必ずしもそのような転⽤を防ぐことはできません。 国家は、受⼊国政府が「軍隊
に派遣」し、濃縮または再処理⼯場を物理的に管理し、 それを使⽤して兵器⽤の核分裂性物質を⽣産する
リスクを評価する必要があります。 理論的には、この問題は、「完全に信頼できる」州の領域に 燃料サイクル施設
を配置することで最⼩限に抑えることができます。実際には、 国内の圧⼒により、そのような州はホストを演じる
ことを躊躇する可能性があります。

特に問題の施設が輸⼊された核廃棄物 を扱う再処理⼯場であった場合。その上、公平を期すために、多国籍燃料サ



イクル施設はおそらく 異なる地域
の多くの州によってホストされる必要があるでしょう。
さらに、おそらく最も重要な
ことは、どの州が「完全に信頼できる」かについて国際社会が合意する可能性は、
現在のところわずかに⾒えることです。 燃料サイクルの

多国籍または国際的な制御には、さまざまなモデルが考えられます。
重要な質問には、どの施設を含めるべきか
が含まれます（濃縮および再処理プラントのみ、またはすべての核施設-
関係︖）そして正確にこれらの施設がどのように所有され運営されるべきか。
国家、原⼦⼒産業、市⺠社会は、どの
モデルが拡散の懸念を最もよく和らげるか、どれが
政治的に最も実⾏可能であり、どれが最も経済的に理にかなっているのかを検討し始めるべきです。これらの調査
は 、⾃国の核燃料を製造する能⼒を⽋いている国への
供給を保証する⽅法についての重要な議論を形作るのに役⽴つはずです。 そのような議論には、潜在的なサプライ
ヤーと消費者の両⽅が含まれる
ことが重要です。 ⾮核兵器国が新しい規則に同意する可能性は低い、または

すべての州が同じ規則に 従わない限り、燃料サイクル機能へのアクセスを制限するための取り決め。
核軍縮への真のコミットメントと動き
は、公平性の需要を満たすのに⼤いに役⽴つだろうが
、燃料サイクル管理への差別的アプローチへの抵抗を克服しないかもしれない。核武装国、そしておそらく他の
国々が、すべての州がウランを濃縮 し、プルトニウムを国ベースで
分離する権利を保持することを望まない場合、最も 受け⼊れられる代替案は、

多国籍施設は、
困難を伴うにもかかわらず、どこでも許可されました。 この核の公平性の問題は、廃⽌が優先事項になる
かどうかにかかわらず、国家が核の領域で直⾯する最も重要で挑戦的な問題の1つになるでしょう。 核兵器の廃
絶︓討論| 93 最も敏感な核活動は 、⾮核兵器地帯と両⽴できるでしょうか︖ 歴史的に、軍備管理条約は、最も敏感
なデュアルユース技術 でさえ、禁⽌するのではなく、規制しようと努めてきました。 核兵器のない世界を実現する
かどうか、そしてどのように実現するかを考える際に、国家は考慮しなければなりません

最も敏感な核活動を完全 に禁⽌する必要があるかどうか。再処理の禁⽌についての議論でさえ、
⼀部の⼈にとっては嫌悪感です。 それにもかかわらず、今⽇軍縮を推進
している多くの州が実施しようとしている増殖に敏感な活動に対して容認できる形の規制を確⽴できない場合、核
兵器の 廃絶は不可能であると証明されるかもしれない。 再処理 濃縮とともに、再処理は 燃料サイクルの中で最も



増殖に敏感な部分です。歴史的に、プルトニウムの調整の失敗

MOX燃料製造による⽣産は、⼤量の
プルトニウム備蓄の出現につながった18。プルトニウム⽣産を需要により密接に結びつける
ことは、これらの備蓄を減らし、軍縮を促進するのに役⽴つだろう。
ただし、この⼿順だけでは、
増殖の懸念を完全に和らげることはできません。現在の再処理技術は分離
されたプルトニウムを⽣成し、これは
効果的に保護するための燃料サイクルの最も難しい部分です19。さらに、再処理技術を備えた州
はNPTを離れ、核分裂性物質を⽣成するためにその技術を使⽤する可能性があります
核兵器のために。このブレイクアウトの可能性は、⾮常に損害を与える可能性があります。
たとえば、⽇本の再処理プログラムは
、「地下室に爆弾を投下する」⽅法であると批判されることがよくあります。⾮核兵器地帯の
世界では、再処理能⼒を持っている⼈々の疑いは、
それが正当化されたかどうかにかかわらず、不安定になる可能性があります。

⼀⽅、プルトニウムは潜在的に価値のあるエネルギー資源です。
短期的には、たとえば、今後数⼗年にわたって、世界がウラン不⾜に直⾯する可能性は⾮常に低く、再処理は 不経
済で
あり続ける可能性があります20。

原⼦⼒エネルギーの持続的な拡⼤により、従来のウラン資源が枯渇する ため、再処理の需要が⼤幅に増加する可能
性があります。
もちろん、核のルネッサンスが
実際に起こるかどうかについてはまだ疑問があります。そうでなければ、再処理の禁⽌は実現可能であり、 核兵器
のない世界
に⽀払うための許容可能な価格であると広く考えられています。
しかし、核のルネッサンスが
現実のものであることが証明された場合（そしてこれを測定するのに数⼗年かかるかもしれない）、再処理の禁⽌
は
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ウランの在庫が減少し、地球温暖化を抑制するための努⼒が損  なわれるにつれて、化⽯燃料への依存度が⾼まり
ます21。もう⼀度、
州が解きほぐす必要のある問題の網があります。⻑期的には、
気候変動と戦うために再処理が必要でしょうか︖再処理と核破壊
は両⽴しませんか︖もしそうなら、どの州がもっと気にかけますか︖

核兵器以外でのHEU

の使⽤HEUの爆発の可能性は、プルトニウムのそれよりも間違いなく⼤きい。



プルトニウムは複雑な爆縮設計でのみ使⽤
できますが、HEUは単純なガンタイプの核兵器で使⽤できるため、
技術的に進歩していない増殖者にとってより魅⼒的です。 HEUがまったく使⽤されなくなった場合（または、 燃料
がないように濃縮レベル を制限するなど、前例のない管理下で管理された場合）、
すべての核兵器を廃絶する⾒通しが⼤幅に改善されると想定するのは合理的と思われます。それ以上の 濃縮なしに
武器で使⽤可能である）。 HEUには、核兵器プログラム以外の⽤途がいくつかあります。これら の中で最も重要な
ものは、 研究⽤原⼦炉、次のような海軍船を推進するための原⼦炉を含む、さまざまな種類の原⼦炉の燃料として
のものです。

潜⽔艦、空⺟、（ロシアの）⺠間砕氷船、
衛星に電⼒を供給するための宇宙原⼦炉。 理論的には、すべてのタイプの反応器

からHEUを排除することは技術的に可能であるはずです。
現在、ほとんどの研究炉からHEUを排除するためのさまざまなイニシアチブが
進⾏中です22。いくつかの重要な技術的
課題が残っていますが、
現在HEUを使⽤している研究炉のほとんどがLEU燃料に変換できるようです。いずれの場合も転換が不可能である
ことが判明
した場合、残った⼀握りを解体することは
、完全な核軍縮の代償としては少額に思えます。同様に、たとえそれが
砕氷船と宇宙原⼦炉を改造することはできませんでした（前者は
後者よりも改造がはるかに簡単である可能性が⾼いです）、これが
軍縮への深刻な障害になるとは想像しがたいです。

おそらく、HEUの⽣産と使⽤を段階的に廃⽌する上での最⼤の障壁
は、海軍艦艇、特に潜⽔艦での使⽤です。それでも、
海軍原⼦炉をLEU燃料で稼働するように改造することは可能です。フランスは、
経済的な理由から船舶を改造中です。
中国の海軍原⼦炉の濃縮レベルに関する報告は⽭盾していますが、
HEUを燃料とする場合、燃料は20％
濃縮HEU / LEUしきい値に近く、変換が⽐較的簡単であると考えられています。
同様に、ロシアの潜⽔艦とインドが開発中の潜⽔艦は、
45％未満の濃縮レベルの燃料を使⽤し、
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は実⾏可能に⾒えます。しかし、海軍原⼦炉のLEU燃料への転換には、
2つの重要な⽋点があります。第⼀に、それはほぼ確実 に、最新のイギリスとアメリカの潜⽔艦の特徴である
「⽣涯のコア」（交換する必要のない原⼦炉）を放棄することを含むでしょう。
2番、
LEUを燃料とする原⼦炉は、HEUを燃料とする原⼦炉よりも⼤きく、騒⾳が⼤きい。 2番⽬の考慮事項は、英国と
⽶国の政策⽴案者にとっておそらく最初の



考慮事項よりも重要です。
しかし、結局のところ、
HEUの排除に対する障壁は、再処理の排除に対する障壁よりも困難ではないように思われます。

海軍原⼦炉は禁⽌されるべきですか︖

海軍原⼦炉でのHEUの使⽤を終了するよりも根本的なステップは、
潜⽔艦原⼦炉や
空⺟の原⼦炉を含む海軍原⼦炉を完全に禁⽌することです。包括的セーフガード協定
（基本的なIAEAセーフガード協定）の第14条は、州が撤退することを認めている
「禁⽌されていない」軍事
活動、つまり海軍原⼦炉⽤の燃料の⽣産に使⽤される核物質を保護します。
まだこの権利を⾏使している国はありませんが（カナダはそれを考慮していますが）、
⾮核兵器地帯の世界では、それは重⼤な抜け⽳を表す可能性があります。
国家は、それが容認できないものになるかどうかを検討する必要があります。

合計で、7か国が原⼦⼒潜⽔艦を建造したか、建造を試みて
います。5つの核兵器国に加えて、インドとブラジルです。さらに
、カナダ、オーストラリア、パキスタンを含む他の多くの国々は、
それらを取得することにさまざまな程度の関⼼を⽰しています。これらの州、または 将来的に海軍原⼦炉の使⽤を
検討する
傾向がある可能性のある他の⾮核兵器国は 、核兵器のない 世界を差別のない合意︖ それとも、国際的な懸念を和
らげるために 、国際的な検査官に彼らの最も敏感な技術のいくつかへの前例のないアクセスを提供することをいと
わないでしょうか︖ 原⼦⼒海軍の開発を所有または検討している国

船舶は、海軍の状況 で燃料サイクルを保護するためのオプションを検討し始める必要があります。
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16たとえば、マービン・ミラーとジャック・ルイナ は次 の よう
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21反対の⾒⽅については、同上を参照。これらの著者は 、海⽔からウランを抽出するコストは、 他のウラン源が枯
渇 した場合でも実⾏可能な選択肢であり続けるため 、再処理のコストよりも低い ため、再処理は不経済な
ままであると主張しています。 22 Bunn、Securing the Bomb 2007（マサチューセッツ州ケンブリッジ、 ワシントン
DC︓プロジェクト

原⼦の管理、ハーバード⼤学
および核脅威イニシアチブ、2007年9
⽉）、37〜9ページおよび72〜7ページ、http︓//www.nti。
org / e_research / securingthebomb07.pdf; フォン・ヒッペル、「すべての原⼦炉燃料サイクルから⾼濃縮ウラン を排除
するため
の包括的なアプローチ 」、科学と世界の安全保障、vol。 12、いいえ。3、2004、pp。137–64、http︓// www。
princeton.edu/~globsec/publications/ pdf / 12-3_von％20Hippel_SGS_137-164。 pdf。 施⾏ の章

第1章では、国家が核兵器を禁⽌ するために地平線を越  えて進む前に
、政治的信頼を築き、核兵器の数と顕著性を減らし、核兵器 が核兵器
になるまで政治的および軍事的関係を安定させるために相互に強化する措置を講じる必要があると仮定した ⼤国間
の
戦争を防ぐために不可⽋であるようには⾒えませんでした。
第2章では、そのような措置を講じることができると想定し、
核兵器の禁⽌がどのように検証されるかを探りました。
第3章は、原⼦⼒の国際的拡⼤がどのように提案されたか
エネルギーは、すべての核兵器の廃絶と調和する可能性があります。ここ
で、核兵器の禁⽌がどのように実施されるかを検討します。

核兵器の
禁⽌を検証するためのほぼ完璧な⼿段が存在したとしても、国家（または準国家グループ）は依然として従わず、
核兵器を取得するために急いでいる可能性があります。したがって、核武装国とその市⺠は 、最後の核兵器を解体
する前に、その
ような禁⽌の執⾏が⾮常に信頼できるものであることを確認したいと思うでしょう。 不思議なことに、核兵器禁⽌
の遵守を強制するという課題は⼗分に取り組まれていません。たとえば、キャンベラ



1995年にオーストラリア政府から「核兵器のない世界を実現するための具体的かつ現実的なプログラム
のアイデアと提案を策定する」ことを 委託された核兵器廃絶委員会は 、「国家は…あらゆる違反が 検出されたこ
とを確信しなければならない」と認めた。に基づいて⾏動します。しかし、 ⾮核兵器地帯に向けたステップについ
ての⽴派な120ページのレポートの過程で、 100ページにすべてが必要です。ジョージ・ペルコビッチとジェーム
ズ・M・アクトン は、そのような執⾏措置の性質について次のように述べています。

与えられた特定の命令と⼀致し、国連憲章と⼀致して、
核軍縮義務の違反に どのように対処するかについての検討を継続する必要があります。1
モデル核兵器禁⽌条約の⽀持者は
、国家がそのような条約を遵守するために存在する必要のある安全保障のダイナミクス2。彼らの基本的な結論は、
現在核抑⽌⼒の傘に依存している国家が署名することを奨励するに
は、正しくかつ不⼗分であるように思わ れる。に依存する可能性があります

主要国による、それが彼らの安全保障上の利益であり 、体制が制度化され、耐えられるにつれて成⻑する
核兵器の取得を禁⽌するという規範的な⼒についての 評価。 執⾏システムを確⽴する際に作成する必要がありま
す。 核の傘を⼿放すために国家を⼤胆にするのに⼗分強⼒な 執⾏メカニズムを作成することには2つの明確な課題
があります 。まず、

州が義務に違反することを思いとどまらせる可能性のある罰を開発し、
違反の利益を州に否定する。この課題は広く
認識されています。しかし、そのような罰が「誘発」されるためには、国際的な正当性を享受し、 脅威を抑⽌また
は排除するのに ⼗分なタイムリーかつ堅牢な⽅法で機能する
意思決定の⼿段と⼿順がなければなりません。ここ数⼗年の核軍縮に関するほとんどの議論は 、違反があった場合
に合意された執⾏措置が 採⽤される と暗黙のうちに想定して、この2番⽬の課題を過⼩評価してきました。適切な
執⾏措置に取り組む前に

したがって、施⾏が単純ではない可能性があるさまざまな理由を調査し
ます。

コンプライアンスの実施が論議を呼ぶ理由「ブレイクアウト」という⽤語は、 核兵器



を密かに取得した国家のイメージを呼び起こし、 恐喝や攻撃の⼤胆で攻撃的なギャンビットでそれを発表します。
しかし、これが核兵器禁⽌に関する不正⾏為の可能性がある唯⼀のタイプではなく、最も可能性が⾼いタイプでも
ありません。 執⾏システムが対処しなければならない可能性の ある、さまざまな⾮準拠のアクションがあります。
効果的な検証により、次の試みを検出できるようになります。

仕事が完了し、核のブラックメールまたは攻撃性が採⽤さ れる前に核兵器を製造します。これはさまざまな祝福で
す。
実際に兵器が製造される前に違反が検出された場合、違反者は
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（そしておそらくその同盟国）は、核兵器を製造することを意図していなかったと主張することができ
ます。
疑わしい活動は平和的な⽬的を持っており、誤って宣⾔されただけでは不⼗分であると主張することができます。
規則のより勇敢な違反では、それは実際に
武器を完成させることを意図していなかったと⾔うことができましたが、例えば、単に敵に停⽌するよう警告しよ
うとしただけでした
その脅迫的な⾏動と、国際社会が
ディザリングをやめて介⼊するように動機付けること。 執⾏に関するジレンマを

意思決定者に提⽰する可能性のある他の違反シナリオの中 で、国家が ポロニウム210 （核兵器）、例えば、 核分裂
性物質を取得するためのプログラムの証拠はありませんか︖検査官が秘密の 濃縮施設を発⾒したが、それがまだ製
造に使⽤されていたという証拠がない場合。

ファクトリーHEU、国際社会は迅速な懲罰的
制裁に同意するでしょうか︖イランは最近、同様のシナリオを提⽰しました。

コンプライアンスの実施に関するあいまいさと意⾒の不⼀致の余地は
⼤きいです。
核軍縮関連の問題の「解釈的百科事典」の著者であるブルース・ラーキンは、
以下にリストするいくつかの考えられる不和の原因を特定

しました。達成されている、または
意図されていたとしても。

•アクション（古典的なブレイクアウトかどうか）
が施⾏を必要とするほど深刻であったかどうかについての意⾒の不⼀致。

•必要な執⾏措置の緊急性に関する



意⾒の不⼀致（ブレイクアウトのタイムスケールに関する意⾒の不⼀致に起因する）。

•⼿渡しの執⾏⼿段
が効果的であるか、効果的であるかについての意⾒の不⼀致。 •申し⽴てられた違反者に関して 州が持つ可能性の
ある他の利益とは対照的に、執⾏に

割り当てられる相対的な重要性についての意⾒の不⼀致。 •⼀部の州では、特定の執⾏イニシアチブ はそれ⾃体が
不健全で あり、執⾏者の権限と権限を強化するための⼿段であるという懸念もあります。4

102 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン州は 、⾏動⾃体に基づいてだけでなく 、違反者とされる
⼈々との安全、政治的、経済的関係に照らし

て、⾮準拠活動の深刻さを評価します。 脅威にさらされている国と脅威にさらされている国の両⽅の特性に 応じて
異なる、国家間の脅威の認識は広範囲に及ぶでしょう。 核の「ブレイクアウト」の問題はイスラエルにとって最も
深刻です。⾮常に⼩さな国であるため 、少数の弾頭でさえ 実存的な脅威をもたらす可能性があります。したがっ
て、それは確かにそうなるかもしれないことを恐れるでしょう

その最も好戦的な敵の1⼈が
少数の核兵器を取得し、破壊可能ではなかった場合、全滅しました。この恐れ
が合理的であるかどうかは、ほとんど重要ではありません。 イスラエルは、隣国からの脅威が⼤幅に減少し、執⾏
メカニズムが本当に効果的であり 、ブレイクを勝ち取ることができるように諜報機関から⼗分な警告を受ける
と確信しない限り、最後の核兵器を放棄することに同意しませんでした。アウトレース。（ イスラエルが諦めるこ
とを申し出て安全を確保することを決定する可能性もあります

安全性を低下 させる拡散を防ぐための核兵器。
ここで、イスラエルは次のことを確信する必要があり
ます。（ii）もしそうなら、それらはほぼ
確実に検出されるでしょう。（iii）それらが検出された場合、イスラエルはそれらを打ち負かすことができるか、
または 問題に効果的に対処するために
⽶国と国際社会に依存することができます。） スペクトルの反対側は⽶国です。ブレイクアウトは 、その規模のた
めに、⽶国に実存的な脅威をもたらすことはほぼ確実ではありません。



その従来の⼒とそれが享受する技術的利点は、
おそらくそれがそれほど困難を伴わずに核兵器を再構成することを可能にするであろう
。⽶国は従来の⼿段で核攻撃に対応できるだけでなく、さらに重要なことに、従来の軍隊（そして おそらく「サイ
バー」または情報戦）の ために、⾃国の核兵器なしで核攻撃
を阻⽌できると感じるかもしれません。）能⼒とは、政府と それが位置する可能性のある テロリストに耐え難い損
害を与える可能性があることを意味します。

⽶国がその最も強⼒な従来の攻撃
能⼒のいくつかを弱めていたら、ブレイクアウトを阻⽌し、打ち負かす能⼒は低下するでしょう
。
明らかに、核廃絶を促進するための⼤国の従来の能⼒を削減し、バランスをとる必要性と、潜在的な 違反
に対応できるようにするための従来の能⼒の必要性との間に緊張関係があります。
いずれにせよ、政治的および⼼理的問題の両⽅として、
⽶国は（他の政府や社会のように）-当然のことながら-
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その存在に対する脅威と、たとえば、 1つまたは2つの主要都市 に対する脅威を区別するため。 脅威の原因がすぐ
に排除されなかった
ために、より多くのそのような攻撃の恐れが現実的であったシナリオでの1つ以上の都市の破壊は、⽶国が 極端な
⽅法で反応する原因となる可能性があります。 他の核兵器国は脅威の範囲の真ん中にあります。 英国は⼩さな国で
あり、その政治と ⾦融の中⼼地であるロンドンは⼈⼝のかなりの割合を占めています。ロンドンを破壊した⽐較的
適度な収量のいくつか の核兵器

機能している都市は実存的な脅威のように思われるでしょう。英国は、
フランスや中国と同様 に、遠くの敵によって弾道ミサイルに発射さ れたいくつかの不法に製造された核兵器からの
攻撃を
先取りまたは阻⽌できるという強い確信を与えるのに⼗分な従来の軍事戦⼒投射能⼒を持っていません。 最後の核
兵器を放棄する前に、国家は、「⼩さな」ブレイクアウトのリスク が、少数の核兵器を保持し、 核抑⽌の失敗に苦
しむ リスクよりも低いと確信したいと思うでしょう。冷⾎なアナリストは彼らを安⼼させようとするかもしれませ
ん

不法な核兵器
が製造される前にブレイクアウトが検出される可能性が⾼く、最悪の場合、
⼤規模な



ブレイクアウトが検出されて多くの成果物の
武器が⽣産される前に阻⽌された。 他の州が必要に応じて再構成 された核兵器を含む反⼒を動員するので、核の反
逆は⻑い間
領⼟を奪い、保持するか、さもなければその意志を課すことができません（再構成能⼒は第5章で議論されます）。

確かに、過去の経験は、核兵器は 、領⼟を⾸尾よく占領し保持するため
の盾としてではなく、所有者に対する軍事侵略を阻⽌または打ち負かすためにのみ「機能する」ことを⽰唆してい
ます。
弾道ミサイルの
防御は、許可されて効果的であると仮定すると、⾼度な
空軍は、
彼を排除する努⼒を阻⽌するために、レネゲードが開始する可能性のある空中核攻撃の脅威を鈍らせる可能性があ
ります。従来の武装ミサイルと空軍⼒は 、⼩さな違法な兵器を使⽤する反逆者の能⼒を
否定するか、少なくとも最⼩限に抑えることをさらに脅かす可能性があります。
そのようなで
⽂脈上、侵略者は軍事的および政治的に孤⽴し、
違反した国家のコミットメントと集合的権⼒が
最終的に優先されます。

最も可能性の⾼い執⾏の問題は 、彼の州が密かに⽣産したことを世界に発表している間に
別の州を攻撃する反逆者のリーダーのシナリオよりもすぐに脅威となることはありません 104 | ジョージ・ペルコビ
ッチとジェームズ・M・アクトン の核兵器。 より⼤きな⼒がその領⼟に介⼊するのを阻⽌するために核禁⽌を破る
中規模の⼒は⼀つです

より可能性の⾼いシナリオ。 すべての中で最も可能性が⾼いのは、国連安全保障理事会がイランと格闘した活動の
ような、曖昧な⾮
準拠の活動でしょう。
証拠に関する意⾒の不⼀致
、申し⽴てられた違反の深刻さ、執⾏の緊急性などは、
執⾏者の間で果てしない反芻と議論を引き起こす可能性があります。安全保障理事会が執⾏の役割を果たしたと仮
定すると
、その拒否権を⾏使する
メンバー（⽶国、ロシア、中国、英国、フランス）は、
州間で異なる同盟国や友⼈を持っています。これにより、執⾏者
がすべての疑わしい活動を認識し、全会⼀致で対応しない可能性があります。
違反。たとえば、ムスリム同胞団が主導するエジプト政府との危機の最中にイスラエルが、 平和⽬的であると述べ
た新しいウラン濃縮施設のため
に密かに
遠⼼分離機を製造しているのを捕らえられた場合、⽶国は別の国際 たとえば、ロシア、フランス、中国によって促
されたものからの
反応。
⽇本の核活動について疑問が⽣じた場合、中国 は⽶国が好む



反応とは異なる反応を好むかもしれない。
もちろん、抽象的でおそらく道徳的な
レベルでは、すべてが平等に扱われるべきですが、これは国際政治
が機能する傾向がある⽅法ではありません。

これを第3章のテーマに結び付けると、
不遵守と執⾏の問題の可能性は 、兵器禁⽌体制の下での
国家の核関連活動にどれだけの余裕があるかによって部分的に決定されます。 60年前のアチソン・リリエンタール
計画
の基本的な洞察は、レジームにそのような余裕が少なければ少ないほど、 不遵守についての曖昧さが発展し、した
がって執⾏に関する論争が発⽣する のが難しくなるということでした 。 ⾮核兵器地帯の国連安全保障理事会︓

中国、ロシア、⽶国の関係 核兵器禁⽌条約の執⾏を任務とする

国連安保理に代わるものを構想することは難しい。
P5は
、代替機関を創設することに同意する必要があります。これらの勢⼒は、8つの核武装国のうちの5つであり、 受け
⼊れ可能な条件で
のみ核兵器を禁⽌します。
彼らのうちの1⼈以上が、
彼らだけが拒否権を持っている⾝体に強制⼒を持たせたいと思った場合、彼ら
に代替案をどのように課すことができるかを知ることは不可能です。

の承認者としての安全保障理事会の役割に関する考慮事項
核兵器禁⽌の執⾏は、核兵器の廃絶に取り組む必要があるでしょう
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拒否権の問題。核兵器を保有
する国は、P5メンバー（またはその同盟国）
が核兵器禁⽌に違反した場合、違反者または
その友⼈の1⼈が拒否権を⾏使できることを知って、兵器を排除する⽤意がありますか︖あるいは、現在のP5
は、拒否権と核兵器を
同時に放棄することをいとわないでしょうか。この質問に対する先験的な答えはありませんが、それ
を想像するには、過去の経験と現在の政治からのより⼤きな⾶躍が必要です。
P5は、少なくとも1⼈が拒否権
を保持することを主張すると考えるよりも拒否権を放棄します。

理事会における⽶国、中国、ロシアの関係は、ここ
でも中⼼的なものです。これら3つの州のうち2つは
、世界で最⼤かつ最もダイナミックな核兵器の進化を決定するだけでなく、現在および将来の核の課題 が存在
する中東、北東
アジア、南アジアで⼤きな影響⼒を発揮します。
最⾼の。彼らはイラン



と北朝鮮の問題について調和するのが困難でした— 2006年頃まで—。すべてのP5は彼らが持っていると主張してい
る
他の州が核兵器を取得することに関⼼はありません。しかし、1990年代半ば、
多くの諜報機関が、イラクが
すべての⼤量破壊兵器の能⼒の撤廃を義務付ける国連決議に完全に準拠していないと信じていたとき、安全保障理
事会のメンバーは、 コンプライアンス
を実施するための厳格さについて意⾒が⼀致しませんでした。
そして、イランと北朝鮮の
保障措置協定違反に直⾯したとき、NPTと安全保障理事会の決議は 、脅威の程度と遵守を求める措置のペースと性
格について
実質的に異なる評価を⾏った。

アンス。
中国とロシアは⼀貫して、制裁を課すことと、それら
が導⼊された後はその厳しさを増すことの両⽅について、⽶国よりも消極的でした。

州内で競合する国家の優先事項
は、⾮核兵器地帯の世界の創造と維持を⼤幅に複雑にする可能性があります。
州が1つの要因だけに基づいて決定を下すことはめったにありません。⾮
増殖の⽬的が他の⽬的と⽭盾する場合、
何らかのバランスをとる⾏為を実⾏することが常に必要です。たとえば、⽶国のジョージブッシュ⼤統領は、
ジョンケリー上院議員との2004年の選挙討論で、
⽶国にとって最⼤の脅威は核兵器の拡散でした。しかし、
北朝鮮
とイランが提⽰した深刻な拡散の課題に対処する際に、ブッシュ政権は、政権交代を⽀持することと、他の 常任理
事国が
好む外交オプションを追求することとの間で揺れ動いた。 これは、⽶国が実際に不拡散よりも⾼い優先順位を持っ
ている
かどうかについての疑問を提起しました。
同様に
、⽶国がインドとの核協⼒協定を進めることを選択したとき
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は、インドとのパートナーシップの戦略的利点を評価しました
すべての国家はそのようなジレンマに直⾯している。
北朝鮮とイランとのより強固な対応に対する中国とロシアの抵抗は、 これらの国々と
の中国とロシアの経済的、政治的、安全保障上の優先事項の競合の結果である。 これらは、核兵器の完全廃絶を進
め、核兵器のない世界で安全を確保する かどうか、そしてどのように進めるかについてのあらゆる審議において 真
剣に取り組む必要のある問題の⼀つです。 中国、ロシア、フランス、英国、⽶国が 、核軍縮の過程に真剣に着⼿し
ていることを想像するのは難しい。



地域および世界の安全保障に対する彼らの利益とアプローチの重要な和解
。彼らがそのような和解を進んで達成することができれば、
執⾏ははるかに想像できるでしょう。したがって、⼀次的な課題は
、北京、モスクワ、ワシントンが、 ⾮核兵器
地帯への真の移⾏を開始するために確⽴する必要があると考える条件についての議論を開始することです。 他の州
は、この責任を受け⼊れるために
これら3つを押すことができます。 インド、イスラエル、パキスタンをミックスに追加する P5コンバージェンスの
構築が困難に⾒える場合、それは⽐較的

核兵器のない世界をもたらすためのメカニズムの インド、パキスタン、イスラエルの⽀持を勝ち取るのと⽐較して
簡単
です。核軍縮の⽬的のために、これらの州は
P5と同じくらい重要です。しかし、それらはさらに複雑な課題をもたらします。他の核武装国と同様に、彼らは、
核兵器 後の環境で安全保障上の利益がもたらされると安⼼し
ない限り、武器を放棄することはありません。イスラエルとパキスタンは、地域関係が不安定 であるため、⽶国よ
りもその結果に対する⾃信がありません。

ロシア、中国、英国、フランス。インド、パキスタン、イスラエルは、 核兵器 を廃絶するためのその後の措置を講
じる前に、規則の国際的執⾏と平和的関係を
どのように管理するかを決定するプロセスに参加する必要があります。 インドはここで最も興味深い質問を提起し
ます。 核軍縮を擁護してきた歴史があります。 したがって、ニューデリーは、他のすべての州と同じように、核兵
器を廃絶することを約束することが期待されるかもしれません。 しかし、他の核兵器国は、核兵器禁⽌の交渉にお
いて、インドが条件を主張することに なったとしても、驚くべきではありません。

それは国際安全保障システムの中⼼に⾏きました。インドは
核兵器の⾼い通貨価値を確⽴しませんでしたが、核兵器を廃⽌しているので
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がこのコインを獲得したのに、なぜインドは、ライバルの中国や 世界的に重要性の低い核武装国である英国やフラ
ンスと
少なくとも同じくらいの権⼒を国際システムで交渉しようとしないのでしょうか。
インド
は⻑い間、安全保障理事会の常任理事国⼊りを⽬指してキャンペーンを⾏ってきました。
インドの⽴場に対する国際的な対応は、NPTを遵守していないことなど、さまざまな理由で相反するものでした
。それにもかかわらず、



世界的な核軍縮の⽂脈において、インドは、すべての州を 核兵器
を禁⽌する⾮差別的体制に移⾏させる新しい条約に進んで従うべきです。 しかし、安全保障理事会が核兵器禁⽌の
確⽴された執⾏者であるとすれば、その 核兵器 によって提供される安全保障を放棄する⾒返りに、インドはただの
議席だけでなく平等を望んでいるだろう
と予⾒することは想像できません。安保理の声—つまり 拒否権—。勢⼒均衡の懸念とインドの 中国との政治的およ
び安全保障上の関係は、

中国が執⾏問題に 拒否権を持っていて、インドが拒否権を持っていない状況を受け⼊れるインドの政党。 インドの
安保理常任理事国⼊りの探求を含む

安全保障理事会改⾰と⼀緒に軍縮問題に取り組むことを試みることは 、両⽅の努⼒を過負荷にするかもしれませ
ん。しかし、同様に、インドは 、常任理事国⼊りをし ない限り、核廃絶への協⼒を拒否することにより、この問題
を強制する可能性があります。パキスタンはおそらくインドの評議会への加盟に反対 し、国際的に最も多い他の属
性を⽋いているとしても、 平等な請求を求めたくなるかもしれません。

コミュニティは、常設議席の有効な候補者と関連付けられています。
そうでなければ、パキスタンは他の州を結集してインドの常任理事国⼊りに反対し
、それによって軍縮プロセスを危険にさらそうとするかもしれません。いずれにせよ、 核軍縮と国際の平和と安全
を実施する責任を負う機関のインドのメンバーシップによって不利
にならないようにすることは、パキスタンの国益になります。 イスラエルの懸念はおそらくそれを取り巻く地域に
深く根付いたままであり、イスラエル⼈は 安全保障理事会の常任理事国⼊り の⼊札が広く拒否されることを認識す
るのに⼗分現実的です

探す価値はありません。しかし、核兵器を廃絶する前に、イスラエルは安全保障理事会 がイスラエルの安全に影響
を与える決議を執⾏する意欲と能⼒を
⽰したと主張するでしょう。
この
意味で、イスラエルの核軍縮は
安全保障理事会の役割と運営に影響を及ぼし、影響を受けるでしょう。 安全保障理事会のメンバーシップ、拒否権
などに

関連する複雑さを回避するために、核兵器の指導者 -108 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン の
禁⽌努⼒は、禁⽌条約または条約を提案するかもしれない



執⾏措置を承認するための別の機関を設⽴する。別の
メカニズムは、拒否権を排除することによって執⾏への信頼を強化し、軍縮議題 が安全保障理事会の改⾰
に巻き込まれるのを防ぐのに役⽴つ可能性があります。
現在のP5は、 核兵器禁⽌
の対象となるものを除いて、すべての問題について彼らの⼤切な拒否権を保持することができます。 しかし、核兵
器のない世界の国際安全保障システムは、もちろん、 ⾮核の脅威に直⾯する可能性があり、その⼀部は容易に分離
できない ため、この解決策は独⾃の問題をもたらす可能性があります。

核のもの。そのような⾮核の脅威は
、核禁⽌への違反で告発された⾏為者から、
または違反が別の当事者に対して申し⽴てられた地域的または世界的な紛争の当事者から来る可能性があり
ます。核不遵守の主張は、
国際の平和と安全に対する他の脅威よりも常に優先されますか︖
安全保障理事会によって承認された⾏動と
核兵器禁⽌の執⾏者が互いに⽭盾した場合はどうなりますか︖
管轄は誰にありますか︖解きほぐす責任は誰にあるのか

脅威、紛争、国際法のさまざまな要素、そして別の核執⾏機関は安全保障理事会 とどのように関係しているのでし
ょうか︖

⾃動施⾏が答えですか︖ 執⾏の問題に対する1つの可能な解決策は、それを⾃動化

することかもしれません。
たとえば、適切な検証当局が、
ある国が核兵器を取得しようとしていることを発⾒した場合（その特定の指標
は禁⽌プロセスで定義されます）、すべての州
は、違反
国への投資を凍結するか、武器を停⽌するように⾃動的に義務付けられます-違反者との供給およびその他の貿易関
係。
罰則は
、執⾏機関からの投票を必要とせずに、適切に確⽴された違反の証拠から発⽣します。 ⾃動執⾏の問題は、政府が
それに同意したかどうかにかかわらず、

政治的に爆発的なものになるでしょう。
過去の経験は、州が 不正⾏為の申し⽴てに どのように対応するかについての状況的な審議と交渉
の余地を残すことをおそらく主張するであろうことを⽰しているように思われる。 彼らは潜在的に危険な執⾏に彼
らの政治的権威または彼らの軍隊をコミットしたくないでしょう

ケースバイケースの意思決定プロセスなしのアクション。それでも同時に、政府は、 ケースバイケースの審議の対
象となる執⾏を残すことを⽀持
する⾃動執⾏についての議論に従事しました 。109 は、そのような 執⾏体制が弱すぎ て核抑⽌⼒を安全に排除でき
ないと主張する国内の反対派に対して脆弱である。 同様に、強⼒な⾃動執⾏⼿続きがあった場合、国内の 反対派
は、無意識のうちに設定したことで署名政府を批判する可能性があります



不当に発⽣する可能性のあるトラップ。彼らは、⾃分たちの国家
が誤って⾮難されたり、
核能⼒の再構築を開始することによって新たな脅威に対応したことで罰せられる可能性があると警告するかもしれ
ません。そのようなシナリオを想像している政治家
は、⾃動施⾏体制に反対する傾向があります。
国家がケースバイケースの裁量を保持することを好むかもしれないさらに実際的な理由があります
︓国際システムで最も経済的かつ軍事的に強⼒な国家の1つが 核兵器禁⽌協定の要素に
準拠していないことが判明した場合
、および禁酒法
その州は⾃動的でしたが、以前は投資家の州は
違反者からの経済的報復を恐れるか、さらに悪いことになりました。⾃動性は彼らに⾔い訳を与えるかもしれませ
ん
—「私たちはあなたを制裁するしかありませんでした」—しかしそれは必ずしも
強⼒な国家が報復することを思いとどまらせることはありません。 これらすべての理由から、⾮準拠のアクターに
対する 強⼒な⾃動施⾏措置を確⽴することについて合意に達する

ことはおそらく不可能でしょう。 政治的信頼醸成、紛争解決、段階的ステップの共進化の場合でも

核廃絶に向けて、国際システムのより強⼒な国は、おそらく、いつ、どのように 不遵守に対して⾏動する
かについての裁量を保持したいと思うでしょう。
⾔い換えれば、執⾏は本質
的に⼤国間の関係に依存するだろう。さらに、確⽴された認可機関 が⾏動することを望まないか、または決定する
ことができない場合
、最も強⼒な国家が⼀⽅的にまたは
⾮準拠国家に対して連⽴して⾏動する可能性が残ります。
この可能性についての懸念
は、間違いなく、
核兵器の禁⽌を引き受け、合意された場合は、それをどのよう
に実施するかについて。これらの問題を明確にし、重要な質問を明確にするために、シンクタンク
と関⼼のある州の専⾨家が協⼒してそれらを調査するように奨励されるべき
です。

執⾏メカニズム︓脱⾛後の制裁と罰
現代のアナリストは
、核兵器禁⽌の不遵守に対処するための執⾏⼿順は
、既存の条約に関連するものと本質的に同じであるべきであることに⼀般的に同意しています。
安全保障理事会（または執⾏を任された機関）
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の核軍縮）は、疑わしい
活動の明確化と不遵守の終結を要求することから始まります。
⾮準拠国との核協⼒は中断され、他の形態の外交
圧⼒と孤⽴がもたらされる可能性があります。経済制裁は
、段階的な厳しさで課される可能性があります。軍の販売と協⼒
は削減される可能性があります。⼀部のアナリストは、核兵器の
禁⽌は⾮常に重要であり、その違反者は追放されるべきであると⽰唆している
すべての国際機関から。最終的には、軍事⾏動を
とって、⾮準拠の活動を終わらせたり、脅迫的な能⼒を破壊
したり、極端な場合には脅迫的な政府を排除したりすることができます。 これらの問題のそれぞれに関する決定
は、 8つの核武装国と他の主要な関係者が 上記の執⾏承認のジレンマ

をどのように解決したかに⼤きく依存します。 主要な関係者が、誰が執⾏を決定すべきか、 拒否権を保持すべきか
どうか、どのように維持すべきか、および関与する⾃動化の程度に関する重要な質問に同意できなかった場合、

特定の執⾏ツールの適⽤は
、国家が核軍縮を完了するよう動機付けられるには疑いの余地があります。
強⼒な執⾏⼿続きが合意できたとしても、どの特定の措置
を採⽤するかについての決定は、
以前に検討された種類の不⼀致によって依然として複雑になる可能性があります。繰り返しになりますが、⼤国間
の協⼒の必要性は
それ⾃体を再確認します—制定するための最も困難な執⾏措置は
、より強⼒な国家とその友⼈や同盟国に対するものでしょう。

執⾏措置の有効性に関する議論は、
制裁または建設的な関与のどちらであるかという問題によって⽀配されることがよくあります。
メントがより適切です。しかし、重要な点は、
特定の状況において、特定の種類の執⾏措置が正しい
対応であるかどうかではありません。それは、⽶国、ロシア、中国、フランス、英国、インド、パキスタン、イス
ラエルがそれぞれ 、最も懸念している状況で
合意された執⾏措置が実施されると確信していない限り 、最後の核兵器を放棄しないということです。 。さらに、
これらの 州は、執⾏がタイムリーであり、 執⾏措置を正当化するために必要な証明の基準が

⾮常に⾼いため、実際には満たすことができず、その執⾏は
効果的です。条約におけるこの趣旨の⾔葉だけでは、
⾃信をつけるのに⼗分ではありません。 幸いなことに、核兵器

を廃絶するための条件を準備する初期の段階（不拡散規則の強化 とその施⾏を含む）は、 安全保障理事会の常任理
事国に、お互いと残りの 核兵器廃絶を⽰す⼗分な機会を提供するでしょう。討論| 111 世界は彼らが評議会を効果的
な執⾏にすることができるかどうか-



メントボディ。もし彼らがこれらの初期段階で協⼒しなかった場合、
核兵器禁⽌の交渉または実施のプロセスは停⽌するでしょう。 国家は核兵器廃絶協定

からの撤退を許可されるべきですか︖ NPTの第X条は、条約からの撤退 に関して、「この条約の主題に関連する異
常な出来事が⾃国の最⾼の利益を危うくした と判断した場合」、国家が撤退することを認めています。 この規定に
ついての議論は、「不名誉な撤退」と呼ばれる可能性のある問題に焦点を当てています —州がNPTを

不名誉な撤退の例としては、国家が （北朝鮮のように）不遵守であることが判明した後に
のみ条約を離脱するシナリオや、国家 が核物質と技術を取得した場合などがあります。 条約第4条に基づく平和⽬
的のために、しかしその後、 核兵器を開発するためにそれを撤回して使⽤します。今⽇、すべての州は、NPTから
の撤退は、 それが名誉をもって⾏使されることを条件として、主権の権利であると認めています（ただし、 これが
実際に除外するものを正確に描写することは特に曖昧です）。

重要な問題は、核兵器廃絶協定に 「名誉ある」撤退と同様の権利が存在するべきかどうかということです。
撤退条項がないことは前例のないことではありません。たとえば、
化学兵器および⽣物兵器の使⽤を禁⽌する1925年のジュネーブ議定書
（現代の⽤語を使⽤するため）には、撤回条項がありません。
核兵器廃絶協定に核兵器を含まないことの論理的根拠は強⼒です。条約からのいずれかの国家の撤退は 、他のすべ
ての
利益を損なうことになります。
さらに、核兵器の禁⽌は
NPT体制とは異なり、普遍的で差別のないものであると
、撤退オプションの正当性は弱くなり、
撤退の重⼤な結果になります。NPTの下では、5つの州が核兵器を保有して おり、条約から撤退
する国の⼒のバランスをとったり、無効にしたりすることができますが、普遍的な禁⽌の下では、そのような既成
の バランスは存在しません。 ただし、最近のすべての軍備管理協定には、 撤回条項が含まれています。州が1つを
放棄することをいとわないためには、彼らがする必要があるだろう

安全保障理事会は、（i）他の州が不法に廃⽌協定を離れることを防ぎ、（ii）彼らが⾃ら



を撤回する必要がないように彼らの重要な利益を保護する ことをいとわずそしてできると確信して
いる。これらの両⽅の条件が満たされたとしても、国家の指導者は

112 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトンは、 ⼀部はヘッジする⾃然な傾向から、⼀部はいつもの
よう に国内の意⾒への敏感さから

、撤回条項なしで合意にサインアップすることに依然として消極的です。 撤退オプションを除外するより実⾏可能
な代替案は

撤退を許可すること。ただし、特定の状況で、⾮常に
厳しい条件が付随している場合に限ります。この⽬的のために
、近年NPTの第X条に関してなされた多くの提案は、
価値があると証明される可能性があります8。たとえば、撤退の政治的コストを増やすために
、廃⽌からの撤退の条件
合意が認められたことを詳細に明記することができ、
撤回の通知を提出するための⼿続きは、広範な協議
と議論を必要とするように⾏われる。

ただし、おそらくさらに進んで組み込む必要があります
「不名誉な」撤退の問題に対する明⽰的な保護。
廃⽌協定に違反した国がそれを放棄できないという確信を築くために、ある国が その義務 のいずれかを遵守してい
ないことが判明した状況では
、撤退を明⽰的に禁⽌することができます。 国家が撤退前に秘密の核兵器計画を開始していないことを確認するこ
とも重要であろう。NPTの ⽂脈において、元⽶国務次官補のロバート・アインホーン は、州が撤退を希望する場合
は、提出しなければならないと提案しました。

「2002年秋にイラクに課されたものと同様の⾮常に侵⼊的な検証措置」
9。国家が今⽇この規定に同意する可能性は低いと思われるが、 核兵器廃絶
協定の⼀部として同意する可能性がある。
最後に、撤退した国が、 以前に核協⼒協定に基づいて取得した
核物質と核設備を軍事的に利⽤するというシナリオがあります。 元IAEAの保障措置副局⻑ピエール・ゴルトシュミ
ットがNPTに対して⾏っ
た提案は、 この可能性に対処するために適応させることができます—核

協⼒は、
核兵器禁⽌からの脱退の権利を放棄するか、脱退した としても
残るであろうすべての資材と設備を保護措置の下に置くかのいずれかで、受領国が合意することを条件とすること
ができる。10 脱退の条件を詳細に指定する。そして、撤回する権利を乱⽤した結果は 、権利を完全に排除するより
も、 おそらく国家にとって受け⼊れられるでしょう。さらに、撤退の条件を決定することは 、撤退と執⾏に関する
明確な条約テキストと同様に 、⻑く詳細な議論を伴うので、



引き分け条項は、おそらく逆説的に、

核兵器廃絶への信頼を築くのに役⽴つかもしれません。113

全体的な廃⽌協定の実⾏可能性。いずれにせよ、それは確か
に州が議論すべき問題です。 その条約
からの撤退の⼿順と結果を明確にするためのNPT再検討会議の最近の努⼒は有益な出発点です。 ⽂脈が不拡散から
軍縮に拡⼤され
た場合、これらは勢いを増す可能性があります。
核兵器国が 核軍縮の条件を
作り出すことに真の関⼼を明確に表明した場合、彼らはより説得⼒があるかもしれません。

軍縮を実現可能にするためには、核兵器取得
の限界に達してから撤退することにより、国家が不拡散体制を操作する ことを阻⽌しなければならないと主張して
いる。 施⾏の⾒通し 核兵器禁⽌の施⾏に関する議論は 、現在の状況と最近の歴史が私たちの想像⼒に投げかけた
影から逃れることはできません 。 主要国は、核兵器の強制的な禁⽌を実⾏可能に⾒せるために必要となるリーダー
シップや他の州との関係をまだ持っていません 。⼗分な知識のあるアナリストなら誰でも数⼗を引⽤できます

核抑⽌⼒に依存して
いる国々が武器を放棄できると感じさせるような執⾏を承認し実施する⼿段 の確⽴を妨げる障害や複雑さの問題。
しかし
、より広い視野をとることも可能です。2008年2⽉にオスロで開催された核軍縮に関する会議で
、元⽶国務⻑官のジョージ・
シュルツは、この問題に関する悲観論に重要な反論を表明した。1980年代初頭には、数 年以内に冷戦の平和的終結
に
つながる政治的変化を想像した⼈はほとんどいなかった。
同様に、今⽇、

私たちは、核兵器廃絶の⾒通しを⼤きく変える ような開発の可能性を過⼩評価しています。シュルツが⽰唆したよ
うに、核武装国の数⼈の指導 者が核兵器 の禁⽌を求める
信念と決意を持って前進した場合、 今⽇は動かせないと思われる多くの障害が動く可能性がある11。廃⽌に向けて
は、 前進 を可能にする解決策を⾒つけるための命令に置き換えられるでしょう。前述のページは重要性を強調して
います



⽶国、ロシア、中国によるリーダーシップの。これらの州の指導者が
重要な点でお互いを安⼼させ、協⼒的な安全保障の議題を確⽴することができれば、北東 アジア、南アジア、中東
の
関係を安定させるための勢いを⽣み出し、さらなる 拡散を防ぎ、段階的に促進することができます。ステップ核軍
縮。 核のヒエラルキーのトップから導かれたそのような進化の変化を通して、 114 | ジョージ・ペルコビッチとジェ
ームズ・M・アクトンの 執⾏の課題は、現在拡散していて圧倒的であるように⾒えますが 、今後数年間の交渉を可
能にするために⼗分に定義されるようになります。

その後、合意に達し、実施できるかどうかは誰にも
⾔えませんが、合意に達する可能性は否定できません。
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注1 核兵器廃絶に関する

キャンベラ委員会の報告書 （キャンベラ︓オーストラリア連邦、 1996年8⽉）、p。63、http︓//www.dfat.gov。 au /
cc /CCREPORT.PDF。 2私たちの⽣存の確保︓核兵器 禁⽌条約の事例、pp。109–17。 3同上、p。110. 4ブルース・
D・ラーキン、デザインから採⽤されたリスト

⾮核化︓解釈百科事典
（ニュージャージー州ニューブランズウィック︓トランザクション、2008年）、
p。99. 5⽶国 の「⽣き⽅」を破壊するのに ⼗分な核兵器を持っている限り 、⽶国は核兵器を保持する必要が

あるというケビン・チルトン⽶国将軍の発⾔は、 この可能性を暗黙のうちに認めている。 第1章、16〜17ページお
よび「⽶国 は残りの世紀に核兵器を必要とする︓ ⼀般」を参照してください。 6ブッシュ政権は 、この取引は実際
には良かったと主張したが



それ
がインドを不拡散
の主流にしたこともあって、不拡散のために。

7 NPT撤退問題の詳細なレビューについては
、GeorgeBunnおよびJohnB。Rhinelander
、「NPT撤退︓
安全保障理事会が介⼊する時間」、Arms
Control Today、vol。35、いいえ。2005年5⽉4⽇、http︓
//www.armscontrol.org/act/2005_05/Bunn_Rhinelander.asp
。

8このような提案の多くは
、ワーキングペーパーとしてNPTレビューおよび
準備会議に提出されており、⼊⼿可能です。

Reaching Critical WillプロジェクトのWebサイト
、http︓//www.reachingcriticalwill。
org / legal / npt /nptindex1.html。 特に、「撤退と不遵守
に対するNPTの強化︓ ⼿続きとメカニズムの 確⽴のための提案」、2005年 の核不拡散条約 締約国会議の 準備委員
会に ドイツから提出されたワーキングペーパーを参照してください。 核兵器、NPT / CONF.2005 /

PC.III / WP.15、2004年4⽉29⽇、http︓
//www.reachingcriticalwill.org/legal/npt/prepcom04/papers/GermanyWP15
。
pdf。 9アインホーン、会議「不拡散の危機︓課題

への対応」に提出された論⽂ 。 この提案の歴史の説明については、バンと ラインランダーの「NPT撤退︓ 安全保
障理事会が介⼊する時間」を参照してください。 10ピエール・ゴルトシュミット、「 核不拡散体制を強化する緊急
の必要性 」、政策展望no。

25、Carnegie Endowment for International
Peace、2006年1⽉、http︓// www。
carnegieendowment.org/files/PO25。
Goldschmidt.FINAL2.pdf。



11ジョージ・シュルツ、会議「 核兵器のない世界
のビジョンの達成︓核軍縮 に関する国際会議」、 2008年2⽉ 26〜27 ⽇、ノルウェー、オスロ、第5章 ゼロ への移⾏
における 核の専⾨知識のヘッジと管理以降

核武装国が核兵器を破壊し
、兵器複合体を地⾯に破壊し、核分裂性物質
をIAEAの保障措置に提出したとしても、
兵器科学者、エンジニア、プロセス労働者の専⾨知識により、核分裂性物質は依然として存在します。 、
核兵器を製造する他の州よりもはるかに優れた能⼒を保持します。⼀部の核
ヘッジ、つまり核兵器の放棄を取り消す能⼒の保持は
避けられないでしょう。姿勢は⽐較的
「受動的」であり、核兵器の再取得までのリードタイムは少なくとも
（数週間ではなく）数か⽉ですが、
それでもヘッジを表します。 少なくとも過渡期には

、ヘッジは執⾏体制の重要な要素と⾒なされる可能性があります。
国家が 安全な核軍縮を可能にするために必要な信頼できる検証メカニズムと強⼒な執⾏⼿順
の考案において劇的な進歩を遂げたとしても 、核武装国、そして ⻑期の核抑⽌を通じて安全を確保した国は、少な
くとも 中期は主張するかもしれない。 、核兵器を再構成する能⼒を維持することについて。

そのような能⼒を保持したいという願望は、⺠主主義では少なくとも
⾮⺠主主義と同じくらい強い可能性があり、⺠主主義の野党とロビー団体は 、最後の核兵器を廃絶することに同意
する準備ができているように⾒える
政府に挑戦する傾向があります。 野党グループにとって、 118年 までに軍縮についての国⺠の警戒⼼を利⽤するの
は簡単だろう。ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン は、核⼒を 迅速に再構成するための強⼒な能
⼒がないことを⾮難しました。 政府は、再構成能⼒を多国間関係に同意する条件にすることによって、そのような
批判を先取りする傾向があるかもしれません。

軍縮。⾃家製の核兵器を廃絶した唯⼀の国である
南アフリカがこの動きを秘密裏に⾏ったのは偶然ではありません。



1970年以降に初期の核兵器活動を放棄した国も
、ブラジルを部分的に例外として、⺠主的な議論なしに放棄
し
ました。 -
戦略的な⻑所と短所が何であれ、calと⼈間のインフラストラクチャ。
ある核兵器国がヘッジを主張すると、他の州はどちらかに従うだろう
彼らの武器の排除を完了するために訴訟または拒否する。 この章では、国の兵器庫にある最後の核兵器 が解体され
る直前と直後

の移⾏期の問題について考察します。ヘッジの望ましさなどについて話し合い、 核のノウハウをどのように管理で
きるかを検討します。これは、ヘッジが最終的に 望ましい と⾒なされるかどうかに対処する必要がある問題です。
核知識の管理はこれまであまり注⽬されていませんでしたが、 核軍縮が⾏われる前に ⼗分な検討が必要なテーマで
す。

軍縮が完了した後、かつての核武装国
は、⾮核兵器国、またはお互いに
、専⾨知識の形で不法な能⼒を保持していると⾮難することはできなかった。

国際的に管理されている核抑⽌⼒および/または報復⼒︖ 核兵器の
数が少ないことからゼロへの最終的な⾶躍に伴う困難と、核兵器の爆発的な試みの危険性があるため、国際社会は
、核兵器を不法に保有または取得した国に どのように⽴ち向かうかを検討する必要があります。 そうでなければ彼
らから解放された世界。

何⼈かの著者は、核武装国が
ゼロに向かって移動するにつれて、核兵器の⼀部または全部の管理を
国際機関に引き継ぐべきであると⽰唆している（これには、NPTの修正
またはNPTの核兵器禁⽌
条約）。このように寄託された兵器は、
核武装国が最後の数発の弾頭を放棄することを拒否することによって優位を求めることを思いとどまらせ、他の関
係者が 核兵器の能⼒
を獲得しようとするのを阻⽌するのに役⽴つという概念です。
国際機関は、
核兵器を使⽤しますが、最も極端な状況でのみ使⽤します。
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⽶国のアナリスト、ロジャー・スピードが提供した詳細なモデルには
、段階的に国際的な核抑⽌⼒を⽣み出す
ことが
含まれます



。国連安全保障理事会。
使⽤の承認は、安全保障理事会の過半数の投票によってのみ与えられ、常任理事国はこれに参加します
拒否権の⼒を保持するポイント。（スピードの提案は1994年に⾏われ、
インド、パキスタン、イスラエルは組み込まれていませんでした。）最終段階で、
核兵器を保有する国は、残りの兵器を
国際的な核抑⽌⼒に移し、国の⽀配を超えます。
安全保障理事会に報告する国際部隊の運営者は、
これらの部隊を維持し、彼らの標的を管理するでしょう。

交渉が⾮常に複雑
になる運⽤の詳細は別として、この提案の中⼼的な問題は妥当性です。世界で

競合する国⺠国家の中で、核兵器の管理を国際機関に引き渡す 核武装国を想像することは困難です。 スピードは、
国際的な核⼒は「核兵器を密かに隠したり開発 した無法者国家を阻⽌し、おそらく報復する」ため
だけに保持され、この特定の機能のため に、安全保障理事会の常任理事国は 拒否権を放棄すると主張している。し
かし、拒否権が保持されているかどうかに関係なく、 インド、パキスタン、イスラエルを含む各武装解除国は、ほ
ぼ

確かに、中央集権化された兵器庫 を管理するあらゆる国際機関で平等な意⾒を要求します。多くの⾮核兵器国は
、国際的に管理されている核兵器のアイデアを思いとどまらせるかもしれません。彼らは
そのような兵器の指揮統制の取り決めについて⼼配
し、国の政府とは異なり、国際機関が実際に
それらを使⽤することを恐れるかもしれません。他の⼈々は反対の懸念を抱くかもしれません—国際
機関が核兵器を使⽤する可能性が⾮常に低いため、その抑⽌⼒
が失われ、核兵器の保有が無意味になるということです。

真に国際的に統制された核抑⽌⼒は、
8つの核武装国が、核兵器の管理を他の関係者に譲り、P5の場合はその 並外れた権⼒を放棄する
ことをいとわないほどの相互信頼を 持っていれば、実現可能であり、実際に望ましい。国際安全保障の意思決定に
おける拒否権の⾏使。これは 、国際安全保障環境における 不確実性に対するヘッジの必要性が⾮常に少なく な
り、核兵器が解決策となるはずのほとんどすべての問題が 解決されたであろう世界である。これは⾮常に遠いので
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⾒通しでは、核武装国が代わりに求める可能性が⾼いヘッジは、
国の「仮想」兵器または「サージ」能⼒であり、これ
に今私たちは⽬を向けます。



兵器の再構成︓仮想兵器とサージ能⼒

国際的な核抑⽌⼒よりも可能性の⾼いヘッジシナリオは、国家が 核兵器を再構成して核爆発を抑⽌または報復する
能⼒を保持しているシナリオです。
有名なことに、1984年に、
⽶国のジャーナリストで核アナリストのジョナサンシェルは、
「仮想の」核兵器、または「武器のない抑⽌⼒」について詳細な主張をしました。
彼の提案によると、核武装国は 、核兵器⾃体ではなく、
⾮常に短い通知で（たとえば、数週間以内に）核兵器を⽣産する能⼒を維持するでしょう。
これを可能にするために、核武装国
は、核分裂性物質の備蓄、訓練された労働者、および
準備の点での⽣産施設を維持するでしょう。勃発した場合、 「事実上」核武装国は 、侵略者に対抗するために核兵
器
を迅速に再構成することができるでしょう。
正確に応じて、再構成機能の多くの異なるモデル
を想像することができます

核武装国が維持することを許可され た施設、資材、⼈員。
これらの要因は、（おそらく⼩さな）運⽤可能な核⼒を⽣み出すのに必要な時間に影響を与えるでしょう。 リード
タイムが数週間ではなく数ヶ⽉で
ある、より受動的なヘッジ姿勢に必要な最⼩限の能⼒は、「サージ能⼒」と呼ばれることがあります。 もちろん、
再構成機能の正確な詳細は 、交渉で指定する必要があります。 リードタイムが短い仮想兵器の存在は、ブレイクア
ウト を阻⽌するのに役⽴つ可能性があります。抑⽌が失敗した場合、実際の核兵器は偵察される可能性がありま
す。

戦略的バランスを再調整するために設⽴されました。短いリードタイムの  仮想兵器はまた 、かつての核兵器国の同
盟国が核兵器を 取得しようとする可能性を
低くすることにより、誰でも⾃由に拡散することを防ぐかもしれません。ただし、リードタイムが⻑いため、 サー
ジ機能もこの効果をもたらすかどうかは明らかではありません。 仮想核兵器または サージ能⼒を合法化することの
1つの可能な利点は、それが核武装国 をそもそも軍縮を追求することをより積極的にするかもしれないということ
です。確かに、USスペシャル

核不拡散の代表クリストファー・フォードは
2007年に、「対抗する再構成の潜在的な利⽤可能性は
、ゼロ兵器体制からの「脱却」を阻⽌することの⼀部である必要があるだろう」と述べた。
フォードはまた、この可能性が明確に組み込まれていると述べた

。核兵器の廃⽌︓討論| 技術的な驚きや地政学的リスクに対する「ヘッジ」 を
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⽶国がすべての核兵器を廃絶するための世界的な取り組みに参加または主導することを真剣に考えていれば、 能⼒
とそれらが存在することを確認する政治的動機は
さらに強⼒になるでしょう。 それにもかかわらず、仮想核兵器は物議を醸す考えです。実現可能性の問題がありま
す。武器施設は、専⾨知識の喪失 と熟練したスタッフ の採⽤と維持の難しさについて今⽇でも ⼼配していること
を考えると 、 ⾮核化の世界で効果的な仮想核兵器を維持しますか︖仮想兵器かもしれない

⾼度な軍事⼒ の従来の兵器庫からのものを含め、攻撃に対して脆弱ですか︖シェルの武器のない抑⽌の概念が機能
するためには、ある国が別の 核兵器複合体
を破壊することは事実上不可能でなければなりません。
シェルは、再建の際に
は、核兵器製造施設を分散させ
て脆弱性を減らすことができると考えています。しかし、彼はまた、他の点で、これらの施設が 核兵器の製造に使
⽤されて
いないことを確認するために侵⼊的検査が必要になると主張している。
そのような検査は必要になるでしょう-

施設の場所を明らかにし、分散する前に敵による破壊を 受けやすくする可能性があります。

さらに、仮想核兵器
が不安定さを助⻑することを⼼配する理由があります。 シェルは、仮想兵器を、主要な脅威に対して
ある程度の真に柔軟な対応を州に与えることにより、核兵器の使⽤を防ぐ⽅法と⾒なしています。 ただし、
このオプションを州に与えることの問題は、彼らがそれを使⽤する可能性があることです。
たとえば、危機の間、仮想
核兵器国は偵察を開始することによってその決意を合図しようとするかもしれません。
その核兵器を設置し、それが有能な敵、または
好戦的な国家の安全保障の常連客を刺激して、それのバランスをとるために競争するかもしれません。たとえば、
仮想兵器の潜在的な危機的
不安定性により、防衛専⾨家のマイケル・クインランは
、⻑期的な姿勢として、
政治的軍事的顕著性が低い適度な核兵器を備えたいくつかの州を持つことで、より
安定した世界の安全保障が得られると結論付けました。仮想兵器のみの存在。

他の批判は政治的です。再構成能⼒によって国家を武装解除するために与えられた核の効⼒は
、原則を損なう可能性がある

現在の核秩序に不満を持って いる多くの⾮核兵器国によって擁護されている世界の核保有国の割合。さらに、多く
の
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は、核軍縮は抽象的な意味での公平性だけでなく、 ⼀⽅的に、または周囲の同盟国や友⼈の⼩さな連合に介⼊
する⽶国の相対的権⼒を減らす実⽤的な⼿段でもあると述べています。
世界
。 他の⼈々にとって、軍縮の⽬的は、核兵器の⼤胆な⼒を取り除くことによって、ロシアと
中国の地域の主張を弱めることです。
ある意味では、仮想兵器は⼀貫しているでしょう
核兵器の正式な廃⽌により、国家は
⾮常に短い通知でそのような兵器を使⽤することができなくなります。しかし、
仮想核兵器を実際の核兵器に置き換えることの全体的な⽬的が
後者の抑⽌⼒の⼀部を維持することであることを考えると、「仮想」配置
はおそらく公平とは⾒なされないでしょう。さらに、
核武装国は数⽇または数週間で兵器を再構成できるため、
これらの条件での軍縮は不可逆的ではありません。⼀⽅
、仮想核兵器は、単なる別のステップとしてアプローチすることができます
「本物の」廃⽌への道のり（
核兵器の数を数千から数百に減らすのと同じように）。
このように⾒ると、実際の武器の所持よりも合法であると⾒なされる可能性があり、
したがって、⼀定期間は受け⼊れられます。 このような質問は、話し合いと最終的には交渉

によってのみ解決できます。 繰り返しになりますが、真の国際的な議論と討論
が不可⽋です。
核軍縮を真剣に受け⽌める
ということは、現在核兵器を保有している国々が
、少なくともしばらくの間、仮想兵器を保持することをおそらく主張するであろうことを認めることを意味します

核軍縮体制 の実施に失敗した場合に、脱⾛を阻⽌したり報復したりすること。これらの州と主要な⾮核兵器
国は、この問題に正⾯から取り組む必要があります。そのような審議を促進
し、軍縮の正真正銘を実証するために、NPT核兵器国は、核兵器のない世界で どのような種類の再構成能⼒が最も
安全に なるか、そしてどのような検証の取り決めができるか
をモデル化することから始めて、核施設に任務を課すべきです。 本物の核兵器が⽣産されていないことを確認する
ために必要です。

モデリングは、⼀⽅的な考慮事項（現在、⽶国での研究の主な焦点）を超えて、 どのような種類の再構成機能が相
互に許容可能で あり、多かれ少なかれ安定している
と多国間で調査する必要があります。⾮核兵器国は、参加する国が 軍縮義務 を遵守するために重要な⼀歩を踏み出
していることを 公に認めることにより、そのようなモデル化と議論を奨励すべきである。 核兵器の廃絶︓討論| 123
残余ノウハウの管理



たとえ再構成能⼒が最終的に望ましくないことが合意されたとしても
、旧核武装
国と⾮核兵器国の間の不平等は、核兵器
後少なくともしばらくの間、核兵器のない世界に存在することは避けられないでしょう。
廃⽌されました。核兵器を解体し、それに関連するインフラを破壊しても、核 武装国が現在持っている
核のノウハウは破壊されません。 ちょうど同じように、州がいくつかの機密⽂書を保持していなかったこと
を決定的に検証することは不可能です。

現在、AQカーンネットワークによって販売されている核兵器設計 の配布の範囲を確認することは不可能です。い
ずれにせよ、多くの核
知識は科学者、エンジニア、その他の労働者に具体化されています。

⽂書ではなく⼈に具現化された知識を破壊する
ことは不可能であり、少なくとも⼈権の重⼤な侵害を犯さない限り
、元核兵器
労働者の知識は何らかの⽅法で管理される必要があります。
移⾏期間に特有の検証の1つの側⾯は、検証です。
これらの労働者の活動。多くの科学者は
⺠間の研究機関でのキャリアを継続する可能性が⾼く、彼らの出版物を監視
することは有⽤な第⼀歩となるでしょう。より侵⼊的な監視は
、核兵器の設計者と技術者
が以前のキャリアを再開しなかったという追加の安⼼感を提供しますが、これはプライバシー
権と⽭盾します。
核兵器とその構成要素を製造する⽅法について訓練を受けたプロセス労働者について何ができるでしょうか。彼ら
の活動を
監視する必要がありますか︖もしそうなら、これは実際にどのように⾏われるのでしょうか︖
市⺠の⾃由に害を及ぼす︖
個⼈が核兵器の拡散に貢献することを国際犯罪
とし、⾮核兵器地帯の国家が
市⺠に違反の証拠を
国際機関に報告することを法的に義務付けることを要求する前述の措置は、敏感な専⾨知識を持つ個⼈
がブレイクアウト計画に参加するのを思いとどまらせてください。これらは 、核軍縮に向けた
深刻な動きの⼀環として、慎重な国際的調査を必要とする問題です。 核のノウハウは、調整すれば管理がさらに難
しくなるでしょう。

制度能⼒は保持された。しかし、国家が
核兵器
専⾨家の幹部をもはや雇⽤しないことを決定した時点に達した場合、核のノウハウが⻑引くという問題は無期限に
続くことはないかもしれません
。「暗黙知」を⽰唆する証拠があります—
社会学者のドナルド・マッケンジーとグラハム・スピナルディの⾔葉で、「
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は明確に定式化されておらず（おそらく定式化できない）、したがって
、⾮⼈称的
な⼿段で完全に効果的に保管または譲渡することはできません」—核兵器の製造において重要な役割を果たしてい
ます
（ちなみに、これは「核兵器を発明できない」というマントラが誤解を招くもう1つの理由かもしれません
）5マッケンジーとスピナルディ
は核兵器部品の製造の例を⽰しています。
コンピュータ制御の⼯作機械の時代でさえ、 核兵器
で使⽤するのに⼗分な品質の部品を製造するには、⾼度な技術を持った機械⼯が必要です。 このような職⼈技は
「仕事
で」しか習得できません。
取扱説明書を読むだけでは不⼗分です。
代替品を訓練せずに死ぬ機械⼯の世代だったとしたら、将来の世代は、
本当の意味で、彼らのスキルを再発明しなければならないでしょう。

この暗黙知の概念が実際に核兵器に関連しているとすれば、核兵器の 設計者、技術者、プロセス労働者 の最終世代
が⽣きている限り、
核ノウハウの移⾏段階は合理的に続くと⾔えます。それはまた 、核兵器の 設計に関するすべての⽂書の破壊を検証
することが最も重要ではなかったことを意味します。 核武装国が軍縮前に数年間核兵器計画を終わらせないことで
核兵器計画を 終わらせれば、移⾏期間は短縮される可能性がある。

新しい任命、そして残りのいくつかの武器の安全 を確保するのに⼗分なスケルトンスタッフだけを保持します。移
⾏期の後、
旧核武装国は他のどの国よりも
核兵器の製造が困難であることに気付くでしょう。再建はまだ可能ですが、
失われた暗黙知の⼀部を再発⾒する必要があります。

核兵器の廃絶︓討論| 125
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5ドナルド・マッケンジーとグラハム・スピナルディ、
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アメリカ社会学ジャーナル、vol。101、
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英国外務英連邦事務所のジョンウォーカー博⼠の好意による）

考古学では 、古代または中世の建築技術の
特定の側⾯を本質的に再発明する必要がある場合があります。これは 、それらの「秘密」が 忘れられているためで
す。 結論前のページは 、核兵器 が禁⽌される場合に必要となる ⻑く詳細な国際的議論への貢献を⽬的としていま
す。 私たちは、3つの幅広いタイプの課題を定義し、簡単に検討しようとしました。 核弾頭の解体をどのように検
証できるか、

核分裂性物質の申告在庫は、⾼い信頼性で監視できます
。 たとえば、燃料サイクル施設に対する国または多国間の管理が、核兵器禁⽌からの脱却を回避できると
いうより⼤きな⾃信を与えるかどうかなど、より多くの政治的技術があります。 3番⽬のタイプの課題は純粋に政
治的なものです。私たち が取り組んだ問題の⼤部分はこのカテゴリーに分類されます。検証では 、すべての違反が
タイムリーに検出されることを完全に保証する ことはできず、いずれにせよ、それ⾃体でブレイクアウトを防ぐこ
とはできないため、施⾏は次のようになります。



核兵器の禁⽌が機能  するかどうか、 そして核兵器が保持され、拡散のリスクが 少なくとも今⽇と同じくらい⼤きい
ままである場合
よりも世界を安全にするかどうかを決定する重要な要素。 核兵器を安全に禁⽌することに伴うさまざまな困難に直
⾯する際に提起される 可能性のあるいくつかの政治的問題に取り組むことによって結論を下し ます。プロジェクト
全体に対する単純な反応の1つは、 「なぜわざわざするのか」ということかもしれません。核兵器の⽀持者は、次
のように述べ ています。あなたができたとしても、それらを取り除くことは悪い考えです
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軍縮を検証し、執⾏します。他の⼈は⾔う、「廃⽌はそれが価値があるよりも多くの問題と費⽤であり、州は 執⾏
を信頼できるものにする
のに⼗分に協⼒するつもりはない。
核軍縮は
真剣に受け⽌めるほど実⽤的ではありません。⾮核兵器国の⼀部は
、異なる⾓度から同様の点を指摘する可能性があります。 '核武装国は
、⾮核兵器
国に多数の要求と条件を課し、最終的にはとにかく彼らの武器のいくつかを保持するための⾔い訳を⾒つけて
ください、それでなぜ彼らの軍縮で彼らをサポートすることをわざわざするのですか︖

私たちは、私たちの権利に対する新たな制限 を受け⼊れることなく、できるだけ多くの核技術を⼿に⼊れるべきで
す。⼤国に拡散を⼼配させてください、
しかし私たちが制裁や軍事⼒の⽀援を⼿伝うことを期待しないでください。 明らかに、核武装国は、核兵器がなけ
れば悪化しないことを彼らに安⼼させる 条件を作り出す際に、お互いに、そして多くの⾮核兵器国に

多⼤な要求をするでしょう 。 核の「持っている」は、他の⼈が持っているものを持っていたので、「持っていな
い」よりも活⽤したと感じるでしょう。

彼らに諦めてほしかった。⾮核兵器国が彼らの
要求を受け⼊れなかった場合、彼らは事実上、肩をすくめて「元気です、私たちはその時
私たちの兵器を保持します」と⾔うでしょう。
（核兵器が故意にまたは偶然に爆発した場合、この態度はおそらく変化
し、軍縮を求める国際的な叫び声を引き起こします。）

⾮核兵器国は
、核武装国の懸念にほとんど時間を割くことができないかもしれません。
これらの州が彼らの武器を放棄するのに⼗分安全であると感じるのを助けるためにもっと多くのことをすることが
期待されることに憤慨するでしょう。
ほとんどの⾮核兵器国はすでに
核兵器を保有する国々が武器



を最⼩限に抑えるために使⽤するという外部からの攻撃。「クラブへようこそ」は、
核兵器を放棄することを考えている⼈々の懸念に対する⾮核兵器国からの⼀般的な反応かもしれません
。

しかし、⾮核兵器国では、軍縮を 核の「保有」だけの問題
と⾒なす誘惑に抵抗できるようにするために、確固たる指導者が必要となるでしょう。 核保有国の軍縮
の政治的・⼼理的道徳劇に伴うのは 、核保有国が不安定で⾮核兵器であると感じるときの現実である。

州は結果に苦しむ可能性があります。台湾海峡での通常戦争は、⽇本と 東アジア
の多くに深刻な危険とコストを課し、甚⼤な世界経済的苦痛を引き起こします（ 核戦争による被害は何倍にもなる
可能性がありますが）。 ⾮核イスラエルを巻き込んだ通常戦争は封じ込めるのが難しいかもしれません。核兵器の
廃絶︓討論| 129 の暴⼒は中東全体に広がる可能性があり、 エネルギーの流れの中断に起因する世界的な経済ショッ
クが発⽣します。（ただし、同様に、 この地域での核爆発の結果はさらに⼤きくなる可能性があります

有害で⻑続きします。）グローバルな社会と経済では、どの州も
島ではありません。核軍縮が
⼤国間の関係に深刻な不安定をもたらした場合、結果としてすべての州がより脆弱になるでしょう。
したがって、この状況の公平性やその他の状況に関係なく、⾮
核兵器国は、核兵器の 安全な禁⽌のため
の条件を作成しようとする核武装国の合理的な期待に対応するのが賢明です。 同様に、核武装国は、 核廃絶がほと
んど価値がないと考えるならば、不公平で、政治的に賢明でなく、危険なほど無慈悲でさえあります

細かい⾔葉や時折のジェスチャー以上のもの。ここで
は、⽬標をこれまで以上に真剣に受け⽌めなければならない5つの理由を簡単に説明します
。

NPTを発効させることにより、核兵器国は
最終的に核兵器を廃絶することを約束しました。条約のこの解釈に異議を唱える⼈もい
ますが、核兵器は、1995年のレビューと 拡⼤会議
でこの取り組みを明確に再確認したと述べています。
もし彼らがそうしなかったら、条約はおそらく
限られた時間だけ延⻑され、その将来は依存していたでしょう。
核軍縮ベンチマークのより厳格な遵守について。
ルールに基づく国際
システムを⽀持するためには、このようなコミットメントを真剣に受け⽌めなければなりません。代替案は、核秩
序の崩壊
と、競争や
おそらく戦争を通じて核秩序を管理するためのより不安定な努⼒です。 原⼦⼒エネルギーの拡⼤は、核燃料サイク



ル を管理するための新しい規則など、より厳しい検証および検査プロトコルやその他の⼿段 の普遍的な採⽤

と組み合わせなければ、安全を脅かします。元⽶国国防⻑官を含む⼀部のコメンテーター

ハロルド・ブラウンは、核兵器の廃絶を「運転⽬標」にすることに反対し
つつ、兵器級の核分裂性物質を⽣産する能⼒ の獲得を禁⽌する協定の必要性を強調している。1 しかし、その協定
を信じる根拠はほとんどない。ブラウンや他の⼈々によって提唱された新しい規則については、 ⾮核兵器 国がその
ような規則を順守する動機がない場合に得られるでしょう。主要な⾮核兵器国は、 核武装した少数の⼈々が武装解
除の遂⾏に向けて誠実に ⾏動しなかったことにより、動機が損なわれていると述べています。

メンターバーゲン。したがって、軍縮を真剣に追求することが必要である

130 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

は、増殖  を防ぎ、おそらく避けられない
原⼦⼒エネルギーの拡⼤を安全にするために。しかし同時に、⾮核兵器国は、核 不拡散体制を強化し実施するため
の努⼒に参加しなければ
、核産業も
軍縮も得られないことを認識すべきです。 核テロを防⽌することは、 核兵器を安全かつ検証可能に排除するために
必要な措置を追求するもう⼀つの主要な理由であり、

強制的に拡散を禁⽌します。そのような措置が
とられず、核兵器とその燃料の⽣産が続けば、
核テロリストへの核保有のリスクは時間とともに増⼤するでしょう。
（ここで説明する軍備削減、核燃料サイクル管理
および検証措置の多くのテロ防⽌の利益は
、⼩さな兵器から核兵器ゼロへの最後のステップが完了していなくても発⽣します。）核

の失敗-核兵器を廃絶するための武装国は、
他の⼈たちにそのような兵器を求めて来るように誘惑する可能性があります
数⼗年。核兵器に⼤きな価値を置き、核兵器から権⼒と地位を引き出す⼈がいる限り、他の⼈は この通貨で
⾃分のシェアを欲しがるでしょう。
さらに、⼀部の州の核兵器は、
他の州に、地位のバランスをとる能⼒を求め、強制を阻⽌
し、より⼤きな権⼒に対して領⼟保全を維持するよう促します。
弱い国が抑⽌しようとする戦⼒投射は核兵器を含まないかもしれないが、他の国で
介⼊を⾏う可能性が最も⾼い国が
核兵器を保有しているという事実は、政治を提供するのに役⽴つ。
戦略的均衡の名の下に拡散を正当化する2。
これらの理由から、核兵器の禁⽌は、 権⼒の均衡と安全保障のジレンマを解決する



他の⼿段も必要であっても、明⽇の核競争を防ぐために今⽇追求されなければならない。 核兵器を廃絶しようとす
る究極の理由は、 核兵器が独⾃ に⽣産できる突然の⼤量消滅の危険性を減らすことです。 核軍縮の結果として⼤
規模な戦争のリスクが⾼まるとすれば、

⼤規模な破壊は、悲惨な不安 の期間の開始によって影が薄くなる可能性があります。しかし、そのようなリスクが
現実のものであるという認識
は、現在核兵器を保有している国が核兵器を廃絶するための最後の措置を講じることを妨げるでしょう
。 また、⼤国間の予期せぬ紛争に対処するため
の効果的で信頼できるメカニズムが整っているという⾃信がなければ、最後の核兵器を廃⽌することもありませ
ん。 廃⽌プロセスを開始する前に、古典的な「誰が最初に⾏くか」の 問題を解決する必要があります。 現在の核
兵器廃絶を強制することの失敗︓議論| 131

イランと北朝鮮に関する規則と規範により、核武装
国は核兵器の廃絶に向けて真剣な動きをすることを躊躇している
。
核エネルギーが拡⼤するにつれて拡散リスクを減らすために明らかに必要な規則に同意することが可能かどうかに
ついての疑問は、それ以上の削減や他の 武器 を妨げるべきではないとしても、
すべての核兵器の廃絶に向けた最終ステップの邪魔になるでしょう-管理措置。しかし、主要な⾮核兵器国は 、不拡
散規則とその施⾏を⾏動なしに強化することに消極的です。

軍縮の分野で。最近の経験では、ある領域で進⾏を主張して
から別の領域に移動すると、⿇痺につながることが⽰されています。不確実または破壊的な意図を持つ少数
のアクター（イランと北朝鮮、最も劇的に）は、この⿇痺を利⽤して、 不拡散
の保護者を通り越します。
システムを再動員する唯⼀の⽅法は、
両⽅の正⾯を同時に移動することです。
これには、ここ数⼗年で世界のリーダーが追求した戦略とは異なる戦略が必要です。

理想的には、核武装国と⾮核兵器国の両⽅の政府が、
この不拡散と軍縮の組み合わせを取り上げるでしょう。
短期的に挑戦。彼らが直接そうすることを望まず、
野⼼的な交渉を⾏うことを好む場合、彼らは彼ら
⾃⾝の政治的信⽤を獲得し、政府関連 および独⽴したシンクタンク
の国際協⼒を促進して、 核兵器の安全な禁⽌。政府は、関連する 核兵器と軍備管理の専⾨家および軍事戦略家を
利⽤可能にすることにより、⺠間財団がそのようなプロジェクトを開始することを奨励することができます。



シンクタンクや
学界のアナリストの審議に情報を提供し、評価します。さらに、政府は
このような協⼒関係に参加者を招待して、NPT審査
会議、各国政府、ジュネーブ軍縮会議、国連
総会に結論を提⽰することができます。

冷戦で創設され、NPTに基づいて設⽴された核秩序は、
原⼦⼒エネルギーの拡⼤への関⼼が⾼まっているのと同じように、エントロピーを経験してい
ます。多くのオブザーバーは、2010年のNPT再検討会議を
世界の核秩序を刷新するための重要な機会と⾒なしています。専⾨家を奨励する
代表的な州や分野から
核兵器のない世界への可能なルートをマッピングすることは、この巨⼤な⾰新
プロジェクトの有⽤なステップとなるでしょう。
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ノート

1ブラウン、「新しい核の現実」、15〜17ページ。 2この点に関して、北朝鮮の指導者である⾦⽇成

の指摘された発⾔を参照してください。 「すべての⽶国の軍事活動は、核兵器に ⽀えられているため、本質的に核
です」。Katy Oh、 国防分析研究所へのプレゼンテーション、 2008年3⽉25⽇。

付録

主な提案と質問

•シンクタンクの国際コンソーシアムは
、市⺠社会の専⾨家と
核武装国と⾮核兵器国の両⽅の当局
者が検証可能な無数の課題の解決策を探求できるように、⾼レベルの⾮公式パネルを召集する必要があります
核兵器を安全に排除します。政府は、 核兵器研究所や軍隊
の参加を促進することにより、これらの探査を⽀援することができます。 •国際的な不拡散のさらなる弱体化を防ぐ
ため

体制と原⼦⼒産業の安全で確実な世界的
拡⼤の⾒通しを⾼めるために、国家は、少なくとも、
CTBTを迅速に発効させ、



兵器⽤の核分裂性物質のさらなる⽣産を終了するための法的⼿段に合意しなければなりません。
2000年のNPT再検討会議で合意された13のステップのこれらおよびその他の要素は、 このアデルフィ紙が調査して
いる
核兵器廃絶への道の⼀部です。 第1章 •核軍縮プロジェクトを進めるため に、⽶国とロシアの新しい指導者は、規模
と役割をさらに縮⼩する必要があります

そして彼らの核兵器の政治的戦略的卓越性。
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•
核軍縮の世界的なプロセスがいつどのように想定されるかをよりよく理解するために、中国の当局者とアナリスト
は、中国 を誘発するのに⼗分な⽶国とロシアの削減
のレベルを特定するための内部審議を開始する必要があります 軍縮プロセス
に参加する。 •グループとしての核武装国、特に⽶国とロシアは 、即時使⽤の準備ができて脆弱な核兵器 を⽇常的
に配備しないことに同意することにより、世界を安⼼させるべきである

⼊ってくる攻撃の警告に使⽤されない場合は破壊します。 •⽶国は、他の⼈々が核兵器を置き、核兵器の禁⽌を強制
する ように説得されるために、 従来の兵器による⼀⽅的または⼩連⽴の軍事介⼊を

回避する信頼できる意欲を⽰す必要があります。 しかし、核武装解除された世界における戦略的意図と従来の⼒の
不均衡に関する懸念は 、ロシア、中国、または⽶国が核兵器を少数に減らすことを拒否することを正当化すること
を 許されるべきではありません （弾道ミサイル防衛 問題が発⽣した場合）解決されます）。

•⽶国、ロシア、中国は、弾道ミサイル防衛が世界の核秩序を安定させ、
核軍縮の条件を作り出すのに役⽴つ かどうか、そしてどのように役⽴つかを探求する必要があります。

•⽶国は、⽇本と韓国
、そしてそのNATOの同盟国、特にトルコと徹底的に協議し、 核軍縮に向けた措置が講じられている
間、⽶国の安全保障へのコミットメントがそれほど効果的ではないことを彼らに安⼼させるべきである。 •⽶国、ロ
シア、中国、インド、パキスタン、 イスラエルなどが核軍縮を真剣に受け⽌め、



彼らが軍縮の⽅向 に動くために確⽴されなければならない条件を詳しく述べて、これらの州は⾮公式
に核の透明性に対する彼らの反対を⼀緒に探求するべきです。

•北朝鮮の開⽰と検証のプロセスは、 核の不安
を緩和するための即時の貢献だけでなく、将来の 核軍縮のテストケースとしても評価されるべきである。 核兵器の
廃絶︓討論| 135 •イランの核危機を解決することは、 地域に向けた進化のステップを可能にするために必要な政治
的および安全上の条件です。

そして世界的な核軍縮。 •国際社会は、核兵器と物資の

不法な拡散を国際犯罪にするべきです。 •核兵器の総数がはるかに少ない 世界で安定と安全を達成するという課題
は、核軍縮への深刻な関⼼を⽰すために、 核武装国と⾮核兵器 国が同様に遅かれ早かれ議論する必要があります。
第2章 •軍縮にはどのような検証基準が必要ですか︖ 州はほぼ完璧を要求しますか、彼らは満⾜しますか

「最善を尽くす」アプローチ、または検証の不備は
、より堅牢な施⾏スキームによって補うことができますか︖

•⾮核兵器国は、
情報バリア技術を使⽤して達成された検証結果を信頼しますか︖

•特に詳細な核組織学の形での透明性は 、技術的検証
の結果の必然的に決定的でない性質を補うことができるか︖ 過去に核兵器プログラムを実施した（しかし実際の兵
器を開発していない）
⾮核兵器国は 、それらのプログラムについて透明である必要がありますか︖

•市⺠社会の監視を奨励および保護するための規定は
有⽤または必要でしょうか︖もしそうなら、
それが効果的であるためにはどのような政治的条件が必要でしょうか︖ •核武装国は、核兵器計画の歴史

を記録するために国家委員会を任命すべきである（これらの歴史 が当⾯の間分類されたままであったとしても）。
国家はまた 、記録管理とアーカイブの基準についても話し合う必要があります。 •核武装国、特に⽶国とロシア
は、 検証のためのプロトタイプのエンドツーエンドスキームを実証する必要があります。



宣⾔された核弾頭の解体。
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についてさらに研究を⾏う必要があります。
研究の3つの重要な分野は次のとおりです。（i）情報
バリア技術。
（ii）チャレンジ検査のための管理されたアクセスの⼿順。（iii）現在分類されている情報が将来 、検証を⽀援する
ため
に検査官に利⽤可能になる可能性があるかどうかの質問。
NPT第1条の制約の範囲内で
、核武装国は⾮核兵器と協⼒すべきである。
武器はこれらの問題について述べています（英国とノルウェーが
始めたように）。

•すべての核武装国は、そのような透明性が 安定性を損なうこと
がない場合、核計画についてより透明性を持たなければならない。 •IAEAとNPTの締約国は、 「特別検査」を利⽤
することに同意する必要があります。 第3章 •主要な⾮核兵器国が 、濃縮および再処理技術の普及に関する法的規制
を受け⼊れる意思がない場合、 不拡散への 信頼を築くために他にどのような措置を講じる意思があるか。

•執⾏プロセスの（政治的）問題（特に、
コンプライアンス違反の検出と
執⾏措置の実施の間のタイムラグ）を考えると
、違反を検出するが防⽌しないように設計されたセーフガードのシステムは、信頼
を築くことができます。完全な軍縮を可能にするのに⼗分な不拡散︖

•燃料サイクルの多国籍化または国際化は、
従来の保障措置の限界を克服しますか︖

•最も増殖に敏感な活動（再処理、HEU
⽣産、海軍燃料サイクル）は、
⾮核兵器地帯の世界と両⽴できるでしょうか。

•より⼀般的には、すべての州は、核エネルギーの拡⼤を 軍縮
とどのように調和させることができるかについて建設的な対話を開始する必要があります。 特に、彼らは（i）核兵
器を廃⽌することがどれだけ



あるかを探求する必要があります。

軍縮 の⽂脈で⾮差別的に実施されれば、

より侵⼊的で厳格なIAEA保障措置が受け⼊れられるだろう 。 （ii）燃料サイクルの多国籍または国際的な管理の可
能性。 （iii）最も増殖に敏感な活動における利益とリスクのバランス。

•IAEAの保障措置を強化する必要があります。さらに、安全保障
理事会は、違反に対してはるかに迅速に⾏動し、合理的な疑いを
超えた証拠よりも合理的な証拠の基準を採⽤して、
執⾏措置を承認する必要があります。

•海軍推進リアクトルを保有または開発している国は、 IAEAの保障措置の下に海軍燃料サイクル
を配置するためのオプションの実現可能性を考案および評価し始める必要があります。 第4章•核武装国は 、従来の
軍備管理の必要性と他の電⼒均衡との 間の緊張を和らげることができるか︖

核兵器禁⽌
への最も脅威的な形態の不遵守を阻⽌または打ち負かすため の対策と強⼒な従来の軍事⼒の必要性︖ •証拠と適切
な対応をめぐる主要な州間の不遵守と不⼀致 の申し⽴ての場合のあいまいさの可能性を考えると、 どのような⼿段
で、検査機関と執⾏国は 、執⾏がタイムリーで公正かつ効果的である ことを⾃分⾃⾝とより広い国際社会に保証で
きますか︖ •国連安全保障理事会の役割と、

現在の拒否権を⾏使する常任理事国はすべて核兵器を保有していますが 、核兵器の禁⽌を強制する
ために別の機関または国家グループに権限を与えることは可能でしょうか︖ 不遵守が国際の平和と安全 に対する他
の脅威と絡み合っ た場合、新しい機関は安全保障理事会と
どのように関係するでしょうか︖ •安全保障理事会が主要な執⾏機関と なる場合、現在のP5は拒否権を保持します
か。 彼らがしたかしなかった場合、どのような意味がありますか︖ 138 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・
M・アクトン



•インド、パキスタン、イスラエル（
安全保障理事会に恒久的に加盟していない核武装国）を
、核兵器禁⽌を実施するためのメカニズムにどのように統合できる
でしょうか。
核兵器廃絶に合意する条件として、それぞれがどのような形の参加を要求する可能性が⾼いでしょうか。

•核武装国の専⾨家や当局者は、
おそらくシンクタンクと協⼒して 、核兵器禁⽌の不遵守
に対応するための⾃動執⾏メカニズムの賛否両論を探求する必要があります。
彼らはまたすべきです

禁⽌条約に脱退 の権利を含めるべきかどうか、もしそうなら、どのような条件で⾏うべきかを探る。

第5章

•核武装国が核兵器の数をゼロに近づけたので、国際当局 に核兵器の少量の備蓄に対する
管理を与えるべきか︖ もしそうなら、そのような取り決めは実際
にどのように機能しますか︖
誰が
武器の使⽤を許可しますか︖どのような状況で使⽤が許可されますか︖
コマンドアンドコントロールの取り決めはどうなりますか︖
システムは効果的に抑⽌するのに⼗分信頼できるでしょうか︖

•物理的兵器の代わりに 仮想核兵器またはサージ機能が存在することは、
軍縮プロセスの許容可能なエンドポイントになるでしょうか。そうでない場合、それは暫定
措置として受け⼊れられますか︖ •国家は、仮想核兵器

の原則についての議論を開始する必要があります。
後でより詳細な交渉を促進するために、核武装国は 、仮想核兵器が実際に使⽤されるために
何が必要であるか 、そしてそのような核兵器が戦略的安定性に及ぼす可能性のある影響を調査し始めるべきであ
る。

⾮核兵器国は
、それが軍縮に向けた有⽤な⼀歩であることを公に認めることによって、そのような探査を奨励すべきである。 •元
核兵器の科学者、エンジニア、プロセス労働者が 、禁⽌された⽬的のために彼らのノウハウを使⽤していなかっ

たという確信を築くために、どのような対策を講じることができますか︖ セクション2の 対応 ローレンス・フリー
ドマンの 核軍縮︓ ⼈気のある運動から エリートプロジェクトへ、そしてまた戻ってきた︖ ジョージ・ペルコビッ
チとジェームズによるアデルフィ紙の出版とともに



アクトン、核兵器を廃⽌し、核軍縮の研究は
新たな成熟に達します。この論⽂は、
現在政治的⽀援を集め
、先⾒の明のある夢を超えた核廃絶のアイデアを実際的な
可能性に導くための刺激的な研究を⾏う壮⼤なプロジェクトに知的バラストを提供します。 これは、「爆弾」で
無期限に⽣きる私たちの能⼒に不当な⾃⼰満⾜があったという⾒⽅が定着し 、2010年の核不拡散条約に先⽴つ軍備
管理に関する対話を復活させるという感情の変化を反映しています。 -核拡散防⽌条約

（NPT）。2005年の最後のレビュー会議は
、失敗と広く⾒なされていた、つまらない出来事でした。それ以来、
北朝鮮とイラン
は、外交官の努⼒と時折の脅威にもかかわらず、核の
地位に向かって進んでいるため、現在の核保有国との境界線を維持するのに苦労しています。また、原⼦⼒事業は
もうすぐ忙しくなります。休耕
期間の後、地球温暖化と⾼エネルギー価格への懸念により、政府 は軍事利⽤を拒否するように促されているにもか
かわらず
、原⼦⼒の平和利⽤の利点を再発⾒するようになりました。

核能⼒が少数の、概して安定
していて、あまりにも無謀ではない⼤国に限定されていたとしたら、それは⼀つのことになるでしょう。しかし、
私たち
はその点を過ぎました。
したがって、線を維持するための断固とした努⼒は⼗分ではないという広範な⾒解︓
核時代を巻き戻すための断固とした努⼒がなければなりません。少なくとも、認められた核保有国は
、⽬⽴つための提案とともにレビュー会議に⾏くことに同意する必要があります

。ローレンス・フリードマンは、NPTの第6条

に基づく義務を
果たすために、「効果的な交渉を誠実に遂⾏する」ための措置を講じます。
早期の核軍拡競争の停⽌と
核軍縮に関連する措置。」過去には、これは
、彼らの実証された信仰が確かに⾮常に良好であると主張し、実際には核 関係 の限界をいじくり回す以上のことを
ほとんど⾏わない場合
でも、正しい⽅向への動きとしてさまざまな措置を指摘する核保有国によって処理されてきました。問題は、核保
有国が 武装解除の拘束⼒のある約束に違反しているということではありません。 法的要件は、最善の努⼒以上のも
のではありませんでした。それは核としての冷笑的な軽蔑の印象です



権⼒は、⾮核兵器国
が⾃国に無関⼼を⽰しながら、条約の義務に厳密に従うことを主張している。
若⼿職員によって提供され、⽐較的マイナーな活動と議論のリストに裏打ちされた厳粛な事業
は、もはや⼗分ではありません。

核問題が完全になくなったわけではないモスクワとのNATOの関係の低迷は 、論⽂の出版に
不吉な背景を提供しました。
ただし、これは演習を無効にするものではありません。
これは、⻑期的な取り組みとなるためです。
地政学の紆余曲折に関係なく。⼤国
の関係が回復した場合、前進の道を特定するために最善の分析が必要になります。
レトリックが実際の現実よりもはるかに先を⾏くことは なく、知識の進歩を指摘する
ことで、何が可能かについての否定的な仮定に異議を唱えることができます。
とテクニック。核兵器を廃絶することは、独断的ではないこと、あるいは
独断的ではないこと、
あるいは別の⾒⽅を否定するような熱⼼な確実性を持っていないことによって、利益をもたらします。
それは問題を特定し、それが今のところ⾏くことができる限りそれらを取ります
彼らを次の段階に進めるために必要な研究に注⽬しながら。

世論を巻き込む必要性この論⽂ は、⾮核兵器国の利益と懸念を⼗分に 考慮しつつ、主要なプレーヤー間の常識的な
コミットメントと妥協 に依存する穏やかで着実なプロセスを通じて

核軍縮を達成できるという⾒解を奨励している。 。この 点で、それは現在の廃⽌運動の顕著な特徴を反映していま
す。これ はエリートレベルの議論です。冷戦時代、 超⼤国関係の⾯で可能な限り未熟な状況が現れたとき、圧⼒は

軍縮は、核軍縮キャンペーンなどの政治運動や
パグウォッシュなどの科学的ロビー活動からもたらされました。それは
政策エリートによって⽇常的に反対された。
中⼼から離れた政党でさえ、軍縮キャンペーンと密接に関連しすぎて、

核兵器の廃絶を共有することに警戒していました。 乱暴な⼤衆運動の対象となる基本的な戦略的判断についての
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のエリート不安。
いずれにせよ、これらのキャンペーンを⽀援することは、国家安全保障を危うくし、結果として選挙 で敗北した
という⾮難の危険を冒した。
これらの運動における共産党の役割は、
疑惑。リップサービスは軍縮の理想に⽀払われましたが、実際には
、この分野での多国間活動
は、軍拡競争から抜け出し、超⼤国が話し合う何かを⾒つけ、
驚きの先制攻撃についての不安を減らすことに向けられる傾向がありました。結局、軍備
管理（軍縮とは対照的に意図的に選択された⽤語）は
、テロのバランスを排除するのではなく、管理することでした。



冷戦の終結と核兵器
、特に短距離システムの即時の削減は⼼強いものでした。についての決まり⽂句
「爆弾の影の下に住む」世代は、
ファッショナブルな⽂学や解説から姿を消しました。
運動は、特にイラクなどの不⼈気な戦争に反対することに注意を向けました。グローバリゼーションを⾮難する。
または
気候変動に対処するための⾏動を提案する。炭素の夏の恐怖は
核の冬の恐怖から引き継がれました。軍縮
が再び流⾏している限り、それは他の危険、特に核兵器がならず者国家や ならず者国家、あるいはテロリスト
と絡み合うリスクに関連するものによるものです。
核を保持する⼤国のために
これらの兵器の安全保障上の役割が
ますます限界に達し、その影響が
悪意のあるグループまたは国家によって獲得された場合、壊滅的である場合の戦略的⼩道具としての兵器は、せい
ぜい
⾃⼰満⾜であり、最悪の場合無謀であると提⽰することができます。
現在、奴隷制度廃⽌運動を主導している⻑⽼の政治家がこの事実を認識していることは、
ペルコビッチとアクトンが現在提供している種類の分析の背景を提供します。
ウォールストリートジャーナルのヘンリーキッシンジャー、ジョージシュルツ、
サムナン、ウィリアムペリーによる2007年1⽉の論説記事は⻑期的に提供されました
開⼝部を備えた根本的な軍縮の擁護者。政府はまだ
プロジェクトの実現可能性について疑問を持っているかもしれませんが、彼らは
願望から距離を置くことを嫌がっています。

しかし、これをエリートプロジェクトとしてどこまでとらえることができますか︖⽬的地
が設定されたので、今の⽬的はそこに到達するために必要なものを⾒つける
ことです。これはすぐに地政学的エンジニアリング企業の形を取ります。
国際システムのすべての機能部分は
、最終的な⽬標に貢献するためにそれらをどのように微調整または変換する必要があるかを確認するために調べら
れます。
キープレーヤーの重要な利益だけでなく、
彼らが合理的に妥協するかもしれない領域。障壁は
、ここでの賢明な条約の⽂⾔、そこでの技術的な修正、および
従うべき信頼醸成措置によってクリアされるべきです。このすべてにおいて、世論
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に過ぎないので、かなり遠くに⾒えます。
それでも、政府は選挙⺠に対して説明責任を負わなければなりません。この
事業が⻑期にわたって真剣に扱われるのであれば
、世論が関与する必要があります。

明らかに、世論は国によってさまざまな形で現れます
異なる政治システムと⽂化で。
その影響⼒は、中国のように正式な⺠主的メカニズムが存在しないか
、ロシアのようにますます制限されている国でも感じることができます。



インターネットのブログや街頭デモに登場する可能性があります。どちらの場合も、
⼈気のある感情の表現はしばしば⺠族主義的です。これは珍しいことではありません。たとえば、
AQカーンが
拡散の促進者として国際社会にとって悪役であったとしても、パキスタンでは彼は
英雄のような存在であり続け、政府を困難な⽴場に追いやった。
彼のネットワークが公開された後、彼に対処する義務がありました。イスラエルでは、強⼒で声⾼なロビーは 、国
家安全保障の問題に関しては、
常に政治的リスクを冒すことに反対します。
世論が活気づくと、軍縮の進展を 加速させる
ブレーキとなる可能性が⾼い。 ですから、このプロジェクトは、合理的な⼈々の多国籍グループが 着実なペース
で、ランクを上げることなく、実証可能な進歩を遂げることによって 進められると考えるのは良いことですが、 ⻑
期間にわたって問題が⽣じることは間違いありません。政府は変わります、

彼らの優先順位もそうです。現在のところ、政府が⾜を引っ張り始めた場合 、プロセスを軌道に戻すための
声の要求と公のデモを想像するのは難しいです。 ナショナリストの政治家が⾃国が国家安全保障を危険にさらすこ
とにだまされている
と主張し始めた場合、 減速の要求が続く可能性があります。廃⽌の話 がイージーリスニングのエレベーター ⾳楽
と外交的に同等である限り、そして政治指導者が戦争や武器のない世界への信念を主張することを忘れ ない限り、
そして彼らがそれにいる間、もはや貧困と

病気のどちらか—注意を払う⼈はほとんどいません。話が真剣
になって初めて、公開討論が開かれ、適切にそうなります。政治
体制によっては、公式の⽅針に異議を唱えることは、活発で開かれたものである場合もあれば、不可解
でありふれたものである場合もあります。すべての場合において、討論の過程は、
その時点で公の議題に起こっていることとの相互作⽤と
、その瞬間の通過する懸念によって影響を受けます。

少数での新たな挑戦

もちろん、著者が認めているように、
すぐに⼈気の注⽬を集める代替シナリオがあり、それは実際の使⽤です
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核兵器。奇妙なことに、武器が使⽤されないというある種の⾃信は、 廃⽌への秩序ある進⾏
のために時間が利⽤できるというある程度の快適さを提供します。
しかし、廃⽌の場合は
、過去60年間の⾃制⼼が
次の60年間続くとは信じがたい。当然のことながら、核の使⽤は、たとえ⽐較的
⼩規模であっても、軍縮の即時の要求を引き起こすだろうということです。確かに 、都市部での核爆発に



続く恐怖と恐怖を想像することはほとんどできません。
残酷で雄弁な画像は
軍縮の要請を⼈々に思い出させてください。そうすれば、ショックは
間違いなく、この種のことは⼆度と起こらないという呼びかけにつながるでしょう
。しかし、実際の応答はコンテキストに⼤きく依存します。これが
テロのニヒリズムの⾏為である場合、短期的な優先事項は
、加害者を追い詰め、セキュリティを向上させることです。⻑期的な廃⽌は
あまり役に⽴たないでしょう。核兵器が怒りに満ちた国々によって使⽤された場合、
世界社会の反応は次に何が起こったかに依存するでしょう。
彼らが作ったものの巨⼤さに畏敬の念を抱いて、交戦者は崩壊しましたか︖
それとも、核の使⽤を通じてある種の勝利を達成したように⾒えましたか︖後者の場合、
抑⽌⼒を強化しようとする
ことは、武器を完全に放棄しようとすることよりも適切な対応であることがわかるかもしれません。

もちろん、対処するのが最も難しい質問の1つは、
核兵器の数が
ゼロに近づくにつれて、そのような恐ろしい出来事が起こりやすくなるかどうかです。初期の軍備管理理論の本質
は、
軍縮はナイーブであったということでした。兵器の数が減ると、必ずしも平和が増すわけではないだけでなく、核
兵器の数が減る と、核のバランスが崩れ
て事態がさら  に危険になる可能性があります。
ある時点で、最初のストライキ

反対側に ⼀⽅的な武装解除を課す⽅法として魅⼒的に⾒え始めるかもしれません。⼤量の在庫がある場合には関係
のない弾頭数のわずかな利点が、追加の政治的 筋⼒
を提供し始める可能性があります。
単⼀の武器でさえ深刻な⼤混乱を引き起こす可能性が
あるため、少数では安全性がありません。武器の数が多いと、
危険は疑う余地がなく避けられないので、他の
⽅法で誘惑される可能性がある場合は注意が必要です。
したがって、数字が実際に重要になり始めると、潜在的に危険なクロスオーバーポイントがあります。この時点で
⼩さな核保有国も軍備管理プロセスの⼀部である必要があります。なぜなら、彼らの在庫 が⼤国によって矮⼩化さ
れて
いるという⾔い訳がもはやないからです。
そのため、とりわけ、
交渉とプロセスはより複雑になるでしょう。

ある時点で、より少ない核保有国が、 より有利な核バランスを⽣み出すために新しい状況を
利⽤しないという安⼼感を提供するためだけに、議論に参加することが期待されるでしょう。
ユナイテッドとして
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州とロシアは⼤幅な削減を約束し、彼らはそれを主張するだろう

他の⼈は、同等の削減 を⾏うために準備される可能性のあるポイントを特定します。しかし、より包括的なプロセ
スは、少数 が攻撃的な先制攻撃の影響を倍増させる



場合、必ずしもより繊細な核収⽀の問題に対処するわけではありません。
考えられる
答えの1つは、核兵器を最初に使⽤しない、あるいは
もっと良いことに、核兵器をまったく使⽤しないという誓約を取得することかもしれません。もちろん、そのよう
な誓約の問題
は、それらが簡単に取り消されることです。
関係のある敵対者の誓約に依存して危機に陥る国を想像するのは難しい。
すでに不吉なターンを取っています。不使⽤の定着した規範は価値
があり、あらゆる機会で強化する価値があります。この規範が組み込まれるにつれて、 当然のことながら
、核の使⽤は議論なしに除外される傾向があります。
しかし、それはまだ標準に過ぎず、1回の⼤変動の
イベントで、今⽇の正常な状態が明⽇異常になる可能性があります。 数値がしきい値レベルを下回ったという理由
だけで

、このポイントが危険であると考える理由はありません。
核
の選択肢は、国際関係が
すでに限界点にあるときにのみ機能します。それにもかかわらず、拡張された抑⽌⼒に依存する⼈々-
他の点での国際情勢が劇的に変化していなかっ
たと仮定すると、この段階で の過去のコミットメントの信頼性について、レンスはより懸念を抱くでしょう。 冷戦
時代の ように、従来の優れた敵を阻⽌するために核の脅威（少なくとも⻄側諸国による脅威ではない）が必要とさ
れることはもはや事実ではありません。⻄洋 の従来の強さは、今ではそれ⾃体が抑⽌⼒を提供しています。 しか
し、それは核の脅威に直⾯し、学位を提供するために強⼒な同盟国の⼒を利⽤しようとして いる⾮核兵器国の問題
を解決しません

抑⽌⼒の。良性の政治環境がなければ、
核廃絶に向けた進展は遅いかもしれません。そのような環境では、
素晴らしいプロジェクトが合意され、実⾏に移される可能性があります。ただし、このプロセスは、
政治情勢の悪化に対する変化に対して脆弱なままです。

しかし、この議論が⾏うことは、第⼀に、国際問題
における核兵器の顕著性を
減らし、⼿に負えない国家
やグループへの拡散や偶発的な使⽤のリスクを減らすことを⽬的とした措置の重要性を強調する。これらの懸念は
互換性がありません
削減、および2つのアプローチは相互に補強している可能性があります。第⼆に、それは、プロセスが ゼロ に近づ
くにつれて、
さらなる軍縮の認識されたリスクが⼤幅に増⼤することが⾒られる程度に注意を引く。取らなければならないステ
ップは、単に政治的に勇気があることから 、⾮常に⼤胆な領域に移ります。 核となる問題は核兵器の廃絶ではあり
えない︓討論| 147 ファッジ。通常の外交的ルース（先延ばし、創造的な曖昧さ） は⼗分ではありません。 他の国
家が武装解除した後、ある国家が核の優位性を維持する可能性があることは疑いの余地がありません。合意



そして、プロセスは透明で決定的なものでなければなりません。

したがって、問題は、⼀度
達成された廃⽌の安定性にあるのではありません。ペルコビッチとアクトンは
、核兵器を発明することはできないという現実に基づいて、致命的な事態に説得⼒を持って反対している。
核兵器の再建を成功させるためのリードタイムは⻑く、
そのような試みの開⽰の罰則は厳しいでしょう。問題は、廃⽌に⾄るまでの段階よりも廃⽌後の段階では
ないかもしれません。

フランク・ミラーの

軍縮と抑⽌⼒︓
開業医の⾒解

核兵器の廃絶は、重要で、思慮深く、やりがいのある
論⽂です。
核兵器の廃絶と⺠間の核計画の平和的性質の両⽅を検証することに関連する技術的問題のその扱いは
、議論への重要な貢献です。 しかし、この論⽂は、核兵器廃絶を取り巻く政治的問題

の議論と分析に失望している。
ある意味で、
これは不当な批判であると私は理解しています。著者のジョージ・ペルコビッチと
ジェームズ・アクトンは、何も探求するつもりはないと早い段階で規定しているからです。
あらゆる深さの技術的な問題以外。とは⾔うものの、この論⽂は、
これらの政治的問題を前⾯に出し、中⼼に据える主張と提案を
提⽰し続けています…読者がさらなる議論を無駄に求めているだけ
です。

特に3つの問題について議論する必要があります

。•廃⽌の論理的根拠• ⼤国

間の相互作⽤において核兵器が果たす役割 •各国が今⽇核兵器を保有している理由 と、著者が廃⽌をもたらすと想
定している世界との間の⼆分法 150 | フランクミラー

さらに、⾔及 が必要ないくつかの抑⽌⼒と運⽤上の問題があります。



廃⽌の理由は︖

初めに、著者らは、5つの核兵器国と他の 核武装勢⼒
の核兵器備蓄を廃⽌する主な理由は核の拡散を⽌めることであると指摘している。
「問題は 、核兵器国がNPT交渉の側を⽀持することを拒否したことに不満を感じている
ため、強化された不拡散規則に抵抗する国の問題 である。…」1そのような抗議は事実であるがそれは

軍縮会議や核不拡散条約レビュー会議でプロのレトリシャンが（ちなみに、 多くの場合、彼らの
資本の知識なしに）作成し た事実を冷静に⾒ると、核兵器国は実際に彼らの NPTのコミットメント。 第⼀に、NPT
が発効した時点で存在していた核兵器の数（ 冷戦の最盛期における⽶国とソビエトの兵器の規模は⾔うまでもな
く）をベースラインとして使⽤しても、 核兵器国は着実に存在している。彼らの核⼒を減らす

と備蓄。たとえば、今⽇の⽶国の核兵器は、1972年よりも90％⼩さく 、2012年までに（現在のサイズと⽐較して）
さらに15〜30％ 削減
される予定です。 NPTの第6条によってその終焉が求められている」は、あらゆる意図 と⽬的のために、1980年代
後半に停⽌された。このすべてが起こっている間に、2つの 新しい核保有国（インドとパキスタン）が出現し、北
朝鮮 はその条約義務を拒否し、兵器を開発して爆発させ、イラン は兵器を開発する⼨前であり、他の2つの核

兵器計画（イラクとリビア）は、優れた⼒と巧みな外交 によって打ち切られました。さらに、⽶国の通常の軍事⼒
を阻⽌することによって動機付けられた体制の⾏動は 、⽶国の核兵器
とはまったく関係がありません。 また、パキスタンのように地域の配慮に動機付けられている
国の⾏動もありません。
最後に、ならず者国家と核テロリストになる可能性のある⼈々が 国際的な安定
を崩壊させようとしていることに注意することが重要です。
核兵器に対する彼らの欲求は
、彼ら⾃⾝の邪悪な議題に直接由来し、いかなるものからも完全に切り離されています。
核兵器国の兵器の削減。（実際、これらの州の核能⼒は、実際に核兵器を⼊⼿した場合に 、悪党やテロリストが核
兵器を使⽤する
ことを阻⽌するのに役⽴つ場合があります。）したがって、拡散 が既存の兵器に関連している ことはすぐには明ら
かではありません。5つの核兵器国のうちの4つ、または 5つのうち4つがNPT の核兵器廃絶に向けて動き続けている
という事実︓討論| 151 の義務。実際、過去数⼗年の歴史は次のことを⽰しているようです

筋⾦⼊りの増殖



者は、他の州の兵器の削減とは無関係に核兵器プログラムを追求します。したがって、廃⽌のための⼀応の
主張はまだなされていない。
5つの州によるすべての核兵器の廃絶は、どのようにそしてどのように世界をより安全な場所にするのでしょうか︖

核兵器は⼤国間の相互作⽤
を緩和しているその質問に明確かつ明確に答えること
は、核廃絶運動の必須条件でなければなりません。しかし、この点に関して、著者らは、
「核兵器を禁⽌すること
は、通常戦争に対して世界を安全にする」という議論は、公正な要求ではないことを指摘している。
それは、核兵器が⼤規模な通常戦争を阻⽌することに失敗することは決してなく、抑⽌ が失敗して核兵器が爆発し
た
場合の結果を無視するという仮定に動機付けられています。」
しかし、従来の侵略を阻⽌することは 、核兵器
の存在の重要な理由であり、これまでも常にそうでした。
⽶国の核兵器の発⾜以来、その主な⽬標は、⽶国の重要な利益または その同盟国の
利益に対する敵の攻撃を阻⽌することでした。
もっとはっきり⾔えば、⽶国の核兵器は
、従来の第三次世界⼤戦が
ヨーロッパの平原。NATOの役割は、常に通常攻撃と
核攻撃の両⽅を阻⽌することでした。国⺠国家が出現して以来、ヨーロッパの⼤国は
1945年まで定期的に互いに戦争を⾏っていました（そして
第⼀次世界⼤戦によって引き起こされた巨⼤な荒廃でさえ第⼆次世界⼤戦を防ぐのに⼗分ではなかった
）、何が状況を変えたのかを尋ねなければなりませんそれ
以来、平和が広まったのでしょうか︖政府の性質は変わっていません。むしろ、
戦争に⾏くことの賭けはあまりにも⼤きくなりました。侵略者はもはや
敵を迅速かつ断固として打ち負かすために彼の軍の天才に⽬を向けることはできませんでした。
核兵器は攻撃された党に
侵略者の勝利を⼤敗に変える能⼒を与えました。事実は、核兵器の所持が
⼤国の相互の⾏動を和らげているということです
。
これは、抑⽌⼒が決して失敗しないこと、あるいは抑⽌⼒が失敗したとしても、恐ろしい結果なしに核兵器が使⽤
されないことを⽰唆するものではありません。 しかし、それは、1945年以来⼤国がどのように⾏動してきたか、そ
してその理由
にもっと注意を払う必要があることを⽰唆しています。
第⼆次世界⼤戦中のヨーロッパの荒廃
は、核兵器だけではないことをはっきりと思い出させます
⼤量破壊兵器と⼈命の損失の原因。
著者がそのような荒廃を回避する⽅法として核抑⽌⼒を信じていない場合、彼ら
はその場所がどうなるかを説明する必要があります。

152 | フランク・ミラーの

政治的問題は技術的問題よりも解決が難しい

この説明の⽋如は
、論⽂の次の声明によってさらに指摘されています。•「最終的な核廃絶プロジェクトは 、より広範な軍事⼒の変化
を伴う



場合にのみ成功する可能性があります。 核抑⽌⼒に依存している国々
を納得させた関係

⼤規模な軍事介⼊を阻⽌するために武器は必要ないでしょう
。」

•「従来の軍備管理措置と信頼醸成措置は、おそらく ロシアと中国に隣接する地域、および南アジアで
実施する必要があるでしょう。」 •「8つの核武装国は、台湾、カシミール、パレスチナ、そして（おそらく）ロシ
アの周辺地域を中⼼とした紛争 が解決されるか、少なくとも永続的に安定 するまで、核兵器の禁⽌ をまとめて構
想することはできません。 」 •「中国、ロシア、フランス、英国、そして

⽶国は、地域的および世界的な安全保障へ
の彼らの利益とアプローチの重要な和解がない中で、 核軍縮の過程に真に着⼿している。」 これらの⽂は問題の核
⼼を⽰しています。核兵器 が存在するのは、国⺠国家が世界 情勢で軍事⼒を使⽤するオプションを保持しているた
めです。核兵器は、従来の軍事的劣等感を補い、 ある⼤国が別の⼤国に対して⼒を⾏使することを緩和します。 問
題は武器ではなく、⼈類の本質にあります。 上記の箇条書きにリストされているアイデアを実際に実装できれば、

核兵器廃絶の問題は⾮常に簡単になるでしょう。 これらはすべて、すべての国
に対するNPT第6条のコミットメントがしばしば無視されていることを⽰してい ます 。核軍縮、および 厳格かつ効
果的な国際的 管理下での⼀般的かつ完全な軍縮に関する条約について」（強調を追加）。廃⽌を妨げる政治的問題
は気が遠くなる ようなものです。それらは分析される必要があり、離れて想定されることはありません。

核兵器の廃絶︓討論| 153

デアラートとミラーイメージングに関する2つの警告数⼗年にわたって

原⼦⼒
政策分野の実務家であった⼈にとって
、この論⽂の他の2つのコメントを予告なしに通過させることは難しいでしょう。

1つ⽬は、いわゆるデアラートの議論です。著者らは、
「迅速な使⽤⼒は危機の不安定性を悪化させる可能性があり、



不注意による使⽤に対して脆弱である」と述べています。
不安定性についての議論にはいくつかの理論的真実があります。しかし、是正措置を規定することははるかに困難
です
その中に危機の不安定性の種は含まれていません。
20年以上の間、軍備管理コミュニティの⼩さな要素が、
警戒の⼤陸間弾道ミサイル（ICBM）、特に警戒中のロシアのICBMが、特に 偶発的または不注意による発射の影響
を
受けやすいことを懸念してきました。
不注意による発射を⼼配する程度
まで、最善の答えは常にロシアの
警報システムを改善して偶発的な発射を不可能にすることでした。ロシアとの合同警告センターを設⽴するための
瀕死の

⽶国の努⼒は、
このニーズを満たすのに役⽴ちます。 このアプローチの批評家は、ロシアがそのICBM
に追随することを期待して、⽶国のミニットマン軍を無効にするための措置を講じることを求めています。 このア
プローチは、ロシアがそのICBMに、⽶国がミニッツマン部隊よりも
はるかに多くの弾頭を持っているという事実を無視しており、その 結果、⽶国がICBM部隊全体を排除したとして
も、 ロシアはおそらくICBMを警戒し続けるだろう。 。そして、 「髪の⽑の引き⾦」の反応について⼼配する程度
まで 、ロシアのICBM部隊の⼀部だけを警戒から外すという⾒通しは、⼤きな⼼配を引き起こすはずです。

残りの警戒部隊は論理的にさらに⾼い警戒態勢にあるからです。
脱警報を⽀持する⼈々はまた
、弾道ミサイル潜⽔艦がミサイルを発射する能⼒を妨げる⽅法を⾒つけることを好む傾向があります（
著者が取った⽴場ではありません）。
偶発的または不注意による発射の問題に対処するためのより不安定なアプローチを考えることは困難です。
この進⾏中の議論をここで解決することはお勧めしません。私は
、問題が⼗分に複雑であり、簡単な解決策に反することを指摘するだけです。
それは紙の主な推進⼒に密接に関係していないので、それを上げることは私の
意⾒では気を散らすものです。

彼らはまた、「各州が互いの⾸都とリーダーシップセンターを脅かすことができる ⽣存可能な核⼒を持っている限
り…従来の⼒の不均衡 は、歴史的に
耐えられるほど耐えられる必要はない」と主張している。
この声明は、双⽅の重⼤な利益が同じであり、したがって、両⽅が 同じ脅威
によって等しく抑⽌されていることを前提としています。 抑⽌政策の実践の歴史は、ミラーイメージングが抑⽌の
健全な基盤ではない
ことを⽰唆している 。フランクミラー 政権は、敵対勢⼒を阻⽌する可能性のあるものとはかなり異なる可能性があ
ります。



特に、⾮常に異なるレンズを通して世界を ⾒る⾮⺠主的な形の政府を持つもの。この議論も
論⽂の推進⼒の中⼼ではないので、それも気を散らすものです。

私の結論

要約すると、検証に関する有⽤な技術的貢献にもかかわらず、
論⽂は不完全なままです。それは重要な政治的問題を提起しますが
、答えを提供しません。そして、政治的な問題は
技術的な問題よりも解決に抵抗⼒があるので、コミュニティ
はこの重要な主題のより完全な扱いを待たなければなりません。

核兵器の廃絶︓討論| 155

注1 認識されている5つの 核兵器国による兵器の廃絶 も核の拡散を阻⽌

するという議論の流れに内在するのは、NPTが ⾮核兵器国 によって（⼀時的に）与えられた恩恵であるという考え
である。 核兵器国、したがって、⼀般 的に ⾮核兵器国の利益の ために、条約に所属することも、その 制約に従う
こともありません。実際には、

核兵器を開発する隣⼈
は、明らかにどの州の
国家安全保障の利害関係にもあります。このため、 条約
のすべての⾮核兵器国は、この 魅⼒的であるが明らかに誤った修辞的⽴場を放棄 し、NPTの継続的な実⾏可能性と
核兵器の拡散に反対 する強い⽴場をとる必要があります。 ジョナサン・シェル廃絶 の⼒ 核兵器廃絶プロジェクト
は千のパズルです

ピース。それを達成することは、ルービックキューブを解くようなものです。芸術は、どの
部分を最初に配置し、後でどの部分を配置する必要があるかを知ることです。⽬標に向けたどのステップが、
さらなる⽬標を達成するための条件ですか︖どのステップが他のどのステップを可能



にしますか︖ショートッパーはどの障害物ですか︖どちらを
回避できますか︖エンドポイントの詳細なビジョンは、最初の
ステップをガイドするために必要ですか、それとも最初のステップはそのようなガイダンスなしで⼿探りすること
ができますか︖もしそうなら
、エンドポイントは⼀種の壮⼤な即興によってのみ出現しますか︖エンドポイントの
実⽤的なビジョンはまったく可能ですか︖⽬標を受け⼊れるだろう
「最⾼」を「善」の敵にする︖
それとも、善の進歩に⽋かせないのでしょうか。たとえば、廃⽌は
増殖を⽌める唯⼀の⽅法ですか、それとも⼀部の州
が核兵器を保持し、それらを無期限に維持することを決意している間に増殖を⽌めることができますか︖
地域の政治危機ともつれはどうですか︖それらは廃⽌への致命的な障害ですか、
それとも廃⽌がそれらを解決するための鍵を提供するのでしょうか︖⼤国間の
緊張はどうですか︖これらを最初に消散させる必要があります。あるいは、逆に、それらの
存在が世界を核の全滅から遠ざけるさらなる⽬標である必要があります。
︖したがって、⾮核化は調和して⽣きている国々に対してのみ可能
でしょうか、それともライバル、さらには敵を含むのに⼗分な強さを持つことができるのでしょうか︖それとも
、軍縮に向けたステップと
⾮核的緊張の緩和を組み合わせた中流があるのでしょうか。バランスをとるのは、
廃⽌への正しい道は何かという問題だけでなく、廃⽌が
可能であるか、あるいは望ましいかどうかという問題でもあります。
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の廃⽌において、ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・アクトンは 、これらの質問の⼀部を切り分けて対処しま
した。彼らは最初に私たちに話します

彼らは「どのようにして完全な核軍縮
を安全かつ確実に達成できるか」を調査するだろうと。
彼らは「それを試すべきかどうか」については話しません。
したがって、廃⽌が既存の核保有国に受け⼊れられるためには満たされなければならない条件に重点が置かれてい
る。（もちろん、186の⾮核兵器国は 、核不拡散条約（NPT）の要件に沿って、
それぞれの国境内ですでに「廃⽌」を達成しています 。）編集上の境界は、ある意味で賢明でした。廃⽌について
の議論 は、通常、⼤雑把な事柄であり、衛星の⾒解です。

主題について話す。問題の1つのセクションにズームインすることにより、
Adelphi Paperは、
廃⽌の議論ではめったに⾒られないレベルの特異性を提供します。その結果、豊富な調査結果、質問、結論が得ら
れます。 ⽶国とロシアの兵器をさらに削減し、すべての核兵器の警報を解除し、より少ない 核保有国がプロセスに
参加する意欲を問う
などの「最初のステップ」の議論は⾮常によく知られています。ここでの新しい 要素は、廃⽌に向けたステップと
してこれらの提案を検討することです。しかし 、著者はその⽬標に取り組むのは時期尚早であると信じているた
め、



なぜ州
は、まだ⾃分たちを捧げることができない⽬的地に向けて⼀歩を踏み出したいのだろうかと思うかもしれません。
彼らのインセンティブ

は弱いように思われるでしょう。 紙は、廃⽌の検査、その執⾏、およびヘッジ または「仮想」兵器の可能な役割

の問題を取り上げるときに、新しい領域に侵⼊します。特に歓迎されるのは、 純粋に技術的であることが多すぎる
議論に政治的考慮事項を導⼊することです。結局のところ、 ⽬標が修辞学の領域から降りることである場合、廃⽌
を受け⼊れる 必要があるのは、⼀般的な国ではなく、具体的な既存の国です。

現実に繁栄します。
したがって、著者は、私が知る限り、インドが
廃⽌の執⾏メカニズムに同意した場合にどのような政治的報酬が必要になるかについて、初めて質問を投げかけま
す。 彼らは、補償は拒否権の特権を持つ国連安全保障理事会の
常任理事国⼊りである可能性があると結論付けています。 彼らは説得⼒を持って、インドは、他の5つの旧核保有
国 の拒否権に服従することによって、既存の核⼆重基準が新しい形で存続する ことを許可する可能性は低いと主張
している。

また、廃⽌は世界の既存の⼤国、特に
⽶国、ロシア、中国（もちろん、インド⼈はこのリストに追加されます）による コンセンサスと強い決意に依存し
ているという認識が新鮮です
。これらは世界の⾸⻑であるだけではありません。核兵器廃絶の核保有者

︓討論| 159の兵器庫だけでなく、 原⼦⼒関連の地域危機

を解決するための取り組みにおいて最も影響⼒のある交渉パートナーでもあります。
不思議なことに、しかし、著者は
、これらの偉⼤な⼒の1つが施⾏の問題を考慮していません
それ⾃体が廃⽌協定に違反しています。
その演習は、私には、彼らの主要な結論の1つを強化するだけだったと思われます。
これらの権⼒間の合意は、廃⽌に着⼿するためにも、
それを維持するためにも必要な条件です。なぜなら、違反者が、たとえばロシアだったとしたら 、もちろん、核兵
器に戻ることを除いて、
⽶国や他の国がそれを阻⽌するためにできることは何もないからです。 ⾮核兵器 地帯を達成するというすでに宣⾔
された⽬標に向けてイスラエルが
何を要求するかについての議論は、同様に政治を

討論。この⼀般的なアプローチのさらなる強みは、 イランの核開発計画



をロールバックする国際的な取り組みなど、最近または現在の経験を利⽤ して、廃⽌体制の下で起こりうる検証ま
たは執⾏の危機に光を当てることです。 廃⽌ の理由しかし、この歓迎された元々 の詳細の豊富さを可能にした⾮
常に編集上の制限は、他の⽅法で記事を弱体化させた可能性があり ます。ほぼ完全に障害物に重点が置かれていま
す。 「かどうか」となぜ廃⽌を追求すべきかという議論を脇に置いて、それは⾮常になります

障害が克服されるかもしれないと想像するのは難しい。この⽂脈で
は、障害物は前提条件に固まる⽅法を持っており、それは気が遠くなるほど増殖し
ます。北朝鮮を武装解除する現在の努⼒が成功した場合にのみ
、記事は「核兵器の保有者は…今⽇の
地平線を⾒て、すべての核兵器の廃絶が
実現可能であると想像することができる」と述べています。同様に、イランが現在の交渉で「規則に逆らう」こと
を続けるならば、「 核兵器のない世界
を導き、確保するための規則が施⾏されるだろうと誰もが確信する理由はありません」。
それで、
また、イスラエルの存在に対する脅威の除去は、「地域的 および世界的な核軍縮
に向けた進化的ステップを可能にするために必要な政治的および安全上の前提条件です」。
このように組み⽴てられると、障害物
は密集したブランブルパッチに成⻑し、廃⽌プロジェクトは
無期限に⽴ち往⽣し続ける可能性があります。⽶国や他の核保有国が、現在の多くの危機が解決さ
れるまで、廃⽌を構想するために地平線を⾒渡すことさえできない場合、世界が 実際に⽬標に到達する
ことを誰もが想像できるでしょうか。 各ステップで選択の理由があれば、状況は根本的に変化します。

廃⽌、つまり問題の理由が⽰され、常に
念頭に置かれていました。イスラエルの窮状を考えてみてください。現在、中東で唯⼀の
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原⼦⼒発電。
イスラエルの兵器庫は、イランや中東の他の国々が
核兵器を取得するための着実なインセンティブ（唯⼀のものではなく、主要なもの）を提供します。パキスタンは
すでに爆弾を持っており、その「⽗」であるAQカーンは最近 、この地域

全体で密かに爆弾を漕いでいました。 パキスタンの科学者たちは、核技術についてオサマ・ビンラーディン
と会話したことが知られています。
これらの状況では、
イスラエルにとって、軍事的敗北だけでなく
、核兵器廃絶の危険性が⾼まっています。したがって、イスラエルの安全性を⼗分に検討するには、イスラエルの
存在を含め て、武器を放棄するために満たす必要
のある条件のリスト以上のものが必要です。



必要なのは、地域または世界が現在の増殖経路にとどまっている場合の危険性を⽐較検討し、 ⾮核兵器地帯の明ら
かに⼤きくて現実的な危険性 とバランスをとる
⽐較演習です。 または、⽶国の状況を考えてみましょう。ほとんどのオブザーバーは同意します

⽶国にとっての唯⼀の主要な軍事的危険は、
核兵器やその他の⼤量破壊兵器が
私たちの⼟壌に輸⼊される可能性があることから⽣じるということです。この点で、9⽉11⽇の攻撃
は壁の⼿書きを構成しました。同時に、 ロシアと中国がもたらす核の脅威を阻⽌する
以外に、アメリカ⾃⾝の核兵器に賢明な使命があることは決して明らかではありません。
しかし、もちろん、これらの脅威は
廃⽌によって取り除かれるでしょう。このような考慮事項は
、元国務⻑官のジョージ・シュルツと彼の
共著者は、
廃⽌を提唱することにより、ロナルド・レーガンの⾜跡をたどるように⽶国に促す。

要するに、廃⽌の理由が理解されると、
リスクのすべての特定の⽅程式は劇的に変化します。次に、各ステップで、危険性と
利点が照合されます。その場合、ジレンマの全体的な構造も
異なって⾒えます。アデルフィ紙は主に
、核保有国が武装解除する場合に満たさなければならない条件に焦点を当てています（ただし 、⾮核兵器国からの
合意を得るために、
これらの核保有国がどのような軍縮措置を講じなければならないかについても検討しています。

廃⽌
協定が伴うような厳格な検証と執⾏措置）。しかし、
⽬標に向けたステップだけでなく
、北朝鮮やイランのプログラムをめぐるような
現在の地域の核危機でさえ
、とりわけ⽶国を含む偉⼤な核保有国。この⾒解の批評家の中
には、それがアメリカの核兵器ではなく
、北朝鮮とイランが最も恐れている従来の優位性であるため、
廃⽌へのコミットメントは影響を及ぼしません。彼らはまた、

核兵器の廃絶︓討論| 161軍縮の単なる例は 、地元の不安の影響をより受けている

増殖者にはほとんど影響を与えないでしょう。
従来のバランスに対処しなければならないことは確かですが
、これらの異議は 、すべての⾮核兵器国に⽀えられ、 廃⽌に安全を賭けることを決意し
たすべての核武装国のコンサートによって⽣み出されるであろう⽣の⼒を⾒落としています。今や多くの⼈が核兵
器にそれを賭けているのと同じくらいしっかりと。 最初に武装解除してから、周りを待って⾒るのは問題ではあり
ません

核の⼆重基準の偽善を終わらせ、そして美徳が報われるのを⾒ることを望ん でいるという例に従った⼈。 世界の



国々の中 で彼らだけがこれらのひどい武器に対する権利を持っているとあえて主張した少数のホールドアウトに対
して、
道徳的、政治的、経済的、さらには軍事的圧⼒をかけるための世界的なキャンペーンを開始することになるでしょ
う。今⽇、 例えば、⽶国、中国、ロシアは、 イランのNPT違反へのアプローチにおいて分裂しており、⽶国は 厳し
い⽅針を取り、ロシアと中国はより寛容なアプローチを取っています。だが

核兵器なしでやろうと計画していたロシアと中国が、イランや他の国が核兵器を開発することを許可する ことは想
像を絶することです
。
確かに、⼤⼩の⼒は同様に⼤義に団結するでしょう。この点で、現在の交渉の混乱は、⽐較の有⽤な点ではあるが
、廃⽌に向かう
世界での交渉との類似性は乏しい。 ⼤まかに⾔えば、廃⽌への2つのアプローチが可能です。1つは、現在の決定 に
は廃⽌が「地平線をはるかに超えている」と著者と結論付け 、⽬標をさまざまな条件に⼈質にすることです。

それは途中で満たされなければなりません。もう⼀つは
、事前に難しさを調べ、核兵器のない世界
は危険がほとんどないものの、核兵器のある世界よりも⽐類の
ない安全性とまともなものであると広く判断し、先に進むことです。
⽬標を受け⼊れることが最初に来るべきであり、それからステップが続きます。 それぞれの障害が発⽣するにつれ
て、核破壊の恐怖が頭にぶら下がることなくようやく⽣きるという⾒通しによって推進され
た統⼀された世界共同体の資源は、 挑戦に会うためにマーシャリングされるでしょう。

レンゲ。廃⽌へのコミットメントは望ましいだけではありません。それ
も強⼒でしょう。

⼒を利⽤

する最初のコミットメントが増殖をすぐにチェックするのに⼗分であるかどうかを尋ねると
、多くの答えを想像することができます。
それは、完全な政府機関のレビュー、議会の
公聴会、および広範な公開討論の後、⽶国⼤統領による明確な宣⾔から始まるかもしれません

。ジョナサンシェル

の武器は⽶国の政策でした。
そうでなければ、最初の⼀歩はロシアと協⼒してとられるかもしれません。いずれにせよ、他のすべての核の合意
権⼒はすぐに求められるでしょう。これらの⼤国間の合意の⼀部は、
核の拡散を⼀度に⽌めるための協調した政策となるでしょう。
すでに核兵器を放棄している国々 は、武装解除だけでなく、すべての国を包含する核秩序の構築を
⽬標としているので、遅滞なくプロセスに含めるべき です。したがって、当初の⽬標 は、核廃絶への真剣で信頼で



きる世界的な取り組みです。ステージの概要が⽰さ れると、AdelphiPaperで推奨されているステップを含むステッ
プがすぐに開始されます。

それらが実⾏されている間、困難な最終ステップは
、それらが実⾏可能であるかどうかを発⾒するのではなく、
それらを実現するために、詳細に解決されます。
このプロセスは、技術的、法的、政治的、道徳的な多くの定義の影響を受けやすい⽤語である廃⽌で終わるわけで
はありません。特に、 完全に消去
することはできない国の潜在的な核能⼒を考慮する場合はそうです。
努⼒は
、新しい秩序を強化するために「ゼロ以下」の核兵器のステップを継続する必要があります。最後のステップ
は、核兵器の正式な法的禁⽌であり、核兵器の単なる所持
は⼈道に対する罪と定義されます。

要するに、プロジェクトはオデッセイのようなものではなく、ある
冒険から次の冒険への航海であり、毎回結果が不確実であり、
D-Dayのようなものである必要があり
ます。究極の成功へのコミットメントに基づいています。

アデルフィ紙の最後の章が、結局のところ、
廃⽌を望んでいる理由を明確にしているのは事実です。
指名されたものは次のとおりです。完全な核軍縮への核保有国のNPTコミットメントの履⾏。
核兵器技術を禁⽌することにより、核エネルギーの拡⼤を安全にする
。核テロの防⽌; 増殖のインセンティブを終わらせる。
そして、⼤きな問題は、「突然の⼤量消滅の危険性」を減らすことです（
p.110）。 しかし、これらの理由は、論⽂
の主要な実体を形成する特定の決定の詳細な議論に耐えることができないという議論では遅すぎます。
もしそれらが以前に含まれていたら、 それらを克服する世界的な意志の源泉が⾒えていたとしても、
廃⽌の多くの前提条件は単なる障害に戻っていただろうと私には思え ます。 ブラッド・ロバーツ の秩序、安定
性、 核廃絶 ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・アクトンの貴重な功績を祝福します

核軍縮についての議論にいくつかの新しい内容をもたらすための努⼒。
核廃絶の現実世界の要件における彼らの「思考実験」は、その ような世界を実⾏可能にするために 、核兵器を保有
する国だけでなく、多くの州に
課せられる義務についての強⼒なメッセージを持ち帰ります。 彼らが活気づけようとしている会話に参加するよう
招待してくれたことに感謝しています。 このコメントを、彼らの分析の2つの重要な要素に焦点を当てたいと思い
ます。 ⼀つ⽬は、秩序と廃⽌のつながりに関するものです。⼆つ⽬は、安定と 廃⽌に向けた動きとの関連です。



秩序と廃⽌

についてまず、廃⽌を実現可能にする可能性のある、あるいは可能性のある国際的な政治情勢を振り返ってみまし
ょう
。論⽂は以下をリストしている︓

•中東︓
核兵器なしで安全であるというイスラエルによる受け⼊れ、パレスチナ紛争の解決（または永続的な安定化） 、 ⾮
核のままであるという
国際的な要求に対するイランの黙認、そして創造 ⼤量破壊兵器の
ないゾーンの概要 この章で表現されている⾒解は、もっぱら著者の個⼈的な⾒解であり 、

彼が所属している機関。
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•南アジア︓カシミール紛争の解決（または永続的な安定化）と、 ⼤規模な戦争を阻⽌するために
核兵器は必要ないというインドとパキスタンによる受け⼊れ •東アジア︓紛争の解決（または永続的な安定化 ）台
湾と、 中国の台頭が脅かされていないという地域での⽇本や他の⼈々による受け⼊れ•主要な権⼒関係において︓
核不拡散条約（NPT）によって承認された 5つの核兵器国間の信頼

彼らの従来の軍事⼒は、彼らの重⼤な利益 に対する脅威を阻⽌するのに⼗分であること。 ミサイル防衛に関するロ
シアの感性に対する
⽶国の実質的な服従を含む、戦略的軍事安定への⽶国-ロシア-中国の協⼒的アプローチ。 他⼈ に受け⼊れられる条
件でその周辺の紛争を解決する
ロシアの意欲。 ロシアと中国は、⽶国の通常の軍事⼒の攻撃的な可能性を恐れる必要はないという⾃信を持ってい
ます。そして⽶国 は、いかなる状況においても ⼀⽅的に、または⼩さな「有志連合」で⾏動しないことを保証しま
す。

•⽶国の同盟国の間︓⽶国
からの核⽀援による安全保障の必要性の緩和と、その従来の戦⼒ 投射が 、必要なときに彼らと彼らの利益を守る
のに⼗分迅速かつ決定的であるという確信。決定的なリストは議論の余地があります。それが気が遠くなるという



事実はそうでは ありません。しばらくの間、著者が最初の章以外の章を書くのに苦労したのはなぜだろうと思い ま
した。結局のところ、彼らは ライオンが横にな  っているときにのみ核廃絶が可能であると主張しているようです

⼦⽺、「平和が勃発」、そして核の剣は
、新しい異なる世界ではまったく無関係であるため、キロワット時に変換されます。

実際、もちろん、著者は紛争の終結を予期していません。彼ら
は、紛争は安定しているが解決されていない可能性があること、⾃信
は⾼まるが完全な信頼をもたらさない可能性があること、そして⼀部の州は不正⾏為をしていることを認識してい
ます。したがって、彼ら
は、不完全な世界での軍縮には効果的な集団安全保障が必要であると主張している
。
そして、核平和の脅威にさらされた、または実際の違反に対する効果的な集団安全保障対応には何が必要でしょう
か︖彼らは強調します

以下︓⼤国 間の「利益とアプローチの重要な和解」 。
国の利点のひたむきな追求よりも国際的な安定を優先するという彼らの側の意欲。

核兵器廃絶の創造︓討論|

幅広い国際的正当性を享受する165のコンプライアンスプロセス。そして、
⾮核的な罰の⼿段の利⽤可能性（それは
抑⽌の標的によって信頼できると⾒なされるだろう）。

集合的セキュリティの制度、プロセス、および規範を構築するための努⼒
は、思考実験以上のものです。この努⼒は今です
およそ1世紀前。
これまでの記録は、著者が私たちを環境に誘うタイプの世界の迅速な達成を奨励するものとはほとんど⾒なされま
せん
。結局のところ、核
時代を通じた不拡散の失敗のほとんどは、⼤国間の利害の相違、または 核抑⽌⼒を求めるのに⼗分な
リスクを認識した国の保証⼈としての⾮効率性に直接関係しています。
特に⼤量破壊兵器の脅威に対処する上で
、国連安全保障
理事会の記録は特に区別されていません。希望の瞬間が反映された
1991年にジョージHWブッシュ⼤統領が構想した「新世界秩序」では
、世界規範の集団的執⾏を中⼼に構築され、安全保障評議会が インド、パキスタン、北朝鮮による拡散
を防⽌または逆転させることができなかったため、懐疑論が⾼まっています。 イランの懸念プログラムの削減には
効果がない
ことが証明されています。 そして、イラクに対するその役割と⽬的
について公に失敗しました。 この実績に基づいて
、実⾏可能な⾮核世界を構築することはできますか︖
新たな軍縮努⼒



はどういうわけかこのパターンを破り、必要な規律を専攻にもたらすだろうか
⼒︖彼らの利益は実際に核廃絶に⼀致していますか︖
核軍縮への最終的な動きを可能にする準備ができている世界の探求において、これらの
条件は特に満たすのが難しいように思われます。 しかし、政治情勢が変化する可能性があり、集団安全保障機関が
想定どおりに機能するようになり 、他の機関がコンプライアンスの役割を正当なものとして受け⼊れる可能性があ
ることを認め

ましょう。そうすれば、これらの機関は 、廃⽌が不完全に⾏われている世界で発⽣する 可能性のある独⾃のテスト
に対応する準備ができているでしょうか。分析中

この特定の問題、私の⾒解では、紙はあまりにも良性の絵を描いています。 それは、地下室にことわざの原⼦爆弾
を隠した
不正⾏為国家によって引き起こされた問題に焦点を当てすぎており、 爆弾を公然と振り回して から強制または攻撃
の⼤胆な野⼼に着⼿した国家によって引き起こされた問題にはあまり焦点を当てていません。核武装した反逆者に
どう対処するかという問題は 、執⾏の議論の中で ⼀段落に過ぎません。⼤国は 、核武装した挑戦者に対する世界
的な保安官としてどのように彼らの仕事をするでしょうか︖彼らの 国⺠は彼ら⾃⾝の核兵器なしでそうすることを
いとわないだろうか︖できる

そのような挑戦者の抑⽌は、従来の⼿段だけで効果的ですか︖
そのような状態の敗北は、⼗分に迅速かつ決定的な⽅法で⾏うことができますか

︖ブラッド・ロバーツ は、より⻑い戦争で滅びる可能性

のある何百万⼈もの⼈々の命を守るために、従来の⽅法で︖
そのような質問については、もっと考える必要があります。
要するに、廃⽌を可能にする可能性のある国際的な政治的条件
は現在存在していません。彼らは 、国際システムにおける
ほとんどの関係者の役割と責任において、主要な、そしてある意味で基本的な⽅向転換を必要としているように思
われる。
これらの観察は私に懐疑的を残します-
廃⽌を実現可能にする条件が何らかの形で
近接していることを確認してください。これは、私たちがそれらを実現するために働くべきではないと主張するも
のではありません
。結局のところ、私たちは、紛争のほとんど
が解消されたか、少なくとも安定し、⼤国が
協調して平和を維持する世界に住みたいと思っています。

そのような世界を近づけることは、⽶国の⼒を利⽤する価値のあることです（そしてそうされてきました） 。

安定性と廃⽌に向けた動き



について私は2番⽬の焦点になります。この論⽂は
、「地平線に近い」に向けた短期的なステップと、
実際の廃⽌の「遠い⾒通し」。間にいくつのステップがある可能性がありますか
（後者が実際に可能であることが証明された場合）︖それらは⼩さな
ステップまたは⼤きなステップであることが証明されるでしょうか︖私は、廃⽌を可能にする国際的な政治情勢を
近接していないと評価しているので 、近い地平線と遠い⾒通しの間の⾵景はかなり⼤きいと
結論付けなければなりません。
また
、地形を簡単に横断できる場合もあれば
、⼤きな⾶躍が必要になる場合もあれば、後戻りや間接的な移動が必要になる場合もあると思います。
また、その過程での経験が⼤幅に⾊付けされることも期待しています
軍縮の望ましさとそれを達成するための⼿段についての信念。
したがって、私はこの論⽂が旅のこの部分を短くしたと感じています。 私の⾒解では、⾵景の
この特定の部分では、より深く研究する価値があるとして、多くの問題が際⽴っています。
ここでは4つが強調表⽰
されています。

第⼀に、⼤国は、
核兵器への依存を減らし、
戦略的姿勢を新しい状況に適応させれば、不安定性という新たな問題に直⾯するでしょう。数が
減るにつれて、⽶国とロシアの両⽅がどれほど迅速にそして
競争⼒のある相⼿は、それらを送り返そうとする可能性があり、それぞれが 、この⽅法で有利に扱わ
れないことを⾃分⾃⾝に安⼼させるための異なる能⼒を持っています。
数が減ると、残りの機能の不均衡
がより顕著になります。⽶国は
ロシアの戦術核兵器についてますます⼼配するだろうが、ロシアは 中距離核能⼒を持っている
その周辺に沿った国家との新たな不均衡についてますます⼼配するだろう。 核兵器
を廃絶する場合とそのように︓討論|
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数が減り、ロシアと中国は不均衡についてもっと⼼配するでしょう-
従来のレベルの戦争（
核的⼿段によって補償する）での祖先。
彼らはすでに、⾮核戦略的ストライキと
ミサイル防衛における⽶国の増⼤する優位性を相殺できることを強く懸念している。より少ない数の核兵器国間の
関係の安定は、
単により少ない数に削減することによって達成されることはありません。

第⼆に、既存の2つの最⼤の核兵器の⼤幅な削減は、
他の州の⾏動に影響を与えるでしょう。著者
は、これが新しい州が核に参⼊するために⽣み出すかもしれないインセンティブに触れています
クラブ、ピアステータスへのエントリのコストが削減されたため。そのような
削減はまた、核クラブの既存のメンバーを新しい
核の地位に動機付けるかもしれない。たとえば、中国が（
数値的な意味で⽶国とロシアの兵器と⼀致するように兵器を増強することによって）可能な「平等へのスプリン
ト」は、今⽇、ワシントンと モスクワ



の両⽅の政策⽴案者にとって懸念が⾼まっています。 アジアの⼀部はまた、インドがその望ましい政治的地位 に最
終的に必要であるとみなす可能性
のある原⼦⼒のレベルについて懸念を表明している。著者が正しく主張しているように、この問題を軽減するには

ロシアと⽶国以外の核武装国を
正式な削減プロセスに持ち込む。少なくともこれまでのところ、これは
⾔うよりもはるかに簡単であることが証明されています。 それがどのように⾏われるかを決定するには、これらの
国の指導者がますます複雑化する 安全保障環境に対応して部隊構造を適応させようとし
ている⽅法についてこれまで明らかであったよりも深い理解が必要です。 第三に、最新の⽣産 者が武器と戦略的到
達範囲を拡⼤した場合、そしてそれが増加するにつれて、新たな安定性の問題が発⽣します。 ほとんどの州は最⼩
限の抑⽌⼒の美徳を説いていますが、ほとんどの州はまた、検索を⾒つけました

存続可能な抑⽌⼒が⻑く困難であるために。今後数⼗年で、
インド、パキスタン、イランなどの州
は、数百の弾頭と世界規模で到達可能な弾頭の兵器を集め
、抑⽌の網に途⽅もない複雑さを加える可能性があります。⼀⽅的な利点を時折
検索する
と、そのWebに途⽅もない脆弱性が追加される可能性があります。

第4に、今後数⼗年が過去数⼗年のようなものである場合、 ⾰命的なイデオロギーに取り組む
1つ以上の州の出現が⾒込まれます。

その州が核兵器も持っている場合、不吉な⾊合い。このような開発
は、「ならず者国家」の問題を⽐較して簡単に⾒えるようにする可能性があります。結局のところ
、少なくともこれまでのところ、「ならず者国家」に関する私たちの経験は、彼らが
彼らのすぐ隣⼈に対して攻撃を⾏い、
彼ら⾃⾝の市⺠に対して暴⼒を振るうことを求めてきたということです。私たちが世界をどのように変えるか

168 | ブラッド・ロバーツは、 国境 を広く再構築したり、世界的な輸⼊と称されるイデオロギーを前進させたりす
るために、核の脅威、そしておそらく核攻撃

の使⽤に取り組む⾰命的体制が出現した場合に直⾯します。

単に内戦を⾏うためですか︖アルカイダの⼀部は、まさにそのようなビジョンを明確に述べています。それ は、
「核の超⼤国」としての地位を利⽤して、最初にウンマを浄化し、次に 世界秩序を再
構築する核武装カリフ制の創設です。そのような国家の最終的な運命がどうであれ、その経験 は次の核秩序を形作
る上で⾮常に決定的なものになるでしょう。 このリストは 、「地平線の近く」を超えて 、「遠い⾒通し」への最
後のステップの前に、核秩序の結果の潜在的な問題を⽰しています。しかし、それは予測ではありません。いくつ
かのそのような問題



交渉によって管理しやすいかもしれません。
ここで予想されたものを超えた他の問題は間違いなく現れるでしょう。上で論じたように、私が ここでスケッチし
ようとしている⾵景に
沿って、いくつのステップとどのようなタイプのステップがあるのか  を正確に知ることはできません。 この暫定期
間における核秩序の課題 は独特であり、従うべきことにとって重要であるということを認識することは、少なくと
もいくつかの 重要な意味を持っています。 ⼀つの含意は、 核抑⽌が依然として関連しているこの暫定期間にいく
つかの課題があるということです。これは、

核武装国、特に他の
国の安全を保証する国は、抑⽌に効果的な能⼒を備えていなければならない。
認識されている5つの核兵器国のうち4つは、抑⽌⼒を将来の要件に合わせて調整することを⽬的とした近代化計画
を確⽴し
て
います。5つ⽬は⽶国であり、⽶国は、別の⽬的の
ために別の時期に建設された核抑⽌⼒の世話をし、過去の時代
により適し
た安全と信頼性の基準に引き続き取り組んでいます。奴隷制度廃⽌の⽀持者の多くは、現代の

廃⽌ の⻑期⽬標と⽭盾するものとしての⽶国の抑⽌⼒の化。ここで、
ウィリアム・ウォーカーによって組み⽴てられた核秩序の概念を思い出すのは有⽤です︓抑制と抑⽌の合意された
バランス。私たちは
、廃⽌ビジョンが何を抑制しなければならないかをよく知っていますが、
そのビジョンがどのような抑⽌⼒を必要としているのかについてはほとんど知りません。今後10年間の抑⽌の失敗
は 、抑制の成功と同じくらい
、軍縮の⾒通しにとって決定的である可能性があります。 ⽶軍の近代化を中⻑期的な⽬標と整合させる
いくつかの新しい基盤を⾒つける必要があります。

tives。
ペルコビッチとアクトンは、暫定期間における抑⽌の役割についての思考の限界を押し上げるという素晴らしい仕
事をしてきました。私
はさらに考えることを奨励するだけです。

核兵器の廃絶︓討論| 169 2番⽬の 含意 は

、著者
が論⽂を始める際の議論に関連しています。核兵器を持っているものと持って いないもの。」これは「遠い⾒通
し」にも当てはまるようですが、⼟地ではどうでしょうか-



そこと「地平線近く」の間の景観︖暫定期間中に、永続的であるが
不公平な核秩序が存在する可能性はありますか︖社会的および
政治的関係の他の場所では、権利の不平等な分配の唯⼀の根拠は、
責任の不平等な分配です。これは、暫定期間中
に不平等な核の権利を国際的に受け⼊れ続けるための唯⼀の可能な根拠は 、国連憲章の 原則と⽬的の管理者として
の責任
の核兵器国によるパフォーマンスの改善であることを意味します。彼らが責任を持って⾏動しなかったこと、そし
て

そのように⾏動しているように⾒える—軍縮の国際的な政治的条件の 最終的な実現の可能性はさらに低くなるだろ
う。責任を持って⾏動する彼らの能⼒は、彼らが 核武装したレネゲードに⽴ち向かうために利⽤できる⼿段
を持っているという彼らの⾃信に決定的に依存するでしょう。 論⽂の終わりに向かって、著者は「なぜわざわざす
るのか」と尋ねます。 最初のスケッチがそれがおそらく不可能であるかもしれないことを⽰唆するならば、なぜ 廃
⽌が必要とするもののビジョンを具体化しようとするのをわざわざするのですか︖なぜ議論があるのですか︖私の
答えは2つあります。第⼀に、核廃絶についての議論は思い出させるものです

紛争の解決と
集団安全保障メカニズムの効果的な機能 に国際秩序の利害関係者としての権⼒を貸すというすべての国の責任の。
秩序のない廃⽌
は災害のレシピとなるでしょう。第⼆に、次のステップと最後のステップについての議論は、その間の⾵景と そこ
で噴⽕する可能性のある核秩序
への明確な挑戦を明らかにするのに役⽴ちます。 私たちがこの世界にしばらく
住むことを期待しているのであれば 、その新しい⾵景の秩序の要件に合わせて抑制と抑⽌の戦略を調整するため
に、さらに多くのことを⾏う必要があります。 ハラルド・ミュラー

核兵器廃絶の枠組み
条件の重要性は、確か に私が読んだ核兵器廃絶に関する

最も包括的でよく考えられた論⽂です。
それでも、私には2つの主要な「マクロ論争」があり、その両⽅の痕跡が 物語の中で感じられるとしても
、著者は
⼗分に強調していないように思われます。 1つ⽬は、⼼のこもった⼤国関係を築き
、維持するという圧倒的な必要性です。
これは、軍縮外、繁殖外の政治的考慮事項であり 、有望な⽅法で廃⽌に向けて
動く可能性に影響を及ぼします。



2つ⽬は、軍縮のプロセスの経路依存性です。軍縮プロセスのアクターは、 彼らが進むにつれて彼らが⾏動する
基礎の条件を変えるでしょう。
最後のステップは、
それまでの道がうまく歩いた場合、
そして旅が始まった環境とは⼤きく異なる環境で起こります。軍縮プロセスでこの社会的ダイナミクスを無視する
と、⼀⽅では、今⽇の 視点
から最終段階の詳細を予測または処⽅することに⾃信過剰になります。
⼀⽅、それはこの最後の
フェーズの障害を定義する傾向があり、それが到着するまでに、それはなくなった可能性があります。

これらの2つの批判は、Adelphi
Paperのフレーミング、前提、および障害物を回避するための提案された⽅法のさまざまな要素に対処します。

⼤国コンサートの必要性

私たちは3つの段階で廃⽌プロセスを概念化することができます︓最初は
核軍備管理の基本原則と⼿段を復活させるでしょう

。ハラルド・ミュラー は、核武装国の間で

安定性と予測可能性を確⽴するために、必要に応じてそれらを多国間化します。 武器保有
の上位レベルを作成します。
インストール、段階的に、透明性を⾼めて信頼性を⾼めます
そのような上位レベルが実際に観察されていることを確認します。そして、この最初のプロセスを通して
、州のセカンドストライク能⼒への信頼を維持します。第2
段階では、兵器を⾮常に少ない数に減らします。おそらく、約
100かそれより少し下になります。抑⽌⼒と核利⽤の洗練された戦略は、
「実存的抑⽌⼒」に縮⼩するでしょう。透明性は
、核兵器複合施設全体に段階的に適⽤されます。
突然の攻撃のリスクは、
アラート解除の重要な⼿段によってさらに減少します（そのうちのいくつかは最初のフェーズでも⾒られる可能性
があります）。The
したがって、第3の最後のフェーズは、そこから真の廃⽌に移⾏することを意味します。
プロセス全体を通して、進展は2つの前提条件に依存します。1つ
は、核武装国の間で、 グループ
内で互いに悪意のある意図がなかったという基本的な、そして増⼤する⾃信です。
過去10年間に頻繁に⽿にした⾔葉、つまり
⼤国はもはや敵ではないという⾔葉は、実際の意味を
理解し、政策と戦略の具体的な変化によって強化されなければなりません。第⼆に、進歩
は国際社会が対処する能⼒に依存するだろう
ネタバレの場合—その事業に従わない単⼀の核武装国の場合
、あるいは核兵器計画に着⼿する⾮核兵器国の
場合。いずれの場合も、核武装国（および ⼤国の地位にある、またはそれに近い⾮核兵器国）が 規則違反者と効果
的に対峙する際に政治的統⼀を維持する
場合にのみ、廃⽌に向けたプロセスを継続することができます。 プロセスが脱線するのを防ぐために、決定された
⼿順を実⾏します。（もしルール ブレーカーが核武装国だったら、他の⼈たちは団結しなければならないでしょう



それに対して）。これらのステップには、極端な場合、共同軍事⾏動が含まれる場合があります。 明らかに、⼤国
間に深い対⽴がある場合、または彼らが 仲間の意図を信⽤しない理由

がある場合、どちらの前提条件も満たすことができません。 それは、ライバルが平等な地位や重要な担保権さえも
受け⼊れない という恐れに基づいて、⼤国が深刻な権⼒競争に参加した場合に当てはまります。 私たちがおそらく
⼤⻄洋横断地域からアジアへの権⼒移⾏の過程にあることを考えると 、このリスクは特に⾼いです。

核兵器は、恐らく
不愉快な驚きから国家安全保障を守るために必要であり、おそらく
世界中の戦略的⽴場を強化するための⼿段としても⾒られるでしょう。
また、ルール違反者に対処する⽬的の統⼀が勝てなかったことも明らかです
。⼤国は熱⼼に同盟国を

探し回るでしょう、そして核兵器を廃⽌することになるでしょう︓討論| 173

の増殖剤は、⼤国の
競争相⼿に対して使⽤するための理想的な橋頭堡かもしれません。同じように、そのうちの1⼈が
⼒による条件へのルール違反は地政学的利益として数えられるかもしれませんが 、スポイラー
の完全性を維持するためにそのような⾏動への反対を引き起こすでしょう。
⾔い換えれば、セキュリティ環境 は、Adelphi Paperで説明されているように
、コンプライアンスおよび施⾏ポリシーが成功する可能性のある状況に⼤きく影響します。 したがって、古典的な
意味での ⼤国間の競争の繰り返しを防ぐために、戦略的かつ制度的な セキュリティ環境を提供することが急務であ
る。そのような環境の1つは、 ヨーロッパのコンサートをモデルにした列強コンサートです。

ナポレオン戦争後の1世代以上にわたるヨーロッパの勢⼒。2
コンサートは、⽐較的単純な原則に依存してい

ます。•参加するすべての勢⼒は、お互いを平等であると認識しています。 •すべてが、優位性と圧倒的な攻撃⼒に
基づく

軍事戦略を放棄します。 •すべての⼈が他のすべての⼈の重⼤な利益を尊重し、 それらに侵⼊することを避けま
す。これらの重要な利益には、それぞれの安全な地域環境が含ま れます。 •すべての⼈が、共通および 世界的な懸
念事項について恒久的な協議を⾏っています。 •すべてが⼀⽅的な⼒の使⽤を放棄します。



•危機 が迫ると、協議のネットワークが即座に強化されることに全員が同意します。

•そのような危機において⼀⽅的な利点を求めるものはありません。

古典的なコンサートとは対照的に、そして危機を防ぐのを助ける⽬的で、すべての参加する勢⼒は 、国際法を遵守
するより⼩さな勢⼒
の完全性を尊重することに同意しなければならないでしょう。
もちろん、これは、
核兵器を取得するための⼩国へのインセンティブを排除するために不可⽋です。 歴史的なコンサートは、⼤国の指
導者が規則に同意し、密集してそれらを実践した
ため、世代を超えて成功しました

会議と⼤使館の協議のプロセス、および

174を⽰した| ハラルド・ミュラー

が最も重要視したときの節度と抑制-
より⼩さな州の内部の激変によって引き起こされたものを含む国際的な危機において。
彼らは慎重に仲間のつま先を踏むことを避け、彼らのパートナー が彼らの重要な利益を定義
する⽅法にかなりの程度の共感を育みました。 これはすべて、⽐較的リベラルな（イギリス）から完全に独裁的な
（ロシア） まで、⾮常に異なる憲法を持つ
州のグループで可能であることが証明されました。

今⽇、国際関係はこのモデルから遠く離れています。ブッシュ政権の外交政策は、 そのようなコンサートの基盤を
⼤いに破壊しました。それ は冷戦の終結後の数年間で明らかに可能でした。さらに証拠が必要な場合、それは ロシ
アとジョージアの紛争によって提供されました。 核軍縮のより狭い分野で最初の⼀歩が踏み出されると同時に、⼤
国 間の政治協⼒に向けて動くために多⼤な努⼒が同時になされることが不可⽋です 。これが国連安全保障理事会で
⾏われる可能性は低いです

メンバーシップを最新のものにする ことは本質的に困難であるため、いつでもすぐに理事会を開くことができま
す。そのため、
少なくとも中国とインドを追加し、
協議プロセスをより永続的にし、拡⼤することによって、G8のメンバーシップを強化することが最善の⽅法かもし
れません。アジェンダ。

これらの考慮事項は



、AdelphiPaperで⾏われたいくつかのポイントに影響を与える可能性があります。たとえば、それは明らか
に「社会的検証」に関する考慮事項に影響を及ぼします。
⾮政府関係者に由来する情報が国際的に使⽤されることは正しいが
原⼦⼒機関（
1992年の理事会の決定を通じてすでに付与されているもの）は、
それを制度化しようとすることはまったく別のことです。⾮政府主体の地位は
、完全⺠主主義、半⺠主主義、⾮⺠主主義国家で異なります。 ⾮政府関係者を認識する
検証システムを制度化するために中国またはロシアの同意を得ることは、初⼼者ではありません。 そのような体系
的な敵対⾏為で最初から解体プロセス
に負担をかけること は、緊急に必要とされるコンサートを確⽴する機会を取り除くでしょう。 したがって、物事を
そのままにしておく⽅がはるかに優れています。

軍縮プロセスと経路依存性

社会的および政治的問題では、結果は初期
条件の産物だけではありません。それらは、ここからそこに⾄るプロセスに⼤きく依存して
います。社会的および政治的は永続的な進化を遂げています。状況が変化すると
、機会の構造も変化します。
最初は考えられなかった新しいオプションが深刻な可能性になります。このようなプロセスのダイナミクス
は、冷戦の最終段階で明らかになりました。

核兵器を廃絶するとき︓討論| 175

ソビエト連邦は、政治における軍事演習にオブザーバーを認めた。
1986年のストックホルム⽂書で初めての拘束⼒のある⽅法で、
すべての専⾨家はこれが重⼤な変化
であると述べましたが、当時、それがドイツ統⼀で終わるとは誰も予測していませんでした。しかし、その後のプ
ロセスは、政治と軍備 管理の変化
の相互作⽤を段階的に⽣み出し、統⼀が 真の機会であるだけでなく、正しい⾏動となり、最終的には必要となる条
件を⽣み出しました。この プロセスは、それがもたらした重⼤な変化を考えると、異常に短いものでした。 私たち
は、特に⻑い視野での軍縮プロセスを考えています。

世代以上。
したがって、最後のいくつかのステップについて⾮常に具体的にしようとすることは、さらに問題があります。こ
れは、「仮想兵器」の問題と 、⾮核兵器地帯に必要な条件 に関する研究機関による提案された研究という
2つの点に特に重点を置いたAdelphiPaperのさまざまな考慮事項に関係しています。 仮想兵器は、軍縮の固定された
最終状態として意図されている場合、悪い 考えです。 この概念は、今⽇の核武装国の現在の懸念への対応です。し
かし、今⽇、これらの懸念があるかどうかは誰にもわかりません。



最終段階で存在します。最終状態として仮想兵器に固執することにより
、最終的には廃⽌を防ぐ2つの⼩さなモンスターが作成され
ます。第⼀に、仮想兵器は核戦争が
いつでも可能であるという精神を強化します。
この精神状態は、「安全保障共同体」の発展にとって有毒である3。列強間の関係は
、必然的に戦争の永続的なリスクを伴う、列強のための闘争の考えが
共同スチュワードシップの1つに置き換えられる。
⼤国間の戦争は考えられないと考えられている世界の安全保障のために。信念
戦争の可能性があるということは、他のプレイヤーが不正⾏為をしていることに対する強⼒なヘッジを意味し
ます。
これは、次に、仮想兵器から実際の兵器に⾮常に迅速に移動する能⼒を維持する必要が
あり、段階的に、廃⽌の基礎となる社会的信頼の構造を破壊するヘッジ移動の競争を引き起こす可能性
があります。
ライバルが使⽤可能な武器にネジを1回転近づけていると当事者が疑う場合、ヘッジレースは⾮常に不安定になる可
能性があります。
このダイナミクスでは
、冷戦時代よりも先制攻撃のリスクが⼤きくなる可能性があります。第⼆に、仮想アーセナルにはアーセナルキー
パーが必要です。
AdelphiPaperは正しく注意しています。よく知られているように、これらの飼育係は
無関⼼な技術専⾨家ではなく、むしろ独⾃の
利益を持つ社会的実体を形成しています。これらの利益は廃⽌に反しています。キーパーは
より多くのリソースを要求し、ヘッジレースを推進し、おそらく
仮想兵器から実際の兵器への復帰を⽀持するでしょう。過去と現在の核複合体から私たちが知っていることに基づ
いて4 、仮想兵器が全体像の⼀部である場合
、これは最終段階の予測可能な特徴となるでしょう。 176 | したがって、ハラルドミュラー バーチャルアーセナル
は、最終状態として考えられるべきではありません。⼀

それらがより本物のゼロ に向かう途中の有⽤な⼀時的な段階になるかどうかを探求するかもしれません。
これには、仮想兵器が最終的にどのように構築されるかについての明確で明確な計画が確かに必要です。 ⾮核兵器
地帯の状況について研究機関

のグループが実施する研究プロジェクトを作成するという提案は、 今では明らかなはずの理由から、不可能な作業
であり、おそらく あまり良い考えではありません。関連する専⾨知識を持つ研究所の所⻑ に共感します。私たちは
に基づいて働きます

私たちの現在の環境の。研究機関の私たち全員が創造的であるため、おそらく他の 誰
よりも⼤胆で先⾒の明のある計画を起草するでしょう。
それにもかかわらず、私たちはまだ私たちの
経験と現状の捕虜になります。これは、次に、私たちの慎重さを反映するアイデアや処⽅箋につながる可能性があ
ります。これは、 現在の状況では⾮常に適切



かもしれませんが 、将来の状況では著しく異なる可能性のある障壁として機能します。せいぜい、どんな 考えも絶
望的に時代遅れとして脇に追いやられるでしょう。最悪の場合、彼らは

軍縮の進⾏の敵が前進を阻⽌するために使⽤するでしょう。

結論︓次は︖

「次は︖」 廃⽌プロセスの進展 を⽀援するために必要な知識とアイデアを開発することを⽬的として、政治
家ではなく専⾨家および研究所のマネージャーに向けられた質問となること。 政策⽴案者が前進する⽅法を⾒つけ
るのに役⽴つかもしれない4つの主要な問題があると思います。• 核分裂性物質カットオフ条約（FMCT）のため の
堅固で普遍的な検証システムの確⽴間の関係を探る

適切な保護⼿段がない国々で の核分裂性物質⽣産の核考古学の基礎を準備する。これはまた 、FMCTで既存の株
をどのように扱うかという難しい問題への侵⼊を提⽰するかもしれません。 •戦術核兵器の取り扱い⽅法を考案す
る。特に 、NATO加盟国 （トルコ、バルト諸国、ポーランド）のグループの不安を認識しながら 、モスクワが核兵
器に依存するように誘導する セキュリティ上の懸念を考慮することの⼆重の困難に対処する。既存に固執したい

彼ら⾃⾝の懸念を軽減するための防衛協定。

核兵器の廃絶︓討論| 177 • 国家安全保障上の懸念 に対処しながら、将来の核兵器削減のため の多国間枠組みを作成
するのに役⽴つ、より⼩さな核武装国

の兵器庫に適した「キャッピング」概念を開発する。 •当⾯ の安全なセカンドストライク能⼒の必要性を尊重する
ミサイル防衛（宇宙兵器を含む）の制限を考案 し、国のミサイル防衛から普遍的なミサイル防衛に移⾏する ことの
技術的、法的、経済的可能性を探る。

中期的には 、状況の変化により継続的に適応
すべき戦略を修正することで、プロセスを損なうことなく、はるか先を⾒据えることができると思います。
私は
、研究機関による調査という著者の考えに基づいてい
ますが、アプローチを変えようとしています。私は、2つの常設グループを設⽴することを提案します（



せいぜいそれらの構造は⼆重に追跡されます）。1つは⾮核兵器地帯の検証
に関するもので、もう1つはコンプライアンスと執⾏に関するものです。グループ
は、廃⽌プロセス全体（おそらく

メンバーシップの変更）、条件の変更に応じて適切に変更される 「ローリングテキスト」に取り組みます。この種
の取り決めは、 特定の時代遅れの歴史的状況に 結びついた概念を凍結するリスクを回避しながら、将来
を指し⽰す⻘写真で恒久的な作業を進めることを可能にします。 178 | ハラルド・ミュラー ノート 1ロナルド・L・
タメン、ヤツェク・クーグラー、 ダグラス・レムケ、アラン・C・スタムIII、キャロル・ アルシャラバティ、マー
ク・アンドリュー・アブドラヒアン、 ブライアン・エファード、AFKオルガンスキー、パワー

移⾏︓21世紀の戦略
（ニューヨーク︓Seven Bridges Press、2000年）。

2 Carsten Holbrad、The Concert of Europe

（ロンドン︓ロングマン、1970年）。

3 Emanuel Adler and Michael Barnett、
eds。、Security Communitys（Cambridge︓

Cambridge University Press、1998）。

4ヤンネ・ノーラン、「次の核態勢
⾒直し︖」ハロルド・ファイブソン編、
核のターニングポイント︓核兵器のディープ
カットとデアレルの⻘写真
（ワシントンDC︓ブルッキングス研究所
プレス、1999年）。ヒュー・ガスターソン、
爆弾︓アメリカの核施設の肖像
（ミネアポリス︓
ミネソタ⼤学出版局、2004年）。

ブルーノ・テルトレ

軍縮
論争の進展︓共通点と未解決の
質問

さわやかなアプローチ核兵器の廃絶というアデルフィ紙は、 核軍縮論争への



⾮常に重要な貢献です。
これまで
、廃⽌について真剣に議論することに専念するほとんどの出版物
は、⾮政府擁護団体の世界または技術の世界のいずれかで始まった。
nicalの専⾨家。
彼らは、検証の技術的課題にどのように対処できるかを説明すること、または廃⽌が
緊急に必要とされた理由を説明することに焦点を当てる傾向がありました。

核兵器の廃絶は、
政治的および技術的専⾨知識を組み合わせて、
完全な核軍縮が現実になる可能性のある条件を定め
、論理的かつ現実的な⽅法で問題に対処するという点で、この議論における概念的な突破⼝です。テキストの2番⽬
の
⽂は、2⼈の著者が採⽤したアプローチを
⽰しています。
安全に禁⽌されたものを作成し、そのような
禁⽌を実施するための措置をどのように検証し、実施することができるでしょうか︖」 核兵器の廃絶はまた、重要
な反論を容易に却下する問題に関する 以前の研究と報告を導いた「擁護の罠」に陥ることを回避し、 それによって
そのようなテキストをほとんどの場合、政治的無意味に⾮難する

という点で注⽬に値する作品です。。 代わりに、核兵器廃絶は、核兵器廃絶 の最も困難な戦略的課題に正⾯から取
り組んでいます。その最も強⼒なメッセージの1つは、 180 | ブルーノ・テルトレ

「⽬標が現実的であるという共通の感覚がなければ 、国家は核兵器廃絶に必要な変更を加え始めません。」
⼈⼯的なロードマップやタイムテーブルを提⽰する誘惑を賢く回避します。

著者の⾒解では、廃⽌が望ましい理由を明確に述べているが、
それは冷静な⽅法で
⾏われ、核武装国と⾮核兵器国にほぼ等しく責任を負わせている。 廃⽌が実⾏可能であり、「⾮核兵器国が責任を
負うのが賢明である」という望ましいこと
の両⽅であると⾒なす傾向がある論⽂を読むことは新鮮です。

核兵器の安全な禁⽌のための条件 を作ろうとしている核武装国の合理的な期待に応えて」または
「⾮核兵器国は、
核産業も軍縮も得られないことを認識すべきである」
核不拡散体制を強化し、実施するための努⼒に参加してください。」そして、
著者は「両⽅の⾯で同時に動く」（不拡散と軍縮）必要性を強調しているが 、好循環を作り出すために何かが「最
初に⾏かなければならない」場合、それは解決策
でなければならないことを認識しているようだ。



イランと北朝鮮の問題は、これらの2つの州
が、国際社会の現在の⿇痺を⾃分たちの利益のために利⽤しているという理由だけである。 この論⽂は、2つの核
の超⼤国と初期のアジアの兵器庫の間に位置する
中国の極めて重要な役割の良い例を⽰してい ます。 そして、ほとんどの廃⽌⽀持者が⽶国 に怒りを集中させる傾
向があるとき、イラン問題 を「世界的な核武装解除の⽬的に深刻な損害を与える」と特徴づけることは称賛される
べきである。 核兵器を廃⽌することは、優れた、そしてしばしば詳細な回答を与える

廃⽌は実⾏可能ではないと主張する⼈々の古典的な反論のいくつか
。これには、例えば、「核兵器を発明することはできない
」という議論が含まれます。
著者らは、「核のノウハウが⻑引くという問題は無期限に続くわけではないかもしれない」と正しく主張してい
る。彼らは
「核知識」をどうするかという問題に効率的に対処します。
結局のところ、廃⽌の最も重要な
課題は、技術的または政治的技術的であるよりも政治的であるという彼らの結論を⽀持することしかできません
。

この論⽂はまた、核兵器が取引される場合、

離れて、核兵器の所持が（正しくまたは
間違って）提供したものと同等 の安⼼感を育むために、他の信頼できる⼿段を設定する必要があります。
特に、ロシアや中国などの国々は
、⾮核世界では相対的な⽶軍⼒が
増加しないという保証が必要であると彼らが述べているとき、著者はそれを正しく持っています。彼らはまた、核
兵器廃絶核兵器廃絶
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は、台湾、カシミール、
そしてパレスチナは未解決のままです。よく知られているように、安全保障の将来についてのアメリカの議論は、
現在アメリカの核の傘によって保護されている
国々を巻き込む必要があります。 そして、⼤規模な通常戦争の地域的およびおそらく世界的なコストを考えると、
核兵器を 放棄した国が感じることは⾮核兵器国 の利益にはならない という論⽂の主張を称賛する
ことしかできません。安全性が低くなります。 同様に、この論⽂は、最後の核兵器を廃絶する という課題を前もっ
て扱っています。そうする前に、「国家は

「⼩さな」ブレイクアウトのリスクでさえ、少数の核兵器を保有し



、核抑⽌の失敗に苦しむリスク よりも低いと確信している。」

⾮核兵器の廃⽌は、多くの点で前向きであり、
特に検証の課題に取り組むことにおいて（そして、
例えば、検証可能な⾮核兵器のない世界が
原⼦⼒船の禁⽌を意味するかもしれないことに正しく注意することにおいて）、または
執⾏。
この点で、それは現実的なままです。「堅牢な⾃動を確⽴することでコンセンサスに達することはおそらく不可能
でしょう。
⾮準拠のアクターに対する執⾏措置。」著者は、最後の核兵器 を国際当局
に譲渡する決定などの簡単な（そして⾮現実的な）修正を避けています。
そして彼らは、法的拘束⼒のある排除制度が考案され たとしても、何らかの形の撤回条項を認めることを避けるこ
とは
不可能かもしれないことを理解しています。 著者による多くの提案は、核軍縮（ このコメンテーターを含むグルー
プ）の懐疑論者によってさえ、 理にかなっており、反対するのは難しい。 その中には、核軍縮の状況を議論するた
めの政府間グループの創設が含まれます。専⾨家を設定する

透明性に関するワーキンググループ。または⾮国家
主体への拡散を国際犯罪にする。

不拡散は軍縮に関連していますか︖

もちろん、いくつかの弱点があります。

この論⽂は、核軍縮が達成されるべきかどうかに焦点を当てていないことを明確に述べているが
、なぜそれが達成されるべきかについての議論を提供して
おり、それらの議論は必ずしも説得⼒があるとは限らない。それは、「 不平等に基づいて、
核秩序を⻑期にわたって維持し強化することはできない」と述べています。
しかし、他の「不平等な」状況の存在を脇に置いて-
（多くの主要な国際機関において）、
核不拡散条約（NPT）が権利と義務の平等を提供しているというケースが作られる可能性があります

。ブルーノ・テルトレ

同様に、NPT第6条の意味の問題は
完全に満⾜のいく⽅法で扱われていません。この論⽂は「⼆重
基準」に反対しているが、第6条の「⼀般的かつ完全な軍縮」の部分を忘れる
ことも⼆重基準の事例と⾒なすことができる。紙は、「 核兵器国が彼らが彼らを主張しようとしたならば、州は
条約を無期限に延⻑することに同意しなかっただろう…」と正しく述べている

核軍縮を追求する義務はありませんでした。」これは確かに真実ですが、
それは主にストローマンです。核兵器国は
、核軍縮を追求する義務の存在に異議を唱えません。彼らの議論
は⼀般的に以下の点を中⼼に展開して



いる。第6条に含まれる軍縮義務には期限が含まれていない。第6条には、⾮ 核兵器国
がほとんど満たすことができない従来の軍縮義務も含まれています。
核兵器国は
、第6条の核条項を遵守します（たとえば、軍拡競争に終⽌符を打つことによって）。
条約の主な⽬的は不拡散であるため、
第6条への「不遵守」の申し⽴て
は、⼀部の⾮核兵器国による実際の議論の余地のない条約違反と同等にすることはできません。

セキュリティ、影響⼒、および核兵器著者 が核兵器所持の利点が誇張

されていることを実証しようとすると、別のストローマンが作成されます。
彼らは、そのような兵器を所持している⼈々は、「 ⼤規模な通常戦争
を阻⽌することに失敗することは決してないだろう」と想定していると主張している。
そのような幅広い主張（キーワード
は「決して」ではない）をする⼈は愚か者でしょうが、彼らは誰ですか︖核武装国
核抑⽌⼒を維持することは、
武装解除のリスクを冒すよりも、⼤規模な通常戦争がないことを保証するためのより安全な⼿段であると想定しま
す。

それどころか、核
破壊の脅威に耐えられないことの利点は誇張されているかもしれません。ドイツ、⽇本、ボスニア、ルワンダなど
の多様な国々は、 ⾮核⼿段
による極端なレベルの破壊を経験しています。
（確かに、この部分はさらなる議論につながる可能性があり
ます。たとえば、最近のいくつかの技術研究では、
⽐較的⼩規模な核交換でさえ世界的な影響を与える可能性があることが⽰されています。）

この論⽂は、核兵器の製造 と維持のための安全保障上の根拠に焦点を当てています。
それは、政治的論理的根拠（それらの中で影響⼒と名声）、および
これらの認識された利益を「補償」する⽅法と⼿段に⼗分な扱いを与えません。
インドが原⼦⼒発電を⾏った理由の1つは 、
インドが⼤国の地位への近道を模索したことです。
したがって、他の地域⼤国の核兵器ルートを軽視するためには、 核軍縮
の前提条件として国連安全保障理事会の真剣な改⾰が必要かもしれない。

核兵器の廃絶︓討論| 183分析は、「再保証」が⾮⻄側諸国が 核兵器が提供する 優れたイコライザーを放棄するため
の鍵となる

ことを⽰唆する場合、⾮常に理想的なものになります。そのような保証を 与えることができる⼿段は眉をひそめ
る。ワシントンは「 軍事⼒を使⽤するかどうか、いつ、どのように使⽤するか を決定する際に他の⼤国が理解する
国際法を遵守する」ことを約束する。これは 深刻な問題を提起します。第⼀に、そのような安⼼感は確かに⼗分で
はないでしょう︓ なぜ⾮⻄側諸国は⽶国を信じるべきなのでしょうか︖2番、



国連憲章に完全に準拠した⽶軍の使⽤でさえ、その
ような州にとって問題となる可能性があります。第三に、中国やロシアなどの国による「国際法」の解釈は 、最も
⼀般的な⻄洋（⽶国以外を含む）の解釈と
相容れないことがよくあります。 著者らは、⽶国が他の⽬的のため に「⼀⽅的または⼩連⽴の軍事介⼊を避けなけ
ればならない」と 付け加えたとき、彼らの主張をこれ以上強くしません
。（連⽴はいつ⼗分に⼤きくなるでしょうか︖ 特定の地域の主要な州の⼤多数の⽀持で⼗分である可能性がありま
す

介⼊を正当化するが、それが北京、モスクワ、または他の州にとって許容可能な基準である と信じる理由はな
い。）ここでの真の鍵は ワシントン間の真に協⼒的な関係
の確⽴であるという認識によってわずかに相殺される。
、モスクワ、
北京—確かに困難な作業ですが、少なくとも
その点が明確になると、議論の論理的⼀貫性が強化されます。（結局のところ、
70年前に英国、フランス、
ドイツ、イタリアの関係が⾮常に協⼒的になり、単なるアイデアは
それらの間の戦争は今や考えられる領域の外にありますか︖）著者がミサイル 防衛やNATO拡⼤ などの問題につい
て「ロシアの懸念に対するより⼤きな感受性」を要求する

とき、同じ程度の理想主義が働いているようです。ミサイル防衛に関しては、これはロシアのレトリックにある程
度の誠実さを前提とし ており、⻄側の多くの⼈々が本当に存在することを疑っています。 NATO拡⼤に関しては、
欧⽶の⼀部は 、ソビエト連邦の崩壊を20の最⼤の悲劇と⾒なして いる国の要求に応じる知恵に疑問を投げかけてい
ます。

三世紀; より安定性をもたらすのではなく、そのような動きは
より不安定性をもたらす可能性があります。

いくつかの未解決の質問いくつかの分野 では、さまざまな出⾝、個⼈的な好み、および敏感さの

専⾨家が関与するさらなる作業または少なくとも対話が必要です。 第⼀に、軍縮と不拡散 の間の因果関係の強さは
何ですか︖イントロダクションはそれを⾮常に明確に述べています︓プライマリ 184 | ブルーノ・テルトレの廃⽌へ
の新たな関⼼の動機は、 不和に向けた真剣な進展なしには増殖を抑える ことは不可能であるという「信念」です。



mament。このよく知られた議論には2つの問題があります。最初の
ものはテキスト⾃体に現れます︓それは事実であると同時に「信念」であり、おそらくそれ以上 に、過去20年間に
NPTが承認
した5つの原⼦⼒発電所のうち4つによる核削減は⾏われていません。 核拡散のダイナミクスまたは不拡散の 議論の
いずれか
に深刻な影響を及ぼしました。 第⼆の問題は、核軍縮を提唱する国家の指導者がそれを最優先の政治的優先事項と
⾒なしているという証拠がほとんどないということです。 彼らが州または政府の⻑と直接会うとき-

核兵器を持っているメント、彼らはどのくらいの頻度で軍縮について⾔及しますか︖
答えはおそらくほとんどありません。場合によっては、特に
⼀部の⾮同盟国の外務省では、核軍縮の擁護
は、⼀部の官僚的構成員の存在理由のように思われます。 第⼆に、核兵器国がとった場合、 不拡散体制を強化する
ためのコンセンサスを⽣み出す

「重要な軍縮措置」はありますか︖⾮核兵器国のレトリックを 額⾯通りにとると、核兵器国は

不拡散規範 を強化するための⽀持を得るための軍縮の条件。しかし、核兵器国の政府当局者は、過去 20年間
に重要なジェスチャーをしたため、その議論に懐疑的になります。 それでも、⾮核兵器国 が不拡散体制のさらなる
強化に同意する前に
、彼らは常に彼らの善意の証明のために「もう少し」するように求められています。（例えば 、1995年のNPT会議
の決定2に 含まれる議題の⼤部分の核兵器国による履⾏、「

核不拡散と軍縮」はほとんど認識されていません
。）⾔い換えれば、著者が求める「好循環」はどのよう
にして開始されるのでしょうか。 そして、⼀⽅では軍縮義務を果たしている
と正直に信じている核兵器国の⼈々 と、他⽅では⾮核兵器国の⼈々との間の「認識のギャップ」をどのように埋め
ることができるのでしょうか。誰が平等にそして正直 に裏切られたと感じます か ︖

評議会、そしてより⼀般的には、国際ガバナンスの改⾰と⾮核世界への道との 間の因果関係。

最後に、⾮核世界における弾道ミサイルと防衛の役割は
、より広く、より深い議論に値するかもしれません。具体的には、その
ような⾮核攻撃および

核兵器廃絶の潜在的な安定化または不安定化の役割︓討論|



⾮核世界における185の防衛戦略システムは検討に値する。
しかし、その議論が⾏われる前でさえ、いつ
問題に取り組むべきかを決定します—核兵器の廃絶後、その前に、
または同時に—解決する必要があります。

186 | ブルーノ・テルトレ

注

1たとえば、第1条と第2条の間、または 第6条の範囲内でさえ、ほぼ間違いなく
義務のバランスがあります。 2 2000年核拡散防⽌条約 の最終⽂書に含まれて いる「13のステップ」のいくつかは、
達成されたと主張する⼈もいるかもしれません。 ただし、1995年の「原則と ⽬的」は、より適切な 参照ポイント
である可能性があります。これらは 、

条約を無期限に延⻑し、それら
は「⾏動計画」と呼ばれ
、当事者を明確にコミットしました（ 13ステップは、政治的に 拘束⼒のある⾏動アジェンダ というよりも、遵守
すべき原則
のカタログでした）。 ACHILLES zALUAR 核軍縮 への現実的なアプローチ核兵器の廃絶 において、ジョージ・ペ
ルコビッチとジェームズ・アクトン は、ドイツの哲学者や科学者、特にアルバート の⽤語で「思考実験」という魅
⼒的な「思考実験」に取り組んでいます。

この有⽤な技術を採⽤し、普及させたアインシュタイン。
スタンフォード哲学百科事典によると、思考実験は
「物事の性質を調査するために使⽤される想像⼒の装置」です1。ここでは 、世界をより安全にする⽅法で
核兵器を禁⽌する⽅法を調査することに挑戦しています。つまり、国家が核不拡散条約 （NPT） の第6条に含まれ
る核兵器廃絶義務を履⾏しよ
うとすると、どのよう
な影響がありますか︖著者は、理由があって、進歩を⽰さないことを恐れています



この法的拘束⼒のある義務の履⾏に向けて、不拡散体制 を弱体化させ続けるでしょう。 彼らは、核兵器は「発明を
解くことができない」ので、核軍縮は無駄

であるという仮定に異議を唱えたことで称賛されるべきです。 消える
こと
のないような兵器を製造するために必要な知識です。
⼈類は常に知識の管理⽅法を学んでおり、特定の カテゴリーの武器
を製造するためにそれを使⽤しないという意識的な決定を下す可能性があります。
PerkovichとActonが指摘しているように、「⼤規模なガス
室」も「発明」することはできませんが、許容することもできません。
⾷べた。
たとえば、遺伝的に強化された⽣物兵器を製造するために、さらに破壊的な可能性のある技術を取得すると

、この章で表現される⾒解は、著者の個⼈的な⾒解のみであり、 必ずしも ブラジル政府の⽴場を
反映するものではありません。 188 | Achilles Zaluarは 、そのような知識の使⽤に境界を設定するため に、政治的、
倫理的、および司法の領域で⽐例した努⼒を捧げなければなりません。 NPTバーゲンを再考しますか︖ Perkovichと
Actonは、考えられるすべての異議に答えることはできないことを認めています。

核兵器廃絶 の望ましさと実現可能性をめぐって起こりうるあらゆる不測の事態を予⾒します。彼らの意図は、むし
ろ、
「核武装国」（
NPTが認可した5つの核兵器国と
イスラエル、インド、パキスタンを含む⽤語）と⾮核兵器国の両⽅で国際的な専⾨知識を動員することです。 核兵
器の禁⽌を有効にするために必要な
主要な技術的、政治的、経済的、戦略的条件を探求する⽬的で。 アデルフィ紙
の草案で、彼らは、この専⾨知識が フォーラム（核軍縮に関する政府間パネル）に集まる可能性があることを⽰唆
しました。

気候変動に関する政府間パネルと同様の役割を果たし、
地球温暖化とそれを緩和するためのオプションを理解するための専⾨知識を動員します
。最終版では
、核軍縮の課題は
気候変動を伴う課題よりも明らかに政治的であるため、政府はそのようなパネルの作成に消極的であると想定して
います。著者
は、政府と「⺠間の財団に、政府関連の独⽴した シンクタンク
の国際協⼒を開始して、

核兵器。"
政府は、「その後、そのような協⼒の参加者を招待して、NPT



検討会議、各国政府、ジュネーブ軍縮会議、
および国連総会に結論を提⽰することができる」と⽰唆している。 核兵器を保有している国と保有していない国の
両⽅に対して、ペルコビッチとアクトン

が提⽰した挑戦の意味を熟考することは有⽤です 。 法と外交では、戦争と同様に、困難に得られた地形を譲歩する
ことを嫌うことがよくあり ます。 これは、著者が⾮核兵器国に⽀援を求める論⽂のセクションで問題になります

核兵器国が核兵器を廃絶するために真に動くよう動機付けるために 、監視を強化し、
核技術へのアクセスを制限する可能性のある政策。
著者
は、⾮核兵器国に
、NPTの⽂脈ですでに達成したことを再交渉するよう呼びかけているように読むことができます。つまり、核兵器
を廃絶 するという原則
としての5つのNPT認可国による承認です。
兵器。このコミットメントがなければ
、NPT体制に組み込まれた差別は耐えられず、
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今⽇の世界は、実際よりもはるかに多くの核武装国を扱っている可能性があります
。 過去には、核軍縮を交渉する義務⾃体が有効であるかどうか（それが「独⽴した」 義務である場合）、または第
6条に含まれる第2の義務を何らかの形で条件としている場合 、「条約」

についての議論がありました。⼀般的かつ完全な軍縮について。」この議論 は、1996年7⽉8⽇に国際司法裁判所の
勧告的意⾒によって決定され、この 論⽂ で分析するに値する重要な決定がなされました。裁判所は、全会⼀致の投
票により、

NPTの5つの核兵器国の裁判官は、「厳格かつ効果的な 国際的管理 の下で、あらゆる⾯で核武装解除につながる
交渉を誠実に追求し、結論を出す義務がある」と述べてい ます。武装解除の義務は 、核兵器国⾃⾝の 最⾼の司法
専⾨家の同意を得て、 従来の兵器管理の想像を絶する改善を何らかの形で条件としている。政治 レベルでは、再び
核兵器国の同意を得て、

2000年のNPT会議は、 NPTの第6条の実施 に向けた有名な「13のステップ」で、「 核軍縮につながる
核兵器の完全な廃絶を達成するための核兵器国による明確な取り組み」を認めた。 したがって、ペルコビッチとア



クトンは、⾮核兵器国が 、廃⽌の実現可能性の無制限の 調査につながる可能性のあるパネルまたは他のフォーラム
に参加するための招待を受け⼊れることに慎重であったかどうかを確かに理解するでしょう。そのような兵器を保
有する国の核兵器施設は、 技術的に有能でなければ何もありません

廃⽌に反対する議論を考案するのに独創的です。彼らは1950年代
以来、核実験を禁⽌する条約を⾸尾よく阻⽌してきました
。もちろん、そのような廃⽌の挑戦の調査は
、核兵器施設から技術者を連れてくる必要があるでしょう。
不確実な将来の廃⽌のいくつかの不測の事態に対する巧妙な反対によってパネルが⾏き詰まった場合
、核武装
国は、問題が有能なパネルで議論された、
コンセンサスがなかった、そして、したがって、
すべての異議が解決されるまで核軍縮。
これは、原則として核軍縮へのコミットメントからの後退と⾒なすことができます。これ
は、不拡散体制の信頼性にとって危険な展開です。
核兵器国の⼀部の⼈々が
核軍縮に関する国際パネルを置くかもしれない使⽤についての懐疑論は
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⾃体のメリットを損なうことはありません。
専⾨家や学者が
⾮核兵器地帯の要件について議論することは重要であり、実際に重要です。議論が政治に移るとき
しかし、レベルが⾼く、国家の代表者を巻き込むには、核軍縮
を達成する⽅法についての議論を、
それが価値のある⽬標であるかどうかについての議論に変えないように、適切に組み⽴てる必要があります。

代替核の未来

核軍縮について議論している 間、63年間戦争で
核兵器が使⽤されていない今⽇の世界を、 世界の安全保障のすべての可能な⽅向を想像しようとする思考実験と⽐
較しようとすべきではありません。数 ⼗年以上かかる可能性があります。もちろん、私たちが想定しているいくつ
かの可能なシナリオでは

⾮核兵器のない世界では、
⼤国間の勃発、安全保障上の危機、戦争、さらに
は秘密裏に再構成された核兵器を使⽤した国やテロリストによる奇襲攻撃さえもあり得ます。絶対的なセキュリテ
ィを永遠に保証するという⽬標、
つまり歴史の終わりは、悲しいかな、
キメラです。



むしろ、思考実験と思考実験を⽐較する必要があります。 別の実験は、次の数⼗年間の
「通常通りのビジネス」シナリオを想定することです。このシナリオでは、次のようになり ます。•核軍縮に向けた
深刻な進展はない。 •核兵器国は、⾃国の兵器の知名度を維持している、と主張する-

「⾮核攻撃 に耐えることができる標的」を破壊するため、または「化学兵器および⽣物
兵器に対して報復するため」、または「驚くべき軍事開発の
場合」、または「重要な国家を保護するために」それらが必要であること利益」、「
同盟国の安全を守るため」、「予期せぬ不測の事態に対するヘッジ」、
または核兵器施設によって考案されたその他の創造的な任務声明
。

•注⽬を集める核兵器は、抑⽌
⼒だけでなく、列強の地位と国への影響⼒も与えるようです。

国連安全保障理事会 の常任理事国⼊りなどの特典で、それらを保持します。

•強化された地位と抑⽌⼒の向上から恩恵を受ける「n」の核保有国を考えると
、いつでも「n + 1」の状態があります

。核兵器の廃⽌︓討論| 同じ理由で核兵器

を求め、最終的には取得し、
別の州が次の核候補になることを促し
ます（この仮定は1945年以来当てはまります）。 •包括的発効など

、核兵器国の法的拘束⼒のある義務と厳粛な約束

テスト禁⽌条約（CTBT）、NPT第6条の実施
、ICJの勧告的意⾒、1995年と
2000年のNPT会議の決定は実⾏されないため
、体制の信頼性が低下します。

⾔い換えれば、この「通常のビジネス」シナリオでは、不拡散
体制が混乱し、危機が発⽣するたびに危機を管理します。
私はそれを証明することはできませんが、キャンベラ委員会報告書 （核廃絶のジレンマの
包括的な分析を含む⽂書）とともに、そのような世界では「

多数の核兵器を永久に保持し、

偶然または決定によって使⽤することは決してないという命題は、信頼性に反します。」3
思考実験は、最⼩のリスクとコスト、および

最⼤の利益を予測します。 「混乱」︖
私がPerkovichとActonと共に前者を好むのと同じように、
⾼い不確実性が存在する場合、後者の「現状バイアス」4



が優勢になる可能性があります。

幸い、この危険な選択をする必要はありません。ペルコビッチ
とアクトンは、⾏くことの課題に気づいたときに抜け道を提案します
百兵器からゼロ（核廃絶シナリオ）への移⾏は、例えば、数 万から百へ
の挑戦よりもかなり⼤きいでしょう。 NPT第6条の実施に向け
た確固たる政治的コミットメントと組み合わせると、最初 に⽬⽴つ数千の核兵器から⽬⽴たない数百の核兵器に移
⾏する （私たちがそう決定した場合、廃⽌に向けた中間段階） 。 廃⽌シナリオの多くの利点を提⽰し、主張され
ている危険性やリスクはありません。 核の総数を減らすというこの議題にコミットする

武器を世界的に数百に増やし、国際政治の最前線からそれらを取り除くこと は、NPTの究極の⽬的の
⽅向への前向きな変化を表すでしょう。
実際、この変化は⾮常に⼤きなもの
であり、その結果は国際システム全体に波及し、絶対 零度
になるという津波を恐れるリスクはありません。
さらに、それは国際社会に
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の「やることリスト」には、少なくとも10年かかります。これ
は、不拡散体制の信頼性の喪失を逆転させることができる10年です。

コミットメントの実施と認識されたリスクとの間のトレードオフとして状況をモデル化すると、現在の状況 がパレ
ート最適ではないこと、つまり、合理的な 評価の下で改善することが可能で
あることが容易にわかります。 リスクを増⼤させることなく、そして間違いなくそれらを低減することなく、完全
な廃⽌に⾄らない実施。核廃絶と核抑⽌の⽀持者は ⼀緒に⾏進し、 両⽅にとって最良の結果に到達 し、議論を更
新しなければならない後の段階で、廃絶に近いが、その差を残すことができます。 廃⽌に向けた実践的ステップ

CTBTの批准（
兵器研究所と増殖する可能性のある国を除いては簡単）と、核兵器国
による確固たる声明から始めることができます。
彼らは他⼈による核兵器の使⽤を阻⽌するためだけに核兵器を保持していること
。
これもまた、すべての核武装国による確固たる核の先制不使⽤のコミットメントを伴う。次のステップはおそらく
兵器⽤核分裂性物質カットオフ条約（FMCT）であり、これは おそらく世界中の核物質に対するより厳格な管理と
引き換えに
、核兵器に上限を設ける可能性がある。



強⼒な検証体制を備えたFMCTは、他の種類のものは
、それが書かれている論⽂の価値がないだろうが、核兵器
国に核保障措置の苦痛と費⽤をもたらし、それによって
不拡散体制をより公平にするだろう。FMCTの交渉と実施の経験は、将来の 核廃絶条約
への道を開くのに⼤いに役⽴つでしょう。
そのような条約の問題の多くは、おそらく
想像することは不可能であり、ましてや、この中間的な
ステップを踏んでそれから学ぶことなしに解決することはできません。

核兵器はただであるという前提の普遍的な受け⼊れ
核攻撃に対する抑⽌⼒は、現在の
政治的議論を⼤幅に簡素化するでしょう。これらの兵器の政治的顕著性が低下
するにつれて、核軍縮の議論を世界的な
勢⼒均衡から徐々に切り離すことができます。 それを⾏うことは、例えば、核兵器を保有
していない国に国連安全保障理事会の常任理事国⼊りを開放することによって合図される可能性があります。 「核
兵器国の核政策は ⾮核兵器の意思決定プロセスに影響を及ぼさない」という趣旨の 核兵器施設の内部から異議が唱
えられることがある。

特に
、核不拡散体制の規範を遵守するか回避するという彼らの決定において。
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さらに別の思考実験。核兵器が
いくつかのライバルのユーラシア諸国によって買収されたが、⽶国には
何もなかったと想像してみてください。⽶国の戦略的計算は、
ヨーロッパとアジアの核武装国の核政策によって影響を受けるでしょうか︖
質問はそれ⾃⾝の答えを提供します。

兵器の「最⼩限の抑⽌」姿勢への削減—
数百の兵器（そしておそらく数⼗の兵器）
、そして最も重要なのは、政治的顕著性が低いこと
で、キャンベラ委員会が認めているように
、「政治的判断は 廃⽌に向け
た次のステップを踏むために、検証体制から可能な保証のレベルが⼗分であるかどうかについて必要でした。
核兵器国の指導者と世論は
、「核兵器のない世界は、基本的に、より安全な場所になるだろう」と確信しなければならない でしょ
う。

原則として、
NPTとICJの決定。しかし、実装の問題として、それは
今⽇勝つことはできません。⾮核兵器国は、軍縮の約束を再交渉することを躊躇し、「 差別 のない平和⽬的のため
の核エネルギーの 研究、⽣産、使⽤を開発する不可侵の権利」への制限という形で、



追加の「譲歩」を⾏うことははるかに少ないでしょう。 （NPTの第4条）— 彼らがすでに受けた約束と引き換え
に。しかし、それは、 実装の問題として、私たちが「最⼩限の

抑⽌⼒/低顕著性」段階。ことわざにあるように、「私たちはその
橋にたどり着いたら、その橋を渡ります。」

ここで、この論⽂で指摘されたいくつかの具体的なポイントについてコメントします。

検証の課題

ペルコビッチとアクトンは、その基準を⾮常に⾼く設定しました。彼らは、 核兵器
禁⽌のために完全な検証を作成するという⾃然な欲求を探求することにしました。 彼らが認めているように、この
問題は今⽇の観点
から理解するのは難しい。 たとえば、20年から30年の間に、待望の⺠間⼈の「核のルネッサンス」がパンアウトし
たのか、それとも混乱したのか はわかりません。

FMCTが交渉され、実施され、 今⽇の核兵器国の
燃料サイクルを保護することについての新鮮な質問と回答を私たちに提供するかどうか。
そして、再処理が当たり前になるか
、⾮常にまれになるか、あるいは禁⽌されるかどうか。

弾頭の認証、タグ付け、および解体については、
このホワイトペーパーで詳しく説明しています。

著者は、 194を検証するという厄介な問題に進みます。Achilles Zaluar

の過去の核物質の⽣産—「完璧な」
検証が必要な場合は、⽣産記録と在庫の確認が必要になります。
過去数⼗年から。それでも
、著者が指摘しているように、絶対的な正確さを達成することは不可能
です。何百もの武器に⼗分な「説明されていない物質」があります。
核実験中に⼤量の核分裂性物質が蒸発した。他のトンは⺠間の燃料に変換され
、原⼦炉で燃やされました。
核兵器国によって⽣産され使⽤された核燃料の完全な歴史的記録は、核兵器
施設⾃体でさえ、決して編集することができないかもしれません。

この難問の解決策は、3つの組み合わせにあるかもしれません
要因。1つ⽬は、秘密の核兵器または
兵器級の材料の隠された在庫の「署名」であり、⼈間の観点（内部告発
者、資⾦調達、調達ネットワーク）と環境の観点（
⼤気中および核施設
）。 2つ⽬は、核兵器国がFMCTに準拠するために
核燃料サイクル施設に保障措置を適⽤する際に、核兵器国の内部で得られるであろう経験とアクセスです。



そして第三は、著者が指摘しているように、
南アフリカの軍縮の経験です。組み合わせを通して
記録へのアクセス、検査、技術スタッフへのインタビューにより、
南アフリカは
不拡散の約束を順守していた、そして順守しているという⼗分な判断を得ることができました。

必要なのは完全な歴史的記録で
はなく、プログラムの歴史を理解することは確かに重要ですが、 核施設と材料
の「最初の宣⾔」の正確さと完全性を検証する⽅法です。
この最初の宣⾔は、NPTの
締約国である重要なプログラムを持つすべての⾮核兵器国によってなされ
ており、1つの場合を除いてすべて国際によって検証されています。
原⼦⼒機関（IAEA）。

もちろん、例外は北朝鮮であり、IAEA
は宣⾔をチェックしている間に⽭盾を検出した。⾔い換えれば、このシステム
は堅牢で有能であることが証明されました。

シンプルにしてください。検査官がいて、核兵器はありません。検査官がいなけれ
ば、核兵器があるかもしれません。著者が指摘しているように、「少なくとも ⾼度な情報資産を備えた州の強い疑
惑を 喚起することなく、重要な秘密の燃料サイクル施設
を建設および運営することに成功した州の事例はなかったようです。」

しかし、結局のところ、ペルコビッチとアクトンが⽰唆しているように、「技術
的な検証⼿段だけでは
、核兵器の禁⽌について⼗分な保証を提供することはできない。…ギャップを埋めるには、社会的検証が必要です
。」

彼らは、核兵器の廃絶を許可または要求する国内法を使⽤することを提案しています。195⼈の市⺠が条約違反を⾮
難するか 、核兵器の違法な製造と研究に

従事する者を起訴します。 ⾃由な報道機関、独⽴した司法機関、野党
の存在は、 ⾃信を⾼める可能性があります。

ブラジルの経験は実例です。
ブラジルがNPTに加盟する10年前の1988年に承認された憲法は
、核兵器の製造または所持を禁じています。そのような活動に予算資⾦を割り当てることはできず、 核兵器計画
を密かに命令する⼤統領は弾劾される可能性さえあります。 ⾮核兵器
地帯への移⾏においては、 各核兵器国の憲法に対する同様の改正が想定される可能性があります。 ⺠間原⼦⼒産業
への影響 PerkovichとActonは、このセクションで、彼らが定義していることを取り上げることを選択します。



「循環的問題」︓⾮核兵器国は「
核兵器国がまだ
定義されていない核軍縮計画を実施し
ない場合、新しい規則を検討すること」に消極的であるが、核兵器国は「より強⼒な⾮ 拡散ルール
の施⾏によって拡散が防⽌されると彼らが確信していない場合、彼らの核兵器を排除することに同意する。」 核ル
ネッサンスの⽂脈では、彼らは、この輪を断ち切ることがさらに必要になっ
たと主張している。 これは、実際、 特に英語圏の多くのアナリストによって問題が定義されている⽅法です。しか
し、

この問題の説明は、外部のオブザーバーには当てはまりません。
核軍縮と保障措置の実施の改善はどちらも
、それ⾃体のメリットに基づく取り組みです。それぞれが特定の課題を提⽰
しますが、それらの間のクイドプロクォーを想像するのは難しいです。
核軍縮の賛否両論は安全保障問題に関係しています。核保障措置の⻑所と
短所は、費⽤、機密性、
技術的秘密の問題に関連しています。 武装解除の場合、NPT、軍縮会議など

の特定の範囲で議論に勝たなければならない、と私は主張する。

メント; 保障措置の場合、IAEAの内部。もちろん、⼀⽅の前向きな
勢いがもう⼀⽅の側に前向きな気候を⽣み出す可能性があります。しかし、
⼤バーゲンの要素は存在しないようです。

⼀部のアナリストがこの「循環的な問題」に取り組むとき、彼らの提案
は、IAEA保障措置の有効性の単なる増加よりも野⼼的です。
彼らは、不拡散論争の聖杯の1つに戻ります。
それは、多国籍化（複数の国による共同所有）または
国際化（国際的な

196 | Achilles Zaluarによる所有または管理）です。

核燃料サイクルの組織）。PerkovichとActonは、多国籍化は実装が難しいものの 、⾮核化の問題の多くに対処でき
ないことを正しく
指摘しています。 核武装国とすでに燃料サイクルを管理している⾮核兵器国は 、⾃国の施設でそれを受け⼊れない
ため、
多国間化
は当⾯はおそらく不可能です。誰かが ⾔ったように、これらは「問題を探すための不可能な解決策」です。 NPTの
第4条に異議を申し⽴てることにより、これは、全会⼀致によると、

国家のドクトリンと慣⾏は、平和⽬的で核燃料サイクルを開発する⾮核兵器 国の既存の国家的権利を認めていま
す。そのような提案は、不拡散 体制



を損なう可能性があります。 それは、191の州すべてに燃料サイクル施設 があるとしたら良い考えだと⾔っている
のと同じではありません。しかし、平和的使⽤の権利に異議を唱える⼈が少なければ 少ないほど、燃料能⼒の限界
について州に 買収を⽀持する決定を強いることは少なくなります。 核燃料を保障措置の下で、政治的配慮なしに商
業的に利⽤可能にし、国家に任せる⽅がはるかに良い。

⾃分で選択してください。
燃料サイクルに伴う技術的および財政的課題を考えると、⼤多数は
市場で燃料を購⼊し続けるでしょう。さらに、それぞれの新しい燃料プロバイダーは市場をさらに混雑させるでし
ょう。
ペルコビッチとアクトンは海軍原⼦炉の問題に簡単に取り組んでおり、
それは核軍縮を不可能にする可能性があると彼らは主張している。これ
は明らかにそうではありません。IAEA保障措置協定は
、明確に定義された量の核燃料が
明確に定義された期間、保障措置から引き出される「特別な⼿続き」を予⾒しています。作る
アザラシと封じ込め措置を使⽤することによるこれらの⼿順の改ざん防⽌は、 専⾨家によって解決
できる技術的な問題よりも⼤きな政治的問題ではないように思われます。 執⾏の課題核兵器のない世界での核 爆
発、または⼤規模な⼤国戦争の場合に 安全保障評議会または他の執⾏機関が何をする可能性があるかという問題
は、象の 墓場と政治的に同等であり、そこでは⼤きな議論があります疲れ果てた⾏進の後に死ぬようになる。 ペル
コビッチとアクトンは、この罠に陥ることを正しく拒否しています。 世界を核兵器から解放することは、永遠の安
全を意味するものではありません

すべてのリスクから。
これは、上記の「通常のビジネス」シナリオで説明したようないくつかのリスクを排除し、他のリスクを受け⼊れ
ることを意味します。
核爆発のリスクは、
仮想兵器の形で抑⽌オプションをヘッジすることによって対処されます。これにより、抑⽌が回復します
（ヘッジについては後で詳しく説明します）。
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「第三次世界⼤戦のために世界を安全にする」というリスクは、⼀部の⼈が⾔うように
、再び、政治的判断を必要とします。
核抑⽌⼒がない場合、⼤国が再び⼤⽕に陥る可能性はどのくらいありますか。
1939年から1945年のそれと同じかそれより悪いですか︖ペルコビッチとアクトンは、核廃絶に向けた最後の⼀歩を



踏み出す前に 、台湾、カシミール、 パレスチナ、そしておそらく他のいくつか（「ロシア周辺」）が関与する問題
の恒久的な解決
を達成する必要があると考えています。これらの引⽕ 点は、世界を煽る可能性があると彼らは主張している。 すべ
ての関係者が満⾜できる⽅法でこれらの問題を解決することは、確かに 優れたアドバイスです。しかし、特定の問
題リストの解決に核廃絶を条件付けることによって 、私たちはおそらくムービングゴールポストに直⾯するでしょ
う。 台湾の紛争や緊張を解消したとしましょう

海峡、カシミール、中東、コーカサス、
朝鮮半島、そしてペルコビッチとアクトンが
⾔及していない他のいくつかの引⽕点。最も楽観的なシナリオでは、それは数
⼗年かかるでしょう。その時までに、新たな緊張は⽣じなかったと私たちは信じていますか︖

別の問題は、核兵器に依存している
（または望んでいる）特定の州が、侵略と体制変更に対する「偉⼤な平等化」として、核廃絶が 偉⼤な従来の⼤
国、特に⽶国に
あまりにも多くの利点をもたらすとは考えないかどうかです。
州。
ペルコビッチとアクトンは、次のように⽰唆し
て
いる
。
核兵器のない世界が⽶国の介⼊の脅威を増⼤させないという⽶国からの安⼼は 、核軍縮に
向けて多くの措置を講じる前提条件である必要はないが、ロシアと中国は 、そのような安⼼がなかった程度まで参
加者をより停⽌させるだろう。提供された。" 彼らは⾮常に正しいです。核抑⽌⼒は、現実的であれ仮想的であれ、
確実に機能します

現代の世界秩序における正または負の役割。
この役割を完全に排除するには、世界秩序の再調整が必要であり、これは不拡散 体制
の技術的議論を超越した議論です。
世界はより協⼒的で、ルールに基づいて、多⾯的
で、予測可能になるかもしれません。または、より対⽴的で、階層的で、
⼀⽅的で、不確実になる可能性があります。前者が真実である場合、核除去は
実⾏可能かもしれません。後者の場合
、最後の⼀歩を踏み出すことなく、核廃絶の限界に⽴ち⽌まらなければならないかもしれません。

どちらの場合も、少なくとも核不拡散体制の規範
私たちの安全と⽣存に不可⽋であり、それにより、
⼀部の地域で検出可能なNPT、IAEA、および国連のイデオロギー的拒絶が
さらに⾃⼰破壊的になります。
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・ペルコビッチとアクトンはまた
、安全保障理事会の⾏動のデウス・エクス・マキナを使⽤して、彼らの好ましい考え
をすべての州に義務付けなかったことで称賛されるべきである。
あまりにも多くの最近の提案は、政治的および実際的な実⾏不可能性の障害を回避するために安全保障理事会のフ
ラットに依存しています。

安全保障理事会は世界の⽴法者ではありません。それは政治団体です
国連憲章により、
国際の平和と安全に対する特定の脅威が発⽣した場合に⾏動を起こす権限を与えられています。
それは多くの⼈に、それがそうであるように過負荷で過労であると⾒られています。主権国家間の交渉を無効にす
ることで評議会を起訴しようとする
ことは、それを不利益にすることです。
実施できない提案は、政治的エネルギーを使い果たし、
それがなければ実際的な措置を交渉して実施するために利⽤できる可能性があります。 著者は、核兵器のない世界
における
安全保障理事会の役割の問題にすぐに触れます。
彼らは核武装解除-

メントは、「地域的および世界的な安全保障への彼らの利益とアプローチの 重要な和解」を達成するために⼤国を
必要とするでしょう。
ただし、これらの利益は静的ではありません。
エネルギー、⾷糧、気候、技術、さらには政治的、⽂化的、

宗教的緊張の問題が現在予測できない⽅法で進化するにつれて、それらは確かに時間とともに進化するでしょう。

核抑⽌⼒がない場合、⼤国
戦争を防ぐことができるのは緊張がないことではありません。それはむしろ、
国際秩序の強さと正当性、そして規則とメカニズムの機能である。
主要国が平和的⼿段によって彼らの違いを解決することを可能にするニズム。
それは、
経済統合、相互に共有された価値観、
外交と問題解決のための強⼒な制度など、さまざまな要因を条件としています。つまり
、ホッブズの⾃然状態とヘドリー・ブルは
「無秩序な社会」、つまり国家の社会と呼んでいます。 核兵器のない 世界がうまく機能するためには

、強⼒な国連、強⼒な安全保障理事会、そして強⼒なIAEAがこの⼀連の機関の⼀部であるべきです。しかし、彼ら
は進化する機関でなければならないでしょう。

現在および将来の状況に適応し、1945年（国連 が設⽴されたとき）、1957年（IAEA）、または1968年（NPT）に
普及したものとはまったく異なる権⼒の分配に適応した。 ヘッジ 「ヘッジ」の問題、 つまり核兵器を 廃絶した
国々が享受し、核爆発に対応できる「核兵器を再構成する」能⼒に取り組むことで 、ペルコビッチとアクトンは核
兵器の 廃絶︓討論| 199 廃⽌論争。彼らは、ジョナサン・シェルの「武器のない」という提案を思い出します。



核兵器を放棄した国々は 、数週間のうち
に兵器をゼロから再建する能⼒を保持するだろう」と述べた。 この枠組みにおける核廃絶は、核兵器が考えられな
い理想的な世界 への動きではありません。むしろ、それは 物理的核兵器から仮想核兵器への移⾏と⾒なすことがで
きます。著者らは 、当時の⽶国の不拡散当局者であるクリストファー・フォードが、 「対抗する再構成の潜在的な
利⽤可能性」を「 ゼロ兵器体制からの「脱⾛」の抑⽌の⼀部」として引⽤している。同時に、彼らは

そのような状況はより「不安定」かつ「不公平」
であり、したがって⾮核兵器国にとっては受け⼊れられないかもしれないと主張する。 この問題は、今ではないに
しても、「最⼩限の抑⽌⼒/低顕著性」の段階に達した

後、さらに議論する価値があります。
その時点で、
「「仮想」兵器」は現状よりも好ましいと⾒なされる可能性があります。 実際、私たちがこの道

に着⼿するのであれば、仮想兵器は避けられないでしょう。
社会が農牧業の⽣産様式に戻らない限り、
すべての先進⼯業国は、将来、少なくとも今⽇のように維持するでしょう
核兵器を製造する理論的能⼒。この意味で、仮想兵器は
今⽇、多くの⾮核兵器国に存在しており、「技術的抑⽌」は、いくつかの地域の核兵器 を芽
に⾷い込ませる役割を果たした可能性があります。 廃⽌後、そのような能⼒は当然のことながら 、現在核兵器を保
有している州ではより進んでいるでしょう。 物理学者や技術者が習得し、学⽣に伝えた経験のおかげで、彼らは 核
兵器を持っていなかった州に ⽐べて⼀定の利点を享受し続けるでしょう。しかし、この利点は、私は信じていま
す、

著者が考えているよりも⼩さいです。核兵器は、少なくとも
広島から⻑崎の最先端技術では、
考えられるほとんどの⽬的のために⼗分に破壊的であり、古い技術です。パキスタンはそれらを構築することがで
きます。北朝鮮
はそれらを構築することができます。他の何⼗もの国もそうすることができます。それら
がない理由は、技術的能⼒の⽋如のためではなく、広く 理解され
ている不拡散体制の活⼒と強さのためです。 著者が指摘するように 、世代が互いに成功するにつれて、核兵器製造



の「暗黙知」は薄れ始めます。そしてと

それは、核秩序の不公平もそうだろう。しかし、歴史は
⽌まりません。
最終的な核の爆発は、おそらく他の爆発と抑⽌⼒の回復によって答えられるでしょう。
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しかし、歴史の道は、今⽇の滑りやすい坂道よりも危険性が低く
、増殖した世界に向かっています。ペルコビッチとアクトンが私たちに思い出させるように、「
少数が核兵器に⼤きな価値を置き、核兵器から権⼒と地位を引き出し続ける限り
、他の⼈々はこの通貨で⾃分のシェアを望んでいるでしょう。…
[P]核兵器の禁⽌は今⽇追求されなければなりません。明⽇の核
競争を防ぐために。」

核兵器の廃絶︓討論| 201

注

1http︓//plato.stanford.edu/entries/thought-experiment、2008年
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SCOTTd。SAgANの誠意

と
核軍縮交渉GeorgePerkovichとJamesActonは 、核軍縮に関する世界的な議論への

重要であるが⽋陥のある貢献を書いています。
重要です-

それは、このトピックに関するこれまでのどの研究よりも、より多くの新しい知的基盤を打ち破り、主題 を深く掘
り下げているからです。著者 は、⾮核兵器のない 世界に安全に移⾏するために取り組む
必要のある2つの特定の問題について、特に斬新で微妙な分析を⽰して います。 そして、国際原⼦⼒機関（IAEA）
の保障措置システムを強化 し、将来の拡散を防ぐために核燃料サイクルの国際的管理を促進するためのオプショ
ン。

ただし、この論⽂には2つの関連する点で⽋陥があります。
第⼀に、軍縮の終盤にほぼ独占的に焦点を当てることにより、著者は、核兵器国 が核不拡散条約（NPT）の第6条の
下で
実際に⾏うことを約束したこと、および その約束を⽀持したかどうかに注意を向けます。第6条の下では、核兵器
国は完全な 核軍縮 を達成することを約束しなかった。 代わりに、すべてのNPT加盟国は、「核の停⽌に関連する効
果的な措置について誠実に交渉を進めることを約束した。

軍拡競争は早期に、そして核軍縮に向けて⾏われる。」1核兵器
国は誠意を持って交渉を進めてきたのか︖このエッセイで⽰すように、NPT 204 の過去の失敗を理解するために
は、軍縮交渉における
「誠実な努⼒」を構成するものに焦点を当てることが重要です。スコット・D・セーガンは会議をレビューし、よ
り協⼒的でより安全な 原⼦⼒の未来 を⽣み出すのを助けます。 第⼆に、核燃料サイクルに対する国際的統制に関
する著者の重要な分析は、この問題を 第6条に基づく⾮核兵器国の同じコミットメントの⽂脈に置くことができな
い。



代わりに、この問題に関する事実上すべての学術的および外交的議論のように、
このアデルフィ紙は、核燃料サイクル制御を、 NPT加盟国が追求するために第4条の下で与えられた
いわゆる不可侵の権利に許容可能な制約を作成する最善の⽅法についての議論として考えています
平和的な原⼦⼒
エネルギー⽣産。したがって、私の批評の最後のセクションでは、この問題の再概念化を⽰し、 核兵器を持たない
国が 善意で働くという第6条の公約を果たす 義務として、燃料サイクルの国際的管理
について交渉することを求めています。核軍縮への信仰。

誠意を持って交渉を進めるために 「誠意を持っ

て交渉を進める」というNPTの⾔葉の由来は何ですか。
「誠実な」⾏動の⼀般的な法的理解は何ですか︖
さまざまな政府が時間の経過とともに第6条をどのように解釈してきましたか︖
1968年にNPTに⾄った交渉中、⽶国もソビエト連邦も、 NPTと他の軍備管理および軍縮交渉との
関連を含めたくはなく、 より単純な条約と、成功の⾒通し が軍備管理交渉の失敗2。

結紮国、最も顕著なのはインドとスウェーデンであり、
特定の核軍縮と軍備管理協定をNPTに結び付けることを求め
、包括的核実験禁⽌
条約（CTBT）の批准をNPTの発効の前提条件にすることさえ提案しました。 3潜在的な停滞に直⾯して
、メキシコ政府は妥協案を提案しました。 核軍縮
に向けて「誠実に交渉を進める」ことをすべての州に要求することです 。 、 とともに

インドとパキスタンを除く）は、第6条の最終版で メキシコの妥協案を受け⼊れることに同意した。 ジェラルド・
スミス⽶国⼤使が述べたように、交渉を追求することに合意することは、超⼤国 をコミット し
なかったため、⽶国にとって受け⼊れられました。。」5 条約法に関するウィーン条約は 、すべての条約が「誠実
に」解釈され、実⾏されることを要求していますが、

「誠実」をどのように定義するかについての国際法のコンセンサスはありません。この

核兵器廃絶︓討論|

デビッド・コプロウがうまく指摘しているように、205のフレーズは、「弁護⼠の語彙におけるそれらの⾮常に 曖
昧な
⽤語の1つ 」です。また、「悪意のある 」⾏動を構成するものもあります。すべてではないにしても、ほとんどの



⽶国の管轄区域におけるコモンローは、 契約当事者に 誠意を持って契約上の義務を履⾏する義務を課しています
が、裁判所は

それが何を意味するかを正確に定義する運⽤基準7。
ただし、契約法の再記述は、誠実
なコミットメントおよび誠実な履⾏の違反の詳細な説明を提供します。

誠実な履⾏または契約の執⾏は、
誠実さを強調します。合意された共通の⽬的と
、相⼿⽅の正当な期待との整合性。 コミュニティの良識、公平性、または合理 性の基準に違反しているため、
「悪意」を伴うと特徴付けられるさまざまな種類の⾏為は除外されます。…悪意の種類の完全なカタログ

不可能ですが、
司法決定で認められている
のは、交渉の精神の回避、勤勉さの⽋如と怠慢、
不完全な履⾏の意図的なレンダリング、⽤語を指定する権限の乱⽤、
および したがって、⽶国が近年 第6条の義務を果たしているかどうかの評価は、
以前 のNPT再検討会議でなされたコミットメントを検討し、「

2005年のNPT再検討会議での交渉において 、ブッシュ
政権が「交渉の精神の回避」を実践したかどうかを判断しました。 1995年、2000年、2005年のNPT再検討会議 1995
年のNPT再検討会議で、加盟国は NPTの恒久的拡⼤に合意し、⼀連の「核不拡散と軍縮の原則と ⽬的」にも合意し
ました。 「第6条 の完全 な実現と効果的な実施には、以下の措置の達成が重要である」と述べた。

（a）ジュネーブ軍縮会議による、
普遍的かつ国際的かつ効果的に
検証可能な包括的核実験禁⽌条約に関する交渉の

206⽇までの完了| スコットD.セーガン

1996…; （b） 核兵器またはその他の核爆発装置 ⽤の核分裂性物質の製造を禁⽌
する⾮差別的かつ普遍的に適⽤可能な条約に関する交渉の即時開始および早期終了…; （c）核兵器国による、核兵
器 を世界的に削減するための体系的かつ進歩的な努⼒ の断固たる追求。



これらの兵器を廃絶するという究極の⽬標、および
厳格かつ
効果的な国際的管理下にあるすべての⼀般的かつ完全な軍縮国による9。 2000年のNPT再検討会議で、核兵器国と
⾮核兵器国の

両⽅からの代表者は、より広範な合意に達した。 13の「 条約第6条を実施する ための体系的かつ進歩的な努⼒のた
めの実践的ステップ」を概説する
最終⽂書。これには以下が含まれ ます 。「保存と強化

ABM [弾道弾迎撃ミサイル]条約」;
「核兵器保有国による核兵器能⼒に関する透明性の向上」。 「⾮核兵器地帯の達成と維持のための核軍縮 協定の遵
守の保証を提供するために必要
となる検証能⼒のさらなる開発」 10。 ノーマンA.ウルフ⽶国⼤使は、 「最終的な⽂書は、共通点のデモンストレ
ーションです。つまり、⽬的 だけでなく、共通の態度を認めることです。

核不拡散体制の⼿段について」と宣⾔し、「⽶国が 最終⽂書に定められた核軍縮アジェンダを
前進させようとすることは間違いない」と宣⾔した 。112000年NPT再検討会議としかし、 2005年のNPT再検討 会議
では、ブッシュ政権が発⾜し 、ABM条約から撤退しました。 検証条項を含まないロシアとのモスクワ条約に署名
した。 そして、CTBTの上院の批准を求めないことを発表しました。2005年のNPT再検討会議で、 多くの政府が⽶
国の失敗について不満を述べました（そして

他の核兵器国）は、前に概説した特定の13のステップを満たすために。
このような苦情は、イランの代表団
12からだけでなく、⽶国の同盟国や多くの中⽴政党からも（そして予想通りに）来ました。 たとえば、
欧州連合の⾮核兵器国の代表は、核兵器国に対し、「 2000年のレビュー会議で関連国が⾏った公約」を遵守するよ
う求めた 。13新アジェンダ連合の代表（ブラジル、エジプト、アイルランド、 核兵器廃絶︓討論| 207 メキシコ、
南アフリカ、スウェーデン、ニュージーランド）同様に

⽶国は「CTBTへのアプローチを再考する」と述べ、
1995年の「原則」と2000年に合意された「13の実践的ステップ」は「



法的および道徳的
観点から、核兵器国は核軍縮に向けて前進している
。」14

しかし、ブッシュ政権の⽴場は、
2005年のNPT再検討会議中およびその後の両⽅で、13のステップは廃⽌され、
法的地位を持たないというものでした。2005年5⽉、国務次官補のStephen G.
Rademakerは記者団に、次のように述べています。
「2000年に関連した⾒解の」と付け加え、「
核不拡散体制の将来を実際に気にする私たちの⼈々は、 5年前に特定された問題
の歴史的な議論ではなく、今⽇の実際の問題に焦点を当てる必要があります。ブッシュ政権のスポークスマンは、
2005年の NPT 再検討会議での
公式演説で、 ⽶国は 第6条を完全に遵守しており、13ステップ協定についても⾔及しなかったと⼀貫して主張しま
した16。 13

ステップは「軍縮コンプライアンスフェティシズム」であり、次のように主張しました。13のステップ は、国の代
表者の召集による

他のどの政治宣⾔にもすぎませ ん。 そのような声明には何の問題もありません。…しかし、その ような勧告を法
的義務と混同したり、 それらを決定的な条約解釈基準と間違えたりしてはなりません。17この⽴場は 、13ステップ
の声明 の法的地位に関して間違いなく正しいです。NPTレビュー会議の最終報告書は署名されていません

国家元⾸によって、または⽴法府によって批准されているため、
国際条約と同じ法的地位を持っていません。そして、ブッシュ政権の
役⼈は、第6条の公の放棄を要求するまでは⾏きませんでした。それでも、
2005年のNPT再検討会議での政権の⾏動、
特に以前に合意された13のステップについて議論することの拒否は、「 相⼿⽅
の正当な期待との整合性」という誠実な基準に違反し、アメリカ⼈に適合しました。 「交渉の精神の回避」
としての法律協会の悪意の基準。
私はその個々の⽶国を主張していません
外交官は悪意を持って⾏動しましたが、 「俳優が⾃  分の⾏為 が正当である と信じているにもかかわらず、
潜伏と回避は善意の義務に違反している」というアメリカ法研究所の声明を繰り返す価値があります。 208間のリ
ンク| スコット・D・セーガン、CTBT交渉とNPT、 上院によるCTBTの再検討を要求 するブッシュ政権の拒否、およ
びその後 の条約を強化 し、⽶国により受け⼊れられるようにするために設計されたさらなる交渉の追求の失敗、合
理的に⾒ることができます



「核軍拡競争の停⽌に関連する効果的な措置について誠実に 交渉を進める」という第6条の公約に反対する。
著者が最終的な軍縮への挑戦に焦点を当てることは良いことですが 、2010年のNPT再検討会議 で軍縮に向けた勢い
を回復するために
、アナリストがCTBTを含む実際のステップでの動きの必要性を無視するように導くべきではありません。出発 点
は、⽶国が 2000年の13ステップ協定で達成しようとしたすべての⽬標を達成していないことを直接認め、

現在どのような即時の措置を講じることができるかについての新しいコンセンサスを作成するための問題
。良いニュースは、多くの⾮核兵器国が
そのような協⼒的な議論に積極的に参加することです。Deepti Choubeyが世界中の
外交官や政府指導者との広範なインタビューの後で述べているよう
に、「ほとんどの当局者は、[13のステップのうちの]いくつかのステップ
を更新する必要があることを認めました。」19悪いニュースは
、 2010年のNPT再検討会議の前に、独⾃の⽴場を
確⽴し、再関与を成功させるために必要な外交的基盤を築くための新しい⽶国政府。

NPTの第IV条から第VI条へのリンクを再考する NPT

の第IV条は、次のように述べています
。 20しかし、原⼦⼒の利⽤の世界的な拡⼤が期待されることは、濃縮ウラン と 再処理されたプルトニウム の需要
の増加につながり、多くの提案が展開されてきた。で

IAEAやその他の機関は、国家が独⾃の核燃料⽣産施設を⽴ち上げ、それによって、後に条約 からの撤退を選択した
場合に核兵器の開発
に近づく 可能性を減らすために。 モハメド・エルバラダイは、このような複数の「仮想核兵器国」の世界に内在す
る 安全 保障上のリスクを警告することに特に⼒を注いできました 21。（複数の州が所有 および運営する植物）ま
たは国際施設（所有する植物

と国際機関によって運営されている）彼らの核兵器廃絶 に反対する可能性があります︓討論| 第4条に規定されてい
る209

「不可侵の権利」。



（ただし、この「不可侵の権利」でさえ、実際
には、問題の⾮核兵器国
が第1条および第2条に「準拠」していることを条件としていることを常に覚えておく必要があります。
たとえば、イランの核計画をめぐる議論は、第
2条の公約に違反している国は、「製造においていかなる援助も求めたり受けたりしないこと」である。
著者は、将来の核燃料⽣産を管理するための多国間または国際的な燃料サイクル施設に関するさまざまな提案を 「
根本
的 なアプローチ」と名付けています。彼らの微妙な分析は、燃料供給の 信頼できる 保証を提供することの難しさ
を含む、これらの計画に関する多くの技術的問題を特定しています。将来の不正なアクター（A. Q. Khanなど）が国
際的な⼯場で訓練される危険性。 秘密の燃料サイクル施設の建設の継続的なリスク。そして永続的な問題

国際的または多国間所有のコストは
法外なものになる可能性があること。彼らはまた、 改訂された燃料サイクル体制の下で核兵器国と⾮核兵器国
を平等に扱うための政治的必要性についての有⽤で正確な認識をもって結論を下して いる。 すべての州が同じ規則
に従わない限り、燃料サイクル機能へのアクセスを制限するための新しい規則や取り決めに同意する可能性は低い
です。」 ここで⽋けているのは 、⾮核兵器国がより多くの責任をとるように促すために必要な枠組みの概念的変化
です。

新しい燃料サイクル体制を設計すると同時に
、核兵器の最終的な廃絶に貢献する可能性。Perkovich
とActonは実際には戦略的な必要性を認識して
いますが、新しい概念フレームワークの必要性についてはフォローしていません。彼らは
次のように述べて、敏感な燃料サイクル施設の議論を
締めくくっ て
いる。可能であることが
証明され
ます。」

しかし、それが真実である場合（そして私はそう思う）、⾮核兵器国はまた 、核燃料サイクルの国際的管理
についての交渉に⼊ることが実際には彼らの第6条の コミットメントの⼀部であることを認識する必要がある。 核
軍拡競争の停⽌に関連する効果的な措置について誠実に交渉を進めること。」 核兵器国にとって、2010年のNPT
210 の前に、核軍縮に向けて取り組むというコミットメントを更新し、再活性化することは確かに重要です。スコ
ットD.セーガン レビュー会議、私たちがの共通の⽬標に向かって安全に移動する場合



核軍縮はまた、核兵器を保有 していない国々が、第6条の約束の相互の性質と 、濃縮および再処理施設
の普及に対する深刻な制約を交渉する必要性を理解する必要があるだろう。 核兵器廃絶 の最終観測は、これらの脱
落にもかかわらず 、世界の核の将来についての議論への主要な貢献です。ペルコビッチとアクトンは、核兵器の廃
⽌に向けた道筋を描き 、⾼速道路の障害物を特定することで、 私たちに素晴らしいサービスを提供してくれまし
た。

⾓を曲がったところにあり、遠くの地形に関する知識の⼤きなギャップがあります
。 確かに、このアデルフィ紙の出版は、それ⾃体が、核軍縮 の最終的な⽬標に向けて誠実に取り組むという国のコ
ミットメントを尊重するため
のアメリカとイギリスの協⼒の前向きで個⼈的な例と⾒なされるべきです。 核兵器の廃絶︓討論| 211 ノート 1NPT
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⼾崎優と⼾崎優

核兵器廃絶︓
⽇本の展望

最近、核兵器廃絶への期待が⾼まっている

兵器は、核兵器のない世界を擁護する4⼈の元⽶国⾼官 によって書かれた2つの論説によって⽣み出された勢いに由
来してい
ます。
これらの記事に加えて、オバマ⼤統領による核軍縮のさらなる推進の明確な兆候、
ならびに 核兵器
の廃絶に向けて取り組む必要性を提唱する主要国および卓越したシンクタンクによって提⽰された⼀連の具体的な
提案があります。 ただし、これらの事実は、プロジェクトが成功すること
を必ずしも保証するものではありません。
核を廃⽌するための多数の提案
武器は過去に繰り返し育てられてきましたが、失敗しました。
今、世界社会は
核兵器廃絶に向けた具体的な⾏動を起こす絶好の機会を持っており、私たちは再び失敗してはなりません。 ジョー
ジ・ペルコビッチとジェームズ・アクトン
によるアデルフィ紙「核兵器の廃⽌」は、 特に解決が難しいと考えられてきた問題の多くを現実的かつ客観的に取



り上げています。このアプローチは、 「核兵器 廃絶についての話し合いを促進する」ことに⼤きく貢献するはずで
す。 核兵器廃絶は⽇本の⻑年の⽬標であり、

核軍縮と不拡散の促進は
、⽇本の外交・安全保障政策の柱の⼀つです。
核破壊を経験した唯⼀の国として、⽇本
は核爆弾の残虐⾏為という強い信念に基づいて核兵器廃絶政策をとっています

。須藤隆也と⼾崎博⽂

は決して繰り返されてはならず、核兵器を廃絶しなければならず、⽇本は国際社会 に軍縮に向けてより迅速な前進
を促すという独⾃の責任を負っています。
同時に、
核の難問に対する政策は現実と調和しなければならない
⽇本は北東アジアの不安定な安全保障環境に地政学的に位置していること、そして
核兵器は国際社会に存在し、実際に国際 秩序と安定
を維持する役割を果たしてきたという現実を持っています。 地域の懸念北東アジアは、核 問題 に関して最も重要
な地域の1つです。この地域に直接の安全保障上の利害関係を持つすべての州は、 核兵器と密接に関与してきまし
た。⽶国、ロシア、 中国はすべて核不拡散条約（NPT）の締約国ですが、

北朝鮮はNPTに違反する核兵器を保有しています。
⽇本も韓国も核兵器を持っていませんが、どちらも⽶国
の核の傘下にあります。
それに加えて、冷戦の終結以来、この地域の安全保障環境は不安定なままでした。
朝鮮半島
と台湾海峡で⼤規模な武⼒紛争が発⽣する可能性は、⻑い間懸念されてきました。さらに、
北東アジアには未解決の領⼟問題がいくつか存在し、
地域諸国間の関係は必ずしも友好的ではありません。さらに、
台頭する中国は、核能⼒を含む軍事⼒の近代化を続けてきたが、
その意図は依然として不明である。中⻑期
的には、⽶国と中国が
アジア太平洋地域の覇権と影響⼒を争い、対⽴を招く可能性があります。

北東アジアの安全保障環境における核兵器の役割を
軽視することはできません。 主要国間の対⽴的または競争的関係
を考えると、軍事⼒の使⽤を阻⽌することによって秩序と安定を維持することは最も重要です。



さらに、核の脅威に依存しない代替の安全保障の取り決めや枠組みを 確⽴せずに、核兵器を単に排除することは、
従来の軍隊が核兵器よりも弱い抑⽌⼒を提供する
ため、地域の変動性を⾼めるでしょう。
その
結果、「安全保障のジレンマ」が⾼まる可能性があり、誤算 や誤解
によって武⼒紛争が発⽣する可能性が⾼くなる可能性があります。 具体的には、ある国は、通常の部隊しか持たな
い⽶国 による⼤規模な破壊を恐れなければ、（限られた）⽬的を⼒で
達成できると考えるかもしれない。
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秩序と正義

のバランスをとる秩序と安定を保証する核兵器のイメージは
、国際社会全体と北東アジアに存在し続けています。
核兵器の廃絶は「正義」であり
、核の「持つ」と「持たない」の⼆重基準を終わらせ、
壊滅的な破壊の恐れのない世界を実現することになるかもしれません
が、この原因を盲⽬的に追求することは秩序と安定を妨げる可能性があります。
このように正義を追求することは、危険であることが判明する可能性があるため、疑問の余地があります。
核兵器は秩序と安定に注意を払うことなく廃⽌されます。
しかし、核の時代には、秩序と安定は
ダモクレスの剣の下で提供されます。核武装の論理は、核兵器の⼤幅な削減
とその後の廃絶は
安全保障の保証なしには開始できないと述べており、「戦略的安定」は
、
現在の秩序と安定は続くだろう。しかし、
この前提が無期限に成り⽴つという保証はありません。核の保証もありません

抑⽌⼒は、冷戦を「⻑い平和」にしたときのよう に、今⽇のますます複雑化する安全保障環境において機能し続け
るだろう。1北朝鮮、他のならず者国家、 または⾮国家主体
の⼿にある核兵器は、北東アジアを容易に不安定化させる可能性がある。
そしてより広い
国際社会。
また、国際秩序と安定に貢献する「良い核兵器」が突然
「悪い核兵器」に変わる可能性も否定できません。さらに、特定の核武装国がどれほど「良い」か「悪い」かに関
わらず
、これらの兵器を1回使⽤するだけで可能です。

数⼗万⼈の死傷者と都市の破壊を引き起こします。

廃絶に向けた実践的ステップ

北東アジアで核廃絶を進める上での最優先事項は、
北朝鮮の核兵器の解体です。⽇本、⽶国、中国は 、安全保障政策、核政策、ミサイル防衛問題、抑⽌態勢などの 透
明性と相互理解を⾼めるために、



集中的な⼆国間または三国間戦略的対話を同時に開始すべき である。 急速に台頭する中国が対⽴に進まないように
促すためにも、戦略的対話と試練が必要である

⽇⽶との関係です
が、協⼒に基づく関係です。 核やその他の軍事⼒
にそれほど依存しない、多元的で安定した北東アジアの安全保障の枠組みの確⽴は、前向きな⼀歩となるでしょ
う。
もちろん、
地域の核軍縮の急速な進展は容易ではありません。ただし、
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は、不透明度を下げ、予測可能性を⾼めることができます。これ
により、地域諸国は核兵器への依存を減らすことができ、
核軍縮を強化することができます。

核兵器に依存することなく秩序と安定 を維持する永続的な安全保障の枠組みを構築する努⼒
は、北東アジア諸国だけでなく、国際
社会全体によっても求められるべきである。PerkovichとActonが提唱して
いるように、⾮常に煩わしい検証プロセスなど、いくつかの対策があります。
燃料サイクル施設の多国籍または国際的な所有権。
主要国にも適⽤可能な厳格な執⾏メカニズム。
ヴィオラに対するヘッジとしての仮想核兵器と核兵器の国際的管理-
核兵器廃絶の過程で不可⽋です。
そして、おそらく彼らの記事が⽰唆しているのは、新しい国際安全保障の枠組みへの移⾏なしには、 核兵器
の廃絶は⾔うまでもなく、そのような措置は実現できないということです。
過去の廃⽌の試みが失敗した根本的な原因は 、既存のセキュリティフレームワークに取って代わる新しいセキュリ
ティフレームワークを
確⽴できなかったことである可能性があります。 現時点では、 核兵器廃絶に必要な仕組みや、 必要となる新たな
安全保障の枠組みについて、具体的かつ詳細なイメージを理解することはできません。とはいえ、それは⾮現実的
です-

最初 から完璧な検証⼿段または施⾏メカニズムを模索すること。このような対策は、段階的に構築および実施し、
段階的に改善して、より効果的なシステムに導く必要があります。
さらに、核兵器廃絶に向けた議論とプロセスは、新しい安全保障の 枠組み
の形成につながると⾒なされるべきである。 したがって、核兵器廃絶に関する国際的な議論は 、2つのレベルで⾏
われるべきです。1つは 、核武装と⾮核兵器の両⽅の意思決定者に影響を与えるための⾼い政治的レベルです。



国家—新しい安全保障の枠組みの形成を可能性として維持しながら、 核兵器を廃絶するという政治的意思を再確認
するためのフォーラム。もう1つのレベルは、 核兵器廃絶の障害を克服するため
の具体的な対策について話し合う専⾨家と専⾨家で構成されています。
⼀⽅
で、核兵器廃絶に向けた実際の措置、
特に核武装国による⽬に⾒える取り組みを進めることは
確かに重要であり、⾒落とされるべきではありません。

不拡散と⺠間原⼦⼒産業

⽇本は、そのような議論を主導する国の1つとして主要な役割を果たすことができます。
特に、さまざまな問題の中で、平和的な
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原⼦⼒の利⽤が焦点です。
⽇本は、核不拡散義務を忠実に守りながら積極的に核エネルギーを推進してきた⾮核兵器国として、 他の⾮核兵器
国が ⾼度な核安全を維持する平和的な核エネルギー計画を策定
できるモデルを提供できる。 不拡散義務を遵守しながらの安全保障。⽇本も貢献しています

増殖抵抗性の技術を開発することによって。⽇本では、国際的な核燃料供給を確保するための効果的で差別のない
条件について真剣な 議論
が⾏われ ています2。核燃料供給の保証に関する国際的な議論は 、イランが国連に従わなかったことと国際 原⼦⼒
機関（IAEA）が濃縮 および再処理に関連する活動を⼀時停⽌します。 核分裂性物質を⽣産するための最も敏感な
技術に増殖者がアクセスするのを防ぐことは不可⽋ですが 、核分裂性物質の基準に基づくアプローチ

燃料供給の保証は、差別的なものよりも望ましいものです。

ここでの重要な課題は、
核燃料を供給するための条件を決定することです。核不拡散については、追加
議定書およびIAEAの包括的セーフガード協定に準拠し、
濃縮および再処理活動を⾃主的に放棄する
ことを条件に含める必要があります。しかし、いくつかの潜在的な消費国
は厳しい条件に反対する可能性があり、NPTの第4条は、
「研究、⽣産、使⽤を開発するための不可侵の権利…」を保証していると主張しています。
平和⽬的のための原⼦⼒エネルギーの」そしてまた
無差別の原則を主張する。同時に、厳格な供給
条件について合意しなかった場合、不拡散という当初の⽬標が妨げられます。いずれにせよ
、北朝鮮や



おそらくイランのような断固とした増殖者がそのような国際的アプローチに参加することはありそうになく、
別々の政治的解決を必要とする。さらに、何年に もわたって核不拡散の義務を誠実に守ってき
た⽇本など、主要な⺠間核技術を有する国がなぜ必要なのか。

特定の⾮準拠国による活動に対して「罰せられ」、その結果、 濃縮や再処理
などの核燃料サイクルに関連する権利が売却されますか︖
⽇本は
これらの問題に取り組む建設的な提案を提案することが期待されています。

核爆弾を経験した唯⼀の国として、⽇本は 核兵器を廃絶しなければならない
という国際的な規範に引き上げる努⼒を主導する責任があります。 ⽇本は核不拡散の義務を完全に遵守し続け、 現
実的で進歩的な核の促進に努めてき
たため、⽇本の地位は強化されています。
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軍縮。⽇本は、現在の安全 保障環境下で、核兵器が 国際秩序と安定の維持にある程度貢献し
ているという事実を含め、この地域と国際社会の現実を認めています。同時に、⽇本は 、核兵器に依存しない 望ま
しい安全保障の枠組みの下で、より安定した安全保障秩序 を構築するための国際的な取り組みに積極的に参加して
いきます。 核兵器の廃絶︓討論| 219 ノート

1ジョン・ルイス・ガディス、The Long Peace︓Inquiries
into the History of the Cold War（New York︓
Oxford University Press、1989）。

2例えば 、⽇本の内閣 府が委託し、須藤隆也⽒が委員⻑を務める
核不拡散強化委員会は、現在、⽇本 の核燃料保証アプローチの 提案を検討している。 JAMES E. doYLEアイズ・オ
ン・ザ・プライズ︓ グローバルセキュリティを強化 するための戦略 ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・アク
トンは、



重要なタスク。
彼らは、核軍縮への幅広い潜在的な課題と、核兵器の廃絶を真剣
に追求するために国家が対処しなければならない技術的および政治的両⽅の特定の問題を⾸尾よく概説しました
。このように、著者は
この重要な事業に真剣に取り組んでいる⼈々のための貴重な参考資料を作成しました。 以下のポイントが、著者

によって提供された豊富な基盤に追加されることを願っています。
この議論における私⾃⾝の考えとして、私
は国家安全保障戦略の⼿段としての核兵器の廃絶を⽀持します。彼らの
しかし、「廃⽌」はまだ詳細に定義されていないアイデアであり、私
はそれを⻑期的な⽬標として⽀持しますが
、今⽇の世界で核兵器が果たす役割
、それらをサポートするインフラストラクチャ、およびそれらが
展開および運⽤される⽅法。そうすること
で、国際社会に短期的な安全保障上の利益をもたらし、
現在存在する核兵器の最終的な廃絶を促進することができます。

したがって、私の分析努⼒と
核兵器廃絶に関する私のコメントは、廃絶という抽象的な⽬標ではなく、廃絶という抽象的な⽬標によって動機付
けられています。

核テロが発⽣する可能性を減らすこと を含む、より具体的な核セキュリティ⽬標の達成によって。各国
が紛争で核兵器を使⽤することはありません。そしてその核兵器は
さらに増殖するでしょう。

この章で表現されている⾒解は、著者の個⼈的な⾒解のみであり、 必ずしも ロスアラモス国⽴研究所または⽶国政
府の⽴場を
反映しているわけではありません。 222 | ジェームズE.ドイル 不快な仮定 著者は仮説によって彼ら⾃⾝のために⾮
常に困難な根拠を賭けます-

今⽇の世界の⾒晴らしの良い場所から、各国がおそらく20年から50年後の
ある時点で最後の核兵器を放棄するため に必要となるかもしれないものをサイジングします。
このアプローチには制限があります。これは 、除去を多かれ少なかれ可能にする可能性
のある未知の要因や予期しないイベントが多すぎるためです。 それはまた、真の賞である世界的な核セキュリティ
の改善
に焦点を当てず、代わり に、明確に定義されていない核兵器廃絶の終盤に集中するが、それは 望ましくないかもし
れない。

今は想像できません。私たちが想像できるのは、



核兵器が果たす役割と核兵器の配備⽅法を変えることです。 エッセイはまた、多くの国が核兵器を 国内および国際
的な安全保障問題の筏全体の解決策として⾃然に⾒

ているという観点から、批判的に進んでいないようです。もしそうなら、もっと多くの 州がそれらを所有するでし
ょう。核軍縮は60年以上にわたって追求されており 、ほとんどの州や⼈々が核兵器を解決策ではなく問題と⾒なし
ているため 、法に裏打ちされた国際⽬標として祀られてい ます。

核兵器のイデオロギーは
基本的な⼈間の価値観と両⽴せず、⼈類の⽂明の前向きな発展は
核兵器⾃体と同じくらい古いという⾒⽅。 ⾃殺を⾃殺する
国々の意欲に基づく国際安全保障システムは 、安全保障のジレンマに対する次善の解決策であると常に認識されて
きた。 それは世界の国々や⼈々にとって⼤きなリスクに満ちており、私たちは 安全を達成するためのより合理的で
⼈道的な⽅法を絶えず努⼒する必要があります。 核兵器廃絶の著者は、この最も重要な問題に取り組んでいませ
ん。

核兵器を削減し、最終的には排除する理由の論理。
代わりに、明⾔されていない仮定は、「核兵器は
安全のための完璧な⼿段ではないかもしれないが、私たちは核兵器に固執している
ので、
より良い⼿段が作られるか、国際政治の本質を
変えることができるということです。」他の多くの⼈と同じように、私はこれが 安全の究極の保証として核兵器
に依存する国際システムの代替案を探求するための適切なアームチェアであることに同意しません。 第1章「強化
するための政治的条件の確⽴」のタイトル

核兵器廃絶の実現可能性」は、例えば、 核兵器廃絶に向けた真の前進の前
に、私たちの政治情勢または
現実⾃体のいくつかの基本的な側⾯を変えなければならないことを明確に暗⽰しています。
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の核兵器が実⾏可能です。
これはエッセイ全体で受け継がれているテーマです。 「政治的現実」の本質が最初に変え
られない限り、核軍縮に向けて合理的な⼼が進むことはないという前提があります。 これは、将来の状況を予測す
るためのエッセイのコミットメントです

核兵器を排除するために必要かもしれません



。最も重要な点は
、核兵器の存在によって引き起こされるリスクを減らすために今すぐ措置を講じる強⼒な実際的な理由があるとい
うことです
。これらのステップは、多くの州
、特に⽶国とヨーロッパの国家安全保障上の利益になります。
それらは核兵器を廃絶するという⽬標と⼀致している可能性があり、実際、
その⽬標を達成する可能性を⼤幅に⾼めますが、それを達成することに依存していません
。これらの⽬的を追求するために、以下で詳細に説明しますが、
政治や軍事関係の性質を変える必要があります。それどころか、国際的な安全と福祉の追求は 、核廃絶に⾄らない
特定の措置を直ちに講じること
によって前進するだろう。 核抑⽌ のリスクの増⼤ウィリアム・J・ペリー、ジョージ・P・シュルツ、 ヘンリー・
A・キッシンジャー、サム・ナンによる2007年1⽉の有名な記事「核兵器のない世界」 は、政府が今、核兵器に向け
て具体的な措置を講じることを強く主張しています。 核兵器の廃絶。これらの元⼀流の政治家 には、ソ連の元⼤統
領であるミハイル・ゴルバチョフと

核兵器の最終的な廃絶を追求するための セブンネーションズイニシアチブ（ノルウェー、オーストラリア、チリ、
インドネシア、ルーマニア、
南アフリカ、および英国） 。
核兵器廃絶の著者が指摘したように、
最近この⽬的を⽀持している他の⼈々には、英国
のゴードン・ブラウン⾸相、インドのマンモハン・シン⾸相、および
4⼈の元英国国防相と外相が含まれます。

彼らのエッセイの中で、ペリー、シュルツ、キッシンジャー、ナンは、核
抑⽌⼒は「ますます危険であり、効果が低下している」と主張している。本質的に、彼らは
国家安全保障の確⽴内の⼀般的な信念を拒否します-
核兵器は、
進化する国際安全保障環境において依然として強⼒な安全保障上の利益を提供していると述べています。
彼らの議論は既存の核秩序に対する前例のない挑戦であり、彼らの議論は真剣な
分析に値する。
多くの点で、それらは核抑⽌のリスクに関する伝統的な批判と⼀致しています。しかし、彼らはまた、 冷戦
よりも現在の環境で核抑⽌⼒が不安定である理由と、継続的な核拡散が これらの不安定性を弱めるのではなく悪化
させ、リスクをさらに⾼める可能性がある理由をさらに深く⽰しています。 224 | ジェームズE.ドイル

冷戦で残された⼤量の核兵器や核物質が
⼗分に確保されていない場合もある ため、核抑⽌⼒はますます危険になっています。さらに、これらの武器や材料
に関連するまったく新しい脅威が、 壊滅的なテロ攻撃を実⾏することをいとわない過激派グループ



の形で出現しました。 核兵器を取得したり、既存の 兵器を増やしたりしているいくつかの州は、紛争が発⽣しやす
い地域にあり 、核セキュリティに専念するための財政的および技術的資源が限られています。

冷戦時代の相互抑⽌を可能 にした条件が変化したため、核抑⽌の効果は低下している。今⽇の世界では
、核武装国は紛争のある国境を共有し、
核兵器の安全とセキュリティに関する経験が限られており、脆弱な
早期警戒と核兵器管理能⼒を持っています。さらに、核
抑⽌⼒は核テロの可能性を効果的に減らすことはできません。「抑⽌⼒」の
ために核兵器を取得する国が増えるほど、
持ち運びを希望するテロリストに核兵器や核兵器を提供するリスクも⾼まります。
核攻撃をします。 これらの現実は、核兵器が国家に具体的な利益をもたらし、国際システムに安定した影響を
与えるというケネス・ウォルツの⾒解に反論している1。核兵器廃絶 の著者は 、安全保障環境の変化した性質を⼗
分に強調していない。そして、 その変⾰が伝統的な核戦略に与える影響。 核兵器に関する戦略的思考は、 もはや
存在しない世界の安全保障環境の中で発展しました。そのセキュリティ環境は、単⼀のプライマリによって定義さ
れました

⽶国とその同盟国に対する核攻撃の脅威は、核 報復
の相互の脅威によって⾸尾よく阻⽌される可能性がある国家の敵。 今⽇、テロリストによる核攻撃は、他の国家と
の核兵器の交換よりも はるかに可能性が⾼いと考えられています。 核兵器を取得するためのテロリストネットワー
クの関⼼と努⼒はよく知られて おり、核兵器が能⼒を持っていれば、核攻撃を実施する意欲 は疑う余地がありませ
ん。アルカイダのテロリストネットワークは 、⽶国、英国、いくつかに対して攻撃を⾏うことを阻⽌されていませ
ん。

他の北⼤⻄洋条約機構（NATO）諸国、パキスタン、
およびイスラエル。これらの州はすべて核兵器を保有しているか、
核保有国と同盟関係にあります。

2008年初頭、⽶国国防情報局⻑官の
マイケル・メープルズ中尉は、国家情報⻑官のマイク・マッコーネルとの議会の証⾔で、
アルカイダが少なくとも⼀部の

核兵器廃絶を再⽣したと述べた。225その強⼒な研究開発努⼒は 、化学、⽣物学、放射能、さらには核さえも開発
または取得



しようとしていました

⽶国や他の敵に対して使⽤する武器。この評価
はロシア当局によって共有されました。つまり、核兵器
は所有者にある程度の安全保障上の利益を提供し続けますが
、世界的なテロの時代に核兵器が存在することは、
すべての州に⾮常に現実的な安全保障上の責任をもたらします。

増⼤するテロリストの動きによる脅威は、既存の
⼿段では破壊できません。新しい安全保障環境における重要な不確実性は
、⽶国とその同盟国がテロリストによって攻撃される
かどうかではなく、テロリストが従来から移動する⼿段を獲得するかどうかです。
核爆発物に、したがって戦略的結果の彼らの避けられない攻撃をし
ます。ここでは、重要な傾向がマイナスの⽅向に進んでいます。より多く
の核兵器材料が⽣産されています。
核兵器の建設に関連するより多くの知識が分散されています。テロ組織は、 より多くの過激派を巻き込んだ
ますます巧妙化された攻撃を仕掛ける能⼒を獲得しています。 核テロの脅威は、少なくとも30年から40年の間、世
界の安全保障環境の 永続的な状態である可能性があります。これ

なぜなら、準州のアクターや運動がその⽬的を達成
するための⼿段として、政治的極限やテロリストによる暴⼒ の魅⼒を終わらせる⾒込みがないからです。
残念ながら、テロリストによる暴⼒の傾向は
、より⼤きく、より壮観な攻撃に向かっており、壊滅的な結果をもたらし
ています。これは、初歩的な核兵器でさえも可能となる結果です。 また、核兵器と核兵器に使⽤可能な核物質の世
界的な⽬録を、それらを取得しようとするテロリスト から完全に保護する
⾒込みはありません。

在庫は⾮常に⼤きく分散しており、さらに拡⼤しています。最後に、
テロリストが核攻撃を実⾏する⼿段を獲得した
場合、実⾏可能な防御能⼒を開発できる可能性は低いです。

否定対抑⽌

新しい安全保障環境の影響は、すべての核兵器 政策
のリスクと利益を評価するために州が使⽤する基準を変えるはずです。
主な基準は次のとおりです。「
核態勢または軍隊構造のこの側⾯は、テロリスト
が核兵器または核分裂性物質を取得して核兵器を製造する可能性にどのように影響しますか︖」

他の州が核兵器を保有しているため 、核抑⽌⼒に対する政策または部隊構造の決定の影響を考慮する必要がありま
す

。ジェームズ・E・ドイル

は、それらを使⽤する意欲をできるだけ強く保つことが重要です。



しかし、テロリストは抑⽌の論理に影響されないため、この
質問は冷戦時代ほど重要ではありません。

テロリストや準州の関係者による核攻撃を防ぐ
には、核兵器や核物質を⼊⼿する能⼒を否定する必要があります。拒否戦略の
優先順位と要件は、
核抑⽌戦略のそれら。 拒否戦略は、世界中で

絶対的な最⼩限の備蓄を達成し、他の州へのそれらの拡散を防ぐことを優先します。 拒否戦略に内在するのは、 こ
れらの武器や材料に対して可能な限り最も効果的なセキュリティの必要性です。ただし、前述のように、 絶対的な
セキュリティを実現することはできません。 実際、核兵器や核物質を保護するための国際的な法的基準はありませ
ん。 核兵器と核物質を確保する⽅法は、

それぞれの州では、セキュリティは優れた
ものから恐ろしいものまで、⼤きく異なります。拘束⼒のある基準がないだけでなく、中央の
情報リポジトリもありません。国際原⼦⼒機関
（IAEA）も他の組織も、核物質のセキュリティを監視したり、 物理的セキュリティ
に関する包括的で最新の情報を編集したりする権限を与えられていません。
世界中の⼿順。
また、核資産の確保が不⼗分な国に対して強制⼒のある罰則もありません。

この問題は、核兵器を新たに取得している国々
が技術的および財政的制約を抱えている場合に特に深刻です。
政情不安、国境内の過激派の⼤規模な幹部、または
過激派や⿊⼈マーケターとの交流の歴史。残念ながら、
これらの特徴の1つ以上は、
北朝鮮やイランなど、現在核兵器を求めているほとんどの国と
、サウジアラビア、
シリア、エジプト、韓国など、今後数年間に核兵器を求める可能性のある国によって共有されています。 、台湾、
およびインドネシア。核兵器および
核兵器に使⽤可能な核物質が
それらを確保できない国に拡散することが許可されている場合、および国際機関が権利を有していない場合
最⾼のセキュリティ基準を実施するために、これらの
資料の⼀部がテロリストの⼿に渡る可能性は劇的に増加します。

核戦略の変⾰著者は、 核兵器を⼤幅に削減し、ゼロへの道を歩む他のステップが、拒否 戦略を強化し、核テロのリ
スクを

どのように減らすことができるかについて、より強⼒な議論をすることができたでしょう。確かに、 核兵器の製造
に直接使⽤できるすべての核兵器と核物質を排除 することは、最終的には核兵器廃絶の否定の成功を保証する可能
性があり ます。227



なぜなら、テロリストは
これらの資料を盗む機会がないからです。

しかし、⼀部の州は、不当にではなく、核兵器
を潜在的な敵による攻撃の重⼤なリスクを抑⽌していると⾒なしており
、核テロに関する懸念は、核兵器を放棄する⼗分な動機ではありません
。さらに、⼀部の州が核兵器を保有している限り、 攻撃の可能性が⾮常に低い
場合でも、他の州は核攻撃を阻⽌することを望んでいます。 著者らは、この核となる抑⽌機能は核⼒と⽀援によっ
て実⾏される可能性がある
と指摘した可能性があります。

テロリストに対する脆弱性を 最⼩限に抑えるようなサイズと姿勢のインフラストラクチャを構築します。そのよう
な基準は
、現在の核兵器の構成に根本的な変更を必要とするでしょう。 代わりにゼロという抽象的な⽬標に焦点を当てるこ
とによって、エッセイは、より安定していて核テロの傾向が少ない 代替の世界的な 核セキュリティ構造に到達する
という、より達成可能で有益な⽬標を

⾒失います。これは、核兵器がまだ存在しているが 、国家安全保障戦略において⼤幅に減少した役割を果たしてお
り、運⽤されている構造である可能性があります。

テロリストに盗まれたり、事故や誤算によって使⽤されたりする 可能性を減らす構成で、仮にあったとしても、配
備されています。
⾏動に関する多くの具体的な提案は、このビジョンと⼀致しています。 実際、1995年のNPT再検討会議で最初に表
明された、世界の核兵器の性質を変え、核兵器 が他の州にさらに広がる可能性を減らすため に必要な⾏動の核とな
るリストについて
、かなり強⼒な国際的コンセンサスがあります。そして、 それらが国家戦略の⼿段として最終的に放棄される可能
性を⾼めること。

推奨される⼿順は次のとおりです

。•⽶国の核兵器の唯⼀の⽬的は、他国による核兵器の使⽤を阻⽌し、必要に応じて対応することであると宣⾔する
• 核
実験 を再開せず、 包括的核実験禁⽌条約を承認することを約束する •交渉する検証可能な世界的な核分裂性物質の
⽣産禁⽌•⽶国とロシアの兵器を 、配備、予備、予備の 弾頭を含め、それぞれ1,000発 未満にさらに削減することを
交渉する 228 | ジェームズE.ドイル •この数を超えるすべての弾頭が軍隊を超えていると宣⾔する



必要に応じて、安全な保管場所に移動し
、透明性のある⽅法で解体を開始します。• 武器および武器材料

のすべての在庫に可能な限り最⾼のセキュリティ基準を提供し ます。•過剰な軍事核分裂性物質をIAEAまたはその
他の 国際検証の下に置きます。核分裂性物質を解体された 核兵器から 低濃縮ウランおよび混合酸化物核燃料の製
造に利⽤可能な物質に変換する。そして、ウラン 濃縮とプルトニウム再処理能⼒ の拡散を阻⽌するためにこれらの
材料を提供します

•核兵器と核分裂性物質の安全基準を監視
し、それらの基準を改善するための⽀援を提供する 権限を持つ世界的な規制当局を構築する• 核武装解除協定の

遵守を確保するために必要な検証能⼒を開発する •ヨーロッパから⽶国の核兵器を撤回する核兵器は ⾃国の領⼟外
に拠点を置くことはないというすべての核保有国間の条約を交渉する 核戦略の変⾰と核兵器の⼤幅な削減 （おそら
くゼロにつながる）は、強⼒な国が実現可能になったときに実現可能になる

それを彼らの⾃⼰利益であると定義し、それ
を達成するために彼らの軍事的、経済的、政治的⼒の全範囲を適⽤します。上記で推奨された⾏動のうち、
2000年以降の⽶国は、いくつかの
核となる要素に反対しているか、それらを達成するための努⼒を費やしていない。他の国々も、これらの⽬標のい
くつかにリップサービスのみを⽀払い 、⾼レベルの政策⽬標として
それらを追求していません。
9/11以降の環境では、
今それを⾏うための強⼒で実⽤的なセキュリティの議論があります。有形の外交
エネルギーがこれらの⽬的に向けて適⽤された場合、議論の形
そして、代替の
核セキュリティ構造を作成することに関して何が可能であるかについての認識はすぐに変わるでしょう。

上記の⽬的のいくつかの利益を実現するために、すべての州が同時に



核兵器の廃絶を受け⼊れる必要はなく、核兵器の廃絶で
⾔及されたものを含む多くのオブザーバーによって提唱されてい

ます。229

これらのコメントと核兵器廃絶の著者による。 ⽶国や他の州が積極的に求めていたとしたら、
代替の核セキュリティ構造への道をどれだけ遠くまで進むことができるでしょうか。

反対ではなく、CTBTの批准、兵器⽤核分裂性
物質カットオフ条約（FMCT）の交渉、核兵器の追加削減、
負の安全保障の強化、および
運⽤上配備された核⼒の姿勢の変化︖ 強⼒な国家の連⽴によって

もたらされる可能性のあるリーダーシップと外交的強制の⼒を過⼩評価してはなりません。 多くの州による何⼗年
にもわたる⼀貫した政策を⾮常に短期間で変⾰する⽅法の例として、 インドを不拡散 輸出規制から免除するという
最近の⽶国のイニシアチブを⾒るかもしれません。かつてユナイテッド

各国は、インドの核貿易免除を利益と定義し、
30年以上にわたるアメリカの政策と法律を変更しただけでなく、他の数⼗か国 にインドへの新しいアプローチを
受け⼊れるよう働きかけました。 同様の⼒学は、核⼒ と姿勢の変化を多くの⼈が考えるよりも達成可能にするかも
しれません。多くの州は、 核兵器が施⾏されるという絶対的な確信なしに、核兵器 を禁⽌する合意に向けた措置の
実施を進んで開始する可能性があります。 結局のところ、⼤多数の国は核を所有または求めていません

兵器。
彼らは、たとえそれが最終的に失敗したとしても、核破壊での真剣な実験を⽀持する可能性が⾼い。知る唯⼀の⽅
法は試してみることです。

具体的なコメント

核兵器廃絶が国際対話にもたらす全体的な貢献を損なうことなく、私は その具体的な議論の
いくつかに応えたいと思います。 いくつかは、「他の⼈に核兵器を置くように説得するために…⽶国は ⼀⽅的また
は⼩連⽴の軍事介⼊を避けようとする意欲を⽰さなければならない 」という主張のように
、著者がゼロに向けた実際のステップに置く条件に関連しています。 」

また、「国際法や規範 のひどい違反を防⽌または終わらせる」必要もあります。 それどころか、多くの州は、⽶国
または他の強⼒な国が、単独でまたは連⽴して、 そのような違反に対して⾏動し続ける
という確信がない限り、核兵器または核オプションを放棄しないかもしれません。 著者らはまた、「 台湾、カシミ
ール、パレスチナ、そして（おそらく）ロシアの 周辺地域を中⼼と した紛争が解決されるまで、8つの核武装国は
核兵器の禁⽌をまとめて構想することはできないだろう。耐久性が最も低い。」同意しません。三



230 | ジェームズ・E・ドイルは、これらの論争を含めて、国家が 核軍縮

を「構想」することを妨げるものではありません。 問題は、これらの紛争が未解決のまま であっても、彼らが核軍
縮と⼀致する措置
をとることをいとわないかどうかである。ここでの答えは明らかにイエスです。中国は 何度も宣⾔しており、英国
とフランスは上場 紛争に関与していないため、これらの紛争が 兵器の規模や部隊の姿勢を決定する重要な要因にな
る可能性は低い。⽶国でさえ、 従来の抑⽌⼒で台湾への安全保障のコミットメントをほぼ間違いなく維持すること
ができた。

中国の核兵器 で攻撃された場合、あるいは単に現物で対応する能⼒。
これは、今⽇の⽶国が所有しているサイズの何分の1かの兵器で⾏うことができます。 最後に、核兵器禁⽌を採⽤
する前に

主要な国際的要素が「完全な」検証を主張するという提案は 、禁⽌が達成不可能であるという当然の結論に相当し
ます。 軍備管理と国際外交の歴史は 、「完璧な」検証が存在できないことを明確に⽰しています。それにもかかわ
らず、多くの条約や 合意が達成され、それなしで⾸尾よく維持されてきました。

これは、技術的検証が、
国家が条約遵守への信頼を築く⼿段の1つにすぎないためです。核兵器の
禁⽌には、複数の⼿段に依存して、達成可能な最⾼⽔準の検証が必要ですが、
検証⼿段が「完璧」になることは決してありません。

関連するトピックについて、著者は
核兵器禁⽌の社会的検証の可能性を正しく強調し、それ
をさらなる研究の領域として特定しています。この種の⾮公式の⾮公式な検証は
、多層検証では必要であるが不⼗分な層と⾒なされるべきです。

核兵器禁⽌ への国家の遵守に⾃信を与えるための陽イオンシステム。他の層には、 核軍縮条約
を検証するための核となる⼿段として合意された特定の透明性、監視、および検査⼿順が含まれます。
追加の層は、条約の各締約国が コンプライアンス問題 を提起または解決するための独⾃の信頼と潜在的な使⽤のた
めに採⽤する国家の
技術的⼿段とすべての情報源のインテリジェンス分析です。検証アプローチには 、条約の義務 に関する国の善意と
⾏動の多国間評価も含まれる場合があります。



検証のこれらの各層全体に統合されているのは、 核兵器廃絶について常にチェックできる、定義された⼀連の指⽰
と警告（ 敵の⾏動を監視し て攻撃の計画または準備の可能な限り早い警告を取得する
という冷戦の概念に類似）です。武器︓討論| 不適合またはブレイクアウトの231 の証拠。確⽴された検証⼿順の分
野では、 現場での 検査またはデータ交換中に不正な活動を発⾒した結果として、 違反の兆候または警告が⾒つか
る場合があります。全国レベルでの検証努⼒

すべてのソースインテリジェンス機能は、国が その条約の義務に違反していた、
または違反することを計画していることを⽰すいくつかの物理的⾏動または⼀連の内部通信を検出する可能性があ
ります。
社会的検証のレベルでは
、国内の⾮政府組織は、政府当局者が 核兵器検査官と協⼒しなかったことで罰せられ
ないだろうと核施設管理者に⾔っていたという証拠を報告するかもしれません。 結論 現在の歴史的な分岐点は、依
然として 優れた戦略的実験を実施する機会を提供します。戦略は必ずしも必要ではありません

核兵器廃絶の抽象的な⽬標であること。
それは世界の核セキュリティを改善するべきです。核兵器の現在の役割と核兵器の
廃絶との間の中間点は、安全性の向上をもたらし、
より達成可能であり、ゼロの概念よりもさらに安定している可能性があります。
⽶国とその同盟国は、核兵器
と核兵器が国家安全保障戦略において果たす役割を、
安全保障を損なうことなく⼤幅に削減することができます。
これらのステップは、核兵器の有⽤性をさらに強調しない可能性があります。それらの使⽤に対するタブーを強化
する。
核テロを防ぐ。
そして、条約の義務と⼀致する核軍縮の究極の⽬標へのコミットメントを繰り返します。それは、もしあれば、他
の州に 同様の措置をとるように誘導し、核兵器を取得する努⼒を放棄するよう に強制するために、追加の外交的お
よび戦略的レバレッジが
どれだけ⽣成されるかを決定するのに役⽴ちます。それはまた、そのようなステップが 国際的な戦略的⾔説の性質
を積極的に変え始めることができるかどうかの感覚を提供するでしょう。 必然的に国際的に直⾯している他の国境
を越えた世界の安全保障上の課題を考えると



21世紀のコミュニティにとって、それは
⾒逃せないチャンスです。

232 | James E. Doyle

Note

1 Kenneth Waltz、The Spread of Nuclear
Weapons︓More May Be Better、Adelphi

Paper、no。171（ロンドン︓国際
戦略研究所、1981年）。

パトリシア・ルイスの

検証、コンプライアンス、
および執⾏

核兵器を廃⽌するアデルフィ紙
は、2007年に開始された核軍縮イニシアチブ全体で重要な役割を果たします。
フーバー研究所と核脅威イニシアチブの
「レイキャビク再訪」プロジェクトの組み合わせ。
ウォールストリートジャーナルのキッシンジャー–ナン–ペリー–シュルツの論説記事。
カーネギー国際核不拡散会議でのマーガレット・ベケットの基調講演。
英国とノルウェーが主導するセブンネーションズイニシアチブ。 過去数⼗年の取り組み、特に1980年代半ばから
1990年代半ばに、検証研究、トレーニング、および 情報センター（VERTIC）によって
実施された作業を利⽤します。ストックホルム国際平和研究

研究所; 天然資源防衛協議会; 憂慮する科学者同盟
、とりわけ、ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・アクトンは、 まだ解決され ていない困難な問題を理解するこ
となく、核兵器を
最終的に廃絶する可能性の強い布を織り上げました。 このホワイトペーパーの重要な側⾯は、すべての 問題を解決
しようとしているわけではないということです。 代わりに、この論⽂は、世界的な核軍縮に関連する最も物議を醸
す問題のいくつかに取り組み 、将来の世界的な安全保障のための安定した構造を構築するための基礎を築きます。

これらの問題の中でも特に重要なのは、検証、コンプライアンス、および施⾏です。つまり、 視点
に応じて、問題のゴールデントライアングルまたはバミューダトライアングルになります。
この解説はそれらに焦点を当てます。

234 | パトリシア・ルイス



3つの問題は、永続的な抱擁に絡み合っています。
検証によって提供された情報がなければ、
核軍縮条約の遵守または⾮遵守の決定は
、少数（1、2、3）の国家諜報機関の⼿に委ねられ、
そのアプローチの結果はまだ新鮮です。狩りからの教訓
2003年のイラクにおける⼤量破壊兵器（WMD）については、少なくとも 、オープンソースと情報収集を通じて得
られた情報によって補⾜され
た条約の義務と侵⼊的検証が、 完全ではないが、保持するための最良の基盤を形成することを教えてくれるはずで
す。責任があると述べてい ます。法律がなければ、公平な証拠がなければ、 執⾏の機会はあり得ません。そして、
執⾏ がなければ、侵害の可能性の範囲に対する検証抑⽌の網全体はほとんど 意味がなく、法の⽀配は損なわれるで
しょう。 そうは⾔っても、検証⼿段は、厳格で効果的ですが、

または⾃信の構築-万能薬ではありません。
検証体制から得られた証拠が法廷で検討されることはめったにありません。
代わりに、それはさまざまな通信メディアや
条約機関の政治的環境、または国連安全保障理事会のいずれかで取り扱われています。証拠
が圧倒的
であるときにそのような環境で合意に達することは⼗分に難しいです。証拠の解釈が異なる場合、
すべての潜在的な違反者
が知っているように、意思決定は失敗し、執⾏は不完全です。確かに、著者が鋭く観察しているように、
核兵器の禁⽌を強制することは、歴史によって投げかけられた影から逃れることはできません。

著者がゼロ核兵器 への移⾏の検証を扱っている第2章では、この論⽂は、検証は
それ⾃体が⽬的ではなく、⽬的を達成するための⼿段であると述べています。終わりはコンプライアンスと執⾏で
す。
しかし、検証の不完全性（そのうちのいくつかはあるでしょう
）がより強⼒な執⾏メカニズムによって相殺される可能性があると⾔うこと
は、歴史の教訓を⾒逃しているようです︓イラクでの1991年の注⽬すべき例外を除いて、
検証のプロセスは検出から違反の特定に関して
は、これまでのところ、
場所。検証基準と慣⾏の問題、および
いわゆるメスの検証基準-
検証の妥当性に対する全体的なアプローチではなく、主要なリスクが⾼く、
結果が⼤きい活動をより綿密に監視し、
検証の需要が⾼いアプローチ影響の少ない活動—広範な
調査、実験、分析が必要です。このようなアプローチは
、費⽤対効果に留意し、検証の実践における収穫逓減
と⾼率の誤検知の危険性を認識します。The

著者は、核兵器廃絶 から専⾨家を集めるという英国の提案を歓迎します。開始するのに適した場所として、 235



の核兵器国の研究所
があります。
英国の努⼒が核兵器の保有を認めている他の4つの州によって⽀持されており
、外れ値の州が細⼼の注意を払っていることを期待することしかできません。

ゼロの検証

完全な核軍縮を構成するものの重要な問題に取り組む際
に、著者は⼀連の最終状態に⾔及します。の⼀端で
結果の範囲は、弾頭、配送⾞両、実験 能⼒
を含む核兵器インフラストラクチャーの完全な解体、および核分裂性物質の処分であり、これらはすべて 厳格な保
護措置の下で⾏われます。 別の最終状態は、より⼀時的な状態ではありますが、それよりもいくらか少なくなりま
す。おそらく 、武器プログラムを再召集するために、おそらくいくつかの⼩さな残存ヘッジ キャッシュでさえ 、
ある程度の能⼒が保持される期間です。ただし、最終的には、そのヘッジ状態は時間の経過とともに真のゼロまで
減少するか、 クリープするか、スパイラルで新しい状態に戻ります。

核武装した世界、おそらく異なるプレーヤーがいる。したがって、
検証計画を設計する際に考慮すべき唯⼀の価値のあるシナリオは
、最終的に完全に排除するシナリオ
です。ただし、それを達成するのは困難であり、どれだけ時間がかかる場合もあります。

除去を検証するための「標準モデル」が
論⽂にスケッチされており、わずかな違いはあるものの、何が必要かについての幅広いコンセンサスを表して
います。最初は、核保有の詳細な宣⾔です
︓どこで、何を、いくつ、など。すべての重要なアイテムは
、数えられ、封印され、タグ付けされ、記録されます。

ただし、スーパーマーケットは、万引き の機会が少なく、希望することしかできません。おそらく、より適切な⽐
較は
、銃器のメーカーの識別マークまたは⾃動⾞の輸出⼊コードでしょう。 この識別と保護の段階での信頼を確⽴する
ためにランダム
サンプリングが使⽤され、 セキュリティを保証するために堅牢な管理過程が確⽴されます。 プロセスのこの段階で
は、多くの確⽴されたテクノロジーと⽅法論が存在します。マネージドアクセス技術が⼀般的に使⽤されており 、
機密性の⾼い感染の防⽌に⾄るまでの⼿順があります。

情報、国際的な検査官を送るために、⽇常的に
使⽤されているか、開発中です。
セブンネーションズイニシアチブの下での英国とノルウェーの協⼒を⽬撃してください。

弾頭の解体と機密資料の処分に関しては



、検証⼿順ははるかに少ない
です。弾頭の解体⾃体は、これまでの⼀般的な⼿順です

。パトリシア・ルイス は、核兵器を保有している各州で、

数⼗年にわたって保守⽬的で⽇常的に着⼿しました。
の検証
ただし、外部の検査官によるこの段階は出発点となります。
弾頭を解体する際に設計情報を拾い集める機会があるため 、外部の観測者
の監視なしに⼿順を実⾏する必要があります。
⾃動の現場リモートセンシングは
、実⽤的な場合、密閉された封じ込め、⼊⼒と出⼒の監視、および物質収⽀と⾮感受性 ⼿順
の⽴会いに置き換えることができます。 この⽅法で核弾頭
の解体を確認することは確かに可能ですが、

予期しない監視のギャップを埋め、避けられない不具合を解決するための 実験と実践的なデモンストレーション。

この論⽂では、弾頭認証問題の解決策としての「情報バリア」の考え⽅
、特に、
⼀連の特性が弾頭を定義して監視する「属性検証」の⻑所と短所
、および「テンプレート」について詳細に説明しています。検証」では、
精査された弾頭の放射性スペクトルがテンプレート
スペクトルと⽐較されます。この技術的にトリッキーな側⾯については、まだ多くの作業が必要です。
検証チェーンの。英国とノルウェーの実際の作業に加えて、 ⽶国とオーストラリア、あるいはフランスとスイスな
ど、
他の核兵器国と⾮核兵器国を組み合わせることができます。 中国とインドネシアは興味深い組み合わせを作るでし
ょう、そしてロシアと、 例えば、カザフスタンはいくつかの⾮常に有⽤な仕事をすることができました。 過去の⽣
産と核考古学は、おそらく 核軍縮への道の先にある最も厄介な問題の1つです。 フォレンジック⼿法は、不確実性
を完全に排除することはできませんが、役⽴つ可能性があります

おそらく⾃信を確⽴するのに⼗分な、それらを減らします。測定誤差
は、技術的問題と政治的問題の両⽅であることが判明する場合があります。
⼤量の材料を扱う場合、⾮常に正常で、合理的で、正確な測定は 、それらが表す量に
重⼤な不確実性があるように⾒える可能性があります。 英国と⽶国の間の演習
の結果を描いた魅⼒的な表 は、説明されていない資料が、情報のない 読者に、⼤量のプルトニウムとウランがむし
ろ不⾜していると信じさせる可能性があることを⽰しています

⽣産 のわずかなシェアを占める不可避の不確実性の結果よりも。
そのような計算は、せいぜい混乱、あるいは悪意のある解釈にさえつながる可能性が⾼いです。



核兵器廃絶プロセスにおける過去の⽣産を説明する際のそのような困難は 、兵器の⽣産のための核分裂性物質
の禁⽌の重要性の強い主張を⽰しています。
この問題は⾮常に重要であり、

核兵器の廃絶︓討論|

特に核兵器のレベルが低く、最終
的にはゼロになる場合、その国は過去の⽣産物を含める⽅法を⾒つける必要があります。
核分裂性物質（カットオフ）条約、または
FM（C）Tをめぐる取引における株式と株式。これは、FM（C）Tの⼀部として、または
提案された核分裂性物質管理イニシアチブなどの別個の取引として、または核分裂性物質信頼醸成 措置
（FMCBM）
に関するWMD委員会の提案として⾏うことができます。 著者は、チャレンジオンサイト検査の問題をある程度 詳
細にカバーしています。 最近、そのような検査は特に有⽤ではないと⾒なされる傾向がありますが、それらの検証
抑⽌指数は 些細なことではありません。さらに、そのような検査を受ける意欲は

誠実さの深刻な兆候であり、したがって、有⽤な信頼構築者です。

インテリジェンスの多様化

国家インテリジェンスの収集と分析の役割には、
さらに多くの評価が必要です。
サダム・フセイン政権が保有していると思われるイラクの「秘密の」⼤量破壊兵器をめぐる2003年の壊滅的な戦争
と、その結果として多くの⼈々、領⼟全体、そして国連の制度に
与えられたすべての被害を考えると、私を許してください。
もし私が国家 情報収集
に置かれている信頼に少し懐疑的であるように思われるなら。
役割がないということではありません。確かに、かなり
逆⾏する。私の問題は、国の情報収集から収集された情報は、
おそらく秘密が関係しているために、通常 、徹底的な現場検査で得られた
情報よりも重要視されていることです（魅⼒や興奮は⾔うまでもありません） 。 これは、セキュリティが関係する
場合に
危険な傾向です。 オープンソース情報が公式の極秘インテリジェンスよりも ⾼品質で正確だったときの
いくつかの良い例を思いつくことができます。 国連特別委員会とその後継者であるイラクでの経験

国連監視・検証・検査委員会は、
実地検査は実際に情報を⼊⼿するための⾮常に良い⽅法であるということ
です。
問題は、検証情報の流れがしばしば
受け取った知識と対⽴し、政府がその情報源のために後者を選択したこともあり、当時はそれをよく理解していな
かったことです。
事実、そのような問題については、可能な限り多くの独⽴した情報の流れが



必要です。セキュリティ情報の分析を担当する
⼈は、⾃⼰満⾜と同じように誤った三⾓測量に注意する必要があります。
検査戦略と無知なグループ思考。オープンソース、調査
ジャーナリズム、⽴⼊検査、⾮政府組織による報告
、⼈間の知性、頭上の画像などはすべて有効な形式です

238 |

状況の理解を深め、
セキュリティを強化するための情報のパトリシア・ルイス。
私は、情報ラインを可能な限りクリーンで独⽴したものに保つことを強く主張します。そうすることで、オープン
な
探究⼼を持つ⼈々にとって、
より良い判断を下すための真に独⽴した情報源があります。

市⺠社会モニタリング

市⺠社会の監視に関しては、核軍縮コミュニティが時代遅れ になっていることは明らかです。
内部告発と市⺠が情報を提供する能⼒についての1980年代の議論では、議論は⾏き詰まっているよう
です。まるで、
地雷モニターや⽣物兵器防⽌プロジェクトの⽣物兵器
モニター、あるいは核実験や⼩型武器調査 、クラスター爆弾
条約に関する⾚⼗字国際委員会や科学研究所でVERTICが⾏った作業を誰も読んでいないかのようです。
および国際安全保障
衛星画像の使⽤について。 条約の遵守 を監視、検証、報告、および⾏動するために、そのセクターの強みと10年以
上にわたるその経験
を実証する市⺠社会の⼀連の経験全体を経験するのではなく、代わりに関⼼のある読者にシリーズを紹介します。
国連軍縮研究所の ⼈道的⾏動プロジェクトとしての軍縮による本と分析の作成。そのプロジェクトからの学習の⼀
部は、 軍備管理の問題解決に 認知の多様性をもたらし、達成するために引っ張る新しいレバーを⾒つけるという問
題でした

コンプライアンス（ノルウェーの倫理的投資⽅針など）など。 他の軍縮プロセス、特に核軍備管理が停滞 している
間に過去10年間着実に進歩している
プロセスから学ぶことはたくさんあります。 費⽤の⽀払い⽅法と誰が⽀払うべきか、スーザン・ ウィレット の分
析は、検証を含む武装解除の費⽤は 、核兵器⾃体の誕⽣から死までのライフサイクルの ⼀部であるべきであること
を明確に⽰しています。規模が⼤きく、危険で汚染の可能性のある業界（



たとえば、原⼦⼒産業、または⾃動⾞や冷蔵庫の製造
）では、廃⽌措置のコストは技術全体の⼀部であり
、製造業者とオペレーターの責任と⾒なされています。ほとんどの国では、⾞の購⼊者は、⾞の最終的な消滅と 、
⾞を運び去って⽴⽅体に粉砕する費⽤を
カバーする税⾦を⽀払います。 原⼦⼒発電所が試運転される
とき、試運転に考慮される 核兵器の廃⽌︓討論| 239 のコストは、廃棄物管理のコストであり、プラントは最終的に
シャットダウンされ、⼀時停⽌されます。なぜこれは武器で⾏われないのですか︖実際、

すでにそうです。ウィレットが⽰したように、すべての核兵器はある時点でその寿命の終わりに達し、その後 、定
期的な備蓄管理のコストの⼀部
として政府によって廃⽌されます。
軍縮
条約は、それが起こる速度を上げるだけです。
材料の保管の増加と検証のために、わずかな追加費⽤がかかります。
「汚染者負担」の原則と同様に、これらの費⽤は、武器を委託した国防総省
と武器を
製造した請負業者が負担する必要があります。さらに、ウィレットはの機会費⽤を研究しました
核の蓄積と核軍縮の節約。

⼀貫した施⾏

最後に、施⾏に関しては、簡単な答えはありません。明らかに、著者
は、ある種の⾃動
施⾏または違反に対する報復の規模を研究した他の⼈と同じ結論に達しました。実際には、
それは機能しないということです。現実の政治と独特の状況は
、そのような厄介なプロセスで常に優勢になります。
執⾏において何らかの形の⼀貫性と有効性を確保する⽅法は、おそらく
核軍縮における最⼤の課題です。イラク、北朝鮮、イランでの最近の経験、
リビアとシリアは、⼀貫性のひどい⽋如を⽰しています。⾮核兵器国は 、その有効性が限られている（または⽋如
している）そのような多種多様な⾏動
をどのように解釈するかを知ることに当惑せざるを得ない。 質問をして答えようとするだけで、ジョージ・ ペルコ
ビッチとジェームズ・アクトンは世界に素晴らしいサービスを提供してくれました。私たちは 、核兵器 の廃絶に向
けてこの軍縮ボールを再び転がすのにかなり遅れています。そしてこの論⽂は、少なくとも ベンチャーに正しい⽅
向への真剣な推進⼒を与えました。 240 | パトリシアルイス ノート



1スーザン・ウィレット、武装解除の費⽤—
値札の再考︓

軍備管理の費⽤と便益に関する⽅法論的調査
（ジュネーブ︓UNIDIR、2002年5⽉）。

IAN HORE-LACY

原⼦⼒発電と核拡散︓
核産業の展望

核兵器廃絶の第3章は 、核兵器の使⽤の増加、特に原⼦⼒発電の
増加から⽣じる拡散やその他の懸念よりも、武装解除に焦点を当てていません 。ここでの私のコメントは、その章
への返答です。市⺠が

原⼦⼒産業は、これらの懸念が誤解を招くまたは誇張されている場合に指摘することが重要であると考えており、
業界 は国際原⼦⼒機関（IAEA）の役割と核兵器の拡散に対抗する措置の役割を 明確 に
⽀持しています。ジェームズ・アクトンは 、発電を含む 原⼦⼒技術の使⽤の増加から⽣じる拡散関連の問題のほと
んどを有能に調査しています。この論⽂は新しいことを⽰唆しておらず 、特にウラン 資源と再処理という2つの問
題の扱いについては、以下で説明するように補⾜する必要があります。

状況に応じた増殖と安全性の懸念この章では 、⺠間の核燃料サイクルから核兵器に⾄るまでの物質には、ウラン 濃
縮（現在の発電で使⽤されているレベルをはるかに超えるレベルまで） と再処理

の2つの可能なルートがあることを明確にしています。通常の使⽤済み燃料（プルトニウムが 分離されており、兵
器に使⽤可能であると仮定）。⾼濃縮ウラン の場合、兵器の製造は⽐較的簡単です。プルトニウムの シナリオで
は、それは⾮常に複雑です。 242 | Ian Hore-Lacy これまでのところ、どちらのルートもたどられていませんが、いく
つかあります。

英国 における低燃焼燃料からのプルトニウム回収に関する曖昧さ（1960年以前）。インドで; そしておそらくロシ
アで（



RBMK、またはチェルノブイリ型の原⼦炉から）。
⺠間の核活動を除けば、すべてが核武装国です。

原⼦⼒の世界的なルネッサンスに関しては、1986年のチェルノブイリ事故は確かにそれを後退させ（しかし幸いに
もそれを 終わらせ
なかった）、
その原⼦炉の⾮定型的な性質とその運転には時間がかかった。
広く実現される。確かに、それは世界の原⼦炉技術の主流とは⼤きく異なり、
実質的に無関係です。
ヴァント。
事故は、技術的、⽂化的、政治的要因のユニークな偶然の⼀致によって引き起こされました。

核ルネッサンスの推進 ⼒⺠間の核燃料サイクルの要素の開発または獲得と不拡散の優先事項との

間の政治的妥協についての議論は 、核ルネッサンスの推進⼒を冷静に考慮する必要があります。 50年前、第⼀世代
の原⼦⼒発電所は 、⽯炭⽕⼒発電所によって引き起こされる都市のスモッグを緩和する必要性によって正当化され
ました。原⼦⼒ はまた、ベースロード電⼒の経済的供給源と⾒なされ、

化⽯燃料の輸⼊への依存。フランスは後者の政策の典型です。

原⼦⼒発電所を建設するための今⽇の推進⼒は進化しており
、次のように要約することができます

。•エネルギー需要。世界の⼈⼝増加と
産業の発展により、2030年頃には電⼒消費量が2倍になります。 ⽇産や 他の⾃動⾞メーカーが想定しているよう
に、それまでに電気⾃動⾞へ
の⼤きな動きがあれば、その増加はさらに⼤きくなります。同じ期間に、 特に⽶国と欧州連合で、多くの発電スト
ックが必要になります

更新されます。乾燥地域での淡⽔の不⾜は
、エネルギー集約型の淡⽔化プラントの使⽤を増やすことを求めています。⻑期
的には、輸送⽬的の⽔素製造には、
⼤量の電気または⾼温熱、あるいはその両⽅が必要になります。

• 気候変動。
地球温暖化と気候変動の危険性と影響に対する認識の⾼まりにより、意思決定者、
メディア、および⼀般市⺠は、化⽯燃料の使⽤を
削減し、少なくとも発電の場合は
ゼロに置き換える必要があることを認識しています。または原⼦⼒などの低排出エネルギー源。
原⼦⼒は、化⽯燃料に代わる唯⼀の⼤規模な代替⼿段であり、

核兵器の廃絶︓議論| 243は、 継続的で信頼性の⾼い電⼒供給を

⾏うことにより、ベースロード需要を満たすためにすぐに利⽤できます。 •経済学。化⽯燃料価格の上昇は 、発電



のための原⼦⼒の経済性を⼤幅に改善しました。いくつかの 研究と市場は、世界の多くの地域で、原⼦⼒エネルギ
ーが利⽤可能なベースロード 技術 の中で最も費⽤効果が⾼いことを⽰しています。また、様々な政府のインセンテ
ィブとして、

貿易スキームは炭素排出量の削減を促進し、
原⼦⼒の相対的な経済的利益はさらに増加し  ます。

•将来の燃料価格のエクスポージャーに対する保険。
化⽯燃料に対するウランの⻑期的な利点は、
燃料価格の上昇が最終的な発電コストに与える影響が少ないことです。これ
は、原⼦⼒発電の費⽤が主に
プラントの当初の資本⽀出にあるためです。燃料価格の変動に対するこの鈍感さ
は、規制緩和された市場で電⼒価格を安定させる⽅法を提供します。

•供給のセキュリティ。各国が相互に対する脆弱性を認識しているため、
⽯油とガスの供給の途絶（後者は
電⼒に最も関連性があります）、天然に存在するウランの豊富さ、
⽐較的低コスト、そして数年分の供給の容易さは
、エネルギー安全保障の観点から原⼦⼒を魅⼒的にしています。

さらに先を⾒据えて、核エネルギーは、特に⽔素 製造、合成油（フィッシャー・トロプシュ法）、 タールサンドか
らの油の回収、そして潜在的に⾮常に⼤規模な脱塩
の分野で、プロセス熱の⽤途が増える可能性があります。しかし、

これらのいずれも、不拡散に関連し て対処されている問題に質的な違いをもたらす可能性はありません。

原⼦炉製造の実⽤性

原⼦⼒発電が⼩さな国のプログラムから離れ
、ますますグローバル化する産業になるにつれて、新しいプラントの連続⽣産は建設費を下げ 、原⼦⼒エネルギー
の競争⼒をさらに⾼めることが期待されています。
原⼦⼒発電が
達成することが期待できる規模の経済は
、近年のすべての主要なインフラプロジェクトに影響を与えた資本コストの増加に対抗するでしょう。

最初のコンクリートの注⼊から最初の
発電まで、今⽇のほとんどの原⼦炉は5年以内に建設され、4年で建設されます

。Ian Hore-Lacy

は最先端であり、3年間はプレハブの⽬標です。
建設前は、通常



、原⼦炉の予備承認を得るのに数年かかりますが、この時間枠も短くなるはずです。 この章は、 「今後10年間、世
界の原⼦⼒産業はおそらく 年間10基以下の原⼦炉を建設できる」

と⽰唆するのに不⼗分な情報源に依存しているようです。その数字はとてつもなく低いです。次のために

数年のうちに、毎年建設される1,000メガワット-電気（またはロシアのVVER加圧⽔型原⼦炉の場合はおそらく1,200
メガワット-電気 ）を超える10基未満の原⼦炉
はおそらく信頼できるかもしれません。しかし、すでに、
新しい⼤型鍛造プレスやその他の機器の需要は明らかであり
、必要に応じてさらに多くの設備が試運転されます2。

1980年代に218基の発電⽤原⼦炉が稼働し、
平均して17⽇ごとに1基であることに注⽬してください。その中には、⽶国で47⼈
、フランスで42⼈、⽇本で18⼈が含まれていました。それらの平均電⼒は923.5メガワット
-電気であり、今⽇の基準でもかなり⼤きい。少なくとも、それは

2015年頃から10年間 で同数の原⼦炉が稼働することは想像に難くない。実際、中国
とインドは原⼦⼒エネルギー（重⼯業は⾔うまでもなく
）と世界のエネルギー需要の倍増に追いついている。今後20年間で
、現実的な⾒積もりは、年間70 1,000メガワットの
電気ユニット、または5⽇ごとに1つに相当する可能性があります。

関連する歴史的ベンチマークは、18の⽶国造船所
が1941年から1945年までに2,700隻以上のいわゆるリバティ船を建造したことです。
容量10,800メートルトンの貨物船は⾮常に基本的な英国の
設計でしたが、⽶国の戦時中の産業⽣産性の象徴となりました。
造船所での平均建設時間は42⽇で、多くの場合
プレハブモジュールを使⽤していました。1943年には、毎⽇3つが完成していました。

進化する核燃料サイクル核分裂性物質の転⽤

の可能性を減らすための第3章の進化的アプローチに関して
、ウランは地球の地殻でかなり⼀般的な元素であり
、少数の核兵器の⼗分な供給がない国はありません
（1つの兵器はわずか5トンの天然ウラン）。もしも
コストは問題ではありません。ウランは、ほとんどの
花崗岩から、あるいは海⽔からさえもそのような量で回収される可能性があります。これ
は、商業利⽤には⾮常に不経済な供給源です。対照的に、電⼒⽣産の世界貿易は年間 約
66,000トンのウランであり、そのすべてを説明することができ

ます 。UrencoとEurodifは、政府が所有する（本質的に ⺠間ではない）多国籍企業です。グローバルレーザーエンリ
ッチメント（GLE、 核兵器廃絶︓討論| 245



SILEX）は⽇⽶企業GE⽇⽴ニュークリアエナジーによって設⽴され、
現在、ゼネラルエレクトリック51％、⽇⽴25％、カメコ24％の株式を保有しており、 ライセンスとロイヤルティ
を⽀払う前に⽇⽶カナダにスプレッドを与えています。
オーストラリアのSilexSystemsへの料⾦。アンガルスクの国際
ウラン濃縮センターは、すでに
ウクライナ、アルメニア、韓国、
モンゴルからの株式持分を持つロシア・カザフ企業です。ただし、これらのパートナーシップは、商業的配慮によ
って推進されてい
ます。
そのようなすべての施設の多国籍管理を追求するという根本的なアプローチは、はるかに異なる問題になるでしょ
う。

これらの⽅針に沿って、このセクションからの主要な省略は、国際的なパートナーシップ
となった⽶国のイニシアチブであるグローバル原⼦⼒エネルギーパートナーシップ（GNEP）
です。GNEPの可能性については意⾒が異なり、議会は⼗分な資⾦を提供するのに時間がかかってい ますが、世界
のすべての原⼦⼒産業を
代表する24の州が登録しており、 GNEPが育成するように設計された技術は確かに重要です。 GNEPは、 燃料リー
スなどのオプションを含む包括的な燃料サービスの開発を想定しており 、

新しい国。そのような拡⼤を削減することが不拡散の利益をもたらすという⼀般的な前提
は疑わしいものです。 オーストラリアとカナダ
にそのような施設を設⽴することにより、不拡散システムはどのように弱体化するでしょうか。
⼀⽅、拡散の懸念がある少数の国は、 信頼できる燃料供給
の親切な申し出によって影響を受ける可能性はほとんどありません。
精巧なシステムを考えるとき
、前提を正しくすることが重要です。

しかし、これはGNEPの潜在的な価値を軽蔑するためではありません。
包括的で信頼性の⾼い燃料サービスの確⽴
使⽤済み燃料の処分の選択肢は、⾃国 の燃料サイクル 施設を設⽴する費⽤と困難を伴わずに、
その利益を求める国々のために原⼦⼒発電へのより実際的なアプローチを⽣み出すことが期待されています。しか
し、今のところ、GNEPは 、国境を越えて 実際に廃棄物を処分するという各国からの対応する申し出 を引き出すこ
となく、核廃棄物への合理的なアプローチに関して世界の多くの地域で期待を⾼めています。 ⾼度な再処理技術と
燃料の開発により 、⾼度な原⼦炉技術のさらなる開発が可能になります。

⾼速炉技術の開発は
、現在の軽⽔炉のコストと競争⼒を持つようになるためのコストの必要性に集中しています。フランス、ロシア、
⽇本などの国々は⾼速炉



の設計と運転の経験があり
、⽶国はそれらと協⼒して、
コスト競争⼒のある⾼度な⾼速炉の開発を加速しています

。Ian Hore-Lacy

は、洗練されたセーフガード機能を組み込んでおり、効率的で信頼性があります。
ロシアはBN-600原⼦炉でこれを先導しており、
IAEAの検査官が経験を積むことができるように、この原⼦炉を⾃主的に開放している。
そのようなユニットを保護します。⾼速炉開発のさらなる推進⼒は 、⾼レベル放射性廃棄物
の主要な⻑寿命成分を形成するすべてのアクチニドを燃焼させるためのそれらの将来の使⽤です。 再処理について
の議論は、いくつかのアイデアを分解する必要があります。 （Urex +へのつかの間の⾔及は別として）再 処理はプ
ルトニウムを分離することを意味すると想定されているようです。再処理を放棄するという幅広い問題を議論する
際には、化学的再処理（ ⾼度な⽔系プロセスではなくてもプルトニウム を分離する可能性がある）とエレクトロ
メットを区別する必要があります。

溶融塩浴でのアレルギー再処理（この
可能性はありません）。

対処しなければならないもう1つの問題は、再処理への⼊⼒に関するもの
です。
それがすべて⾼燃焼燃料であるならば、プルトニウムはとにかく兵器にあまり使⽤されません。⽇本の「地下の爆
弾」についてのコメントは、⽇本には、出⼒ を⼤幅に著しく損なうことなく
、低燃焼度の物質を⽣成できる発電⽤原⼦炉がないという事実を無視している 。兵器の拡散の可能性についての懸
念を和らげる別の⽅法は 、すべてを保証する何らかの⼿段を確⽴することです。

再処理された物質は、プルトニウム 含有量に平均20％の⾮核分裂性同位体が含まれていました。4

研究⽤原⼦炉と⾼濃縮ウランの使⽤に関して
、特に多くの
研究⽤原⼦炉が⼤学や ⾮常に濃縮されたウランを⼤量に収容
する軍事兵器施設よりも安全性がはるかに低い⺠間の場所。
1978年以来
、ドイツのガルヒングにあるFRM-IIという1つの原⼦炉だけ
がこの燃料で建設されましたが、少なくとも16か国で多くの原⼦炉が建設されました。
低濃縮ウラン燃料を使⽤して試運転。

⾼濃縮ウラン燃料を使⽤するほとんどの研究⽤原⼦炉
は、⽶国とロシアから供給されたものであるため、
この問題に対処するための継続的な取り組みは、主に彼らの権限の範囲内にあります。



研究および試験⽤原⼦炉の濃縮低減プログラムは
、1メガワット熱を超え、
低濃縮ウラン燃料を使⽤するための重要な燃料要件を持つ原⼦炉の変換に重点を置いています。2004年に、⽶国国
家核
安全保障局は、グローバル
脅威削減イニシアチブを⽴ち上げる際にこのプログラムを包含しました。
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⾼濃縮ウラン燃料（⽣および使⽤済み）および
その他の放射性物質の処分。このイニシアチブは、
ロシアへのロシア起源の燃料と⽶国への⽶国起源の燃料の除去を加速させました。合計で、ほぼ1
メートルトンの新鮮な使⽤済みHEU燃料が返還されました。
海軍原⼦炉に関しては、
濃縮レベルを下げることにはジレンマがあるように思われます。そうすると、
⽣涯コアの重要な利点が失われるためですが、これらのプラントの詳細を取得して検証することは困難です。
ただし、このテクノロジーは普及しているとは⾔えず、存在していません。
兵器能⼒のある国の内部の聖域の外にあるので、増殖の

懸念として、これは軽微であると⾒なすことができます。

*

結論として、著者は、
核兵器の世界を排除することを懸念して
、私を含む他の⼈々が最も重要だと考えるいくつかの要因を軽視しているという

ことです。•完全な核軍縮が
問題になる可能性はほとんどありません。すべての核武装国が
兵器をかなり低いレベルに減らすまで。その前提条件を達成するための外交的および戦略
的実⽤性を特定することは、
アクションのためのより良い推奨。

•気候変動に関する政府間パネルの調査結果に反映されているように、気候科学が正しければ、 ⼈類
の歴史における最⼤の危険は、温室効果ガスが ⼤幅に 排出されない限り、21世紀に発⽣する可能性のある⽣物圏の
安定性への損害にあります。削減されました。 •原⼦⼒ルネッサンスが勢いを維持する かどうかについての著者の
表明された不可知論とは反対に、世界のほとんどの主要な政府は 、エネルギー⾃給と環境に関する⻑期計画に 不可
⽋なものとして原⼦⼒を受け⼊れてきました。

責任。ドイツのようないくつかの⻑引く例外
がルールを証明している⼀⽅で、イタリアの最近の質問に対する
強調された顔は傾向を強調しています。



核のルネッサンスが勢いを増し、
国際安全保障に直接関係する要因によって推進されるにつれて、安全保障アナリストは
、その進展を導く計画を検討する際に、実践的、⾮観念的、そして正確でなければなりません。
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Notes

1世界原⼦⼒協会の
倫理憲章、http︓//www.world-nuclear.org/about/ethics
。html︖ekmensel = 185
bf1b1_12_0_74_2。

2最近のWNA情報紙
「発電所の重⼯業」はこの
質問に取り組んでいます。http︓
//www.world-nuclear.org/info/inf122_heavy_manufacturing_of_power_plants.html
。

3現在の巻の87ページで、この論⽂
は「イエローケーキ（精製されたウラン
鉱⽯）」に⾔及しています。関連するカテゴリーは、その 化学的形態に関係なく、天然

ウラン（すなわち、濃縮されていない）です。
鉱⼭から出荷される
場合、通常はU3O8または酸化ウラン
濃縮物です（基本的に同じものです）。

4約3分の1の⾮
核分裂性同位体（主にPu-240）を含む 原⼦炉グレードのプルトニウムが「兵器
使⽤可能」であるかどうかという問題は議論の余地があります。深刻な
論争になっていないのは、そのような物質が
爆発することは⼀度もなかったということであり、それを
使って爆弾を作ろうとすると、それを
準備する⼈々に深刻な危険をもたらすでしょう。 核兵器の廃⽌︓核兵器

を最初に⾮合法化し ないのはなぜですか︖ ⾮核兵器のない世界への呼びかけは新しいものではありません。確か
に、

それらの恐ろしい兵器が広島と⻑崎で使⽤された 1945年以来、それを達成するための国際社会は⽌まらなかった。
しかし、核兵器国のどれも、これまで核兵器廃絶に真剣に取り組んだことはありません
。特に⽶国は、核兵器 がその安全保障戦略において正当な役割を果たす
ことを主張するとともに、⼤規模な核兵器を維持し続けてきました。



ブッシュ政権 は、2001年の核態勢⾒直しで削減するつもりであるとの議論に
もかかわらず、冷戦後の時代に核兵器を使⽤するしきい値を下げました

⽶国の安全保障戦略における核兵器の役割。
⼤きな兵器を保有する他の主要な核保有国であるロシアは、核兵器の役割を明らかに向上させており 、核の担保権
を保護するための従来の能⼒の低下を補うために、核兵器に
もっと依存しなければならないと公然と宣⾔している。他の核保有国もまた、 核競争 の新ラウンドに追いつくため
に核兵器の近代化に取り組んできました。核兵器国の側での核兵器へのこの継続的な執着 は、多くの⼈々が事実上
信じている

過去10年間、 この分野での多国間交渉と⼆国間交渉の両⽅を⿇痺させた。

このような背景の中、 核廃絶問題
への国際的な注⽬を復活させるためのジョージ・P・シュルツ、ウィリアム・J・ペリー、ヘンリー・A・キッシンジ
ャー、サム・ナンの努⼒は特別な意味を持っています。
彼らの1⽉
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2007はウォールストリートジャーナルで論説し、その1年後のフォローアップ記事は
、⽶国に核抑⽌政策を放棄し
、世界が核廃絶に向かうのを⽀援する上で主導的な役割を果たすよう求めた。
兵器。
世界は、作者のアイデンティティよりも表現された⾒解にそれほど驚かされませんでした。4つすべてが例外的であ
り、⽶国の
意思決定セキュリティサークル内で奉仕されています。そして、4つすべては、⽶国の核 抑⽌
を提唱または実施した冷酷な戦⼠でした。
したがって、彼らの視点の根本的な変化は、
すぐに世界の注⽬を集め 、核兵器のない世界
の⽬標に向けて核軍縮のプロセスを開始する最善の⽅法について激しい議論を引き起こしました。 多くの⻄側政府
と⾮政府組織

彼らの意⾒を反映するための措置を講じています。
新しいビジョンを特定の⾏動に変換するために、さまざまな提案がなされてきました。 それでも、⾮核兵器地帯の
概念の

実現可能性、あるいはその価値については、深刻な違いが残っています。
ワシントンの多くの⼈々は、
⽶国の担保権が損なわれるのではないかと考えています。
核軍縮を真に信じている⼈々の間でさえ、それ
がどのように実⾏されるべきかについての⾒解には⼤きなギャップがあります。その間、
多くの⾮核兵器国は沈黙を守ることを選択します。



核兵器のない世界という考えに対する⻄側 の新たな熱意の動機についての彼らの強い懐疑論に応えます。 彼らは、
このキャンペーンが核軍縮
への⻄側の関⼼の⼀時的なエピソードに過ぎず、やがて消えていくのか、それとも 今回何かが実際に起こるのだろ
うかと疑問に思います。 彼らは、新しい⽶国⼤統領が来年どのように⾏動するかを⾒ることに特に興味を持ってい
るようです。彼は 抵抗を克服し、核兵器ゼロの考えを受け⼊れ、そのために 意味のある具体的なステップを実⾏し
ますか︖ そのような状況下で、核兵器を廃⽌することは、2つの区別によって

この分野の有能な専⾨家であるジョージ・ペルコビッチとジェームズ・アクトンは、 ⾮核兵器のない世界をタイム
リーに
達成するための努⼒についての考察への貴重な貢献と⾒なすことができます。
著者ら
は、軍縮問題を真剣に受け⽌める際に、
答えよりも多くの質問を提起することを認めています。このオープンマインドな探求の姿勢は
、とりわけ
核軍縮に関連する5つの主要な問題を定義するのに役⽴ちます。政治的安全保障関係の短期的な改善
と⽶露の武器削減。検証; の影響
世界の原⼦⼒産業の拡⼤。執⾏; とヘッジ。
著者の⾒解では、
核兵器を安全に禁⽌するプロセスを開始する場合、これらの問題のいずれも回避することはできません。この論⽂
には、洞察に満ち

た核兵器廃絶︓討論が含まれています。克服

するための主要な障害
や、意味のある軍縮のために存在する可能性のある代替オプションを含む、これらの各問題に関する分析。
著者によって提供された解決策は、多くの⼈にとって理想的であるとは⾒なされず、
⼀部の⼈にとっては物議を醸すでしょうが、論⽂は深さを描写しています

⾮核兵器地帯のない世界 を実現するための最も困難な問題の複雑さ。
この意味で、それは将来の核軍縮の研究のためのほとんど教科書として認識されるべきです。 とはいえ、この論⽂
は、中国の学者の謙虚な観点から、 核軍縮 の適切な実施を探求するためのより強固な基盤を提供するために明確化
が必要である

といういくつかの重要な質問も提起したようです。 核武装国が最初に⾏かなければならない 最初の質問は、永遠の
「誰が最初に⾏かなければならないか」に関係しています。問題。原⼦⼒

軍縮は何よりもまず核武装



国の責任です。核軍縮、軍備管理、不拡散の分野では、核兵器国、特に 最⼤の核兵器を保有する国と幅広い 国の主
な責任の
バランスをどのようにとるかについて、常に激しい議論が⾏われてきました。 ⾮核兵器国による参加。 違いは、誰
がもっとやるべきか、誰が最初にやるべきか、そしてどちらがより重要であるかということに集中します︓ 核兵器
国による核軍縮、または不拡散。

⾮核兵器国によって︖しかし、議論⾃体は
⾮核兵器国にとって不公平です。その名前が⽰すように、核軍縮
とは、核兵器を取得した国々が核兵器
の規模を縮⼩するための⾏動を取ることを意味します。したがって、核軍縮は
核兵器国の事業です。 核兵器国が核兵器廃絶の過程でより安全であると感じさせるために、⾮核兵器
国がより多くのまたは新しい規制に従うことをどのように期待できる でしょうか︖これは、⾮核兵器国が

核軍縮の責任はありません。重要なのは
、核保有者と保有者の責任を
同じ⾯に置くことはできないということです。

論⽂のこの質問に対する分析は、両⽅の
カテゴリーを平等に扱うことを試みています。 著者らは、「核軍縮
に向けた真剣な進展がなければ、核兵器の拡散を抑えることは不可能だ」と強調している。
同時に、彼らは、「⾮核兵器国の積極的な 協⼒
なしには、核兵器の不拡散も廃絶も達成できない」と主張している。
したがって、結論は
「誰が最初に⾏くのか」を解決する唯⼀の⽅法は︖
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の核兵器国と⾮核兵器国は、
軍縮と不拡散の両⽅の⾯で同時に前進することです。」

この誰もが共有するという原則は、理論的には問題ありません。実際に
は、軍縮と不拡散を同時に進めるべきであると主張すること
は、事実上、核軍縮を核不拡散の進⾏を条件とし、 核兵器国の武装解除に対する主要な責任を
覆い隠す危険を冒すことです。
確かに、後
核兵器廃絶の論⽂を読む
と、偏⾒の印象を避けることはできません。著者は、 核兵器国が特別な 責任を果たさなければならない⽅法
よりも、⾮核兵器国に追加の制限を課す⽅法に関⼼があるようです。効果的に。 論⽂のいくつかの警告は特に不快
に思われます。 著者らは、例えば、明らかに、核武装国は 、彼らがそうしないことを彼らに安⼼させる条件を作り
出す際 に、お互いに、そして多くの⾮核兵器国に 多⼤な要求をするだろうと主張している。



彼らの核兵器なしで悪化する。核の「持っている」は 、他の⼈が諦めたいと思っている何かを持っていた
ので、「持っていない」よりもレバレッジを持っていると感じるでしょう 。⾮核兵器国が彼らの要求を受け⼊れな
かった場合、彼らは事実上、肩をすくめて、「 それなら私たちは兵器を保持し ます 」と⾔うでしょう。⾮核兵器
国は、これらの州が武装解除を核 の「持っている」だけの 問題と⾒なす誘惑に抵抗できるようにする。 核保有国
の軍縮の政治⼼理的道徳的演劇を伴うことは現実である

核保有国が不安を感じるとき、⾮核兵器
国はその結果に苦しむ可能性があるということです。」…「したがって
、公平性やその他の状況に関係なく、⾮核兵器国は、核兵器 の安全な禁⽌のための 条件を作成しようとする核武装
国
の合理的な期待に対応するのが賢明でしょう。 そして︓ 廃⽌を実現可能にし、再建の検出を可能にするために、
原⼦炉、ウラン 濃縮プラント、プルトニウム再処理施設、ウランを所有するすべての州

埋蔵量や積み替え港でさえ、より侵⼊的な管理措置と検査⼿順 を受け⼊れる必要があります

。核兵器の廃⽌︓討論|

今⽇よりも253 。
核兵器を禁⽌する協定が執⾏されるという確信を築くために、すべての州は 、歴史的に通常よりも優れた敏捷性と
頑健性を備えた
国際ルールを執⾏する意欲を⽰す必要があり ます。 しかし、⾮核兵器国が⽿を傾け なければならない核兵器国の
「合理的な期待」は何でしょうか。そして「国際ルール」とは

参照している著者︖ここで使⽤されている⾔語は曖昧であり、
異なる、⽭盾する解釈の影響を受けやすくなっています。 ⾮核保有
国に負担をかけている核保有国に関して、⼀⽅的な議論がなされているのではないかという疑惑が⾼まっている。
これにより、紙
の説得⼒が低下します。 第⼀に不平等の中で、⽶国とロシアが主導しなければならない第⼆の質問は、 核軍縮に対
する ⽶国とロシアの特別な責任についてです。繰り返しますが、これは常識です。 すべての核兵器国が主要な責任



を負っていますが、2つの主要な

原⼦⼒は特別な責任を持つべきです。彼らは、核兵器 のない世界
につながるすべての実質的な措置を実⾏する上で主導権を握るべきです。 著者が核武装国の同じカテゴリーに⼊れ
る8つの州は、 3つのグループにもっとよく分けることができます。最初のグループは、 ⽶国とロシアの2つの主要
な核兵器国です。彼らは ⼀貫して核兵器の増強と核兵器の管理と軍縮の原動⼒で あり、それらの核兵器 は世界全
体の95パーセント以上を占めています。さらに、彼らはまだ装備されています

他の核兵器国に匹敵することができない⽅法で 核兵器の使⽤を想定する攻撃的な核ドクトリン。要するに、彼らは
核軍縮プロセスの主要な⽬標であるべきであり、
彼らの義務を真剣に尊重することによってのみ、核軍縮を
正しい軌道に乗せることができます。

2番⽬のグループは、英国、フランス、およびインドで構成されています。
彼らが核兵器を開発した背景はさまざま
ですが、核兵器化の⼤きな動機は1つあります。それ
は、国際社会に主要な世界⼤国として受け⼊れられることです。彼らの
動機は、セキュリティよりも名声のためです。
ポスト冷戦時代に、英国やフランスが
核兵器を真剣に使⽤して核の利益を守るというシナリオを想像することはほとんどできません。 インドは、従来の
能⼒の観点から、パキスタンに対する
圧倒的な優位性の価値を低下させた可能性さえあります。
その
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核武装は、パキスタンに追随するように要求した。純粋に軍事的な
観点から、インドの核決定はその安全保障にとって意味がありませんでした。
確かに中国の要因があります。しかし、からのいわゆる脅威に対処するためにさえ
ニューデリーが主張したように、主要な動機としての中国はまた
、軍事よりも本質的に政治的である。
1996年の国際戦略研究所の会議で、
アジアの台頭による将来の潜在的な課題についてのエピソードを覚えています。幅広いトピックがアジアであるに
もかかわらず、本当の関⼼は
中国にありました。私はその会議に出席しましたが、ほとんどすべての参加者
は、挑戦であろうと



機会であろうと、ほぼ独占的に中国について話していました。それから、著名なインドの代表が⽴ち上がり、怒っ
て尋ね
ました。「アジアについて話しているとしたら、インドはどこですか︖」彼の主張は鮮やかに反映されています
多くのインド⼈、特にエリートの側から、
世界が世界の重要なプレーヤーとしてインドを誤って無視していたことに憤慨している。また
、インドの真の動機、つまり、中国の影響⼒の⾼まり に対応し、政治的および軍事的価格であっても、核
への移⾏の近道を通じて主要な世界⼤国として認められることを説明しています。
したがって、
⽶国とロシアが核態勢を維持し、核兵器が世界の主要国としての名声
を確保する上で決定的な役割を果たし続ける限り、英国、 フランス、インドに核兵器を与える
よう説得することは⾮常に難しいでしょう。
彼らの核資産を増やします。

3番⽬のグループは、中国、パキスタン、イスラエルで構成されています。 核兵器を使⽤する動機は、それぞれが
直⾯する特定の深刻な脅威に対応することである
ため、彼らは対応⼒のある核武装国として説明することができます。
中国にとって、
それは2つの主要な核保有国、
特に⽶国からの核の脅威です。パキスタンにとって、それはインドからの核の脅威です。そして
イスラエルにとって、その近隣の敵対的な環境から。彼らが彼らに対して認識している
脅威が排除されないか、少なくとも軽減されない限り、これらの3カ国のいずれかが 核兵器の放棄
を検討することをいとわない可能性は⾮常に低いです。

要するに、今⽇の世界が
核構造に関してそのような⽭盾を⽬の当たりにしているとき、他の核兵器国が 核武装解除に着⼿するように2つの
主要な核保有国を
誘導するのを助けるために何ができるかについての論⽂で尋ねられた多くの質問は核兵器国が 核兵器廃絶の義務を
履⾏する ように誘導するのを助けるために⾮核兵器国が何ができるかを尋ねるという点
でマークを外し ます。それどころか、最も適切で緊急の質問 は2つあります。それは、⽶国とロシアが道を開くた
めに何ができるかということです。

より少ない核兵器国が軍縮プロセスに参加し、主要な⾮ 核兵器国が核兵器廃絶の強化に協⼒することをいとわない
より良い環境を提供するために彼らができること ︓討論| 論⽂の著者が期待しているように、255 の国際的な不拡散
体制は「より優れた敏捷性と堅牢性を備えています」。 驚くべきことに、この論⽂はこの最も重要な 質問を議論す
るためのスペースをほとんど費やしていませんが、著者は次のように認めて います。

彼らの核兵器の規模、役割、政治戦略的卓越性、



核軍縮の全体的なプロジェクトを進めることはできません。」彼らのより⼤きな関⼼は 、⽶国とロシアが核兵器を
さらに削減する前に、
他の核武装国がどのように⾏動すべきかに焦点を合わせているよう です。 当然のことながら、この⾒当違いの関⼼
は、核兵器ゼロへの道のりにおいて、⽶国とロシアが最初のステップとして、それぞれの核兵器を たとえば1,000核
に削減 することはそれほど難しいことではない という著者の信念から来ています。弾頭。難しいのは、核のさらな
る混乱です。

mamentは、国際的な不拡散プロセス の強化など、他の要因に⼤きく依存する可能性があります。
拡⼤する原⼦⼒産業の効率的な規制。そして他の核兵器
国、特に中国の態度。
論⽂の著者は、⽶国は他の
国、または少なくとも他の核兵器国よりも核軍縮への障害が少ないかもしれないとさえ主張している。

⽶国の態度についてのこの楽観主義は、少し
遠慮がちなようです。事実は、⽶国とロシア（そしてロシアの
前任者であるソビエト連邦）は
、核軍拡競争の主要な原動⼒であるだけでなく、
真に意味のある核軍縮を追求することを最も消極的な国であり続けます。これらの2つの
主要な核保有国にとって、核兵器の⼤幅な削減は
⽐較的容易でした。⾮常に多くの核弾頭を持つことは実際に
は負担でした。将来の⼆国間協定の有無にかかわらず、彼らはほぼ確実 に、劇的な⽅法で核弾頭
の数を減らすための措置を講じるでしょう。
重要な問題は、それらが本当にあるかどうかです

1,000発の核弾頭 への最初の削減の後、ゼロへの道に着⼿する準備ができています。 2008年9⽉に国防⻑官とエネル
ギー

⻑官が共同で発表した最近の公式⽂書 は、21世紀の安全保障戦略 の主要な柱の1つとして核兵器の削減を維持する
という⽶国の決意をさらに証明しているようです。この⽂書は、 とりわけ次のことを強調している。 核⼒は、⽶国
の国家安全保障を⽀援する究極の抑⽌⼒を代表し続けて いる。…安全を維持する、 256 | Pan Zhenqiang

安全で信頼できる核兵器の備蓄と⽀援
インフラは、⽶国の利益にとって極めて重要です。現在、⽶国は 既存の弾頭
の耐⽤年数延⻑の戦略に代わるものを追求しています。
⻑期的な⽬標は 、予期しないイベントに対応するため



に、復活したインフラストラクチャに依存し、展開されていない備蓄に依存することを減らすことです。 私たち
は、既存の弾頭を、⾼度な安全性とセキュリティ機能を備え、製造に対する感度が低い 同等の機能を備えた 信頼性
の⾼い交換⽤弾頭（RRW）に交換する
ことを求めています。

この⽂書は、「ここに提⽰された論理は、 このおよび将来の政権が⽶国の核兵器政策、戦略、および部隊構造への
さらなる調整を検討できる健全な基盤を
提供 する 」ことを期待している。 2明らかに、 この論理に沿って、冗⻑な核兵器（ 配備されていない備蓄）の⼤
幅な削減は可能であるだけでなく 、将来の⽶国の核戦略の構成要素として不可⽋です。しかし、 核兵器廃絶への道
として︖絶対違う。 数字以上、使⽤に対する態度

核兵器の顕著性は変化しなければなら

ない核廃絶への道を⾒つけるための鍵は
数にありません。
それは、安全保障戦略における核兵器の役割を含む安全保障に対する⽶国のビジョンの変化と、
核の拡散に対処する⽅法にあります。広い意味では、
国際関係への新しいアプローチも含まれるかもしれません。ワシントンにとって、
核兵器のない世界
は、同盟国に提供する拡張抑⽌⼒の⼀部である核の傘を放棄することも意味します。結果として、
⽶国はその政治的関係において主要な再調整を⾏う準備をしなければなりません。
その同盟国およびその潜在的な敵との関係。

ロシアの場合も同じことが⾔えます。核兵器の⼤幅な削減
は可能ですが、モスクワにとって、すべての核兵器を放棄することは、ロシアを世界の軍事⼒にし、ロシアが 従来
の能⼒の 卓越性に対処できるようにする
最も物理的で信頼できる⼿段を奪うように思われますアメリカ合衆国とNATO。これは 特に⽶露関係がますます悪
化し、 ⽶国がミサイル配備計画を進めることを決定した 後、新たな核兵器のラウンドが追求されるようになった
今、そうなるだろう。

東ヨーロッパとロシアのシステムは反応することを誓った。9⽉26⽇、
メドヴェージェフ⼤統領は、ロシアが

核兵器廃絶をアップグレードすると発表しました。2020年までに257

の核兵器システム。これには、新しい「軍艦、主に巡航ミサイルと多 機能潜⽔艦



を搭載した原⼦⼒潜⽔艦、および航空宇宙防衛システム」が含まれます。
彼は、ロシアは「 2020年までにさまざまな政治的および軍事的条件下
で核抑⽌⼒を保証しなければならない」と強調した。3 ⽶国とロシアの両⽅におけるもう1つの阻害要因は

両国の保守派、強⼒な軍産
複合体、核兵器研究所からの強い否定的な声。その結果、これら2つの主要な 核保有国が核兵器のない世界への道
を受け⼊れる
ための最⼤の課題は 、他国の態度ではなく 、⾃国の政治軍事環境から来ると考えられます。 。 したがって、核軍
縮に関する他のすべての懸念の根底にある本当の問題は、核兵器の⼤幅な 削減を超えた具体的な措置を講じること
に対する2つの主要な核保有国の態度であり続けています。

以下は、⾮核兵器地帯の世界を実現するために ⽶国とロシアが取るべき他のいくつかの提案された措置です。1）
核兵器なし

で軍事計画を⾒直し、安全保障戦略を再定義します。 2）相互のステップで、核兵器をヘアトリガーアラートから
外します。 3）無条件で核兵器の明確な核の先制不使⽤政策を宣⾔する 。 4）完全な核軍縮が達成さ れる前に、す
べての種類の⾮戦略的核兵器を排除する。その間、彼らは これらの⾮戦略的核兵器を中央貯蔵庫に置くことに同意
するべきです

国の領⼟で。 5）核兵器の数の削減 が⾏われている間は、いかなる種類の

新しい核兵器のアップグレードおよび製造も控えてください。少なくとも、彼らは 新しい軍事⼒を備えた核兵器の
開発や新しい任務のために核兵器を開発することを控えなければなりません。 彼らは、核兵器と通常兵器の区別を
曖昧にしたり、核の 閾値を下げ たりするシステムやドクトリンを採⽤してはなりません。 6）戦略的ミサイル防衛
システムの開発または配備を控える。 258 | Pan Zhenqiang



7）⾮核兵器国 に法的拘束⼒のある否定的な安全保障を提供する。 8）中東、北東アジアを含む

様々な地域での⾮核地帯の確⽴を⽀援し、そのための 義務を果たす。 これらすべての措置が真に実⾏されれば、
すべての核兵器国による さらなる核軍縮のための強固な政治的および技術的基盤を構築し 、国際的な核不拡散プロ
セスを強化することに⼤いに役⽴つでしょう。多くの特定の問題

核兵器 ゼロに関するすべての州の義務の履⾏を含むことも⾮常に容易になるでしょう。 著者が核兵器国、特に⽶国
とロシアの主導的役割についてもっと考えれば、この論⽂は間違い
なくより包括的で完全なものになるでしょう。 これに関連して、上記の措置が効果的 に⾏われ、ゼロへの道のりが
⼤幅に進んだとしても、 効果的な執⾏とヘッジ 政策を確保する上での最⼤の不確実性は、おそらく⽶国とロシアか
ら来るでしょう。として

著者は正しく指摘しているが、これらの2つの勢⼒は、
（核爆弾を製造するための物質的基盤の観点から）不正⾏為や爆発の可能性が最も⾼い
。核兵器のない世界で、⾮核兵器
国が突然勃発し、
核爆弾を開発する決意を表明した場合を想像してみてください。
著者が⼊念に議論しているように、そのような課題は深刻ですが、解決策がないわけではありません。しかし、犯
⼈が⽶国である場合、
何ができる可能性がありますか︖
制裁を追求したり、ワシントンに対して武⼒を⾏使したりすることは可能ですか︖残念ながら、著者はこの問題に
⼗分な
重みを与えたり、解決策を提供したりしませんでした。

道徳的および法的な圧⼒が必要さらに議論する価値のあるもう1つの主要な質問は、 ⾮核兵器地帯 につながるため
に、論⽂で定義されているすべての問題を解決する

のにどれだけの時間が必要かということです。 核軍縮のあらゆる側⾯を網羅しようとするすべての著者の努⼒にと
って、この道徳的緊急性の感覚は⽋けています。 この論⽂の結論は、⾮核兵器地帯への 世界的な取り組みを正当化
する5つの主な理由を⽰しています。これらは⾮常に正当な理由です が、これらの兵器の正当性に疑問を呈してい
ない ため、核軍縮を主張するには不⼗分です。担保権の使⽤



主要な変数または基準が核兵器廃絶の再確認につながる可能性があるため

︓討論|

軍縮につながるのと同じくらい簡単に259の抑⽌⼒。 狭義に理解されている安全
保障上の利益を強調
することは、著者が⾔及する循環的な問題を悪化させる 可能性があります。 不拡散の進展または 他の核兵器国に
よる対応する軍縮措置と⼀致し、したがって、それらの核となる安全保障を損なう。

ests。
これらの他の国々は、真の核軍縮に対する2つの主要な核保有国の誠実さに真剣に疑問を呈し、
協⼒することを躊躇する可能性があります。 したがって、核軍縮に関係

する⾮常に多くの特定の問題に対する解決策を定義するためのすべての細⼼の努⼒にもかかわらず 、著者によって
提供された戦略は、法的および道徳的な圧⼒を⽋いています。なぜ核兵器 国は武装解除を進めなければならないの
ですか︖ そして、予期せぬ事態が発⽣した場合に、地域⼤国 が核オプションに頼らないようにするにはどうすれば
よいでしょうか。法的および道徳的圧⼒のない国は常に

いずれにせよ、核の選択肢を維持するための⾔い訳を⾒つけることができます。そのためには 、化学兵器や⽣物兵
器が禁⽌されたのと同じように、
核兵器を最初に世界条約の形で⾮合法化する必要があります。これにより、ゼロへの道にある他の すべて の措置が
取られる。 そのようなアプローチはあまりにもユートピア的かもしれないと主張する⼈もいます。それは 本当かも
しれません。 しかし、核兵器のない世界の⽬標に向けた核軍縮は、核兵器の廃絶 で概説されているように、国家が

誰が何をすべきか、そして最初に
彼らの担保権を保護するという名⽬で、議論に⾏き詰まりました。過去は私たちに教訓を教えてくれるはずです。
核兵器 は、合法的な兵器ではなく、化学兵器や⽣物兵器に相当する 、国際社会 によって禁⽌されなければならな
い⾮⼈道的な兵器と⾒なす
新しいビジョンを採⽤しない限り、廃⽌することはできません。コミュニティ。核兵器を⾮合法化することは 、核
軍縮のすべての問題を解決するわけではありません。しかし、それは良い 第⼀歩となるでしょう。拘束⼒のある法
律の形で、世界が合意する準備ができていれば、⼤きな⼀歩です。

核兵器の所持は国際関係の規範に違反する ⼈道に対する罪であるという⽂書。そのような条約が実施されている



と、核兵器 国は、安全のためまたはその他の理由で核兵器を保有する必要がある
と主張するのがより困難になるでしょう 。⾮核兵器国もまた 、⾚い増殖線を越えるのが難しいと感じるでしょう。
そして、国家または⾮国家の関係者がその 条約に違反した場合、国際社会は 260 | それらを正義にパンZhenqiang 。
最終的な分析では、化学兵器と⽣物兵器ができるかどうか

⾮合法化されて、なぜ核兵器ではないのですか︖
特に核兵器国では、世界の指導者の戦略的知恵と政治的勇気に⼤きく依存してい
ます。
確かに、はるかに遠い将来に核兵器を廃⽌することを提唱しながら、現在核兵器を⾮合法化するための特定の⾏動
を取ることは、世界の指導者が 核軍縮
に真剣に取り組んでいるかどうかについてのリトマス試験を構成するかもしれません。 中国の役割 最後に、中国に
ついてのいくつかの意⾒。 中国は⻄洋的な意味での核兵器国ではありません。1964年に核能⼒の取得を開始して以
来 、核武装の⽬的は

⾃⼰防衛、つまり核攻撃に対する報復のためだけであり、それは
⽶国または旧ソビエト連邦から来ると推定された。
他の核兵器国とは異なり、北京は
通常兵器能⼒の劣等を補うために核兵器を使⽤する意図はありません
。このように、核能⼒を獲得した⽇、中国は決して
最初に核兵器を使⽤することはなく
、⾮核兵器国に対して核兵器を使⽤しないことを約束した。中国は核の先制不使⽤の⽴場を変えたことはなく
、それは中国の核の教義の署名となっています。

そのような背景の中、
中国が核抑⽌⼒に頼って台湾の正式な独⽴を阻⽌し、 台湾に代わって
⽶国の通常の軍事⼒が介⼊するという核兵器廃絶の明らかなヒントは 、中国の戦略に対する⻄側の無知に典型的な
重⼤な間違いです。その⼩規模な核⼒の意図。確かに、台湾海峡を越えて軍事紛争があった場合 、先制攻撃として
核兵器の使⽤を真剣に検討するの は北京ではなくワシントンです。 今⽇の状況を考えると、そして将来を⾒据え
て、唯⼀の要因

核軍縮に関する北京の⽴場を根本的に変える可能性がある
のは、ワシントンの巨⼤な核兵器とその戦略的意図である。 ⽶国が⼿ごわい核兵器能⼒を 維持し、それで中国を標



的にしている限り、
中国が実質的な⽅法で軍縮プロセスに参加することを想像するのは難しいでしょう。（ロシアも 懸念事項かもしれ
ないが、北京はロシアを核態勢に影響を与える遠隔要因と⾒なしている 。）中国は⽶国の核の脅威を多⾯的である
と⾒なしている。 弾頭の数における圧倒的な⽶国の優位性は

⼀⾯。

重要なのは、それ以上ではないにしても、⽶国の核致死能⼒の卓越した品質です。したがって、
核弾頭の数の削減は確かに前向きな進展であるが、中国は

核兵器を廃⽌する︓議論| 261は依然として、量的削減が ⽶国が核兵器の質的アップグレードを偽装する

⽅法ではないことを確認したいと思うでしょう 。⽶国のミサイル防衛システムの配備は、 新しい宇宙能⼒を⽣み出
すというワシントンの強い関⼼と相まって、

北京の計算をさらに複雑にします。より広い⽂脈では、
両国間の政治的関係の不確実な性質は、
相互不信のさらに根本的な原因になる可能性があります。そのよう
な雰囲気の中で、⽶国
はヘッジのために中国を標的とする核兵器を放棄することをより消極的にするでしょう。次に、中国は、ワシント
ンが 核軍縮
のより⼤きな安⼼を提供するためにより多くのことをすることを主張するでしょう。 アデルフィ紙は、⽶国が すべ
ての核兵器を処分することをいとわなかったとしても、中国は核兵器を保持する必要があるかもしれないと⽰唆し
ている

⽶国の従来の⼒のバランスを取るためだけに。この疑惑を補強するために、特定の中国の専⾨家は 、台湾海峡をめ
ぐる⽶国との 将来の従来の紛争において、中国が先制攻撃の姿勢を変えなければならない
という趣旨で、⻄側メディアで不正確に引⽤されている。しかし、それも 誤解です。 それは、中国が最初に攻撃し
ないという公⾔された核の⽴場を変えるかどうかについての⻄側諸国の深刻な疑問を浮き彫りにしている 。 しか
し、⻄側の疑念は、永続的な平和的相互関係を構築するという中国の全体的な戦略⽬標を考慮に⼊れていない。

それが国内開発に集中できるように国家環境。
核戦略は、中国の全体的な国家戦略の⼀部にすぎません。
核兵器の使⽤を開始しないという中国の公約が
軍拡競争からの脱却に役⽴ち、過去に多かれ少なかれ安定した世界の核秩序に貢献したのであれば、中国が 将来
そのアプローチを変えなければならない理由はありません。
さらに、中国と⽶国は



核能⼒に⼤きな違いがあり、核兵器
の役割についての⾒⽅が⾮常に異なっているという事実にもかかわらず、両国は次のことに同意する必要がありま
す。
対⽴ではなく協⼒は、両者の最善の利益になります。 どちらも、核軍縮まで
の持続的な国際安全保障と安定を確保できる新しい核世界秩序を構築することを望んでおり 、そのために、どちら
も核兵器を 背景に置くよう努めているようです。そのことを念頭に置いて 、⽶国の通常兵器の優位性を相殺するこ
とを期待して最初に攻撃しないという中国の姿勢を変えることは 、中国の核哲学に反するだけでなく 、より調和の
とれた世界を構築する中国の努⼒を実質的に損なうだろう。

⽶国との戦略的安定を危うくし、
他の核保有国との核軍拡競争の新たなラウンドを招きます

。Pan Zhenqiangこの状況下では、北京は 安全を強化するために

核カードに頼ることはありませんでした。
それどころか、
核兵器の役割を果たそうとし続ける可能性ははるかに⾼い。中国は
、⽶国とロシアが核軍縮 に参加するためのより適切な条件
を作り出すために、最初に核軍縮に関する特別な責任を実⾏するための特定の措置を講じることを望んでいる。

将来のプロセス。
過剰な核兵器の⼤幅な削減に加えて、上記の8つの措置を実施すること は、核軍縮の任務に対する
⽶国とロシアの真の善意を⽰すことができます。 これは、安全保障上の懸念がすべて満たされるまで、中国が ⾮核
兵器地帯 を実現するための⻄側諸国の努⼒に無関⼼であることを⽰唆するものではありません。 結局のところ、す
べての核兵器の完全な禁⽌と徹底的な破壊は、中国の⼀貫した⽴場でした。 シュルツらによる提案。そして核への
世界的なダイナミックな推進-

兵器のない世界は、
核軍縮の問題に関するより詳細な取り決めを熟考するための適切なインセンティブを中国に与えるべきである。 特
に、中国は、核兵器 廃絶⽂書で提起さ  れ
た正当な質問に答える準備をする必要があり ます。 。適切な答えを出すには 、中国側で多くの宿題が必要になり
ます。私は、北京が 、その⻑年の保持を除いて、どの段階で関与するべきかを今は知らないと思います。

⽶国もロシアも
真の核軍縮の道に着⼿する意欲を⽰さないことを考えると、抽象的な原則。



現段階で最も重要なのは、より良いコミュニケーションです。
そのために、⽶国とロシアに責任の分担を求める⼀⽅で、中国はおそらく、さまざまな レベルとチャネルでの効果
的なアプローチ
のさまざまな調査を歓迎するでしょう。
北京はまた
、核兵器
国間のコミュニケーションと接触の強化を⽀援する可能性があります。
核軍縮を達成するための適切な⼿続きと時間枠
に関する中国、⽶国、ロシア 間の⼆国間および三国間の戦略的対話をさらに協議し、強化するための専⾨家。 核兵
器の廃絶︓討論| 263 注121 世紀の 国家安全保障と核兵器、2008年9⽉に⽶国 のエネルギー・防衛省によって発表さ
れた 、http︓//www.defenselink。 mil / news /nuclearweaponspolicy.pdf。 2同上。 3⽶国のAtlanticCouncilを参照してくだ
さい。

ロシアが核兵器システムをアップグレードする

、2008年9⽉26⽇、http︓//www.acus。
org / atlantic_update / russia-uprgrade-
nuclear-weapons-systems。 4なぜ中国が核の先制不使⽤の姿勢を変えないの

かについてのさらなる議論については、Pan Zhenqiang、「核兵器の不先制不 使⽤に対する中国の主張」、China
Security、 no。1、2005年秋、p。5.v。R. ラガヴァン 核廃絶︓ 段階的計画 の必要性アデルフィ紙、核兵器廃絶、⽬
的と

詳細な分析では、核兵器廃絶の
⾔説の2つの主要な要素である、廃⽌の
課題の政治的および技術的側⾯に注⽬します。この2つは明確に相互接続されており、このペーパーは、



それらに同時に対処するための説得⼒のある事例を⽰しています。
しかし、論⽂に記載されている質問と提案は、
核軍縮
、そして最終的には廃⽌に向けた進展を達成する上で決定的な決定要因となる政治的鎖を明確に⽰しています。し
たがって、実⾏可能な軍縮計画について幅広い世界的な政治的コンセンサスを得る
ことが、到達するための最初のステップとなるはずです。

おそらく核不拡散条約（NPT）再検討会議と⼀致 する⼀連の5年間のマイルストーンを通じて、そしてそれを 達成
できるプロセスの概要を⽰すことで、軍縮を⽬標とする世界的なコンセンサス。
技術的問題は本質的に核兵器国と関連しており、 世界的な軍縮コンセンサスが打ち出されている
のと同時に、核兵器国によって最もよく対処されています。 2010年のNPT再検討会議まで利⽤できる時間
はほとんどないので、その 焦点を政治的しきい値に限定する必要があります。 政治的条件の確⽴

アデルフィ紙は、⽶国とロシア
が核兵器の規模、役割、政治戦略的卓越性をさらに縮⼩することを推奨してい
ます。ワシントンとモスクワは、間違いなく、
これら3つの問題に対処する順序に違いがあります。これが

266かどうか| VRラガヴァン

の技術的または政治的問題は、両国のそれぞれの
脅威の認識に依存します。彼らはこれをより⼤きな
⼤国とグローバルな戦略的ダイナミクスの⽂脈で⾒るでしょう。
⼤国の戦略的および運⽤上の信念における核兵器の顕著性に対する懸念は、
他の核武装国と⾮核兵器国。これは
、2010年のNPTレビュー会議の議題を作成できる主題です。

この論⽂はまた、⽶国とロシア
が即時使⽤の準備ができている核兵器を⽇常的に配備しないことを推奨している。いくつかの
限られた⽅法で、これはすでに⾏われています。2つの主要な
核保有国が、
2010年までに、少なくとも政治的かつ明確にこれにコミットすることは可能でしょうか。兆候は勇気づけられませ
ん。ミサイル防衛
とNATO拡⼤の命令は戦略的に認識されている
制約。
そして、2008年9⽉の軍隊に対するドミトリー・メドヴェージェフの指令を参照するだけで、「2020年までに、さま
ざまな軍事的および政治 的
不測の事態に対する核抑⽌⼒を保証し、
軍隊に新しい兵器と偵察⼿段を装備する必要があります」1。
核兵器を⽀持する気分の。
核兵器の使⽤を断念するという公約
は、2010年のNPT再検討会議の議題の最上位に置かれる必要がある世界的な政治的懸念です。 ⽶国、ロシア、中
国、インド、パキスタン、イスラエル、その他が⾮公式に調査する



勧告の膨⼤な政治的内容

核の透明性に対する彼らの反対は明⽩です。政治的側⾯
には、⼀部の州のNPTステータスが含まれます。署名者の強硬なNPT要求。
核武装国が透明性を保つことへの伝統的な不本意。
まとめると、これらの側⾯は、越えるのが難しすぎる障壁であることがわかります。これは
政治的な問題ですか、それとも技術的な問題ですか。NPT署名国と⾮署名
国は、これについて合意に達する必要があります。さらに、インド、イスラエル、
パキスタンは、提案されているように、リンクされた取り決めで武装解除することを期待することはできません
。イスラエルの核の間に戦略的なつながりはありません
武器とインドとパキスタンのもの。インドの核問題には
、パキスタンよりも多くの戦略的パラメーターが含まれています。
カシミール問題が解決できればインドが武器を放棄できるという提案は、インドの世界的、地域的、国内 的な戦略
的ニーズ
の不⼗分な理解に基づいています。 基本的な戦略的認識に関係なく、新しい核保有国のニーズ
の間のつながりを模索する試みは 不完全であり、軍縮の原因を妨げるでしょう。 検証と執⾏ 検証と執⾏は最も価
値があり、物議を醸す問題です

アデルフィ紙で提起されました。
検証は、核武装国と⾮核兵器国の間で取り返しのつかないほど対⽴する可能性があり、

核兵器の廃絶︓議論|

核武装国の間でも267 。 それは、主要な核保有国
による⼀⽅的な⾏動に対する疑念、恐れ、強い恨みを引き起こす執⾏と密接に関連しています。 検証と執⾏の
選択的な使⽤とさまざまな関与のルールによって状況はさらに悪化しますが、これらはすべて 、主要な核保有国の
信頼性にほとんど⾃信を残していません。

それは主導的な役割を果たすか、軍縮へのコミットメントにおいて必要となるでしょう。
新しい核保有国と⾮核兵器国は同様に、この
信頼の⽋如を共有しています。
必要なのは、公正で公平な検証の取り決めに対する核兵器国による政治的コミットメントです。これは
⼊念に交渉する必要があります。これに関連して、英国と
ノルウェーのイニシアチブは、すべての核武装国を含むように拡⼤されるべきである。
そうすることは、包括的で
信頼を構築するベースラインを作成するための重要なステップになります。

核兵器におけるインド、パキスタン、イスラエル間のパートナーシップ
執⾏システムは、幅広い反対意⾒を引き出すでしょう。
また、3つの州が禁⽌を強制することをいとわないこともありそうにありません。イスラエル
はすでに執⾏者であり、多くの⼈から
再びそうする準備ができていると⾒られています。
インドは、そのような執⾏者の連合に参加することがその利益のためにあるとは思わないでしょう。



執⾏は、意図と⼿段という2つのジレンマに直⾯しています。
核プロセスの順守を強制する意図は、グローバルである場合もあれば、いくつかの
州に限定される場合もあります。遵守を強制する⼿段と能⼒の両⽅を備えている州はごくわずか
であり、過去に2つは調和していませんでした。パワー

執⾏することはまた、国連に代表される すべての州の意図に従属する必要があるでしょう。

原⼦⼒産業

インドの原⼦⼒の⽴場は、
⽶国との原⼦⼒協定
、原⼦⼒供給国グループによる原⼦⼒産業のニーズの承認、および
国際原⼦⼒機関が満⾜するように設計された保障措置によって⽰されるように、将来のユニークなモデルです。 。
インドはセーフガードの取り決めの外で濃縮施設を保持することを許可されていますが、
その戦略的意図と姿勢は脅威ではありません。

したがって、ドクトリン、⼒の構造、および戦略的姿勢の責任ある管理が
原⼦⼒の平和的利⽤と建設的に組み合わせることができる 取り決めを視覚化することが可能です。
テストのモラトリアム、核の先制不使⽤の誓約、
戦術核兵器の⾮⽣産、核兵器と輸送⼿段に対する明確で完全な政治的統制に対するインドのコミットメントは、 将
来の世界的な軍縮
の基礎の有⽤な指標です。 268 | VRラガヴァン インドの視点 この素晴らしい論⽂は、政治的側⾯と技術的側⾯を組
み合わせたものです。

中期的な可能性のあるものまたは⻑期的な
視覚化であるもので、⾮常に実⾏可能です。そして、これらすべてのカテゴリーで、この論⽂は
問題の核⼼にあります。
しかし、これらすべての問題を網羅し、同時に関連性や実⽤性を備えた単⼀の国際条約はないことは明らかです。
したがって、 上記の重要な問題について、
世界的に受け⼊れられる重要な政治的結論に到達する必要があります。
2010年のNPT再検討会議は、
軍縮の政治的⾔説を
5つの核保有国と
NPT署名者がコースを継続することを奨励する役割を果たします。
すべての核兵器による明確で明⽩な声明
は、核兵器による攻撃がない限り核兵器の使⽤を放棄する
ことが最初のステップであり、2010年以前でも達成できるものであると述べています
。 -いくつかの核
武装国の最初の使⽤の誓約。核の先制不使⽤の原則は、核兵器の使⽤を排除するものではありません
。核兵器に攻撃されない限り核兵器を使⽤しないことに同意することは、核兵器
への扉を開きながら、ドクトリンに価値を付加します。
mamentと最終的な廃⽌。さらに、これは、



追加の政治的コミットメントとコンセンサスを確⽴するために取り組むための準備を整えることができます。

核兵器による攻撃を受けない限り、核兵器の使⽤を放棄することについて2010年までに合意できない
ことは、⻑期的な悪影響をもたらす可能性があり
ます。
アデルフィ紙は、軍縮と最終的な廃⽌への道の難しさと障害について疑いの余地を残していません
。2010年のNPT
再検討会議が失敗した場合、それは克服できないものとして再確認するでしょう。
軍縮と廃⽌を達成するための能⼒。その
結果、核兵器志願者の間で兵器
能⼒を獲得するための努⼒が倍加することになります。
他の⼈に⾏動を促すために必要なのは、1つのブレイクアウト状態だけです。
核兵器を保有することの利益は、それに続く制裁と問題の費⽤を上回るという結論にすぐに到達する
でしょう。その間、もちろん、軍縮プロセスは
ひどく後退するでしょう。
北朝鮮の核兵器計画をめぐる六者会合で明らかになった制限は、
核能⼒を保有するための努⼒を加速するためのいくつかの州。 2010年のNPT再検討会議が失敗した場合、イランの
核の
野⼼も共感を持って⼀部のサークルで⾒られるでしょう。 従来型および宇宙主導の軍事⼒
における圧倒的な⽶国の優位性は 、核ヘッジを求める政策によって脅かされている国々に追加の原因を提供するで
しょう。核兵器の使⽤を断念するという政治 的コミットメントは、核兵器の廃絶にも必要です 。269 は、ヨーロッ
パとアジアで進⾏中のセキュリティ構造の進化に関連しています。 ロシアと中国の包括的な戦略的懸念が

認識されることは、⽶国が同盟国に与えること を紙が推奨する保証と同じくらい重要です。

段階的プログラムの可能なモデルは、 2008年3⽉にジュネーブで
開催された国連軍縮会議でインドが発表した7点の武装解除議題に存在し ます。 -政策を多国間法的 コミットメント
に使⽤する。 それは、詳細な枠組みの中で2つの多国間協定と2つの世界条約を正式に提案した。2その提案は以下
を推奨した。 •安全保障ドクトリンにおける核兵器の顕著性の削減。

•核兵器 に関する最初の使⽤禁⽌協定の核兵器国間の交渉• ⾮核兵器国に対する核兵器の不使⽤

に関する普遍的かつ法的拘束⼒のある協定の 交渉•使⽤禁⽌の交渉または核兵器の使⽤を脅かす• 核兵器 の開発、備
蓄、 ⽣産の禁⽌について交渉し 、これらの核兵器の世界的で差別のない検証可能な排除に向けて動く•核兵器国す
べての核兵器 廃絶の⽬標に 向けた明確なコミットメント核兵器



•これらの兵器の偶発 的
な使⽤から⽣じるリスクと危険 を減らすための核兵器国による追加措置の採⽤ 2010年NPT再検討会議は 、軍縮論議
を 実際の措置に対する単なる意図の表明。それを実現するには、政治的コミットメント について合意する必要があ
ります。そうして初めて、技術的な問題を含む国際条約を 試みることができます。このような段階的な戦略は、よ
り良いチャンスになります

軍縮運動を復活させるための世界的なコンセンサスを構築する
ことで、アデルフィ紙で説得⼒のある議論がなされました。
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1ウラジミールラデュヒン、「ロシアが軍隊を近代化する 」 、 ヒンドゥー
教、2008年9⽉28⽇ 。 2008年 9⽉30⽇、http︓// meaindiaで。 nic.in. SAMEHABOUL-ENEIN完全な核軍縮 へ のロード
マップ

「核ゼロ」を達成することは、間違いなく⻑期的なプロセスであり、多くの要素を含み 、核兵器国と⾮核兵器国
の両⽅の関与を必要とするでしょう。
New Agenda Coalitionは、 この⽬的を達成するため
の⼿段として13ステップに特に重点を置いて、重要な役割を果たすことができます。



この⽬的のためには、地域を超えた多国間および多⽂化の対話が必要です 。核兵器のない世界
という明確な⽬的を持った対話です。
この貴重なアデルフィ紙を通じたジョージ・ペルコビッチとジェームズ・アクトンの積極的な貢献 は、この進⾏中
の議論で
⼤いに歓迎されています。

最初の課題︓定義

著者は、彼らのアデルフィ紙には2つの主要な⽬的が
ある
と述べてい
ます。私たちは、解決しなければならない問題の範囲を使い果たし
たり、私たちが取り組む主題を最適に組み⽴てたりしたとは主張していません。
⽚付けられたり、うまくナビゲートされたりする可能性のある障害物に打ち負かされたように⾒える場所があれば
、他の⼈の反応を歓迎します。」

最初の課題は、私たちが話していることを定義することです。かもしれない
核兵器の「廃⽌」は⼀般
により哲学的な作家に関連する⽤語であるが、核兵器の「排除」は
外交官によって⽀持され、「禁⽌」は国際関係者によって⽀持されるかもしれないと主張し

た。著者の個⼈的な⾒解。
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法。さらに、このコンテキスト内で実際に排除
または禁⽌される可能性のあるものの技術も、この
初期段階でさえ考慮される可能性があります。包括性と厳格さを⾼めるために、
以下が含まれる可能性があります。
彼ら⾃⾝の配達のために。
第⼆に、すべての条件と場所で無傷の核兵器。第三に、すべての核兵器と
直接兵器に使⽤可能な核物質（分離されたプルトニウムと
⾼濃縮ウラン）のすべての軍事備蓄。第四に、すべての核兵器と
直接兵器のすべての備蓄-⺠間および軍の両⽅で使⽤可能な核物質。 第五に、上記のとおりですが、武器に使⽤可能
な核物質
を直接⽣産できるすべての施設も含まれます。 核不拡散条約︓より安全な未来のための基盤 ほとんどのアナリスト
と実務家は、1968年の核不拡散に同意するでしょう

条約（NPT）は、核軍縮をテーマに した建設的な議論の出発点でなければなりません。NPTの次のレビューは
2010年に⾏われ、条約の崩壊の可能性について警告する⼈もいますが、準備会議では 、条約を強化し、その普遍性
を達成するための
努⼒がなされることが⽰唆されています。
条約の批判者にもかかわらず
、現実には、多くの重要な点でそれは⼤



成功を収めてきました。インド、イスラエル、パキスタンは
条約への署名を拒否し、北朝鮮は2003年に撤退したが、その加盟国は最も広い。
軍備管理条約の 主な成功には、南アフリカ
が核兵器を解体して条約に参加するという歴史的な決定と、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナ がソビエト連
邦から脱退した後に
核兵器をロシアに返還するという決定が含まれていました。
NPTは1995年に無期限に延⻑さ れ、核保有国による核武装解除に 向けた動きの⽋如に関連する
いくつかの問題にもかかわらず、NPTは これまで交渉された中で最も成功した軍備管理条約であると主張する⼈も
いました。 ⾮核兵器国は、バリの強化を嫌うことはありません。

増殖に反対します。
彼らは、より多くの指が核の引き⾦になっている世界では何の利点も⾒ていません。しかし、この条約へのコミッ
トメントは、 核軍縮に向けた条約の核兵器国による
積極的な⾏動と結びついていない限り、進展を保証するものではありません。 10年前、ブラジル、エジプト、アイ
ルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン の7か国の外相が協⼒して、 核兵器がない安
全保障秩序に 向けて取り組むための新アジェンダ連合を結成しました。役割があります。今⽇私は

核兵器廃絶には核軍縮が不可⽋であるとこれまで以上に確信している
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国際の平和と安全。核兵器廃絶には核不拡散が不可⽋ですが
、それだけでは⼗分ではありません。核不拡散
と核軍縮は同じコインの表裏です。不拡散
が真の世界的規範であり続けるためには、軍縮のプロセスを
復活させる必要があります。
強制的な規則の強制によって不拡散を維持することはできません。
それは、不拡散に関する国際協⼒とコンセンサスを構築し維持する機会を減らすのに役⽴つだけです。
時間が経つにつれて、州は重要な分野で協⼒する傾向が弱くなるでしょう。
その後、英国国防⻑官のデ・ブラウンは、2008年の
演説で、核不拡散の⽬的を軍縮に関連付けたときにこれを認識し、「 [⾮核兵器国]が前向きな計画を⾒ることがで
きれば、
核兵器を廃絶する可能性が⼤幅に⾼まるだろう。 [核兵器国]による 多国間核軍縮に向けた⾏動、コミットメントお
よび⾏動。 これがなければ、[核兵器国]が軍縮を果たせないという認識を⽣み出すリスクがあります。

NPTが

核軍縮 と核不拡散



の達成にとって極めて重要であることは疑いの余地がありませんが、 この体制は次のように⾒なされるべきではあ
りません。 「アラカルト」メニュー。IAEA のモハメド・エルバラダイ事務局⻑は次のように説明し てい ます 。彼
らの洗練

NPTは、 核兵器の拡散を防⽌しようとするだけでなく、核兵器を廃絶するという確固たる法的コミットメントを具
体化する唯⼀の
国際的⼿段であり 続けています。2000年、核保有国は核兵器 を廃絶するという明確な約束をし、すべての締約国は
核軍縮を追求するための実際的な計画を採択した。しかし、それ以来、 これらの⽬標の達成にはほとんど進展があ
りませんでした。 「明確な事業」へのこの⾔及は、これまでのところ最も強⼒な再確認です。

核兵器の世界的な廃絶への取り組み。これは
、1996年の国際司法裁判所の勧告的意⾒に外交上の重みを与えます。これ
は、他の法的義務に照らしてNPTの第6条を解釈し、
核軍縮を⼀般的かつ完全な軍縮から切り離し
、
「誠意を持って」交渉するVIの義務は、交渉を終結させることを意味します。 核兵器国が2000年のNPT再検討会議
で⾏っ

た明確なコミットメントを実現する時が来ました 。Sameh Aboul-Enein

彼らの核兵器の廃絶を真剣に追求する。これらの
国々は、
核兵器廃絶に必要な措置を講じる主な責任を負っているため 、核兵器のない世界
という⽬標の達成に向けて前進するという約束の履⾏を加速する義務があります。
これも執⾏の問題です。
ペルコビッチとアクトンが指摘するように、「核兵器と同じくらい物質的および⼼理的に重要な問題に関する⼆重
基準は
、不安定性と
⾮遵守を⽣み出し、紛争のリスクを⾼める執⾏危機を⽣み出すでしょう。
と核の無秩序。弁護⼠、外交官、および軍事司令官は
、NPT第6条の関連性と正確な意味について議論する可能性があります。しかし、核兵器国が 核軍縮を追求する義務
がない と主張しようとした場合、1995年のように、国が
条約を無期限に延⻑することに同意しなかったことは明らかです。」 記事VI以外のNPT記事もここに関連していま
す。NATOのニュークリアシェアリング協定は 、紛争中の⾮核兵器国（ベルギーやイタリアなど） への核兵器の移
転を伴うため、NPTの第1 条に直接違反しているように思われます。



同時に、
NPTの⾮核兵器国の締約国である兵器の管理を受けている国も、第2条が 核武装国から核兵器を受け取ったり、その
ような国を管理したりする
ことを禁じているため、条約に違反します。
兵器。 条約によって構想された世界、つまり核兵器が役割を果たさない世界

のための新議題連合キャンペーン。
その哲学
は、核兵器が廃絶されて初めて世界は安全になり、核兵器
が⼆度と⽣産されたり使⽤されたりすることはないということです。これが
、連⽴がインド、イスラエル、パキスタンにNPTへの参加を求める理由の1つです。
⾮核兵器国として。条約への挑戦は、
その規則に逆らうか、または弱体化させるであろう州によってなされています。2010年のNPT再検討会議では、こ
れらの課題と 、近年発⽣した拡散
に関するその他の懸念に対処する必要があります。 宣⾔された核保有国による兵器
の所持は 、NPTの 第4条に従って核エネルギーの平和的使⽤に対する 不可侵の権利を考慮に⼊れて、他の国が独⾃
の核兵器を開発する⾔い訳にはなりません。 増殖は国際社会全体を脅かします。すべての州

この脅威を取り除くために協⼒することに関⼼と責任があります。
共通の原因を偽造することは、⾮核兵器国と同じくらい核兵器
国の責任です。新アジェンダ連合は、レビュー 会議が強⼒で効果的な結果をもたらす
ことを保証する上で建設的な役割を果たすことを期待しています。特に、 核兵器の既存の巨⼤な兵器と拡散の脅威
を取り除くことにおいて。 核兵器の廃絶︓討論| 275 NPTへの信頼の回復︓⼤国のための課題 多くの場合、NPTが減
速の主な原因であることが⽰唆されています

増殖因⼦の数の増加とそれがサポートされ
維持されなければならないこと。しかし、体制
は国際システムにおけるより⼤きな⼒の働きを反映しているに過ぎないという厳しい現実を受け⼊れなければなり
ません
。根底にある成功と失敗は、
⼤国、それらの戦略的⽬標、およびそれらの⼒の⽅程式の間の関係の関数です
。レジームは運営するための媒体を必要とし、その有効性
は主要な州がそれらに投⼊する投資によって異なります。レジーム
がより効果的に機能するためには、⼤国の⽀援が必要です。



特に⽶国と他の核兵器国。

ゼロのビジョンが信頼できるものであるためには、国連
安全保障理事会の常任理事国が早い段階で主導権を握るべきです。議題は
、技術的現実と政治的現実の両⽅に応じて柔軟でなければなりませんが
、検証、運⽤上配備された戦略弾頭の漸進的な削減、および 既存の兵器の
アップグレード、近代化、交換の凍結を含める必要があります。 ⽶国とロシアは 核兵器が圧倒的に多いため、リー
ダーシップは不可⽋です。⽶国、NATO

合意は、ヨーロッパに駐留している推定240の戦術核兵器
を撤回し、ロシアはその戦術核兵器を運⽤展開から撤退させ、 廃⽌さ
れるまで安全な保管場所に置くべきである。
さらに、両国は、
検証措置
が引き続き有効であることを保証するために、戦略兵器削減条約であるSTARTIを延⻑する必要があります。

国家が核兵器の使⽤を⾮合法化することに短期的に同意するかどうかにかかわらず
、安全保障政策におけるこれらの兵器の役割の削減は、
核軍縮プロセスの重要な要素であり続けます。

戦略的安定性を⾼め、国際的な信頼と安全 の⾵⼟に貢献するだけでなく、それらの
排除のプロセスを促進するためにも。新しい核兵器を開発する計画、
またはそれらの使⽤のための新しい⽤途、役割、または合理化は、直ちに棚上げされなければなりません。さら
に、 約6,000の⻑距離 核兵器が⾼警報状態から確実に除去されることを⽬的として、核兵器システム
の運⽤準備を減らすための実際的な措置を講じることは、 核軍縮に寄与するであろう。 フランスのサルコジ⼤統領
は最近、重要な動きを提案しました-

2010年のNPT再検討会議 に先⽴って、5つの核兵器国による承認。この⾏動計画の概要を説明する彼の演説は
、政治的雰囲気を変えるための画期的な出来事であり、国際社会を
驚かせました。5つの州はサルコジの挑戦に集合的に取り組む必要がある

276 | Sameh Aboul-Enein は、核軍縮を達成し 、拡散を推進するダイナミクスを逆転させることを信じていることを
他の州

に納得させるために必要な政治的コミットメントをどのように⽰すかを検討します。サルコジのリストには以下が
含まれます︓ •包括的核実験禁⽌条約 （CTBT）の普遍的な批准。

•すべてのテストサイトの透過的な解体。 •軍事⽬的



の核分裂性物質の⽣産に関する即時のモラトリアムと 、核分裂性物質カットオフ条約（FMCT）に向けた軍縮会議
内での真剣な交渉。 •核武装国間の透明性の向上。 •弾道ミサイルの拡散 に対するハーグ⾏動規範の実施。 •短距離
および中距離 の地対地ミサイルを禁⽌する条約に関する交渉。 検証と透明性の重要性

核兵器のない世界のビジョンを達成するには、 ノルウェーの外務⼤⾂で
あるJonasGahrStøreが挙げたように、少なくとも次のことが必要です。最⾼ レベルの政治的リーダーシップ。コミッ
トメントとそれに続く⾏動。無差別; 透明性 ; と協⼒。ストーレはさらに、⾮核兵器 国は核兵器国と協⼒して、 核
軍縮を検証するために必要な技術を開発すべきであると述べた。技術的に⾔えば、 核軍縮研究におけるこの協⼒は
、以下に焦点を当てることを⽬的とすべきである︓3

1.解体プロセス 全体の⼀般的なモデルを開発します。このモデルには、関連するすべての検証
⽬的とテクノロジーが含ま
れ、各解体アクションに適した検証⼿順を特定する必要があります。

2.宣⾔基準を作成します。この基準は、検査対象者 が検証プロセスに関連するすべての
サイト、⽂書、および⼈員をリストすることを許可する必要があります。
核兵器の

廃絶︓討論|

検査の対象とならないサイト、⽂書、または担当者
とその理由を説明する277セクション。それは含まれている必要があります

検査官が施設を訪問する際に取らなければならない 特別な安全上の注意の添付の説明。

3.情報 の障壁やその他の制限
を含む、主要な検査ポイントと関連する測定技術および技術を特定します。
国際原⼦⼒
機関（IAEA）の三国間イニシアチブは
、この作業において⼤きな前進を遂げました。 4.国家安全保障関連の施設と情報に関連するコンプライアンスの懸
念を



解決するのに役⽴つ⼿順と⽅法を開発します 。

5.新しく、同⼀の、⽬的のために建てられた解体施設を建設するコストを計算し、それを 、固有の課題を伴う既存
の施設を使⽤する
コストと⽐較します。 重要な問題は、⾮核兵器国が 完全な核軍縮の検証に関与するかどうか、そしてこれ がIAEA
の役割の拡⼤を必要とするかどうかである。 検証とは、「情報を収集・分析し、 当事者の合意の遵守または不遵守
を判断するプロセス」と理解することができます4。 しかし、実際問題として、検証がどのようなものになるかは
わかりません。

所与の条約の⽂脈の外を伴う5。1つのことは⽐較的確実である︓
核軍縮を検証することの難し
さは、軍縮のコミットメントの複雑さに対応するだろう。

核兵器国は、検証技術の開発に加えて
、試験場と核兵器施設を
国際検査に開放すべきである。何を探すべきか、どこを探すべきかを知ることは常に
困難です。完全な軍縮を確認することははるかに
困難である可能性が⾼く、さらに⼤きくてより複雑な
⼀連の質問に対処する必要があります。
そのすべての核弾頭を宣⾔しましたか︖
査察官は、核弾頭のさらなる未申告の⽣産がないことをどのようにして完全に確信することができますか︖
効果的かつ効率的な検証を容易にする重要な要素は、監視する必要
のあるアイテム、アクティビティ、および施設を慎重に選択
することです。透明性を⾼め、
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包括的な検証スキームである核兵器国は、おそらく 国連
によって維持されるであろう登録簿に年次宣⾔を提供することができます。
宣⾔には次のものを含めることができます。

•核弾頭と核弾頭の現在の総数。 •次回のNPT再検討会議

での現在の兵器の予測レベル。 •ミサイル防衛の開発と展開の計画 、およびそのような防衛の性質、場所、範囲の
表⽰。 •核分裂性物質の在庫と、過剰な核分裂性物質 を国際的な検査下に置く計画。 •核兵器と輸送⼿段の廃絶計
画。 中東 ゼロに向けた重要な実践的ステップ この地域の特別な地位は、1995年のNPTレビューで認められました。



中東に関する拡⼤会議の決議、および
2000年NPT再検討会議の最終⽂書。
NPT、その普遍性、およびそのレビューサイクルに関する限り、
中東に関する決議は、以下の明確な⽬的の達成に焦点を合わせました。

•中東における⾮核兵器地帯の確⽴
。 •まだそう

していない地域の州によるNPTへの加盟。 •中東のすべての原⼦⼒施設を IAEAの全範囲の保障措置の下に配置す
る。

中東に⾮核兵器地帯を設⽴することは、核兵器、 化学兵器、⽣物兵器、およびそれらの輸送システムなど、 ⼤量破
壊兵器のない
、効果的に検証可能なゾーンを中東に作成するための第⼀歩です。 。エジプトの 核兵器廃絶︓討論| 279 ホスニ
ー・ムバラク⼤統領のイニシアチブは 、中東にそのようなゾーンを設⽴することを求めています。これには3つの
主要な要素があります。 • 中東のすべての州で、 核、⽣物学、化学のすべての⼤量破壊兵器を禁⽌する。

•この地域のすべての州は、
この⽬的を達成するために、平等かつ相互的な⽅法で、この⽬標の完全な実施に向けた保証を提供する必要があり
ます
。 •例外なく地域のすべての州のコンプライアンス

を確保するための適切な検証⼿段とモダリティを確⽴する。 包括的核実験禁⽌条約 CTBTに関するいくつかの⾔葉
がここにあります。 条約が署  名のために開かれたのは12年前の1996年9⽉24⽇でした。その前⽂の中で、 CTBTは、
「すべての核兵器の停⽌は爆発と 他のすべての核爆発をテストする…核の効果的な⼿段を構成する」と主張してい
る



また、「核実験の終結を達成するための最も効果的な⽅法
は、普遍的かつ国際的かつ効果的に検証可能な
包括的核実験禁⽌条約の締結によるものである 」ことも強調しています。2008年11⽉の時点で、180の州
が署名しています。ロシアを含む148⼈が批准しました。
条約を発効させるために批准しなければならない44名のうち、41名が署名し、35名が
批准しました。

したがって、CTBTの背後にある中⼼的な前提は、核
実験の禁⽌は、あらゆる国の開発と展開の能⼒を効果的に終わらせることです。
核兵器。この条約は、定性的な核
軍拡競争を阻⽌し、
核実験の爆発によって引き起こされるさらなる恐ろしい健康と環境への損害を完全  に防ぐことを⽬的としていま
す。
核実験禁⽌の合意に達し、発効が近づいた今、
核実験に反対する国際規範を確⽴するための努⼒を
積極的に追求しなければなりません。

⽶国は
1992年以来核実験の爆発を実施していませんが、条約は上院で検討されていません。

1999年10⽉に最後に拒否されて以来6。巨⼤な核兵器を保有 する⽶国が条約に関与しない場合、他の州は
⾃国の関与に疑問を呈し始める可能性があります。
確かに、条約体制の財政的要求に関して、いくつかの不安がすでに現れています。
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核分裂性物質カットオフ条約ジュネーブ

軍縮会議は、 核兵器またはその他の核兵器⽤核分裂性物質の⽣産を
禁⽌する、差別のない、多国間で、国際的に有効に検証可能な条約を交渉しなければなりません。

核軍縮と不拡散の両⽅の⽬的
を考慮し た、特別コーディネーターの1995年の声明に従った爆発装置。
会議は
、5年以内に最終草案を完成させることを視野に⼊れて、そのような条約に関する交渉を開始する必要があります。

この中⼼的なプロセスに加えて、FMCTの
範囲、定義、透明性、説明責任、
および検証について議論するために、技術および科学セミナーを開催する必要があります。
会議では、アドホック委員会の設⽴をめぐる⾏き詰まりを打開するための努⼒を継続する必要があります。
交渉義務のあるFMCT。専⾨家のグループを招集
して、FMCTの⽂脈で可能な検証⼿段を検討する必要があります。

核兵器の運⽤状況核兵器システム



の運⽤状況をさらに削減するための具体的かつ合意された措置
が必要であるため7、核兵器国は集合 的に次の
ことを奨励されるべきである

。
、⼀⽅的にまたは合意を通じて。

•最⼩限の数の核兵器のみを⾼警報
状態に保ちます。

•運⽤状況の変化に対する透明性の⼿段を開発する。 •核兵器システム

の運⽤状況を削減するための可能な⽅法についての議論を開始し、その結論を 2010年核拡散防⽌条約または軍縮会
議、 あるいはその両⽅に報告します。 ミサイルの技術と宇宙従来の 弾頭 を発射するためだけに⻑距離ミサイルを
開発した国はありません。弾道ミサイルの開発と配備のコストは 、核兵器に 関連する独特のレベルの損害を与える
場合にのみ正当化できます。軍縮プロセスの停滞は

その結果、ミサイル防衛システムはますます好意的に評価されるようになりました
。戦略的環境はこれまで以上に競争⼒のあるものになる可能性があります

核兵器の廃絶︓討論|

ミサイル防衛研究が攻撃的な宇宙ベースの
兵器のための技術を⽣み出すので、 281 。
したがって、宇宙空間での兵器競争の防⽌が国際的な激しい議論と
精査の対象になりつつあることは驚くに値しません。

核兵器の無法者の使⽤核兵器

の使⽤に対する唯⼀の絶対的な保証は、核兵器の
廃絶と決して核兵器が使⽤されないという保証であることは明らかです。
再び⽣産されました。
この論理に従うと、1つの国でさえ核兵器を保有している限り、他の国々が核兵器の
取得を熱望することも同様に明確であるはずです。核兵器の継続的な所持、または
⼀部の州による核兵器オプションの保持は、核兵器が使⽤されたり、 ⾮国家主体
の⼿に渡ったりする可能性があるという⾮常に現実的な危険を⽣み出します。 しかし、多国間核削減と運⽤変更を
交渉し、核兵器 を確実に排除するという複雑なプロセスが発⽣する⼀⽅で、 核兵器の通貨の世界的な切り下げは可
能性があります



それらの使⽤を⾮合法化することによって達成されます。これは⼀夜にして危険を排除するものではありません
が、核兵器 を政治的地位と欲望の対象のリストから外す
ことに⼤きな影響を与えるでしょう。
その場合、それらは、正気または⽂明国家が 望んでいない、または使⽤でき
ない恐怖の武器として扱われます。
核抑⽌に固執する⼈々
は、21世紀に⽬覚める必要があります。核兵器の使⽤に対するより効果的な抑⽌⼒は、核兵器の使⽤を
⼈道に対する罪にすることです。

もちろん、禁⽌を強制する⽅法に関して⼤きな疑問が⽣じます。
核兵器の使⽤。いずれかの国家が核兵器を保有している限り、
それらの使⽤の危険性は明確であり、存在し続けるでしょう。 したがって、⽣物兵器および化学兵器を禁⽌する
条約に沿って法的拘束⼒のある条約に到達することにより、使⽤の禁⽌を強制することができます。 信頼と今後の
⽅向 性信頼の概念は、おそらく軍縮と軍備管理の⽂献全体で最も発展していないものですが 、核軍縮と軍備管理の
将来に関する 私たちの取り組みの中⼼は信頼です。相互信頼は 、国家間の協⼒のあらゆるプロセスの鍵です。私に
とっての信頼とは

建設的な対話、地域を超えた交流、⼿を差し伸べる、
橋を渡る、異⽂化への寛容。それは、相互理解を構築
し、相互利益の根拠を⾒つけることです。

信頼に基づく核軍縮の未来は、
イランの拡散の懸念に対処するものからなるでしょう。北朝鮮
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機能がロールバックされます。
最終的な廃絶に向けて、5つの核武装国の既存の核兵器が継続的に削減されてい
ます。中東の⾮核地帯は進歩しています。イスラエル
⾮核兵器国としてNPTに加盟します。⾮国家主体は
核兵器を取得しません。信頼醸成措置の組み合わせは
、この道を促進するでしょう。

対照的に、不信に基づく核軍縮の将来
は、深刻な課題と、拡散が発⽣するNPT体制の失敗の組み合わせで構成され
ます。イスラエルはその兵器を開発し続けるでしょう。
イランは核兵器の能⼒を獲得するでしょう。そして北朝鮮は
その能⼒をロールバックしませんでした。
中東とアジアでは核の拡散のカスケードがあります。対話がない場合、有病率

不信感は、北朝鮮、イスラエル、イラン との合意や対話の失敗につながるでしょう。同時に、核兵器は、核兵器
を保有する国の安全保障政策においてますます重要な役割を果たすでしょう。



多国間クロスリージョナル、多⽂化対話

ペルコビッチとアクトンは、軍縮会議を除いて、 NPTが承認した5つの核兵器国に加えてインド、 パキスタン、イ
スラエルを含む
核問題に関連する外交構造はないと指摘している。確かに、核軍縮は 、しばらく前に世界的な議題から事実上消え
ました。ジュネーブ軍縮会議

ほぼ12年間、実際の作業を失っています。軍縮会議は、核軍縮 に対処
する権限を持つ適切な補助機関を設⽴する必要があります。
さらに
、会議では、次のステップが適切です。• 核兵器を廃絶するための体系的かつ進歩的な取り組みに

つながるステップについて、アドホックグループによる議論。 •核兵器を保有する国と、 このコミットメント の実
施につながる実際的な措置を講じていない国との間の対話。 •範囲、定義の問題に対処するための技術的および政治
的セミナー

ジュネーブ軍縮会議による作業計画の 合意を待つ間、交渉、検証、交渉のアプローチ。 •⾮核兵器国が 核軍縮問題
について核武装国に疑問を呈する正当な利益と権利を有する

という先例を確⽴するための臨時の交流の発展。 核兵器の廃絶︓討論| 283 著者は、「今必要なのは、 ⾮核兵器 国
と核兵器国の当局者と専⾨家の間で軍縮について話し合うことである。 ⻑い間、そのような会話はありませんでし
た。」

私が数年間務めたジュネーブでは、もっと多くのことができるでしょう。
ジュネーブ軍縮会議には
、必要な政治的意志に違いをもたらすことができる⼤きな可能性と専⾨知識があります。専⾨家、外交官
、研究者、⾮政府組織、および研究機関
（政府機関を含む）はさらに多くのことを⾏うことができます。少なくとも、彼らは
ワークショップや国際対話を促進することができ、またそうすべきです。彼らは
真の国際協⼒に取り組み始め、その後、NPTプロセス、 軍縮会議、または国連総会
を通じて、政府に報告することができます。



私は、核兵器を保有する国と、核兵器を廃絶し、潜在的な拡散を終わらせる という明確な⽬的を持たない
国との間で、真剣で透明性のある時間枠のある話し合い を求めるこの呼びかけを⼤いに歓迎します。 NPTには常設
の事務局が必要です。おそらく、 2010年に予定されているNPT再検討会議は閣僚レベルで⾏われるべきです。 エネ
ルギー、⼈⼝、⾷糧、⾦融危機、気候変動 のトピックについて、⾸脳会談に沿って考える必要があります。なぜ 核
ゼロの頂上がないのですか︖⼈類の運命はそれだけの価値がありませんか︖

結論世界的な不 拡散体制

の短期的および中期的な有効性には、 核兵器国と⾮核兵器国の両⽅ が、査察を伴う活発なIAEAを維持するための
全⾯的な⽀援と協⼒が必要である。 その仕事をするために必要な⼒と資源。 包括的な核軍縮の潜在的な利益は、付
随するリスクに⽐べて⾮常に魅⼒的 であり、冷戦の終結によって もたらされる機会は⾮常に魅⼒的であるため、注
⽬が⾼まっています。

禁⽌を望ましく実⾏可能にするために満たされ なければならない条件を研究し、育成することを保証しました。

核兵器の拡散を防ぐことに成功するかどうかは、核兵器 が必要でも望ましいものでもないという
信頼できる説得⼒のある議論をする能⼒にある程度依存し ます。 核兵器を保有する⼤規模で強⼒な国家が、核兵器
が独特で決定的な 安全上の利益をもたらすと⽇常的に宣⾔し ている場合、この議論を維持することは困難です。
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核不拡散を促進するための理想的な規範的環境は、
核兵器が広くまたは普遍的にさえ
違法、⾮合法、そして不道徳であると⾒なされている環境です。つまり、核の拡散を阻⽌するためには、核兵器の
切り下げだけでなく、⾮合法化も望まれ
ます。そうすることで、
核の増殖に対する追加の（規範的な）障壁が設置されます。 元国連事務次⻑のジャヤンタ・

ダナパラ
は、次のように述べています。



核兵器を使わずに国際の平和と安全の利益を最もよく追求するための⾏動。」8 核兵器を取得するための議論 が、
真に価値が下がった世界で同じように⾏わ
れるとは信じがたい。 核軍縮が実質的に達成され、国際的な反対が 普遍的な軍縮の規範 に違反しようとしたあら
ゆる国家に⽴ち向かうであろう⾮合法化。 ⼀般的に、核兵器国は 、NPTを遵守するための厳格な基準を確⽴するこ
とに熱⼼であり、厳格な執⾏を⽀持しています。

彼らの義務に違反する州に対して。 しかし、核兵器国⾃体が⾮⾏と⾒なされている場合、
他の⼈々がNPTの下で完全に責任を問われることを効果的に主張することは困難です。 彼らが⾒ているように、核
の5つ⾃体が第6条に基づく条約の義務を遵守していない のに、なぜ他の⼈が任務に就く必要があるのでしょうか。
したがって、普遍的なコンプライアンスに関するカーネギーエンダウメントの著名な レポートによって提供される
厳しいリマインダー。「遵守の重荷は...彼ら⾃⾝の⾮ 拡散の誓約 を尊重することに失敗している核兵器国に等しく
適⽤されます。」9

核兵器の廃絶︓討論| 285
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ことに注意する必要があります。 7 NPT（1968）、第VI条、パラグラフ15、 サブパラグラフ9、4番⽬の項⽬。 8ジ
ャヤンタ・ダナパラ、「多国間主義と世界的な核 不拡散体制 の将来」、核不拡散 レビュー、vol。8、いいえ。3、
2001年秋冬、p。5. 9ジョージ・ペルコビッチ、ユニバーサルコンプライアンス︓A

核セキュリティ戦略（ワシントン
DC︓国際平和のためのカーネギー基⾦、
2006年11⽉）p。33.

ERNESTO zEdILLO 軍縮プロセスにおける

国際機関の役割 解決策から後退することの価値 この論⽂で、ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・アクトンは、
私の意⾒では、 最も困難な問題 の分析に⾮常に貴重な知的インプットを提供します。⼈類の︓核兵器の継続的な存
在 。彼らは固有の⾮常に難しい質問を提起することによってそれをしました

この挑戦に、しかし答えを持っていると主張することなく。これは、実際、問題 に関係する複雑なジレンマのいく
つかに対する可能な解決策を
⽰唆する以上に、著者の調査には控えめな⽴場である可能性があり ます。 核兵器の完全廃絶を達成するために克服
すべき 課題を特定し、調査するという彼らの⼀般的なアプローチは、 特に魅⼒的だと思います。 実際、それは、
最近では2008年2⽉の廃⽌に関する会議で、私⾃⾝の 機関がこの分野の専⾨家の間でこの主題についての議論を刺



激しようとした⽅法と⼀致しています。

参加者のやる気を引き出すために、私たちの会議でのアプローチは 、核兵器を廃絶
するプロセスを今⽇の状況から始める⽅法について考えるのではなく、 実際にその⽅法に⼤きな敬意を払うことで
あると説明しました。代わりに、 核兵器を保有する必要がなくなったと各国が判断し た場合に、このプロセスが実
際に発⽣するために最終的に満たされなければならない 安全保障と地政学的条件について考えてもらい 、その後、
現在。 まず、 288を想像してもらいました。エルネスト・セディージョ

その軍縮はすでに⾏われており、 核兵器のない
世界とそれがどのように⾒えるかを保証する国際レジームの最終的な構築を想定していました。
私たちの⽬的は 、そのような世界で必要とされる
国際規約や執⾏機関についてだけでなく 、現在および潜在的な核 のすべての観点から満たされなければならない特
定の条件についての問い合わせを引き起こすことでした。権⼒。 実際、私たちの⽬的を考えると、このAdelphiペー
パーが 会議の時点で利⽤可能であったとしたら、私は参加者に次のことを勧めたでしょう。

その中で表現されている議論に対処する。この論⽂は、
議論のための包括的で適切な議題と、
より深い分析の対象となる具体的なアイデアの両⽅を提供します。この点で、 核兵器の廃絶に伴う複数の問題
の解決策を模索するための研究機関の国際コンソーシアムを結成するという著者の提案は 、推奨をはるかに超えて
います。 彼らは、そのようなコンソーシアムの事業 に野⼼的な⽬論⾒書と確固たる委託条件を提供することによ
り、このアイデアの採⽤を促進しています。 著者が下で厄介な問題を⼀掃しなかったことは喜ばしいことです

ラグは、政治的バランスと正確さのために、曖昧さに陥るか、または単に
難しい質問に答えることを控える という⾼レベルのパネルレポートで頻繁に起こるように。ペルコビッチとアクト
ンは、核 武装国
の現在の戦略的利益と態度を分析するときのようにそれを語っています。



⻑年にわたる地域
紛争を解決する必要性を指摘する。
検証と保護の堅牢なシステムを開発することの複雑さを解体します。
核軍縮の⽬的と核エネルギーの拡⼤の間に存在する緊張について話し合う。
執⾏の巨⼤な課題を描写します。

彼らの分析は、核兵器の廃絶が 国際社会によって
これまでに着⼿され達成された中で最も野⼼的な世界の公共財であることを明らかにしている。 世界の公共財の提
供で直⾯する可能性
のあるすべての困難な問題を考えてみてください。そう すれば、それらすべてが廃⽌への道のりで遭遇するでしょ
う。確かに 、以下の問題はすべて、 核兵器をゼロにすることへの深刻な障壁です。主権の維持（各国が 国際的な
拘束⼒のある規則を受け⼊れることを躊躇し、⾃国の遵守を監視すること）

合意）; 異なる選好（各国が
世界的な問題に対する特定の解決策において異なる戦略的、経済的、政治的利害関係を持っているという事実
）; フリーライディング（他の⼈が解決策を提供するまで待ってから
それを楽しむためのすべての当事者のインセンティブ）; 最も弱いつながりの問題（すべての国が 核兵器の廃絶
に完全に準拠している場合にのみ解決策が効果的であるということ︓討論| 289 ⼀般的なアプローチ）; および合計
（ グローバルな問題の成功した解決策は、すべての個別の 参加者の個々の努⼒の合計です） 。

IAEAの潜在的なペルコビッチとアクトン を実現することは、廃⽌が達成されるために各国がコミットしなければな
らない 伝統的な国家主権

の例外的な集団⾏動と降伏の種類を明確に描写している。彼らの議論 は、前例のない多国間秩序を整える必要があ
ることを⽰唆している 。そのためには、歴史的にユニークな国際協⼒と政治的意欲、 そして⼀部の制度の⼤幅な強
化と他の制度の抜本的な改⾰ が必要となるでしょう。前者の明⽩な例 は、国際原⼦⼒機関（IAEA）です。このア
デルフィとして

紙は繰り返し⽰しており、核兵器を廃絶することを真に決意し た世界で、IAEAによって多くのことができる可能性
があります。
2020年以降のIAEAに関する最近の報告でも同じ結論に達した。3この報告は、 集団⾏動とパートナーシップの強
化、透明性の拡⼤、 世界的な安全とセキュリティのますます効果的な基準、新しい不拡散 措置

を伴う新しい世界の核秩序を想定している。 、そして 核兵器を削減し、最終的に排除するための進歩的なステッ



プ。 報告書は、⼈間に急速に成⻑する貢献をする核技術を可能にする再活性化された秩序について説明しています

核兵器の拡散に貢献していない間、幸福。
それは、原⼦⼒エネルギーを求める国々における安全で確実な拡⼤を求め 、気候変動
の脅威を軽減しながら、成⻑する世界経済に⼒を与えるのを助けます。 命を救い、作物を育て、発展途上国で仕事
を提供する
上での核技術の役割の拡⼤。 原⼦⼒事故と核テロの危険性の低減。 核兵器と核拡散による ⼈類への危険を劇的に
減らすための道を提供する。 報告書は、IAEAがその中で果たすべき強⼒な役割を持っていることを⾼く評価してい
る

核の保障措置、安全性、安全性、そして リスク
を最⼩限に抑えながら、⼈間の幸福への核技術の貢献を最⼤化すること。
それでも委員会が⾒つけたのは、その⽴派
な記録にもかかわらず、IAEAは資⾦不⾜で⼈員不⾜であるということです。エージェンシーは 、⼈類にとって計り
知れない価値のある責任を遂⾏する
ための低コストを考えると、並外れた掘り出し物でした。
IAEAの責任はすでに劇的に増⼤しており、 原⼦⼒エネルギー
の成⻑と拡散の可能性は、 IAEAに対する需要をさらに増⼤させるでしょう。
追加なし-
現在の予測不可能で⾃発的な

290に取って代わるための信頼できる資⾦提供| エルネスト・セディージョの取り決めでは、IAEAは 、保障措置のサ
ンプルを独⽴して分析することを含む、

多くの本質的な機能を実⾏することができなくなります。 核テロと闘い、原⼦⼒発電所やその他の原⼦⼒施設 の安
全を確保する。 核事故または 核物質を含むテロ⾏為が発⽣した場合に、適切かつ迅速な国際的な調整と⽀援を提供
する。原⼦⼒発電プログラムの導⼊を検討している多くの新しい国 が慎重にそうすることを確実にする

計画的、安全、そして安全な⽅法。 核技術
の使⽤を通じて、⾷料安全保障、健康、および飲料⽔の利⽤可能性における差し迫った世界的な危機に対応する。
不拡散の検証に関連する
緊急の要請に適時に対応する。 適切な権限、資源、⼈員、技術 を備えた強化されたIAEAがなければ 、核の安全、
セキュリティ、保障措置の堅牢なシステムと、核兵器 ゼロと⼀致する効果的な多国間検証は不可能でした。 そのよ
うな組織は、平和と繁栄のための世界的な核秩序を強化するために絶対に不可⽋です。The



これらを提供するためのコストは、得られる利益と⽐較して、
または⾏動を起こさないことのコストとリスクと⽐較して、取るに⾜らないものになります。

安全保障理事会改⾰の課題新しい核秩序を構築するためにIAEA

のようないくつかの多国間機関の⼤幅な改⾰が必要であるのと同様に、そのような秩序 を実施するために他の機関
で
は抜本的な改⾰が必要である。 著者らは、核兵器廃絶体制 を実施するための国連安保理に代わるものはほとんどな
いだろうと
正しく指摘している。しかし、彼らの分析はまた 、安全保障理事会が機能を持っているのでそれを継続するのであ
れば、

これまでのところ、⼗分とは⾔えません。
頻繁に⾏き詰まる安全保障理事会は、効果
的な執⾏機関としての役割を果たすことも、軍縮の保証⼈になることもほとんどできません。この
仕事を適切に遂⾏するためには、安全保障理事会の抜本的な改⾰が必要であり 、40年
以上にわたって限られた改⾰でさえ可能ではなかったことを忘れないでください。 より正確には、Perkovichと
Acton は、拒否権の問題に対処する必要があると主張しています。 彼らが解決に向けて可能な道を提案する他の厄
介な問題の場合とは異なり、

この挑戦では彼らはしません。おそらく彼ら
は、拒否権改⾰が最近の改⾰努⼒の間にさえ試みられなかったことを知っているので、トピックに深く⼊ることを
躊躇 し、（失敗した）2005年の改⾰交渉と以前のすべての交渉の焦点として
安全保障理事会の拡⼤だけを残しまし た。 核兵器の廃絶︓討論| 291ある意味で 、拡⼤のみに焦点を当て た過去の
安保理改⾰の試みが進んでいないことは幸運である。拡⼤された安全保障理事会が 本質的に

現在のものよりも機能的です。
より⼤きな安全保障理事会であるケテリス・パリブスでコンセンサスを達成することはおそらく困難になり、
したがってデッドロックの可能性が⾼くなるでしょう。
より⼤きな、そして結果としてより代表的な
安全保障理事会による決定は、より⾼度な正当性を獲得するだろうと主張する⼈もいます。それは真実ですが、安
全保障理事会が⼀貫し て重⼤な問題について
合意しなかった場合も関係ありません。
さらに、拡⼤に限定された部分的な改⾰の成功は、おそらく、 後で包括的な改⾰に



着⼿することをさらに困難にするでしょう。

拡⼤だけを伴う改⾰の⽀持者は
、交渉理論の不快な評決に真剣に注意を払う必要があります。拒否権はその
所有者に⾼い⼒を与えます。拒否権はゼロまたはほとんど⼒を提供しません。このため、拒否権改⾰を達成でき な
かった場合、廃⽌プロセスは
⾏き詰まると私は確信しています。
したがって、
廃⽌に向けて、安全保障理事会の拒否権は緩和され、
最終的には完全に排除されなければなりません。時間が経つにつれて、拒否権ベースのメカニズム
は、スーパーメジャーが

核軍縮 の実施を含む最も重要な決定、および安全保障理事会における各メンバーの重みが GDPや軍事⼒
などの変数の関数として決定される場合には、性格が必要となるでしょう。 著者らは、⼀度動いたら、 軍縮と不拡
散の2つの⾯で具体的な進歩を遂げることができる プロセスの不可⽋性を強調している。 しかし、 「誰が先に⾏く
か」という問題を解決する唯⼀の⽅法は、 両⽅の⾯で同時に動くことであるという彼らの議論に疑問を投げかけま
す。それどころか、

同時運動は⿇痺の危険があります。

核兵器廃絶の世界的な公共財の性質上、 触媒的なリーダーシップと⾏動を実⾏することをいとわない
かなり限られた数の関連するプレーヤーによってプロセスが発⽕されなければならない。
そして
、最⼤の⾮核兵器国が間もなく参加するはずですが、システム
の再動員を引き起こすのは核保有国のサブセット次第です
。⽶国とロシアには、
この役割を果たす能⼒だけでなく、特別な責任もあります。核の巨⼈は、
核軍縮に向けて最初にもう⼀度⾏動する責任があります。
協⼒を強化し、リソースを投⼊するためのイニシアチブを推進します。
そして、これが起こると、国際的なリーダーシップが⽣まれます

。エルネスト・セディージョ

の強制ですが、責任の引き受けの結果です。この
種のリーダーシップにより、⽶国とロシアは
他の核保有国に参加するよう説得し、 ペルコビッチとアクトンが⾮常にうまく持っている新しい核秩序
の構築に⾮核兵器国が関与することを事実上避けられないようにすることができます。
描かれています。

たとえば、多くの⾮核兵器国は現在、消極的です。
報告書「平和と繁栄のための世界の核秩序の強化︓2020年までのIAEA の 役割
と下。" 核兵器国 が軍縮に真剣に取り組むならば、この⽴場は変わると予想されるべきです。 これは仮定や推測で



ある必要はありません。 セーフガードの強化は、NPTレビュープロセスを通じて交渉することができます。しか
し、それが起こるためには、⽶国とロシア

核軍縮
は誤った約束ではないという確信を⾼めるために、最初に新たな措置を講じなければなりません。

核兵器の廃絶︓討論| 293

注

1「核兵器—
⽂明への最⼤の危険︓それらなしで私たちの世界を想像するための会議」 、イェール⼤学グローバリゼーション研
究
センター 、2008年2⽉21〜22⽇、http︓//www.ycsg。 yale.edu/activities/conferences.html。 2地球規模の問題 を解決する
ためのこれらの障壁の性質については、 「地球規模の課題への対応︓国際協⼒」で説明しています。

国益のために、私が 共同議⻑を務めた ストックホルムのグローバル公共財
に関する国際タスクフォースの2006年最終報告書。 3平和と繁栄の ための世界の原⼦⼒秩序の強化︓ 2020年以降の
IAEAの役割 、国際原⼦⼒機関事務局⻑ の要請により、 私が議⻑を務めた独⽴委員会が作成した報告書 、2008年5
⽉、http ︓// www。 iaea.org/NewsCenter/News/2008/2020report.html 。 zIA MIAN

安全保障論争を超えて︓廃⽌
の道徳的および法的側⾯核兵器
廃絶



の最⼤の強みは、 核兵器廃絶
への無数の挑戦の多くを計画する著者の断固とした意欲です。 これらの課題は真剣に検討
できるという彼らの主張。
そして、それらを克服し
、⽬標を達成する⽅法の彼らの探求。

その顕著な弱点の中には、
国際安全保障の問題としての核兵器廃絶へのほぼ排他的な焦点と
、現在の世界秩序をよりよく確保する必要性があります。国家の利益の優位性; と
議論を⾏う際の⼒の倫理のバランスへの依存。 論⽂の対象読者がセキュリティポリシーコミュニティであり、ほと
んどの場合 、これらの視点をすべて共有していることを考えると、これらの失敗
はすべて完全に理解できます。対話の閉じた性質は 、報告書の主要な勧告に現れています。 核武装国と⾮核兵器国
の両⽅のエリートシンクタンクのアナリストは、政府と財団の⽀援を受けて、 廃⽌について 真剣に会い、話し合う
べきです。核兵器。 そのような可能性と課題をより完全に理解する

廃⽌、そして⽬標を達成するためには、廃⽌のための道徳的 および規範的な議論を
検討することにより、核兵器に関する伝統的な安全保障政策の議論を拡⼤することが有⽤であろう。 核兵器廃絶の
確保と執⾏
における国際法と
制度、市⺠社会と社会運動の役割。 武装解除された世界における
核秘密の関連性。 296 | Zia Mian AdelphiPaper に触発されたこれらのテーマに関するいくつかの考察が続きます。 時
空の関係で、私は 武装解除された世界における原⼦⼒の将来についての厄介な質問を取り上げません（第3章の焦
点は

紙）。
核エネルギーの拡⼤は実現可能でも望ましくもないこと、そして

⽶国の核兵器設計者であるセオドア・B・テイラー（1925–2004）が主張したように
、核兵器のない世界であるという強い主張ができると⾔えば⼗分でしょう。
核兵器と核エネルギーの終焉という⼆重の廃絶の⼀環として、はるかに持続可能である。1

政策および政治としての核廃絶この論⽂は、核兵器 が廃絶されるべきである

という5つの⼀般的な国家安全保障に基づく理由を挙げている（
結論に⽰されています
）。この論⽂はまた、第1章で、核武装したいくつかのステップの概要を⽰しています。
州は、ゼロへの道、発⽣する可能性のある懸念、



およびそれらのいくつかを解決する⽅法をとらなければならないでしょう。
しかし、核武装国の政策⽴案者が、国内の政策論議の⼀環として、
国内の
⼀般市⺠、ライバル国や同盟国、そしてより広範な⼈々に対して、廃⽌を主張または正当化する⽅法の意味を分析
していません。国際
社会。
政策問題としての核廃絶は、核軍縮の政治に位置づけられる必要があります。

核兵器は、何よりもまず、兵器です。それらは暴⼒の道具
であり、暴⼒の脅威です。の戦略とポリシー
それらの開発、展開、および使⽤はそれらの中に含まれていません—
それらは政治によって意味と⽬的を与えられています。

すべての核武装国は、彼ら⾃⾝、彼らの国⺠、
そして世界に、彼らの武器は彼らの国防のために必要であると語った。 さらに、これらの州はすべて、廃⽌の努⼒
に
抵抗する核兵器複合体を持っています。
英国の歴史家で平和活動家のEPトンプソン
は、この複合体を「[核]兵器システムと、その兵器システム
に対する経済的、科学的、政治的、思想的⽀援システム全体、
つまりそれを研究する社会システムで構成されている」と説明しました。
2⼀緒になっ て、これらの州の指導者が、⼀部の州ではない廃⽌の主張をすることは
、政治的に困難になります。 核兵器を廃絶すること はそれぞれの国をより安全にするだろうという議論に頼る⽅法
です。 政策⽴案者が廃⽌のために進めるかもしれないいくつかの議論は 、核兵器の役割を正当化するのに役⽴って
きた 国家安全保障の⻑年の公式の物語と確かに⽭盾するでしょう。これらの議論 は、もしあれば、核兵器を埋める
ことができるものについての議論を引き起こす可能性があります-

核兵器の廃絶︓討論|

核兵器の廃絶に起因する297の形をした⽳。 軍縮の追求は、核兵器の技術的、戦略的、政治的代替物を通じ
た安⼼の探求と結びつく可能性があり ます。廃⽌に関する他の議論は、 核兵器を廃絶することは実際には核武装国
の安全保障計算を損なうことはないが、実際に はライバルとの 相対的および国際システムにおけるその⽴場を強化
すると主張するかもしれない。 そのような議論は、武装解除の主張をするための他のいくつかの州による努⼒を複
雑にする可能性があります。

簡単な例がポイントを説明するのに役⽴つかもしれません。1999年、



マデレーンオルブライト国務⻑官は、CTBTが⽶国の主要な利点を⽣み出すのに役⽴ったと主張することにより、⽶
国上院による包括的核実験禁⽌条約（CTBT）の批准を促進しようとし まし た
。私たちにとって ⾮常に有利な技術的現状を維持しながら、他者による核実験を⾮合法化 する。私たちは1,000回
以上の核実験を実施し ました。これは他の誰よりも数百回多いものです。セキュリティを保護するために、これ以
上のテストは必要ありません。

しかし、増殖者または近代化者になる可能性のある⼈々は、最も 脅威となる種類の先進的 で
コンパクトな核兵器を開発するかどうかをテストする必要があります。クリントン 政権は兵器複合施設である備蓄
スチュワードシッププログラムを設⽴しました。これ は、テストを必要とせずに ⽶国の核兵器の設計と開発能⼒を
継続することを⽬的としています。⼀緒に、「私たちは勝つ」という議論と 、CTBTからの技術的な裏⼝の追求は
、条約への⽶国の加盟の価値についての永続的な疑問を引き起こしました。

特に⽶国での 核兵器廃絶についての国内の議論が同様の議論と
妥協を含み、他の州で懸念を引き起こすことは容易に想像できます。他の州は
独⾃の国内の議論と妥協を持っているでしょうが、これらのすべてが
国際的な精査に開かれている、あるいは

⽶国の議論ほど他の⼈にとって重要であるとは限りません。
勢⼒均衡を維持し、（核の選択肢を維持しながら）相対的な優位性を追求する⽅法についてのこれらすべての州で
の議論は、
廃⽌に関する合意につながる可能性があると想像することができます。
しかし、これらの政策論争は、
権⼒、不信、脅威、恐怖、暴⼒に基づいており、それらが
組み合わさってプロセス全体を狂わせる可能性があります。

核兵器廃絶をめぐる潜在的な問題のいくつかは、規範 的、道徳的、法的な考慮事項 を含むように枠を広げることに
よって、
純粋に国家安全保障と国益に基づく議論から⽣じる可能性があります。 298 | ジア・ミアン は、公の正当性のため
に、余⽩ではなく議論の中⼼になります。

核兵器に提供される虚構は、
市⺠、領⼟、主権、および
「国益」を保護する国家の責任についての主張に常に根ざしています。



それらの本質的なメリットとは別に、規範
的、道徳的、そして合法的な廃⽌の議論には、
すべての州に平等に利⽤できるという追加の利点があります
。それらはまた、エリート政策プロセスを拡⼤することと 、核複合体からの反対に対抗するのを助けることができ
る
廃⽌政策のために国内の構成員を動員することの両⽅に役⽴つ。
ついに、
これらの議論は、国家が核兵器を製造したり 、戦争に訴えることを含む他の種類の敵対的な⾏動をとることを抑制
するのに役⽴つ特定の種類のコミュニティを作成できる 考え⽅、⼀連の価値観、
および国家の⾃⼰イメージを強化するのに役⽴ちます。 たとえば、核武装国が1946年1⽉の最初の国連 総会決議で
「 核兵器およびその他すべての主要な国の兵器からの廃絶」を求めたことを想起することにより、核兵器廃絶に向
けた動きを 正当化することを想像することができます。兵器

⼤量破壊兵器に適応可能」と1961年の国連総会の決議
「核兵器と熱核兵器を使⽤している
国は、国連憲章に違反し、
⼈類の法律に反して⾏動し、⼈類と
⽂明。」
国際社会の広く共有されたビジョンと、その
ような兵器は本質的に⼈道に対する罪であり
、不道徳、  違法、⾮合法と⾒なされ、扱われるべきであるという感覚の観点から核兵器廃絶を主張することは、核
兵器を使⽤するでしょう
他の社会に不安を⽣じさせずに、国家安全保障、勢⼒均衡、
および相対的な軍事的または政治的優位性の喪失の可能性の 問題から離れた武器。
それは、その安全保障上 の利益またはその同盟国の利益が ⼈道に対する罪を犯す能⼒と意図を必要と
する理由を説明するために、その武器を保持したい核武装国に責任を負わせるでしょう。 道徳的な観点からのフレ
ーミング廃⽌はまた、 核兵器 を取得し、使⽤することを脅かすための挑戦的な努⼒において、すべてではないにし
ても多くの国でより多くの国⺠の参加を可能にするでしょう。社会運動の⼒、市⺠

社会、そしてそれぞれの州で、そして世界的には、
多くの⾮核兵器
国や国際組織によって⽀持されている肯定的な国際主義の政治の実践を通じて、 核兵器政策に⽴ち向かい、抑制す
ることに関する世論は
、歴史家のローレンス・ウィットナーによって⼗分に⽂書化されています。核兵器廃絶運動の彼の歴史の中で

︓議論| 299 1945年以来、そして核兵器の使⽤を防⽌し、 60年以上にわたって核兵器の使⽤の 明⽩な脅威を制限す
るのに役⽴ってきた核タブー



の起源と⼒に関するNinaTannenwaldの研究5。

市⺠の⾏動は、抗議や国家⾏動の幅広い規範の 作成と維持に限定されません。それはしばしば挑戦的で転覆
する特定の核兵器政策、プログラム、制度に基づいて構築されており
、正式に⺠主的な社会に限定されていないよう

です
。彼らが核兵器を放棄する理由について世界全体
が重要になるでしょう。ほとんどの場合、これらのストーリーには複数の聴衆が
いて、ストーリーによっては、
さまざまな聴衆は重要な点で異なる場合があります。 さまざまな国が提⽰する
廃⽌に関する国内および国際的な議論の間の枠組みと起こりうる対⽴は、 軍縮がどのように進むか（そしてそれが
進むかどうかさえ）、プロセスの性質と実⾏可能 性、そして最終結果の認識された正当性と安定性を決定するかも
しれません。 核武装国の政策⽴案者が国内および国際的な安全保障の管理以外の⽅法で廃⽌の 議論をどのように組
み⽴てることができるか を著者や他の⼈々が検討することは、次のステップとして役⽴つでしょう 。保存⽅法の計
算にない引数

現状維持、そして権⼒と暴⼒の効⽤は、廃⽌への⽀援を動員し、軍縮プロセスの誠実さ、必然性、不可逆性、そし
て それがもたらす世界的な安全保障上の利益
への信頼を築くの により良い貢献をするかもしれません。 経営戦略としての廃絶アデルフィペーパーは 、現在国
際システムが直⾯しているさまざまな拡散とテロのリスクを軽減し 、原⼦⼒エネルギー が世界的に拡⼤した場合の
将来のリスクを回避する⽅法として、 核兵器廃絶を根本的に⽰しています。 論⽂が廃⽌を提案する最初の理由は、
核の必要性です-

兵器国は、核不拡散条約（NPT）で の約束を守り、「ルールに基づく
国際システム」を維持し、それがなければ「核
秩序の崩壊」が⽣じると⾒なされるべきである。拡散、軍拡競争、そしておそらく戦争で。
⾔い換えれば、核兵器は、現在の国際システムの安定性を⾼めるために取引されるべきです
。 ますます脅かされる現在の国際秩序

を確保することと引き換えに核兵器を放棄するという考えは 、シュルツ、キッシンジャー、ペリー、ナンによって
提起された廃⽌の議論の中⼼にあります。彼らの2007年



300 | ジア・ミアン

は、「世界は今、新しく危険な
核の時代の危機に瀕している…緊急の新しい⾏動が取られない限り、⽶国はまもなく、より不安定で ⼼理的に混乱
する新しい核の時代に⼊ることを余儀なくされるだろう」と主張した。 、そして経済的には 冷戦抑⽌
よりもさらに費⽤がかかる。 核兵器が使⽤されるリスクを 劇的に増加させることなく、世界中で潜在的な核敵の数
を増やしながら 、古いソビエトアメリカの「相互確証破壊」を
うまく再現できるかどうかは確かではありません。」

シュルツと彼のコホートのようなアデルフィ紙の著者は、
60年間、核兵器が
世界秩序を維持し、覆すための努⼒において役割を果たしてきたことを認めています。⽶国にとって、初期の研究
の1つが主張したように 、「同じレベルの通常のライバル」がこれらの「絶対兵器」を⼊⼿するだけでなく、「 お
そらく⼀部の国は権⼒規模が低くなる
」という恐れがあった。 核兵器を⼿に⼊れ、⼤⼩の 国家の関係全体を変えるかもしれない。」7ブッシュ政権の当
局者はもっと⼤雑把に同じことを⾔った

核兵器については、「もしあなたが
⽶国と軍事的に対抗する望みのない⼩便な⼩さな国なら、それは本当のイコライザーです」8。
この瞬間がまだ到来していなければ、それは差し迫っているかもしれないことは明らかです。
現在、この開発を可能な限り未然に防ぐ⽅法として、廃⽌が提案されています。この
意味で、かつては進歩的な政治の特徴と⾒なされていた核軍縮は、
今や保守的な⽬標となっています。

アデルフィ紙は
、「世界の核秩序」のための「⾰新プロジェクト」の⼀環として核廃絶に⾔及しています。現在の秩序を維持する
ことに重点が置かれていること
は、何についてのさまざまな議論にも表れています。
核武装国の次のステップはそうかもしれません。
それはまた、執⾏の議論を形作ります。しかし、この論⽂は、世界的な核
秩序、またはそれが⼀部であるより⼤きな秩序を維持すべき
かどうか、ましてやそれが改修に値するかどうかについては問いかけていません。 現在の秩序のいくつかの重要な
側⾯を

維持することへの核武装国の利益に関係なく、 核兵器の廃絶が 、より 平等主義的、協⼒的、そして⺠主的な国際
社会。そのような

統合は、イベントを決定し、紛争の裁定の構造に⾃信を持た



せ、逆転の恐れを減らし、コンプライアンスを促進し、
必要に応じて執⾏措置を⽀援する1つまたはいくつかの州 の能⼒を制限することによって廃⽌の⽀援を促進する可
能性があります。 しかし、廃⽌は、達成するのに⻑い時間がかかるかもしれない

そのような広範な世界的な再注⽂を待つ必要はありません。 核兵器廃絶
への政策と政治︓討論|

301

廃⽌を達成することは、しかしながら、
広く合意された可能な再注⽂のより⼤きな原則とかなりの詳細に基づいて有⽤に構築することができます。
⼤多数の国家と多くの世界世論 の⽀持を命じる
多くの国連条約と決議ですでに利⽤可能で ある、より⼤きな公平と参加に向けた国際システム。 権⼒と法アデルフ
ィ紙は 、核兵器の世界的な禁⽌の執⾏に関する 重要で、困難で、ほとんど無視されている問題を取り上げていま
す。 当然のことながら、コンプライアンスの決定と執⾏メカニズムの適⽤は、 「 国際的な正当性を享受する 意思
決定の⼿段と⼿順」から⽣まれ、それを通じて機能しなければならないことに留意しています。これ

「コンプライアンスの実施 に関するあいまいさや意⾒の不⼀致の余地は⼤きい」ため、特に重要です。さらに重要
なのは、
核兵器の性質を考えると
、戦争の陰で執⾏が⾏われる可能性があるということです。 この論⽂は、核兵器のない世界の執⾏の代理⼈として
の

核武装国と国連安全保障理事会に焦点を当てています。 国内政治、核武装国間の共謀と競争 がそのような執⾏を困
難にすることを認識しているが
、 実⾏可能な代替案は⾒当たらない。安全保障理事会の多く  よりも⼤きな問題

弱点は、国連憲章によって 認められた正式な地位を除いて、その正当性の⽋如です。評議会の⾏動の⼤きな⾃由は
、⼿続き以外の正式な原則の⽋如によって可能になります。歴史的に、それは列強政治の実践が 適正⼿続き
の代わりとなるフォーラムに過ぎませんでした。 常任理事国を含むすべてのメンバーが 安全保障理事会を利⽤でき
るという点で平等であるとは限らないため
、それは正当性の基本的根拠である公平性を⽋いている。安全保障理事会の 核武装常任理事国が拒否権によって保
護されていることを考えると、多くの⾮

核兵器国は、それを
国際システムにおける不平等のひどい例と⾒なしています。それはせいぜい⼤まかな正義を提供することができま



す。

安全保障理事会に頼るのではなく、核兵器
廃絶の原因は、国際
法と国際裁判所が
コンプライアンスと執⾏の問題を決定する⼿段となる可能性があることを考慮することによって⼗分に役⽴つでし
ょう。注⽬に値する省略で、この論⽂は 、提案を除いて、核の廃⽌と執⾏の政治を
検討する際の国際法の可能な役割を⾒逃している-

廃⽌に向けた暫定措置として、「 核兵器の不法な拡散を国際犯罪にする」こと。

論⽂は302を引⽤していません| ジア・ミアン

は、1996年の国際司法裁判所の全会⼀致の勧告的意⾒
であり、NPTの下では、核兵器国は「
誠意を持って追求し
、あらゆる⾯で核武装解除につながる交渉を締結する義務がある」と述べています。 ]。 核武装国は伝統的に国際
法と国際裁判所を真剣

に受け⽌めることを拒否してきました。
アメリカ⾃体、それは
国連システムの構築に⼤きな責任を負い、したがって
国際司法裁判所は、裁判所
がそれに反対する判決を下すまで、⻑年にわたって裁判所の権限を受け⼊れていました。101996年の勧告的意⾒
は、実際、
⽶国にほとんど影響を与えていません。国家、または、
さらに⾔えば、NPTの当事者である他の核兵器国家のいずれか。 ⾮核兵器のない世界を実施するかどうか、いつ、
どのように実施するかを

決定するための国際法と国際裁判所への頼みは 、すべての⼈に⼤きな利益をもたらすでしょう。法には独⾃の特徴
があり、独⾃の

歴史、それ⾃⾝の論理、そしてそれが効果的に機能するためには、特定の⾃律性
と形式が必要です。特に、法律は概して
、普遍性と公平性の基準に向けられています。
不平等または不公正を成⽂化するための努⼒の⼀部として法律が使⽤される場合、それは通常、異議申し⽴ての対
象となります。
法はまた、それが適⽤されることを意図されている状況に体系的に適⽤されるように⾒られなければなりません
。つまり、それは事件のように扱われます。また 、特定の特定の場所に対する単なる臨時の対応ではなく
、コミュニティが共有する幅広い原則と期待に適切に適合している必要があります。

シチュエーション。 法のまさに基盤であるこれらの特徴は、武装解除された世界
での核拡散に対する合法的な国際的対応を⽣み出すのに役⽴つでしょう。 たとえば、武装解除された世界への移⾏
の⼀環として 、安全保障理事会ではなく国際司法裁判所が、 不拡散、軍備管理、および軍備管理を含む遵守を め
ぐる紛争を裁定する機関として機能する可能性があると想像することができます。廃⽌協定。 国際司法裁判所規程
第36条に基づき、州は、国際司法裁判所の判決を 拘束するものとして受け⼊れることを選択できます。



条約の解釈と義務違反の決定11。
あるいは、国際刑事裁判所は、虐殺 犯罪、⼈道に対する罪、戦争
犯罪の責任をすでに負っていることを考えると、適切な機関として機能することができます。締約国 が「侵略」の
定義と裁判所 がその管轄権を⾏使できる条件を 確⽴すると、侵略犯罪を含む事件について
も管轄権を持ちます。この侵略の定義に 核兵器の開発が含まれているとすれば、拡散は次のように分類される可能
性があります。

裁判所の管轄。

⾃⼰奉仕の裁判官、陪審員、核兵器廃絶としての役割ではなく、討論| 303死刑執⾏⼈である安全保障理事会 は、独
⽴した国際裁判所の決定の

法的に義務付けられた執⾏者として⾏動することができます。 ⼤きな秘密は何ですか︖ マンハッタン計画に取り組
んでいる科学者の何⼈かが「 この[秘密]が私たちをもっと保護できることを願うのは愚かだ」 と早くも1945年6⽉に
認識したにもかかわらず、 秘密は常に核兵器の政治の中⼼的な特徴でした。他の州からの数年より」

核兵器の開発13。この理解は、アルバート・ アインシュタイン
が発⾏した原⼦⼒科学者による1947年の声明で最も有名に具体化されました。 核武装国は、核兵器、兵器などの重
要な情報 と⾒なすものを保護しようと努めてき
まし
た
。設計、および 秘密が敵から彼らの軍事⼒を隠し、防ぐ という理由での武器材料の特性

核兵器の拡散。最近、核テロの脅威が
広範囲の秘密の正当化として追加されました。

アデルフィ紙は、
核兵器に関する秘密の現在の重要性を認識しています。
特に、「機密性の⾼い設計情報」、「分類された設計の詳細」、「機密性の⾼い情報」、「機密性の⾼い
詳細」について⾔及しています。著者は、この秘密が
核兵器の解体と兵器



材料の処分の検証をより困難かつより費⽤のかかるものにするであろうことを認識している。

しかし、著者は、もしあれば、この秘密のどれだけを尋ねません。
⾮核兵器地帯への移⾏と、⾮核兵器地帯のない世界への移⾏に必要となるでしょう
。 核兵器はもはや国家の軍事政策において役割を果たさないため、核
武装国が現在国家安全保障の秘密として扱っている⼤量の情報
（核兵器研究所と核兵器の使⽤を任務とする軍隊の結果）
が公開される可能性があります
。さらに、国家は、敵が 核兵器情報
を学ぶのを防ぐためにこの秘密が重要であるともはや主張することができませんでした。
たとえば、なぜ質量、形状、
核兵器を禁⽌する世界では、核兵器に含まれる⾼濃縮ウランまたはプルトニウムの組成、または同位体は
引き続き秘  密
ですか︖核兵器を製造する上での真の課題は
、爆弾の設計の問題ではなく、これらの材料を⼗分な量で⽣産
することです
15 。違反を検出する
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核兵器材料の⽣産に関する国際的な禁⽌のジア・ミアン
。廃⽌を確保するという観点からは、
核兵器の設計について可能な限り多くの情報を公開する。
そうすることで、市⺠が
秘密のプログラムで笛を認識し、吹くのがはるかに簡単になります。

核兵器複合体は、そのような開放性での努⼒に抵抗するかもしれません。
秘密は、核兵器複合体が
適切な政府および公共の監視から⾝を守るための⽅法でした16。より広義には、秘密
は⺠主主義と説明責任の障害です。すべての
核武装国が
⾃国⺠の知識なしに兵器計画を開始したことは注⽬に値する。

核兵器の廃絶︓討論| 305
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1940年以降の⽶国の核兵器
（ワシントンDC︓ブルッキングス研究所
プレス、1998年）。

ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

次は何︖

アデルフィ紙、核兵器廃絶、そして
ここに集められた批評はそれ⾃体を物語っています。 それらは、核武装国と⾮核兵器国
の間で⾏われる必要のある分析的会話への初期の貢献です。
この最後のエッセイ は、批評の中
で私たちが⾒つけた合意と論争の優れた点のいくつかを強調しています。
私たちの⽬的は、追加の分析のための議題を提⽰することです

そして、核兵器のない世界 への可能な道筋をさらに明らかにするのを助けるための議論。

この
巻への寄稿者によってなされた特定のポイントを強調することによって、私たちは他の多くの節の価値を過⼩評価
しません。
読者は、これらの短いエッセイで同意または論争する他の多くを⾒つけるかもしれません。
私たちの⽬的は、Adelphi Paperの場合と同様に、
すべての関⼼のある点についてさらに国際的な議論を招くことです。

抑⽌⼒と安定性の貴重な源泉として
の核兵器、対核消滅のリスク

Adelphi Paperで、私たちは次のように書いています。
核廃絶の難しさを最⼩限に抑えることで私たちを責めました。彼ら
は、廃⽌の望ましさに対する私たちの信念が、その
実⾏不可能性を私たちに盲⽬にしたことを⽰唆しました。他の⼈は、私たちがあまりにも多くの障害物を特定した
と⾔ってい
ます。」
ここで収集された批評が⽰すように、私たちの最終草案は、分裂した知覚の刺激を取り除きませんでした。
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核抑⽌⼒が永遠にフェイルセーフではないと考える⼈々は
、廃⽌を追求することに重きを置く傾向があります。
⼤量破壊の脅威を道徳的に受け⼊れられないと感じる⼈々もそうです。ローレンスフリードマン
前者については、「しかし、廃⽌の場合は
、過去60年間の⾃制⼼が次の



60年間続くとは信じがたい」と述べています。
ジョナサン・シェルは、「核兵器のない世界は、危険がほとんどないものの、核兵器のある世界よりも⽐類のない
ほど安全で
まともなものになるだろう」と付け加えています。これはいずれも、主要なセキュリティ上の障害を取り除くこと
なく、廃⽌
が安全で実⾏可能であることを意味するものではありません。 議論は、廃⽌の⽬標は、核武装国と核兵器を持たな
い国の両⽅が これらの障害を取り除くために権⼒を動員するよう
動機付けるのを助けることができるということです。

反対側には、核抑⽌⼒のない世界 での⼤規模な戦争のリスクは、
核兵器が実際に使⽤されるリスクよりも⼤きいと考える⼈々がいます。彼らは、廃⽌に焦点を当てること で、主要
な攻撃を阻⽌する
信頼できる代替⼿段なしに、廃⽌が⾏われる可能性が⾼まるのではないかと⼼配している。
フランク・ミラーは次のように書いています。 「国⺠国家 が世界情勢で軍事⼒
を使⽤するオプションを保持しているため、核兵器が存在します。
核兵器は、従来の
軍事的劣等感を補い、1⼈による武⼒⾏使を緩和します。
他に対して⼤きな⼒。問題は武器ではなく、
⼈類の本質にあります。」ブルーノ・テルトレは次のように付け加えています。「核武装国
は、核抑⽌⼒を維持することが、
武装解除のリスクを冒すよりも、⼤規模な通常戦争を確実に回避するためのより安全な⼿段であると考えていま
す。」ブラッド・
ロバーツは廃⽌の価値に対してよりオープンですが、
それを確保することの難しさを過⼩評価していると判断し
ます。「
そのような挑戦者の抑⽌は、従来の⼿段だけで効果的でしょうか︖」
須藤隆也と⼾崎博⽂は、⽭盾を雄弁に要約している-

これらの⾒解と結果として⽣じるジレンマとの間の対⽴︓

核兵器の廃絶は
「正義」である可能性が⾮常に⾼いが…この原因の盲⽬的な追求は秩序
と安定を乱す可能性がある…しかし、核時代では秩序と安定
が提供されるダモクレスの剣の下で。
核兵器の⼤幅な削減とその後の廃絶は
安全保障と「戦略的安定」の保証なしには開始できないという[議論] は、現在の秩序を前提として現状
を維持するための⼝実として使⽤される傾向がある

そして安定性は続くでしょう。しかし、

核兵器の廃絶という保証はありません。309

この前提は無期限に成り⽴つでしょう。また 、冷戦を「⻑い平和」に したときのように、核抑⽌⼒が今⽇のますま
す複雑化する安全保障環境
で機能し続けるという保証もありません。 須藤と⼾崎の「正義」の呼びかけは特に有益である。それは 、多くの⼈



が認識している この問題の政治的、道徳的、⼼理的性質を強調し、

核抑⽌⼒の傘の下でストレス。正義と安全のバランスをとる必要性は、 以下でさらに議論するよう に、廃⽌問題の
道徳的および法的側⾯にもっと注意を払うことを要求
する複数の批判に現れます。 実際、安全と正義は密接に関連しています。 社会は、そのような⽀配⾏為がもたらす
不公正のために、攻撃と占領を恐れています。 逆に、⼈々は、⾃分たちが住んでいる州が⼤きな不正から⾃分たち
を守っていると確信しているとき、安⼼します。核兵器 はここで両⽅の道を切り開きます︓⼀⽅で、破壊は脅かさ
れました

核兵器によるものは、無実の⽣命を⼤規模に奪うことを伴う可能性がある限り、巨⼤な不正の⼀形態であり、した
がって、 多くの⼈が核兵器に対して感じる
道徳的な問題です。
⼀⽅、核兵器
は攻撃を阻⽌するので魅⼒的です。
核兵器廃絶の課題の⼀部は、
核抑⽌⼒の傘下に住む社会
がその保護を放棄しても侵略の不当に苦しむことはないという確信を築き、同時に
核抑⽌⼒を持たない⼈々に安⼼させることです。
介⼊したり、そうする⼈による不当な⼒の表⽰に苦しむことはありません。

ジェームズ・ドイルは、「今⽇の世界で（核兵器が）果たす役割、核兵器
を⽀えるインフラの性質、核兵器の
配備と運⽤の⽅法を変⾰する」ことに 焦点を当てることで、この緊張の部分的な解決を指摘しています。彼は、核
武装国
がお互いを安⼼させるために今から始めることができるステップを指摘し、⾮核兵器国は、核兵器が国の兵器庫に
残っていても、
介⼊、テロリストによる核兵器の取得
、または核ブラックメールに苦しむことはないと述べてい
ます。彼の提⾔は、⼤幅に削減するための政策として読むことができます
核の使⽤と地位に関連する物質的および政治的不公正への恐れがあり、核兵器 なしで⼤規模な攻撃を阻⽌できる
という確信を築くには時間がかかります。 ハラルド・ミュラーは、⼤国間の競争の危険性を 制限することに焦点を
当てることにより、ドイルの統合を補完 します。「それは…緊急です」とミュラーは書いています 。ジョージ・ペ
ルコビッチとジェームズ・M・アクトン は、古典的な意味での⼤国間の競争の繰り返し を防ぐための、戦略的かつ
制度的なセキュリティ環境です。」The



ナポレオン戦争後のヨーロッパのコンサートは、
ミュラーが主張する基本原則のモデルを提供します。 核となる属性は、「会議と⼤使館協議
の密集したプロセス」を通じて実施された基本的な⾏動規則に関する⼤国の合意であり、アクターは 、以下を含む
国際的な危機において、 「最も重要なときに節度と抑制を⽰した」それは、より⼩さな州の内部の激変によって引
き起こされました 。」フランク・ミラーは、アデルフィ紙は 、核間の利益の和解に関する廃⽌の実現可能性を前提
としていると述べています。

武装国およびそれらを取り巻くその他の主要な関係者。ジョナサン・シェルは
、⾮常に異なる⾓度から、⽶国、
ロシア、中国の間の「合意」は「廃⽌に着⼿するためにも、
それを維持するためにも必要な条件である」と同意します。 「コンサート」モデルは、核兵器廃絶 を考慮して世界
政府を発動する必要がないことを明確にしていることもあり、

注⽬に値する。 核廃絶は、国際政治と権⼒均衡に代わるものではありません。むしろ、それは 彼らの関係のバラン
スを取り、秩序を保つことを求める国家の現実的な組織原則である可能性があります

核の⼤量破壊の特異な脅威を取り除く⽅法で。

核軍縮義務の性質と核
武装国と⾮核兵器国の相対的責任
批判のもう⼀つの⼤きな違いは、核
武装国（少なくとも核不拡散条約の締約国、またはNPT）
核兵器を廃絶する義務。たとえば、Achilles Zaluarは、次のように論じています。「 原則として、NPTおよびICJの
決定において、
廃⽌の議論はすでに勝ち取られています。
しかし、実装の問題
として、それは今⽇勝つことはできません。」さらに、彼は国際
司法裁判所（ICJ）はまた、核軍縮は「独⽴し
た」義務であり、従来の軍縮を条件としないとの判決を下した。ブルーノ・
テルトレは、核兵器国が「
核軍縮を追求する義務の存在に異議を唱えない」と書いているが、
「第6条に含まれる軍縮義務には
期限が含まれていない…[そして]それはまた
、⾮核兵器国によってほとんど満たされなかった従来の軍縮義務を含んでいます。」

ローレンス・フリードマンはこれらの議論を雄弁に切り抜けます
「問題は、核保有国が
武装解除の拘束⼒のある約束に違反しているということではありません。



法的要件は、最善の努⼒以上のものではありませんでした。

[問題]は、核兵器の廃絶︓討論としての冷笑的な軽蔑の印象です。311

核保有国は、⾮核兵器国
が⾃国に無関⼼を⽰しながら、条約の義務を厳格に遵守することを主張しています。
後輩の役⼈によって提供され、⽐較的マイナーな活動と議論のリストに過ぎない厳粛
な事業はもはや⼗分ではありません。」

Adelphi Paperでは、議論の余地のない点を強調しました。
核武装国は、核不拡散
の進展に関係なく、核兵器の数と顕著性 を減らすために多くの措置を講じることができ、その恩恵を受けることが
できます。 しかし、世界を廃⽌が⽬に⾒える地平線
にはるかに近づけるために、私たちは 核軍縮と不拡散の共同の同時のステップを促しました。何⼈かの 寄稿者はこ
れを⾮現実的だと感じています。主要な⾮核兵器国と インド、そしておそらく中国は、⾮核兵器国はすでに⾮核兵
器 のない世界を促進するために、より多くの措置を講じていると考えています。

核武装国、特に⽶国とロシアがあります。 したがって、彼らは、核武装国が合意された軍縮基準 を満たすまで、⾮
核兵器国が新たな措置を講じること
を期待することは不公平で⾮現実的であると信じています。 同時に、前述のように、アメリカのコメンテーターと
フランスのブルーノ・テルトレは、核武装国がもっとやったら、 ⾮核兵器国が 追加議定書を普遍的にし、国が 撤
退するための⼿続きを明確にするなどの措置を講じるかどうか疑問に思いますNPTから︖ミラーは次のように書い
ています。

核⼒と備蓄を着実に減らしています。」「これ
がすべて起こっている間、…北朝鮮はその条約義務を拒否し
、武器を開発して爆発させました、イランは武器を開発する⼨前であり、
他の2つの新興核兵器プログラム（イラクとリビア）は
優れた⼒によって終了しました巧みな外交。」 「したがって、拡散が5つの核兵器国
の既存の兵器庫に関連していることはすぐには明らかではありません。」
Tertraisは、「
核軍縮を提唱する州の指導者がそれを最⾼の政治的と⾒なしているという証拠はほとんどない。
優先順位。
彼らが核兵器を保有する州や政府の⻑と直接会うとき、彼らはどのくらいの頻度で
不和について⾔及しますか︖答えはおそらくほとんどありません。」

⾮核兵器国の代表は、
これらの議論に答える際に主導権を握るべきである。
しかし、最初に、概念的および歴史的な下層植⽣のいくつかを取り除くことができます。



情報に通じた⽀持者たちは、核軍縮が
北朝鮮やおそらくイランのような断固とした増殖者の⼼を変えるだろうと主に主張していません。むしろ、軍縮
は主流国の意欲を強化します—圧倒的なメジャー-
核兵器を求めていないNPT加盟国の数—

312年に協⼒する| ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

が増殖者に対して条約を施⾏しました。ジョナサン・シェルは、「軍縮の単なる例は 、地元の不安にもっと影響さ
れ
ている増殖者にほとんど影響を与えないだろう」と書いています。
しかし、シェルは続けます。「これらの⽬的は 、すべての⾮核兵器国に⽀えられた
すべての核武装国のコンサートによって⽣み出されるであろう⽣の⼒を⾒落とし、 多くの⼈と同じくらいしっかり
と廃絶に安全を賭けることを決意しました。今、それを 核兵器に賭けます。」核武装した現在の状況ではなく

国家（さまざまな程度の敏捷性）
が⼆重基準に基づいた体制を実施しようとすると、廃⽌の枠組みは「
道徳的、政治的、経済的、さらには軍事的圧⼒
を⾏使して、彼らが
世界の国々の中で⼀⼈で、これらのひどい武器に対する権利を持っていました。」

歴史の問題として、認められた核兵器国による武器の削減は、 核兵器と関連するプログラム
を放棄するように他の⼈々を励ますか、圧⼒をかけるのを助けました。
ベラルーシ、カザフスタン、
ウクライナは、⾮核兵器国としてNPTに参加することに同意したでしょうか。
⽶国とロシアは
、核兵器の⼤幅な削減の真っ只中にいませんでしたか︖
アルゼンチンとブラジルは、主に国内の理由で初期の核兵器計画を停⽌しましたが
、冷戦後の核兵器削減環境が、
彼らをその⽅向に引き寄せるのに役⽴つ規範を⽣み出したことは間違いありません。⽶国とロシアが 核兵器を
廃絶することは決してなく、NPTの第6条を履⾏するという真の意図がなかったと主張していたとしたら 、アルゼン
チンとブラジルは条約に参加したのでしょうか。南アフリカ

その秘密の核兵器を解体し、⾮核兵器国としてNPTに加わったの
も、内部の変化と
冷戦関連の外部の脅威の消失のためでした。しかし、この決定もまた、
最も重要な⽶国とソビエトの軍備管理条約の真っ只中にありました。
ヨーロッパから核武装ミサイルを排除する中距離核戦⼒条約は
1987年に締結され、南アフリカが1991年
に武装解除を決定するまでに、STARTは交渉の最終段階にありました。

さらに、懐疑論者とは反対に、北朝鮮とイランの事件

軍縮が決定された増殖 者に影響を与えることに価値がないことを⽰さないでください。北朝鮮とイランは、⽶ソの
軍縮 プロセスが本格的に始まる
前に、核兵器の能⼒を獲得するための秘密の努⼒を始めた。 潜在的な核抑⽌⼒を獲得することへのイランと北朝鮮



の指導者の関⼼は 、何らかの形での⽶軍介⼊の恐れによって影響を受けているように⾒えること
にも注意する必要があります。 したがって、依然としてそれぞれに数千の核兵器を残している⽶露の削減は、 これ
らの州の主要な懸念に対処していない。 核兵器の廃絶︓討論| 313

アキレス・ザルアは、
核兵器が既存の核武装国の兵器庫とは関係がないと 主張する⼈々に思考実験を提供します 。 ⽶国の戦略的計算
は、 ヨーロッパとアジアの核武装国の核政策によって影響を受けるでしょうか︖質問はそれ⾃⾝の答えを提供しま
す。」 これらの歴史的および分析的ポイントを別にすれば、 ⾮核兵器国はより基本的な議論をするだろうと私たち
は期待しています。

削減は歓迎されますが、核兵器が無期限に保持される という期待と対になっている場合
、ゼロの公平な核バランスというNPTの下での⽬標は依然として無視されています。 2000年に政治的に合意された
核軍縮に向けた進展
の13のベンチマークのうち4つ以上を核兵器国が実施できなかった ことは、⾮核兵器国が IAEAの保障措置や その他
の規制を強化するための新しい核不拡散規則に抵抗する際に⾏う公平な議論を⾼める。核技術について、そして彼
らの選択肢を

NPTから撤退する。正義の観点からは、ゼロが問題です。
削減は歓迎されますが、核兵器ゼロ以上のものを⽬指すこと
は不公平で問題があります。政治的現実として、
廃⽌への明確なコミットメントがなければ、⾮核兵器国は
不拡散体制の強化に協⼒しないので、この問題
は国際的な分析と議論の議題から外されてはなりません
。⾮核兵器国の協⼒を得ることの政治は
、廃⽌の真の探求をそらそうとする⼈々によって⾒落とされています。

フランク・ミラーは、第6条に関する議論をレトリックとして却下しているようです。
しかし、アメリカが頻繁に「⾃由」を呼び起こすように
、⾮核兵器地帯の公平性に対する要求は、真に感じられる価値観と
願望を反映しています。ミラーが書いているように、要求者は常に彼らが説教することを実践しているわけではな
く 、「隣⼈が核兵器 を開発するのを妨げる」不拡散体制の
強化を⽀援できないことによって彼ら⾃⾝の利益を損なうこともある。 しかし、⼀部の核兵器国の当局者が真剣な
努⼒に向けて⽰している「冷笑的な軽蔑」



フリードマンが指摘するように、核兵器廃絶は、ゼロの公平性に対する要求を 弱めるのではなく、激化させる。

最後に、⾮核兵器国の指導者は、個⼈的に尋ねられたとき、 核武装国
の指導者との会談で核軍縮を迫らないと述べ ています。危険にさらしたくない 。これは驚くべきことではありませ
ん。 ⽶国、ロシア、フランスの当局者や専⾨家でさえ、何年にもわたって、 314 | ジョージ・ペルコビッチとジェ
ームズ・M・アクトン

彼らの指導者や核施設との核軍縮を迫ること
は、良いキャリアの動きではありません。
（インドと英国ではないにしても、少なくともパキスタンとイスラエルでも同じことが間違いなく当てはまります
。北朝鮮とイランの核反体制派の警戒を想像することしかできません。）

2つのステップが現在の⾏き詰まりを打破するでしょう。第⼀に、フリードマンが⽰唆しているよう
に、核武装国と⾮武装国の⾼官は
これらの問題の交渉に関与しなければならない。第⼆に、多くのコメンテーター
が⽰唆しているように、⽶国とロシアは
、核兵器を削減し、これらの兵器の顕著性を低下させるために、より多くのことを⾏うことによって主導権を握ら
なければなりません。
もちろん、私たちが促したように。 アキレス・

ザルアの⾒解は、それが単なる少数派ではなく、より広い国際的意⾒を表す場合、主要なジレンマとスタンドオフ
を乗り越える⽅法を提供する可能性 が
あり
ます 。知名度の⾼い（今⽇）数百から⽬⽴たない数百の兵器（ 廃⽌に向けた中間段階…）は、多くの利益をもたら
し 、廃⽌シナリオの 危険性やリスクの疑いはありません。この議題にコミットする

世界の核兵器の総数を数
百に減らし、国際
政治の最前線からそれらを取り除くこと
は、NPTの究極の⽬的の⽅向への前向きな変化を表すでしょう。実際、この変化は⾮常に
⼤きなものであり、その結果は国際システム全体に波及し、 絶対零度になるという津波を
恐れるリスクはありません。
さらに、それは国際社会 に少なくとも10年
かかる「やることリスト」を提供します。この10年で、 不拡散体制の信頼性の喪失を逆転させることができます。



この分析は注⽬と議論に値します。

廃⽌を探求することは気を散らすものですか、それとも必需品ですか︖ 核兵器廃絶の直前と直後の

ステップの挑戦にアデルフィ紙が集中することは、 ある地域では抗議を引き起こし、他の地域では拍⼿を引き起こ
します。 ⼀部の⼈々は、そのような遠い⾒通しに焦点を合わせると、 テロリストや追加の国家 による核兵器の取
得と使⽤を防ぎ、国家による使⽤のリスクを減らすために取られる 可能性があり、取られるべきであるより実際的
な動きから公式および⾮公式の専⾨家コミュニティの気をそらすと信じています。 核兵器の廃絶︓議論| 315

今、これらの武器を所有しています。Ian Hore-Lacy、Frank Miller、James Doyle、
Scott Saganはこれを最も明確に述べていますが、DoyleとSaganは、
廃⽌に取り組むことで短期的なステップの進展を促すことができると考えています。

他の⼈々は、廃⽌への焦点が不可⽋であると主張します。シェルは
、廃⽌という明確な⽬標がなければ、世界は⼗分な
政治的意志、道徳的意欲、そして
軍備管理の半分の措置を超えて国家を押し進める⼒を集めず、あまりにも多くの核の危険を軽減できないと主張し
ている。
しかし、ZiaMianとPanZhenqiangと⼀緒に、彼は私たちを
廃⽌ビジョンの⼒を奪うセキュリティの課題に焦点を当てています。
ロバーツやフリードマンなどの他のコメンテーターは、
これらの安全保障上の課題に関する私たちの分析のすべてに同意しなくても、 核兵器
の最終的な廃絶の課題を詳細に調査する価値があると信じています。 ロバーツは、この膠着状態を超えて私たちを
連れて⾏くことができる統合を提供します。彼は 、今⽇の核抑⽌の役割のために、「 廃⽌を実現可能にする条件が
何らかの形で近接していることに懐疑的である」 。 しかし、彼は続けて次のように書いています。

それらを実現するために。結局のところ、私たち
は紛争のほとんどが解消されたか、少なくとも安定し、
⼤国が協調して平和を維持する世界に住みたいと思っています。」したがって、ロバーツにとって、
軍縮は州間関係の優れた組織原則であり、
それが私たちの仕事の中⼼的なポイントです。フリードマン、テルトレイス、ゼディージョ、パトリシアルイスは
、ロバーツのように明確にこの点で
⾃分たちの⽴場を主張していなくても、おそらく同意するでしょう。 ミュラーはこの統合を進めています。彼は、
廃⽌の検討 は必然的に⾮常に投機的であると述べています。



軍縮に向けて取り組むことは、連続した
措置が取られる条件を変える。「状況が変化すると、機会の構造も変化します
」と彼は書いています。「最初は考えられなかった新しいオプションが
深刻な可能性になります。」ミュラーは次のように述べています。「ソビエト連邦 が1986年のストックホルム⽂書
で初めて
政治的に拘束⼒のある⽅法で軍事演習にオブザーバーを認めたとき… 当時、ドイツ統⼀で終わるとは誰も予測して
いませんでした。それでも、 その後のプロセスは、政治と武器の間の相互作⽤において段階的に作成されました

制御の変化、統⼀が本当の
機会になるだけでなく、正しいこと、そして最終的には必要になる条件も変わりました。」彼
は、廃⽌の⻑期的な課題について考える⼈々は
柔軟であり、変化する現実に彼らの考えを適応させることを提唱しています。

確かに、段階的なステップは
、核廃絶の遠い⽬的地から知らされていなくても、はるかに良い成果を上げることができます

。ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

は、そのような⽬的地を意識せずに連れて⾏かれます。しかし、このコレクションの議論のバランスは、
廃⽌を維持するという私たちの⾒⽅を変えることはありません
⽬標はそれが痛い以上に役⽴つので⼼。

結局のところ、核兵器廃絶についての会話の価値は、
おそらくそれが⾏われる⽅法に依存します。廃⽌の課題の調査は
、実際的な短期的なステップと並⾏して⾏われなければなりません
（それらが空のレトリックにすぎない場合）。それらは
、すべての当事者（核武装国および⾮核兵器
国）が解決策を⾒つける⽬的で誠意を持って課題を探求する範囲で有⽤です
。
ザルアーが警告するように、核武装国がそれらを却下する⽅法として使⽤した場合、廃⽌の議論は逆効果になるだ
ろう
⾮核兵器国は
、分類規則のために説明することを望まなかった技術的異議の弾幕を持っています。
⾮核兵器国が
、姿勢をとるためのプラットフォームとして廃⽌の議論を使⽤する場合にも、同じ責任が⽣じます。そのような審
議でのテストは、公式
フォーラムであろうと、私たちが作成を勧めるシンクタンクコンソーシアムであろうと、
知的、政治的、そして技術的に正直であろう。この基準の達成を評価する には、世界中の専⾨家がそれらを評価し
て争うことが
できるように、分析を公に利⽤可能にする必要があります。
どこ
核武装国は、担保権にはデータと分析を差し控える必要があると感じており、 セキュリティクリアランスのない専
⾨家に秘密を受け⼊れるための何らかの根拠を
与えるのに⼗分な説明を提供する必要があります。 ⽶国とロシアは最前線からリードしなければならない 論評から
浮かび上がったもう⼀つの共通のテーマは 、⽶国とロシアによる新しいイニシアチブが世界の核の ダイナミクスを



変えるだろうということです。ワシントンとモスクワの指導者は、短期的にはいくつかの重要な軍縮措置を講じ、
⾮核保有国の 指導者が段階的な強化を⽀持した場合、さらに前進することを提案する可能性があります。

不拡散体制。そのような短期的な措置には、
⽶国とロシアが
戦略的攻撃削減条約（SORT）で要求されているものを超える⼒の削減に着⼿すること、つまり、
配備された戦略兵器が1,700未満であること、および少なくとも
使⽤しないことを宣⾔することが含まれる可能性があります。⾮核兵器国に対する核兵器
は、NPTと保障措置の義務を完全に遵守しています。

次に、⾮核兵器国が
、労働レベルの外交官によって管理される傾向があるNPT関連のフォーラムでどのように反応するかを推測するの
ではなく
、アメリカとロシアの指導者は直接相談する必要があります
主要な⾮核兵器国の指導者と協⼒
して、不拡散ルールを強化するための対応する措置について合意を求めます。核兵器の

廃絶︓討論| 317

ホワイトハウスとクレムリンは、
不拡散措置の強化が進展した場合、両国は
、⼒のレベルを下げ、教義を修正し、現在の即時使⽤ を重視する
運⽤慣⾏を変更するためのさらなる措置を講じることを約束することができます。
攻撃の警告下にある核兵器。
⽶国とロシアによる⼆国間イニシアチブ、その後の相互追加交渉
軍縮と不拡散のステップは、
核の危険に対する安全を強化するための唯⼀の実⾏可能な⽅法を提供しているようです。

多国間削減と「数の少なさ」問題

⽶国とロシアが崩壊したとしても、
中国がそれに持ち込まれなければ、軍縮プロセスは具体的な床にぶつかるでしょう。（中国はまた
、他のNPT核兵器国（英国とフランス
）も参加することを主張するだろう。）核武装解除の挑戦の多くの扱いは、
⽶国とロシアがそれぞれの兵器を1,000に減らした後、
中国が参加することを前提としている。しかし、私たちのように、この仮定の証拠はありません
アデルフィ紙でほのめかされた。Pan Zhenqiang将軍は、彼の幅広い貢献の中でこれを認め 、
次のように書いてい ます
。さらなる⾏動のために彼らに参加する時が来ました。適切な 答えを得るには、中国側で多くの宿題が必要になり
ます。」 私たちの論⽂に対する他のコメントは、 この問題について集中的な宿題をしなければならない⾸都は北京
だけではないことを⽰しています。multilat-の場合



核兵器の削減は実現可能であり、多くの未踏の秘密の
質問に答えなければなりません。ブラッド・ロバーツは、
⼤国が「核兵器への依存を減らし、
戦略的姿勢を新しい状況に適応させる」とすれば、「
不安定性の新しい問題に直⾯するだろう」と書いている。ローレンス・フリードマンは、核削減の「より包括的な
プロセス」は、「 少数が 攻撃的な先制攻撃の影響を倍増させる場合
、必ずしも…より繊細な核収⽀の問題に対処するわけではない」と述べています。フリードマンは次のように付け
加えています。

数がしきい値を下回ったという理由だけで[危険]を想定して
ください。核の選択肢は、国際
関係がすでに限界点にあるときにのみ機能します。とはいえ、拡⼤抑⽌に依存する⼈々
はもっと懸念を抱くだろう。…」

⾔い換えれば、核 武装国がこれ以上
削減できないまで削減を管理できるかどうか、そしてどのように管理できるかを評価するには、多くの分析と議論
が必要である。
たとえば、数百の核兵器よりも。
今⽇の核武装国（および安全保障のためにそれらに依存している国）のどれも
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保証）は、国防機関による⼗分に精査された研究なし に、彼らの兵器の⼤幅な⽐例削減を約束するでしょう。
また、想定されるプロセスは多国間であり、したがって 、複数の関係者のセットを変更することを
含む抑⽌⽅程式の複雑な計算を伴うため、国際的な分析と議論 が必要になります。 政府は、関連する防衛研究機関
にそのような研究を今すぐ開始するよう依頼する必要があります。そうしない正当な理由はありません、そして そ
のような研究を委託することは州がそれを取っているという証拠になるでしょう

軍縮の義務を真剣に。独⽴した専⾨家も
、「数が少ない」問題を調査してモデル化する必要があります。

•中国、フランス、英国は、
多国間交渉の開始または完了にどのような条件を課すでしょうか。たとえば、彼ら
は従来の軍事的配慮をもたらすでしょうか︖教義上の問題︖
フランスが要求しているが、中国が⼝に
合わないと感じている透明性の要件は︖ •中国と南アジアのつながりを考えると

、認識されている5つの核兵器国を超えて、



少なくともインドとパキスタンが関与する必要はないだろうか。
これをどのように⼆乗することができますか
インド、パキスタン、イスラエルがNPT の下で核兵器国として認められていないため
、核軍備管理と軍縮の公式協議に 含めることを拒否した主要国は︖ •北朝鮮の異常な⽴場は 、6党プロセスを通じて
引き続き対処されるのでしょうか。北朝鮮 が少数の核兵器を継続的に保有していることは 、他の核兵器が少数に削
減することを阻⽌する合理的な理由 でしょうか︖ •多国間協議が「核兵器」に焦点を合わせた場合、

イスラエルは、彼らを所有していることを認め ていないことを考えると、おそらく参加しないでしょう。 材料と施
設を段階的に保護下に置く ための⼿順を交渉する⽬的で、保護
されていない核分裂性物質を所有する州でフォーラムが召集された場合、この問題は解決されるでしょうか︖これ
は本質的に核分裂性物質の⽣産カットオフが⾏うことであり 、核兵器の所持を宣⾔する必要 はありません。 核兵
器の廃絶︓討論| 319 •アメリカとロシアのストラテジストに実際に考えさせてください

1,000核兵器を下回る︖
各州は、他の州よりも数値的にどの程度の利点があると考えていますか︖
（たとえば、多くのアメリカ⼈は、⽶国は
ロシア以外のすべての⼈を合わせた数の核兵器を持つべきだと信じています。）
彼らは三⾓抑⽌要件についてどのように考えていますか︓
⽶国-ロシア-中国︖
ロシアは、⽶国と中国だけでなく、英国と
フランスに対しても核抑⽌⼒が必要だと考えているのでしょうか。パキスタン︖
中国はどうだろう。⽶国、ロシア、インドに対する抑⽌⼒が必要だと考えているが、それだけだろうか。

•この問題について考えたり意⾒を述べたりした⼀部のアメリカのストラテジストは、数百⼈から数百⼈への削減が
中国を平等に競争させる
可能性があることを懸念している。
多国間
交渉はこれに対する保証を提供しなければならないと考えるのは合理的であり、
それは推奨されるべきでしょうか︖中国はその
数で平等を主張するだろうか︖そして、インドは正式な合意で格差を受け⼊れるでしょうか︖

•1970年代以降の⽶ソのパリティが不安定にならなかったとし
たら、なぜ少数のパリティが不安定になるのでしょうか。問題が
複数のアクターであり、2⼈以上のコラボレーションの可能性がある場合



格差を⽣み出すための⼈に対して、これはどのように対処できますか︖ •⽶国と⼀部の英国（およびロシア︖）のア
ナリストは、少数（数百）が核の使⽤を招く可能性があること

を懸念してい ます。このような仮定は 、国際的な議論を通じてモデル化およびテストされていません。 これを⾏
うべきではありませんか︖ •なぜ少数で抑⽌⼒が弱まるのでしょうか︖どのような シナリオが想定され、それらは
どの程度正当化されますか︖ 抑⽌⼒と安定性は、数や⼒の存続可能性 に対してより敏感ですか︖弾道ミサイルの防
御はどのように影響しますか

そのような計算︖

•信頼醸成措置と軍備管理
は、不安定性に関する懸念を改善することができませんでしたか︖要素は何でしょうか︖
（弾道ミサイル防衛はおそらくここで重要でしょう。）
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•⽶国は、特に⽇本と 韓国（東京、ソウル、そしておそらく他の国々と
同様）に対して、拡⼤抑⽌の約束の侵⾷に⾮常に敏感である。
おそらく
、これらの州は途中で徹底的に協議され、
従来の抑⽌⼒の頑健性が保証されなければならないでしょう。
これはどのように対処する必要がありますか︖

核兵器の無法者使⽤︖ 何⼈かのコメンテーターは、最後の兵器を実際に排除するというより困難で時間のかかるプ
ロセスの 前兆として核兵器の使⽤を⾮合法化する

という⾒通しに対するアデルフィ紙の不注意を批判した 。 使⽤を⾮合法化することについての議論は、ミアンとシ
ェルによって明確に述べられているように、核兵器は不道徳であるという⾒解によって知らされています（ 核兵器
の使⽤の禁⽌を明⽰的に促していませんが）。ミアンは次 のように書いています。

規範的、道徳的、および法的には、すべての州で平等に 利⽤できるという追加の利点があります。これらは、適⽤
において普遍的で
あり、国内および海外の両⽅で⼀貫して使⽤できます。」

ラガヴァンは、
核兵器の使⽤を⾮合法化するために段階的に動くという最近のインド政府の提案を提⽰しているが、彼は理論的根
拠を提供していない。 パンはさらに進んで、廃⽌の詳細が解明される前でさえ、



核兵器⾃体を⾮合法化することを提唱している。
彼は
、「法的および道徳的圧⼒のない[c]国は
、核の選択肢を維持するための⾔い訳を⾒つけることが常に可能である」と書いています。"[多分
核兵器は、
化学兵器と⽣物兵器が禁⽌されたのと同じように、最初に世界条約の形で⾮合法化されるべきです。そうすれば、
ゼロへの道
の他のすべての措置が取られる強⼒な法的および道徳的枠組みが作成されます。」
SamehAboul-Eneinも同様の⾒⽅をしています。 これらの議論と核兵器
の使⽤を⾮合法化することの潜在的な利益は、より多くの分析と国際的な議論に値する。 Adelphi Paperでは、スペ
ースの制約によって部分的にこれから逸らされましたが
、 グローバルな慣習が歴史的に成功しなかったという現実によってさらに偏向されました

禁⽌された武器の使⽤または開発を防⽌すること。
たとえば、化学兵器の使⽤に対する世界的な差し⽌め命令にもかかわらず、イラク
は1980年代初頭にイランに対して化学兵器を使⽤しました。⼤国は単独で、そして
国連安全保障理事会を通じて、それを
⽌めたり、イラクを罰したりすることは事実上何もしなかった。
核兵器の廃絶に関して私たちがアデルフィ紙で取り上げているのと同じ種類の執⾏上の課題も、核兵器
の使⽤を禁⽌する試みの実現可能性を決定するでしょう。
核兵器の所持や使⽤を禁⽌することを現実的な提案にするために、

核兵器の廃絶︓討論| その場合、 私たちが特定した関連する課題とともに、

執⾏の問題にさらに多くの努⼒を注ぐ必要があります。 核兵器の使⽤の禁⽌は、核 の先制不使⽤の宣⾔を⾏うため
の代替⽅法である可能性があります。この論理は、ラガヴァンによって記述されたインド政府の提案に暗⽰されて
おり 、パンによって⽰されているように、中国で 受容性を⾒つけることができます。 つまり、⼀部の州が核兵器
を保有している限り、それらの使⽤の禁⽌は、明⽰的 に「法律」に記載されていない場合でも、実際には核の先制
不使⽤の約束に相当します。これはそうです

核兵器の最初の使⽤はおそらく
、核攻撃者の利益を罰し制限するために現物で報復するために他の⼈を解放するでしょう。このような議論では 、
核武装国間の継続的な政治的安全保障競争
に焦点を当てている政府や専⾨家は 、核兵器の使⽤を禁⽌するという公約にほとんど価値を⾒いださないだろうと
予測するのは簡単です。 Miller、Roberts、Tertrais、Müllerのコメントに⽰されているように、核兵器 の使⽤は違法
であると宣⾔しているが、⼀部の州は核兵器を 保有し続けているため、不安定な危機を招く可能性がある。1⼈以
上のリーダーの場合



国家は核の選択肢をほのめかしたり
、危機における核⼒の準備を強化するためにヘッジ措置を講じたりすると、エスカレーションの可能性が⾼まるで
しょう。 そのような動きを防⽌または管理するための規制制度を構築
する必要があります。 そうすることの挑戦は、いくつかの点で、核兵器を完全に廃⽌すること
の難しさに似ているでしょう。 執⾏ この巻の多くの寄稿者は、第4章で提起する執⾏の課題の顕著性と難しさを認
めています。 廃⽌の利点を強調しすぎたり、焦点を絞りすぎたりしたことで 私たちを批判する⼈もいます。

障害は、これらの施⾏の問題をどのように
解決できるかを実際に解決するものではありません。 核兵器のない世界
を確保するためには、⼒の⾏使を認め、効果的な強制⼿段を集める可能性が必要であることは避けられないように
思われる。 このように、シェルとパンは、⽶国 やロシアなどの主要な軍事⼒と経済⼒の 1つが不遵守であることが
判明した場合、核兵器禁⽌を実施する問題に あまり注意を払っていないと私たちを正しく批判します。我々は、よ
り⼩さな経済 ⼒と軍事⼒が経済を引き受けることを妨げられていると感じるだろうと述べた

⼤国に対する制裁または軍事⾏動ですが、この問題は
さらに検討する価値があります。現在、⾃国の核抑⽌⼒
または⼤国に対する核の傘の拡⼤に依存している国は 、核兵器禁⽌から
脱却するより⼤きな敵を抑⽌または打ち負かすための信頼できる⼿段が存在することを確信する必要があります。
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能性が最も低いと主張するかもしれません 。

⾃分⾃⾝またはセキュリティが保証されている⼈。それでも、
⽶国、ロシア、
中国などの⼤国間の従来の軍事的バランスがその⼗分性にそれぞれの⾃信を与えることができなかった場合、これ
らの⼤国の1つ以上が強要され て引き上げられる可能性のある
措置を講じるように誘惑される可能性があります
コンプライアンスに関する質問。明らかに、これは循環
的なダイナミクスです。⼤国は
、関係と軍事的バランスが安定していなければ、核兵器を廃絶することに同意しません。それでも、
中期的には、武器を廃⽌または違反する動きの歴史
⽶国が
弾道弾迎撃ミサイル条約から撤退し、ロシアが
⽣物兵器禁⽌条約で要求されているすべての⽣物兵器を排除していないことが判明したときに⽣じた統制協定は、



克服されなければならない。

セディージョは
、今⽇の安全保障理事会の拒否権メカニズムによってもたらされた障害の分析において、執⾏の議論を慎重に進め
てい
ます。 彼は説得⼒を持って、「拡⼤された安全保障理事会が本質的に現在のもの
より機能的であるという明⽩な理由はない」と主張している。
機能性—有効性—はもっと決定されるでしょう
評議会の意思決定の規則によって。「拒否権改⾰を達成するのに失敗した」とゼディージョ
は書いている、「廃⽌プロセスを⾏き詰まらせるだろう」。 Raghavanは、「インドが…執⾏者の連⽴に参加するた
めにそれ
を⾒つける可能性は低いだろう」と楕円形の指摘をしている。
これは詳しく説明する価値があり
ます。
インドが安全保障理事会の常任理事国⼊りを果たしたことは、武装 解除の執⾏
に関連する理事会のメンバーを持つことによってインドが悪化させたくないという反対意⾒に直⾯するだろうとい
う信念を反映しているようです。
しかし、インドが常任理事国であり、安全保障が
核兵器禁⽌を強制する役割は
必然のように思われるが、インドは参加しなくてはならないのではないか。
インドが現在提唱している核軍縮は、他にどのように実施されるのでしょうか。ラガヴァンは、「執⾏する⼒ は、
国連に代表されるすべての州の意図に
従属する必要もあるだろう」と書いている。
しかし、他の質問の中でも、これは、執⾏ が信頼でき、タイムリーである
ことを保証するという問題を新たに提起します。 適時性と有効性に関する同様の質問も、 ミアンの興味深い提案を
混乱させるように思われます。

安全保障理事会ではなく、正義が、不拡散、軍備管理、 廃⽌協定
を含むコンプライアンスをめぐる紛争を裁定する機関として機能する可能性があります。」 核兵器の廃絶︓討論|
323 公の役割 ローレンス・フリードマンは、アデルフィ紙は、 核兵器が廃⽌される場合 に公が果たすことができ
る、そうする、またはしなければならない役割を⼗分に扱っていないことに注意します。フリードマン⽒は、核廃
⽌が「 ⻑期にわたってそれに値する深刻さで扱われることになる」とすれば 、「世論が関与する必要があるだろ
う」と書いている。

アデルフィ紙では



、競合する政党を持つ核武装国の政府は、核兵器を廃絶するため
の最後の措置を講じた場合、おそらく国家安全保障に弱く不注意であるという⾮難に直⾯するだろうと仮定しまし
た。
反対派は、検証と執⾏のメカニズムが
多国間で合意されたものよりも強⼒である可能性がある⽅法を常に⾒つけることができます。
フリードマンも同様に、「世論が活気づくと、武装
解除の進展を加速させるブレーキとして機能する可能性が⾼い」と⽰唆している。さらに、世論はそうは思わない

すべての州で同じであり、ミアンが傲慢に指摘しているように、解決が困難 または少なくとも⾮常に困難なジレン
マを⽣み出しています。
ある核武装国の国⺠に核兵器のない世界で安全を確保することを納得させるかもしれない議論は
、他の州
にそのような世界で相対的な⼒を失うだろうと伝えるかもしれない。ミアンは、「 純粋に国家安全保障と国益に基
づく議論
から⽣じる核兵器廃絶をめぐる潜在的な問題のいくつか」は、 「規範的、道徳的、そして

普遍的であり、したがって相対的な⻑所または短所 を伝えない「法的考慮事項」 。この推奨事項は真剣に受け⽌め
られるに値し
ます。それでも、 核兵器を放棄するという彼らの指導者による決定を熟考して
いる世論と野党のブレーキング衝動を最終的に克服するのはおそらく安全保障からの議論である。 検証に関する相
対的な沈黙興味深いことに、 Aboul-Enein、Müller、およびZaluarも関与していますが、検証 に関する章に焦点を当
てたのは1⼈の寄稿者であるPatriciaLewisだけ です。これは、AdelphiPaperで提供された判断を反映している可能性
があります。

検証は重要ですが、最終的には政治的セキュリティの
ダイナミクスや執⾏ほど重要ではありません。検証は完璧ではないためです。
たとえ完璧であったとしても
、禁⽌を破ることを選択したアクターを抑⽌し、打ち負かすという課題は残ります。
ルイスは、歴史的に検証のプロセスは執⾏メカニズムよりもはるかに効果的であったと正しく指摘しています。こ
れは、執⾏ が主要な課題である
という私たちの主張を 確認し、検証の難しさが廃⽌を実⾏不可能にするという私たちの印象を修正します。
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やや逆説的に、核武装国の政府は、検証の研究を委託 し、これらの問題を互いに
話し合う意欲を⽰していますが、彼ら は、アデルフィ紙。 現代の国家は、政治的な問題よりも技術的な問題に対処
する⽅が快適 であり、実際の政治的な問題に対して技術的な解決策が⾒つかるかもしれない と推測することしかで
きません。（これは、



これは、検証技術を開発するために⽶国、ロシア、英国、ノルウェー
の国⽴研究所が⾏っている作業 を軽視するものではありません 。 そのような協⼒を通じて、⾃信を築き、有⽤な
実践と技術を開発することができます。 ハラルド・ミュラーは 、核分裂性物質カットオフ条約の効果的な検証を確
⽴することを⽬的とした研究開発 は、必要に応じて、保障措置の外で発⽣した 核分裂性物質⽣産のその後の核考古
学の基礎を準備できると⽰唆している

核廃絶を達成するために。彼の観察は
、兵器⽤核分裂性物質カットオフ条約に株式を含めることは、
軍縮への⼀歩としてその価値を⼤幅に⾼めるであろうことを強調している。

アキレス・ザルアルは、ブラジルが初期の核兵器計画を終了した後、1988年に国 が核兵器の製造または所持の禁⽌
を
憲法に組み込んだことを思い出させます。
すべて
の核兵器が廃⽌された後に他の州が同じことをするならば、
不正⾏為に対する社会的障壁は⼤幅に強化される可能性があります。

ルイスの貢献は、説得⼒のある議論を含む多くの洞察を提供します

核軍縮の費⽤は、核兵器のライフサイクル全体の費⽤の ⼀部として考慮されるべきであると。彼⼥
は、検証の質問のより「政治的」なもの、つまり、コスト、市⺠社会の監視、チャレンジ
検査、および国家情報機関の役割に取り組んでいます。これら
はおそらく
上記の政治的問題のいくつかほど解決するのは難しいことではありませんが、敏感であるため、
国際的な研究機関や、可能であれば政府の代表者が関与する価値があり
ます。

原⼦⼒産業と強化された保障措置

コメンテーターの多くは原⼦⼒産業について議論しなかったが、議論した
⼈々の間で興味深い⼆分法が浮かび上がった。重要
なのは、不拡散の進展が、政治的現実として
、軍縮の課題から切り離されることができるかどうかということです。 Hore-Lacyは、核エネルギー

に関するAdelphi Paperの章は、 「 核兵器の廃⽌︓議論| 」と書いています。325 同様に、ザルアルは次のように書い
ている。「核軍縮の賛否両論は 安全保障問題に関係している。核保障措置の賛否両論は



費⽤、機密性、技術的秘密の問題。」対照的に、須藤と⼾崎 は、軍縮の挑戦の不可⽋な部分
として、さらなる増殖を防ぐことを暗黙のうちに⾒ています。 この点で、私たちは須藤と⼾崎に同意します。軍縮
が それ⾃体の⽬的ではなく、世界の安全保障を強化する⼿段と⾒なされる場合 、核兵器が安全に禁⽌されるために
は不拡散が不可⽋です。 宣⾔された施設の平和的利⽤と秘密の活動がないことへの信頼を築く保障措置を開発する
ことは、 軍縮と不拡散の課題 の不可⽋な部分です。多くの⼈がそれを理想的だと思うでしょう

軍縮の進展や
真の⽬的としての廃⽌へのコミットメントとは無関係に、そのような保障措置を開発すること。
しかし、多くの⾮核兵器国が
、廃⽌に向けた付随的な進展なしに、保障措置とその執⾏を強化することに同意しないという明確な証拠がありま
す。これがそうでなかったことを
望むことは理解できますが、それはそれを現実的にしません。
セーガンは、核兵器を保有している国だけでなく、すべてのNPT締約国が、
第6条の義務を共有
し、国際的な管理または管理に関する⾰新的で⼿ごわい提案を続けていると述べています。
燃料サイクルは核兵器廃絶の前提条件となる可能性があります。そうでなければ、拡散のリスクは、 核兵器または
迅速な再構成能⼒
を保持することによって、国家にヘッジを誘発するでしょう。
したがって、セーガンは、「⾮
核兵器国も
、核燃料サイクルの国際的管理に関する交渉を開始することは、実際には彼らの
第6条のコミットメントの⼀部であることを認識する必要がある」と主張する。アイデアとそれ

はさらなる国際的な分析と議論に値する。

原⼦⼒産業の擁護者がこのように⾏動することは魅⼒的です
Hore-Lacyが⽰唆しているように、営利事業
は、双⼦の不拡散と軍縮の課題 の複雑さと潜在的な制約から切り離すことができます。 今後数⼗年で原⼦炉が建設
される
可能性についての⾮常に議論の余地のある主張はさておき、拡⼤のペースと規模が 不拡散の防波堤と核抑⽌の安定
性への信頼によって 影響されないと仮定することは⾮現実的 です。核兵器の拡散、軍事的核危機、または核兵器の
使⽤は 、たとえ国家が核兵器を使⽤しているとしても、核のすべてのものに対する国⺠の認識に影響を与えるしか
ない。

⺠間の発電⽤原⼦炉を使⽤して増殖させないでください。
主要国は、核技術の貿易に追加の制約を課すだろう。このような反発により
、開発途上国
が供給国からの核協⼒を受けることがより困難になった場合



、第4条の権利の制限と⾒なされることに直⾯している国は
、不拡散側の協⼒を差し控えることを検討し、核障害の悪循環を悪化させる。
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核秩序の弱体化を防ぐために、原⼦⼒産業は
不拡散ツールと不和を前進させる努⼒に積極的に参加するべきです。
これらの課題から距離を置くのではなく、進歩を遂げます。
おそらく最も難しい問題は、燃料サイクルの管理に関して発⽣するでしょう。

国際原⼦⼒機関などが主張しているよう に、国の濃縮および再処理プログラムの急増の
リスクと不安定性を回避するために、国際的な管理が必要かもしれない。 このコースの難しさのいくつかに気づき
ました
。
Hore-Lacy
は、カテゴリー的に次のように反対しています
。
カナダ︖" 彼の論理に暗⽰されているのは、これらは「良い」状態であるのに対し
、危険は「悪い」状態によってもたらされるということです。それでも、今⽇
核兵器を求めていない多くの州は、将来的に核兵器を求めている可能性があります。さらに、 すでに他の州に⻘信
号が与えられている場合、⼀部の州
による燃料サイクル施設の取得を禁⽌することははるかに困難になります。
たとえば、⽶国
がオーストラリアまたはカナダでの濃縮プラントの建設を「承認」した
場合、韓国、台湾、
またはエジプト（現在の⽶国のすべての友⼈または同盟国）に対して同様に⾏う圧⼒が
⼤幅に⾼まるでしょう。

最近合意されたインドとの 核協⼒の制限の免除は、問題を⽰しています。⽶国および原⼦⼒供給国グループの他の
ほとんどのメンバーは、パキスタンの拡散記録と 全体的な安定性 への懸念から、
パキスタンが同様の免税に値するとは判断していません。 それでも、インドとの核協定は、中国がその友⼈である
パキスタンに同様の ⽀援を提供することを決定する可能性を⾼める可能性があります。 最終的には、核技術の取得
を⽀持するか反対するかを決定すること により、すでに存在する差別を助⻑します。

政府の意図の認識に基づく別の州
は、規則に基づく不拡散体制の持続可能性を損なう。これは、核技術が（ 国産で開発さ
れたものではなく）外部から供給される場合に特に当てはまります。 同様の政治的問題は 、Hore-LacyとSuto and
Tosakiが議論している増殖耐性技術でも発⽣します（この 技術が実際に どれほど増殖耐性があるかについてのより
複雑な技術的議論はさておきます）。韓国による商業 ⽤パイロプロセッシング（耐増殖性電気冶⾦の1つ）の導⼊



再処理プロセスHore-Lacyの提唱者）は、例えば、
標準的な（⾮常に増殖性の）⽔性再処理の禁⽌を伴わないでしょう
。

実際、それは核兵器を廃⽌する技術としての再処理を「正常化」するのに役⽴つでしょう。327

そして、⽔系再処理を開発するための便利な⾔い訳をヘッジしたい州を与える
（特に、彼らが最初に
パイロプロセッシングの開発の⽀援を求め、拒否された場合）。
これは、増殖耐性技術⾃体が悪い考えであると⾔っているのではなく、
本質的に政治的な問題であるものに対する迅速な技術的修正はありません。 燃料サイクル施設

の普及を抑制するための現在の試みについて論じた論評の中で、国家の「 平和⽬的のための原⼦⼒エネルギーの 研
究、⽣産、および使⽤を開発するための不可侵の権利…」の重要性について幅広い合意があった。 Zaluarは 、191の
州すべてに燃料サイクル施設があるとしたら、それは良い考えではないと述べていますが、 そのような決定は純粋
に主権的な問題であり、 それらを妨害しようとしていることを強調しています。

考慮事項」）は、反発を引き起こす可能性があります。須藤と⼾崎はまた
、第4条の重要性と燃料供給に対する差別のないアプローチを強調して
いるが、ある程度の条件付けの必要性を認識している。彼らは（
Hore-Lacyと共に）「決定された増殖者が…そのような国際的アプローチに参加するだろう」と疑っているが、おそ
らくそのような 保証が燃料サイクル施設の 州への拡散を防ぐ役割を果たしているかもしれない
と信じている。今⽇は核兵器を求めていませんが 、将来はそうするかもしれません。 プッシュされた場合、他の⼈
は別の線を引いたと思われます

そして、燃料サイクル施設の普及を抑えるためのより積極的な政策を
提唱しました（元⽶国国防⻑官ハロルド・
ブラウンが提唱したものなど）。したがって、
原⼦⼒産業についてコメントすることを選んだ⼈はほとんどいなかったのは興味深いことです。⼀般に、燃料サイ
クルの政治は、
不拡散と軍縮についての議論にとって過⼩評価されている側⾯です。
燃料サイクルの拡⼤を制限する取り組みに焦点を当てた2つの貢献が、燃料サイクル を所有する2つの⾮核兵器国で
あるブラジルと⽇本の
著者によって書かれたことは確かに偶然ではありません。

施設だが、須藤と⼾崎が述べたように、「特定の不適合国による活動に対して「罰せられ」
、核燃料サイクルに関連する権利の売却につながる 」ことを⼼配している。燃料サイクルの進化は、



これまでよりもはるかに注意を払う必要のある重要な問題です
。

特に、使⽤済み燃料を供給業者に返還し、
それゆえ、現在それらを所有していない国で再処理能⼒の認識された必要性を取り除くという問題
は、はるかに注⽬に値する。
これは、「冥王星-
ニウムルート。」さらに重要なことに、「回収」条項がなければ
、国際的な燃料サービスの潜在的な購⼊者は依然として⾼価で
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は、しばしば放射性廃棄物の処分という政治的に挑戦的な問題を抱えています。
この負担から州を救うことは、
国際的な供給に依存し、固有の
燃料サイクル能⼒の獲得を控えることの魅⼒を⼤いに⾼めるでしょう。核兵器が不拡散を⼤いに気にかけているよ
う
に、⽶国、フランス、英国は⽴ち向かう必要があります

燃料サービスを購⼊し、独⾃の濃縮
および再処理能⼒を取得しないことに同意する 外国から使⽤済み燃料を取り戻すことに対する彼ら⾃⾝の⽴法上の
障害。

寄稿者SamehAboul

-Eneinは、全権⼤⾂で
あり、英国へのエジプトの公館次席⻑です。彼は以前 、国連へのエジプトの恒久的任務および ジュネーブでの軍縮
会議
で、政治部⾨の責任者および軍縮のカウンセラーを務めていました。彼は元国連事務局⻑です

エジプト外務省で、以前
は2⼈の元エジプト外相のキャビネットで働き
、彼らと⼀緒に広範囲に旅⾏しました。

1990年代初頭、Aboul-Eneinはカイロ
のアメリカン⼤学の政治学部で研究および教育助⼿として働き、エジプトの四半期ごとの 定期刊⾏物であるEl-
siassaEl-dowlyaに毎⽉
発⾏されるいくつかの記事の著者です。 核兵器のない地域ゾーン やエネルギー⽬的の新世代の原⼦炉からWMDの
ないものまで、さまざまなトピックに関する
政治定期刊⾏物の外交官–

ゾーンの⽤語と定義。

Aboul-Eneinは
、英国東洋アフリカ研究学院で中東の政治学と政府の理学修⼠号を取得しています。
今年、彼は博⼠号/修⼠号を取得しました。 ロンドンのアメリカン⼤学とロンドン⼤学



から中東を専⾨とする国際関係と外交政策⽴案の博⼠号を取得。 Aboul-Eneinは 、ジュネーブセキュリティポリシー
センターから軍縮とセキュリティポリシーの証明書を持っています。彼は現在、 ミサイルに関する専⾨家多国間研
究グループのメンバーでもあります。 330 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

ジェームズM.アクトンは、国際平和のためのカーネギー基⾦ の不拡散プログラムのアソシエイトです。

2008年10⽉に基⾦に参加する前は、 ロンドンのキングスカレッジ
の戦争学部にある科学安全保障研究センターで講師を務めていました。
そこで彼は、ジョージ・ペルコビッチと共同でアデルフィ紙「
核兵器の廃⽌」を執筆し、
軍縮問題についてノルウェー政府のコンサルタントを務めました。それ以前は、Acton
はVerification Research、Training and Information Center（VERTIC）の科学技術研究者であり
、参加者でした。
弾頭の解体の検証に関する英国とノルウェーの対話で。
彼は、原⼦⼒科学者会報、ジェーンのインテリジェンス

レビュー、不拡散レビュー、サバイバル、およびニューヨークタイムズに掲載しています。 James E. Doyleは、1997
年以来、ロスアラモス国⽴研究所

の核不拡散部⾨で働いています。彼の専⾨的な焦点は、 システム分析、戦略的計画、および政策⽴案です。彼は 、
ロシアの核兵器機関との協⼒プロジェクトを管理し 、監視のための技術と⼿順の開発を⾏ってきました。

核弾頭と核分裂性物質の解体と保管。
以前、DoyleはScience Applications
InternationalCorporationのシニアポリシーアナリストでした。ドイルは博⼠号を取得しています。バージニア⼤学で
国際安全保障
学の博⼠号を取得し、Nuclear
Safeguards、Security、and Nonproliferation︓Achieveing Security with Technology andPolicyの編集者です
。 ローレンス・フリードマン卿は、1982年からロンドン

のキングスカレッジで戦争学の教授を務めています。2003年にキングスの副校⻑に任命されました。 1995年に英国
アカデミーのフェローに選出され、

1996年、彼は1997年にフォークランドキャンペーンの公式歴史家に任命されました。
フリードマンは、核戦略と冷戦について幅広く執筆し
、現代の安全保障問題について定期的にコメントしています。
彼の著書には、核戦略の進化、抑⽌⼒、アデルフィ
紙、戦略問題の⾰命、冷戦、



2005年夏に出版されたフォークランドキャンペーンの公式史などがあります。フリードマンの
最新の本、敵の選択︓アメリカは中東に⽴ち向かう、
2008年に出版されました。彼はホイットリーベイグラマースクールで教育を受けました
マンチェスター⼤学、ヨーク⼤学、オックスフォード⼤学。キングスに⼊社する前は
、オックスフォード⼤学ナッフル⼤学、IISS、および

王⽴国際問題研究所で研究任命を⾏っていました。

核兵器の廃絶︓討論| 331 Ian Hore-Lacyは 、ロンドンに本拠を置く国際貿易協会で

ある世界原⼦⼒協会との広報担当ディレクターです。 彼は原⼦⼒の著者であり、その第8版は 、21世紀の 原⼦⼒と
してエルゼビアと世界原⼦⼒⼤学から出版されています。 彼の特別な関⼼は、技術的なものから倫理的および理論
的なものまで多岐にわたります。

鉱物資源とその使⽤、特に原⼦⼒の論理的側⾯。
彼は、鉱業、環境、経済、および
関連する問題について数冊の本を執筆しており、最新の著書は「責任ある⽀配-
持続可能な開発へのキリスト教的アプローチ」です。 パトリシア・ルイスは、モントレー国際研究所のジェーム
ズ・マーティン不拡散研究センター

の副所⻑兼科学者 です。この任命前は 、国連軍縮研究所（UNIDIR）の所⻑を務めていました。 1989年から1997年
まで、彼⼥は検証テクノロジーのディレクターを務めました。

ロンドンの情報センター（VERTIC）。彼⼥は理学⼠号を取得しています。（優等
学位）マンチェスター⼤学で物理学の博⼠号を取得。
バーミンガム⼤学で原⼦核物理学を専攻。ジュネーブのUNIDIR
で働く前は、インド、ニュージーランド、オーストラリア、
イギリスで働いていました。彼⼥はイギリスと
アイルランド共和国の⼆重国⺠です。

ルイスは、ハンス・ブリックスが議⻑を務める2004年から2006年の⼤量
破壊兵器委員会の委員でした。
1998年から1999年にかけて、彼⼥は東京国際フォーラムのメンバーを務めました。

以前はキャンベラ委員会 の外部レビューアを務めていた軍縮。現在、彼⼥は
核不拡散核不拡散核不拡散核不拡散委員会（ICNND）の顧問を務めています。彼⼥
は、検証における国連の役割に関する1990年の国連研究の英国政府専⾨家に任命され、 1989年から1990年にかけて
英国外務英連邦事務所の
従来型軍の検証に関するコンサルタントに任命されました。
彼⼥
は1992年にオーストラリア国⽴⼤学のエリザベスポプルトンフェローであり、
1991年から1992年にかけてインペリアルカレッジロンドンの客員講師を務めました。彼⼥はいる



国際戦略研究所、
グローバル責任の科学者、および国際安全保障の⼥性のメンバー
であり、英⽶後継世代のフェローです。 ルイスは、モスクワの
ボン国際転換センター（BICC）およびPIR（政策研究センター）の諮問委員会に所属しています。 彼⼥は、「物理
学と社会のインターフェースに 関連する問題の⼀般の理解または解決への顕著な貢献」を認め
た、⽶国物理学会の
2009年ジョセフA.バートンフォーラム賞の受賞者です。 332 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

訓練を受けた物理学者のジア・ミアンは、
プリンストン⼤学の科学と世界の
安全保障に関するプログラムで、南アジアの平和と安全保障に関するプロジェクトを指揮しています。彼はプリン
ストンのウッドローウィルソン公共
国際問題学校で教えています。
彼は以前、イェール⼤学とイスラマバードのクエイド・イ・アザム⼤学で教鞭をとっていました。Mianは 、17か国
からの科学者とアナリスト
の独⽴したグループである、国際核分裂物質パネル（IPFM）と提携しており 、安全、統合、削減のための政策イニ
シアチブの技術的基盤の分析に取り組んでいます。

核兵器 の主要材料である⾼濃縮ウランとプルトニウムの備蓄。 彼は、核軍縮のために活動している
90カ国以上の2000以上の組織を含むネットワークであるAbolition 2000の創設者の⼀⼈であり、 増殖に反対する科学
者の国際ネットワークとピース アクションの理事を務めています。⽶国最⼤の平和と軍縮グループ。 フランクミラ
ーは、2005年3⽉からコーエングループのシニアカウンセラーを務めています 。2001年から2005年まで、彼はホワ
イトハウスで特別アシスタントを務めました。

ジョージ・W・ブッシュ⼤統領
に、そして国家安全保障会議のスタッフの防衛政策と軍備管理の上級ディレクターとして。ホワイトハウスでは 、
核抑⽌政策、戦略的武器削減、 国家宇宙政策、防衛貿易改⾰、地雷、および アメリカ軍とNATO軍の変⾰の分野で
幅広い⼤統領政策イニシアチブを担当しました。 ミラーは、国防総省で31年間の政府のキャリアのうち22を務め、
1996年9⽉から国際安全保障政策の次官補を務めていました。

1997年11⽉まで。
1997年11⽉から2000年10⽉までの戦略と脅威の軽減のための次官補代理。彼は、 START1およびSTART2条約におい
て 、⽶国の抑⽌⼒および核標的政策の形成において
主導的な役割を果たし 、英国国防省との ⾮常に重要な新しい関係の構築に尽⼒しました。 。 彼はまた、1996年9⽉
から2001年1⽉までNATOの核政策委員会（「ハイレベルグループ」） およびNATOの反拡散の議⻑を務めた。



1996年9⽉から1997年12⽉ までの政策委員会（「増殖に関する防衛グループ」） 。

ハラルド・ミュラーは、ゲーテ⼤学フランクフルトの国際関係の教授で あり、ライプニッツ協会の
会員機関であるフランクフルト平和研究所の所⻑です。
ミュラーは博⼠号を取得しました。ゲーテ
⼤学で、ダルムシュタット⼯科⼤学で、そして（
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客員教授として）
ジョンズホプキンス⼤学⾼等国際研究⼤学院のボローニャセンターで教鞭を執った。彼はで仕えました
1995年のNPT再検討および拡⼤会議と
2000年および2005年のNPT再検討会議へのドイツ代表団。1999年から2005年まで、彼 は2004年に議⻑を務め
た国連事務総⻑の軍縮問題に関する諮問委員会のメンバーでした。2004/ 2005年には、 IAEAの多国籍核協定に関す
る専⾨家グループに参加しました。 ミュラーは、国際関係論、不拡散、軍備管理、軍縮 について幅広く書いてきま
した。彼の次の本、 新世界秩序の構築︓未来のための持続可能な政策は 2009年3⽉に登場します。

Pan Zhenqiang少将（ret。）は現在、
中国国際研究財団の副会⻑、中国改⾰フォーラム（CRF）評議会の上級顧問 、中央財経⼤学の戦略管理
研究所の所⻑を務めています。 中国の経済学。 彼は1963年に⼈⺠解放軍に加わり、 20年以上にわたって参謀部に
勤務しました。1986年以降、彼は研究員であり 、2001年8⽉に引退するまで、PLA 国防⼤学戦略研究所の所⻑を務
めていました。

彼の軍事的キャリアの過程で、パンは
アフリカの軍事専⾨家グループのメンバーであり、さまざまな国際的な
軍備管理および軍縮交渉への中国の代表団のメンバーでもありました。

現在の役職に加えて、パンは現在
、上海国際戦略研究所の副学⻑も務めています。
中国⼯学物理学アカデミー戦略国際問題研究所の上級顧問。 アジア太平洋
安全保障協⼒会議（CSCAP）の中国委員会のメンバー。
中国⼈⺠
外務研究所（CPIFA）の評議員。中国軍備管理の評議員
および軍縮協会;



多くの中国の研究機関や⺠間⼤学のゲスト研究員。

パンは海外で幅広い連絡先を持っています。
彼は、国防⼤学（1987）、
スタンフォード⼤学（1988–1989）、ハーバード⼤学（それぞれ、1999年と2000年）を含む多くの⽶国の⼤学の研究
員を務めてきました
。
彼は現在、科学と世界問題に関するパグウォッシュ会議評議会の実⾏委員会のメンバーです。スウェーデンの
⼤量破壊兵器委員会（WMDC）。
英国のオックスフォード研究グループの顧問評議会。
そして⽶国の太平洋評議会。
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ジョージ・ペルコビッチは、研究担当副社⻑であり、国際 平和
のためのカーネギー基⾦の不拡散プログラムのディレクターです。 彼は、独⽴した学者による傑出した業績で アメ
リカ歴史学会からハーバート・ファイス賞を受賞し
た受賞歴のある本「インドの核爆弾」の著者であり、 アジア研究協会からのA.K.クーマラスワミー賞を受賞してい
ます。南アジアに関する 傑出した本。

Perkovichは、2008年9⽉に国際戦略研究所によって発⾏され たAdelphi Paper、Abolishing Nuclear Weaponsの共著者で
あり、
カーネギーの主要なレポートであるUniversal Compliance︓
A Strategy for Nuclear Security、国際
核を再考するための⻘写真でもあります。不拡散体制。彼は、
核不拡散核不拡散・武装解除に関する国際委員会（ICNND）の顧問であり、⽶国 の核兵器政策
に関する外交問題評議会のメンバーです。 ペルコビッチは当時、スピーチライターおよび外交政策顧問を務めてい
ました-

1989年から1990年までのジョーバイデン上院議員

。VRラガヴァン中尉（ret。）は、インドを代表する軍事
戦略思想家の1⼈です。彼は37年間インド陸軍に勤務し、
1994年に軍事作戦の⻑官を退任しました。陸軍を退役した後
、彼は数冊の本を書き、現在は
デリー政策グループの局⻑であり、セキュリティ分析、
チェンナイ。

ラガヴァンは、新たに設⽴さ
れた核不拡散・核軍縮に関する国際委員会の顧問に任命されました。
彼はロンドンの国際戦略研究所



（IISS）の評議員です。
彼はハンス・ブリックスが議⻑を務める⼤量破壊兵器委員会の委員でした。
CISAC、スタンフォード⼤学、ヘンリーL.スティムソンセンターの客員研究員。
彼は、インドのユナイテッドサービスインスティテュートの評議会の選出されたメンバーであり
、軍の特別権限法を検討する委員会のメンバーでした。Raghavan
は、1968年に英国のRoyal Military College ofScienceとArmyStaffCollegeを卒業しまし
た。

将軍はモノグラフの著者であり、インドの戦略的必要性
バランス; 南アジアにおける限定戦争と核のエスカレーションに関するエッセイ。そして
2冊の広く知られている本、インドの歩兵とシアチェン—
終わりのない紛争。彼は12冊以上の本を編集し、彼の記事は
インドおよび国際的な主要な新聞、雑誌、雑誌に掲載されてい
ます。
彼はインド戦争⼤学と国防⼤学の客員講師です。
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Brad Robertsは、バージニア州アレクサンドリアにある国防分析研究所の研究スタッフのメンバーであり、
国際的な専⾨講師です。
ジョージワシントン⼤学の事務。彼はまた
、国防総省の脅威軽減諮問委員会のメンバー、および アジア太平洋
安全保障協⼒会議の⽶国委員会の理事を務めています。 1992年から1995年まで、彼は化学⽣物兵器管理研究所の研
究諮問委員会の
議⻑を務めました。 1986年から1995年まで、ロバーツはワシントンクォータリーの編集者、 および戦略国際問題研
究所の研究員を務めました。 彼の最近の出版物には、「三極安定性︓原⼦⼒の未来」が含まれています。

⽶国、ロシア、中国の関係」と「「すべての王の
男たち」︖世界の核秩序の再構築」、国際問題。

須藤隆也⼤使は、外務⼤⾂特別補佐官であり、⽇本国際問題研究所
軍縮・
不拡散推進センター所⻑です。
彼はデンマーク、イラン、エジプトの⼤使を務めました。彼は軍縮
と中東の政治経済学の専⾨家であり
、中東問題と⽇中
関係に関する数多くの本や記事を執筆しています。

スコットD.セーガンは、政治学の教授であり、スタンフォード⼤学の
国際安全保障協⼒センターの共同ディレクターです。
スタンフォード⼤学に⼊る前は
、ハーバード⼤学の政府学部で講師を務め
、国防総省の統合参謀本部組織の局⻑の特別補佐を務めていました。彼はまた、国防⻑官府、 サンディア国⽴研究
所、ロスアラモス国⽴研究所
のコンサルタントも務めました。 Saganは、Moving Targets︓Nuclear Strategy andNationalの著者です。



セキュリティ、安全の限界︓組織、事故、核兵器、
そして共著者のケネス・N・ウォルツとの共著、核兵器の拡散︓
議論が新たになりました。彼はPeterR。Lavoy、Scott D. Sagan、
James L. Wirtzの共同編集者であり、Planning the Unthinkableであり、次の
本、Inside Nuclear SouthAsiaの編集者です。

ジョナサン・シェルは、ネイション・インスティテュートのハロルド・ウィレンス平和フェローで
あり、エール⼤学で核のジレンマに関するコースを教えています。
ニューヨーカーで連載された彼の絶賛された本、地球の運命は
、1980年代の世界的な核論争を知らせるのを助けました。彼はその後、奴隷制度廃⽌を書いた
と時間の贈り物︓核兵器を今や廃⽌するための事例、

336 | ジョージ・ペルコビッチとジェームズ・M・アクトン

は、核軍縮の挑戦の探求を頻繁に引⽤し続けてい
ます。この主題への彼の最新の貢献は、第七⼗年︓
核の危険の新しい形です。

ブルーノ・テルトレは、Fondation pour larecherchestratégique
（FRS）の上級研究員であり、Centred'étudesetderecherches
internationales（CERI）の副研究員でもあります。2007年から2008年にかけて、彼は
国防と国家に関する⽩書の⼤統領委員会のメンバーでした。
安全。Tertraisは、国際戦略研究所（IISS）のメンバーでもあり、ワシントン クォータリー
の編集委員会のメンバーでもあります。
彼の最新の英語の本はWarWithoutEndです。

Tertraisは、
1984年にパリ政治学院を卒業しました。また、パリ⼤学で公法の修⼠号を取得し
（1985）、パリ政治学院の政治学博⼠号を取得しています
（1994） 。 。1990年から1993年にかけて、彼は
NATO議会の⺠事委員会の委員⻑を務めました。1993年に、彼は政策部⾨に加わりました
フランス国防省の。
1995年から1996年にかけて、彼はRANDCorporationの客員研究員でした。1996年10⽉から2001年8⽉まで、彼
はフランス国防省の戦略担当局⻑の特別補佐を務めました
。 ⼾崎博⽂⽇本国際問題研究所軍縮・不拡散

推進センター主任研究員 。彼の専⾨分野には、軍備管理、軍縮、 不拡散、ミサイル防衛、核戦略、抑⽌⼒ が含ま
れ、彼の出版物には、共著の「⽇本のミサイル防衛」が含まれています。

変化する戦略的環境における外交・安全保障政策と
「⼤量破壊兵器の拡散との闘い︓
「ポスト冷戦」時代の⽶国の政策とその意味」、国⻄交響成作
研究[国際公共政策研究]。彼は博⼠号を取得しました。 2003年に⼤阪⼤学⼤学院



国際公共政策⼤学院で国際公共政策の博⼠号を取得。アキレス・ザルアルは、 ワシントンDC のブラジル⼤使館の
⼤⾂カウンセラーであり、彼のポートフォリオには、不拡散、核、 防衛、多国間問題が含まれています。これに先
⽴ち、彼は副⻑官を務めました。

ブラジリアの外務省の国連課。以前の任務では 、ブラジルとMTCRおよびNSGの管理体制との関係を含め
、不拡散と輸出管理に取り組み、 核兵器の廃絶︓討論| ブラジルの輸出管理法を起草した省庁間グループの337書記
であり、 ブラジルのNPTへの加盟 に関するポジションペーパーと⼤統領メッセージを起草したチームのメンバーで
した。ブラジルのリオブランコ院での彼の論⽂は 、「核不拡散と安全保障 理事会」に関するものでした。

エルネスト・セディージョ⼤統領は、イェール⼤学
グローバリゼーション研究センターの所⻑です。
国際経済学と政治学の分野の教授。国際および地域研究の教授。イェール
⼤学の林業および環境学の助教授。
彼は1994年から2000年までメキシコの⼤統領を務めました。

セディージョ⼤統領は2000年に辞任して以来、
グローバリゼーション、特に先進国と発展途上国の関係への影響について主導的な発⾔をしてきました
。2007年から2008年にかけて、彼はIAEAの将来のコースを推奨する委員会の議⻑を務め、
現在は国際機関に勤務しています。
核不拡散と軍縮に関する委員会。彼は
グローバル開発ネットワークの理事⻑であり、最近、世界銀⾏の総裁から、その組織のガバナンスがどのように 必
要 であるかについて独⽴した⾒解を提供する 責任を負う世界銀⾏グループガバナンスの近代化に関する
⾼レベル委員会の議⻑に任命されました。 21 世紀の国際経済の現実に適応します。彼は最近、「グローバリゼーシ
ョンの未来︓ 最近の混乱と地球温暖化に照らした探求︓京都を超えて」を編集しました。彼は受け取った

博⼠号 イェール⼤学で経済学を専攻し、現在は
グローバリゼーションの討論に関する学部課程を教えています。

カーネギー・エンダウメント・フォー・インターナショナル・ピースカーネギー・エンダウメント・フォー・イン
ターナショナル・ピースは、 国家間の協⼒を 促進し、⽶国による積極的な国際的関与を促進することに専念

する⺠間の⾮営利団体です。1910年に設⽴さ れたCarnegieは無党派であり、実⽤的な結果を達成することに専念し
てい ます。研究、出版、招集、そして時には 新しい機関や国際的なネットワークの構築を通じて、基⾦は形を作り



ます

新鮮な政策アプローチ。彼らの関⼼は地理的地域と
政府、企業、国際機関、
市⺠社会の間の関係に及び、地球規模の変化を推進する経済的、政治的、技術的な⼒に焦点を当ててい
ます。

カーネギーモスクワ
センターの設⽴の成功に基づいて、エンダウメントは北京、ベイルート、
ブリュッセルの事業をワシントンとモスクワの既存のオフィスに追加し、世界の安全と 安定
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www.carnegieeurope.eu核兵器の廃⽌

︓討論

ジョージ・ペルコビッチ
とジェームズ・アクトンによる画期的な論⽂「核兵器の廃⽌」は、2008年9⽉に国際戦略研究所から
アデルフィ論⽂として最初に発表されました。この論⽂の主な

⽬的の1つはジャンプすることでした。
-核軍縮という⾮常に重要で等しく困難な⽬標をどのように達成するかについて、幅広い国際的な議論を開始しま
す。
現在のボリュームは次のステップに進みます。ペルコビッチとアクトンは
、尊敬されている現在および元の役⼈である著名な専⾨家グループを招待しました
アナリストと著者—核と⾮核の13か国から、
ここに転載されているAdelphiPaperを批評します。彼らの多様な⾒解
は、核軍縮への障害の周りの経路を探求し、

さらなる検討を必要とする質問を鋭くします。 この巻は、批評家によって提起された重要な質問とジレンマ
のいくつかを解決する、PerkovichとActonによるエッセイで締めくくられています。 廃⽌の話がイージーリスニン
グのエレベーター ⾳楽と外交的に同等である限り、そして政治指導者が戦争のない世界で彼らの信念を主張するこ
とを忘れない限り

と武器。。。注意を払う⼈はほとんどいません。話が真剣になって初めて、公開
討論が開かれ、適切にそうなります。

SIR LAWRENCE FREEDMAN

核兵器は、従来の軍事的劣等感を補い、
ある⼤国が別の⼤国に対して⼒を⾏使することを緩和します。問題は
武器ではなく、⼈類の本質にあります。

フランク・ミラー[T]ここでは 、廃⽌された核兵器

の体制を実施するための国連安全保障理事会に代わるものはほとんどありません。拒否権はその所有者に⾼い⼒を
与えます。
拒否権

はゼロまたはほとんど⼒を提供しません。私がその失敗を確信しているのはこのためです
拒否権改⾰を達成することは、廃⽌プロセスを⾏き詰まらせるでしょう。

エルネスト・セディーロ、元メキシコ⼤統領




