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７．核兵器を拡散させない 

 ① マンハッタン計画 
 第二次大戦中の米国の原爆開発・製造計画をいう。1938 年暮のドイツにおけるウランの

核分裂発見を契機に、米国内各地の大学や研究所でも核分裂に関連する研究が一斉に開始さ

れた。1939 年秋に第二次世界大戦が始まると、ドイツで原爆研究が開始されているという

情報がもたらされ、ドイツが先に原爆を手にすれば世界がファシズムに制されるとの危機感

が高まった。こうした危機感を背景に米国でも原爆研究が始まり、1942 年 9 月には本格的

な国家軍事プロジェクト、すなわち「マンハッタン計画」(Manhattan Project)へと発展し

ていった。その後原爆開発は急速に進み、巨大なウラン濃縮工場がテネシー州オークリッジ

に、またプルトニウム生産用の原子炉と化学分離工場がワシントン州ハンフォードに建設さ

れた。これらの巨大施設は 1944 年秋から翌年春にかけて次々と完成し、原爆の原料となる

高濃縮ウランやプルトニウムの生産を開始した。 

 一方、原爆の設計開発と製造は、ニューメキシコ州のロスアラモス研究所で進められた。

1945 年 7 月 16 日にプルトニウムを原料とする最初の原爆が完成し、ロスアラモスから南

に約 300km 離れた砂漠の地アラモゴードで人類初の核実験が行われた。こうして 1945 年

8 月 6 日に高濃縮ウランを用いた原爆リトルボーイが広島に、またその３日後の 8 月 9 日に

はプルトニウムを用いた原爆ファットマンが長崎に投下された（②参照）。 

出典：原子力百科事典（ATOMICA） 

 ② 広島型原爆と長崎型原爆の違い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表の出典：原子力百科事典（ATOMICA）
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 ③ 兵器級核物質と原子炉級核物質（ウラン及びプルトニウム） 

（スーパー・グレード、核兵器級、原子炉級（ガス炉、重水炉）、軽水炉級） 

 核兵器で使用されている核物質と原子炉で使用される核物質では、濃縮度や同位体比（核

兵器にとっての不純物含有割合）等が異なり、以下のようになっている。 

 

ウラン 235 の濃縮度 プルトニウム 240（注 1）の含有割合 

スーパーグレード （注 2） スーパーグレード 2－3%

核兵器級 90%以上 核兵器級 7%以下

高濃縮 

（一部の研究炉など） 
20%以上 核燃料級 7%－18%

低濃縮 

（研究炉や軽水炉など） 

0.71%以上

20%以下
原子炉級（軽水炉） 18%程度

（注 1）核分裂しにくい性質のため、不純物とみなされる 

（注 2）米国では、97%濃縮のウランを使用。 

 
＜参考＞ 

 原子炉の新燃料のウランやプルトニウムの含有割合（例）を下記に示す。 

軽水炉 BWR：約 3～4％（U-235） 

軽水炉 PWR：約 3～５％（U-235） 

高温ガス炉 HTTR：約 3～10％（U-235） 

新型転換炉 ATR：約 1.5％～3.5％（U-235） 

高速増殖炉もんじゅ：約 22～30％（Pu）：（劣化ウラン：濃縮度 0.7%以下） 

高速実験炉常陽 MK-III：約 23～29％（Pu）：（濃縮ウラン：濃縮度約 18%） 

新型転換炉ふげん 28 本型： 

 約 1.6～2.2％（Pu）：（天然ウラン、回収ウラン：濃縮度 0.7%～1.4%） 

同 36 本型： 

 約 2.6～5.7（Pu）：（天然ウラン、回収ウラン：濃縮度 0.7%～1.4％） 

MOX 燃料： 

 プルトニウム富化度（MOX 燃料中のプルトニウム濃度）: 

  ペレット最大 約 13wt％以下  

  集合体平均 約 4.1wt％濃縮ウラン相当以下（高浜 3,4 号機） 
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 ④ 核兵器不拡散条約（NPT 条約）とＩＡＥＡ憲章 

核兵器不拡散条約 

（１）NPT の概要 

（イ） 発 効 

 １９７０年３月５日 

（ロ） 目 的 

 核兵器国（１９６７年１月１日時点で核兵器を保有の米、ソ、英、仏、中の五ヵ国）

の数を、増やさないことにより核戦争の可能性を少なくすること。 

（ハ） 条約の内容 

① 核兵器国は、核兵器等を他国に移譲せず、また、その製造等について非核兵器国を援助

しない（第１条） 

② 非核兵器国は、核兵器等の受領、製造又は取得をせず、製造のための援助を受けない。

（第２条） 

③ 非核兵器国は、原子力が平和的利用から核兵器等へ転用されることを防止するため、国

際原子力機関（IAEA）との間で保障措置協定を締結し、それに従い国内の平和的な原

子力活動にあるすべての核物質について保障措置を受け入れる。（第３条） 

④ 本条約は、全ての締約国の原子力の平和的利用のための権利に影響を及ぼすものではな

く、全ての締約国は、原子力の平和的利用のため、設備、資材及び情報の交換を容易に

することを約束し、その交換に参加する権利を有する。（第４条） 

（ニ） 我が国の署名・批准 

 １９７０年２月３日署名。１９７６年６月８日批准（９７番目） 

（ホ） 署名の際の政府声明（要点） 

① 核軍縮の実施 

② 我が国を含む非核兵器国の安全保障 

③ 原子力の平和利用面における実質的な平等性の確保 

 
 

IAEA 憲章 

 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の憲章。1954 年の国連総会にて採択された決議に基づき憲

章草案のための協議が開始され、1956 年 10 月に召集された憲章採択国際会議にて憲章草

案が採択され、我が国など 70 ヶ国が署名。1957 年 7 月 29 日、所要の批准数を得て憲章

は発効した。2002 年 9 月現在の IAEA 加盟国数は 137 ヶ国。 

 第２条でＩＡＥＡの目的を、1)全世界の平和、健康、繁栄のため貢献するよう、原子力を

推進する 2)原子力に関する援助が軍事目的に転用されないようにする、と規定している。 

 第３条で、ＩＡＥＡの任務を、平和利用のための原子力の研究・開発及び利用を奨励し、

援助すること、保障措置を適用すること、など、7 項目にわたって規定している。 
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＜参考＞ NPT 締約国と保障措置協定締結国 

 

出典：日本原子力産業会議 原子力ポケットブック 
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 ⑤ 保障措置協定と追加議定書 

保障措置協定(INFCIRC/153-type agreement) 

 ＮＰＴ締約国である非核兵器国またはトラテロルコ条約締約国がＩＡＥＡとの間で締結す

るもので、当該国の平和的な原子力活動に係るすべての核物質を対象とした保障措置協定で

ある。「ＮＰＴに基づく保障措置協定」及び「トラテロルコ条約」に基づく保障措置協定」が

あり、「フルスコープ保障措置協定」又は、「包括的保障措置協定」とも呼ばれている。2002

年 11 月現在の協定締結国・地域は、135 か国である。 

 

保障措置協定(INFCIRC/66/Rev.2-type agreement) 

 二国間原子力協定等に基づき、核物質または原子力資機材を受領するＮＰＴ非締約国がＩ

ＡＥＡとの間で締結するもので、当該二国間で移転された核物質または原子力資機材のみを

対象とした保障措置協定である。「三者間保障措置協定(または保障措置移管協定)」及び「一

方的受諾協定」と呼ばれるものがこれに該当し、「個別の保障措置協定」とも呼ばれている。 

 

追加議定書(INFCIRC/540) 

追加議定書は、前文、本文 18 か条及び二つの付属書から構成されており、概要は以下のと

おりである。 

前文：政治的議論のコンセンサスをまとめたもので、(1)IAEA との包括的保障措置協定締約

国であること、(2)IAEA 保障措置システムの有効性強化及び効率改善による核不拡散のさら

なる促進が国際社会の願望であること、(3)強化された保障措置の実施は、各国の経済的・技

術的発展並びに原子力平和利用における国際協力を阻害せず、健康、安全性その他の規定及

び個人の権利を尊重すること、(4)入手した各種の秘密情報を保護するものであること、(5)

本議定書に規定する活動の頻度及び強度を目的に合致する最小限のものにすることが謳われ

ている。 

出典：原子力百科事典(ATOMICA)  
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 ⑥ 核物質防護条約（INFCIRC/274）、IAEA 核物質防護ガイドライン

（INFCIRC/225/Rev.4） 

核物質防護条約 

 １９７４年９月、第２９回国連総会における当時のキッシンジャー米国務長官の核物質防

護を確保するための国際条約締結の提案等を契機として、IAEA を中心として検討が行われ、

１９７９年１０月いわゆる核物質防護条約が採択されるに至った。 

〈核物質の防護に関する条約の概要〉 

（ⅰ）適用対象（第２条） 

 この条約は、国際輸送中の平和的目的の核物質について規定しており、核物質を不法な取

得及び使用から守ることを目的とする条約である。。 

（ⅱ）国際輸送中の核物質の防護義務（第３条及び第４条） 

a 国際輸送中の核物質が、当該国の領域内にある間又は当該国の管轄下にある船舶若しく

は航空機上にある間（当該国の出入に携わる場合のみ）適切な防護措置（附属書Ⅰ）を講

じる。 

b 適切な防護措置が講じられていない場合、輸出入の許可を行わない。（締約国が輸出国

の場合は輸出の許可、締約国が非締約国から輸入する場合は輸入の許可） 

c 適切な防護措置が講じられていない場合、空港・海港への入港又は陸地・内水の通過の

許可を行わない。（非締約国間輸送の場合） 

（ⅲ）相互協力義務（第５条及び第６条） 

a 核物質の防護、回収等に関する協力等（「中央当局」及び「連絡上の当局」の登録） 

 我が国は、1991 年１月「中央当局」を科学技術庁、「連絡上の当局」を外務省として

登録した。 

b 機密情報の保護 

（ⅳ）犯罪人等の処罰義務（第７条～第１３条） 

a 核物質による殺人、傷害、窃盗及び脅迫・強要等の犯罪（未遂の場合も含む）は、自国

内はもとより国外において行う場合も含め当該国内法で裁判権を設定するために必要な措

置をとる。 

b 上記犯罪は、犯罪人引き渡し条約における引き渡し犯罪とみなされる（上記犯罪を犯し

た外国人は、引き渡し訪求国に引き渡すことができるものとする）。 

c 引き渡しを行わない場合には、当該国において裁判権を設定するために必要な措置をと

る。 

（ⅴ）発効及び締約国 

a１９８７年に所定の条件（２１カ国による締結）を満たして発効、我が国は１９８８年

１１月に加入した。２００２年６月現在の締約国は７７か国（含む、欧州原子力共同体）

となっている。 

b核物質防護については、IAEAがその具体的措置についての勧告を行っており（INFCIRC

／２２５）、この条約に当たっての指針としている国が多い。これまでのところ核物質の

奪取などの深刻な事件は発生してはいないが、この条約は核物質防護の国際的な枠組みを
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定めた唯一の多数国間条約であり、上記 IAEA 勧告とともに原子力の平和利用を進める

国の間での高い評価を得ている。 

IAEA「核物質防護ガイドライン改定 4 版(英文)」 

 IAEA のホームページに「INFCIRC/225/Rev.4」として、英文が掲載されている。 

 

我が国内外の核物質防護の動向 

 
出典：日本原子力産業会議 原子力ポケットブック 

 
 

 ⑦ ロンドンガイドライン（INFCIRC/254） 

 ① １９７４年５月のインドの核実験を契機として、平和利用目的の輸入核物質等の転用

防止が核不拡散の重要な手段になるとの国際的な認識に基づき、１９７５年４月より、

米、ソ、英、仏、西独、加、日の７ヵ国がロンドンで協議を行った。その後、協議の進

展に応じて、ベルギー、伊、オランダ、スウェーデン、スイス、チェコ、東独、ポーラ

ンドが参加、計１５ヵ国となった。２００１年３月末現在、３９ヵ国が加入。 

 ② このロンドン協議の結果、１９７７年９月に非核兵器国への原子力輸出に際して適用



 

 394

されるガイドライン（ロンドンガイドライン）を合意し、１９７８年１月に公表した。 

 ③ ロンドンガイドラインの主な内容は以下の通りである。 

 （イ）供給国は、核爆発装置製造につながる使い方をしないとの受領国の確約を得た上で

規制対象品目を輸出する。 

 （ロ）受領国においては核物質防護措置が実施されなければならない。 

 （ハ）供給国は受領国において IAEA 保障措置が適用される時に限り規制対象品目を輸出 

    する。 

 （ニ）上記（イ）、（ロ）、及び（ハ）の要件は、輸出された施設や技術を利用した再処理、

濃縮、重水生産施設にも適用する。 

 （ホ）濃縮または再処理施設の移転の場合、供給国は、これを多数国が参加するような施

設とするよう受領国に働きかける。 

 （ヘ）濃縮施設、技術の移転については、受領国が移転された施設、技術を使用して２０％

以上の濃縮ウランの生産を行うには供給国の同意を得ることを条件とする。 

 （ト）規制対象品目の輸出に当たっては、当該規制対象品目の受領国は、規制対象品目を

再移転する場合または移転された施設、技術を利用した規制対象品目を移転する場合

に、これらの再移転または移転についての受領国から、自らに対する移転において原

供給国が求めたものと同一の保証を得るとすることを条件とする。さらに、 

    ①再処理、濃縮、重水生産施設、その主要な重要構成物、又はその技術の再移転 

    ②移転された再処理、濃縮、重水生産関連の品目に由来する品目の移転 

    ③兵器級物質又は重水の再移転 

    に際して、原供給国の同意を必要とする。 

 （チ）供給国は必要の都度、共通の保障措置の要件につき共同で再検討する。 

 （リ）輸入国においてガイドライン違反の疑いのある場合、供給国は当該輸入国に対する

禁輸措置の可能性を決めるため協議する。 

 ④ ロンドンガイドラインのトリガーリスト（規制対象品目のリスト） 

 （イ）IAEA 憲章２０条に規定された特殊核分裂性物質（プルトニウム２３９、ウラン２

３３、濃縮ウラン）及び原料物質（天然ウラン、劣化ウラン、トリウム） 

 （ロ）原子炉及びその付属装置 

    圧力容器、燃料交換装置、制御棒、圧力管、ジルコニウム管、一次冷却材用ポンプ 

 （ハ）重水素及び重水、原子炉級黒鉛 

 （ニ）再処理プラント 

 （ホ）燃料要素加工プラント 

 （ヘ）同位元素分離（濃縮）プラント 

 （ト）重水生産プラント 

 （チ）ウラン転換プラント 

 ⑤ 核兵器の拡散防止に向けて、原子力供給国グループにより、１９９２年３月、第２回

原子力供給国会議が開催され、①従来の原子力専用品輸出規制制度であるロンドンガイ

ドラインに加え、原子力関連品目に関する新たな規制制度を発足すること、②全参加国

が原子力専用品の輸出に際して受領国に対し原則としてフルスコープ保障措置の受け入

れを条件とすること、③ロンドンガイドライン上ロシアを除くすべての CIS 諸国を非核
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兵器国とみなすこと等が合意された。 

   また、１９９３年３月には、第３回会議が開催され、原子力専用品の輸出に際して受

領国に対し原則としてフルスコープ保障措置の受け入れを条件化する旨、ガイドライン

（第４項）が改定された。 

   １９９４年４月には、第４回会議が開催され、①再移転に関しては核兵器国も含めた

如何なる国への移転に対してもガイドラインが適用される旨が追加されるとともに、②

移転に際し、核兵器等の拡散に寄与しないことを供給国が納得した場合にのみトリガー

リスト品目の移転を許可できる旨等の規定が追加された。 

   １９９５年４月には第５回会議が開催され、①再輸出に際して、事前同意を政府間の

保証で行う旨が追加されるとともに、②ガイドラインの全てのトリガーリスト品目に対

して技術規制がかかる旨ガイドラインが改正された。 

 

  ロンドンガイドライン・パート２ 

 ① ロンドンガイドラインは、原子力分野のみで使われる原子力資機材を対象とする輸出

規制枠組みであるが、ココム規制の緩和及びイラクの核兵器開発問題等を背景に、原子

力分野のみならず非原子力分野にも用途を有する原子力関連品目を規制対象とする新た

な輸出規制枠組みを創設する必要性が国際的に強く認識され、ロンドンガイドライン参

加国によって開催された第１回原子力供給国会議（１９９１年３月、於ハーグ）におい

て起草作業 WG が設立された。 

 ② 以来、本件原子力関連品目輸出規制枠組みについて鋭意起草作業が進められ、第２回

原子力供給国会議（１９９２年３～４月、於ワルシャワ）において、ロンドンガイドラ

イン・パート２として正式に発足した。 

 ③ 我が国は、本件枠組み発足後も、その実効的な運用を確保するために積極的に貢献す

るとの観点から、事務局を引き受けている（在ウィーン国際機関代表部内に設置）。 

 ④ 本枠組みは、指針（ガイドライン）、覚書及び附属書（品目リスト）の３文書により構

成されている。また、本枠組みは、ロンドンガイドラインのパート２として発足したが、

内容的には従来のロンドンガイドライン（ロンドンガイドライン・パート１）とは独立

のものである。２００２年１２月現在、参加国は４０ヵ国。 

 ⑤（１）本枠組みにより、①核兵器開発活動や②IAEA 保障措置の適用されていない核燃

料サイクル活動に対する一定の原子力関連品目を輸出することが禁止される。また、

これらに対する直接の輸出でない場合でも、輸出にあたり許可申請を行う必要があ

り、一定の要件（①最終需要者からのステートメント取得、②平和利用の保証取得、

③再輸出に対する事前承認制）が課せられる。 

  （２）規制対象品目としては、６５品目が挙げられており、①起爆装置関連、②核爆発

実験関連、③特殊核分裂性物質（ウラン、プルトニウム）製造関連等、核兵器開発

の各ステップにおいて重要な役割を演じうる品目が網羅されている。 

出典：日本原子力産業会議 原子力ポケットブック 
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 ⑧ 包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ） 

 Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty  大気圏内、宇宙空間を含む大気圏外、水

中および地下のあらゆる場所における核兵器実験を禁止する条約で、1996 年 9 月に国連総

会で採択された。 

 1963 年に作成された部分的核実験禁止条約(ＰＴＢＴ)では地下での核実験を禁止してい

なかったので、ＣＴＢＴは画期的なものである。この条約が発効するためには、５核兵器所

有国およびインド、パキスタン、イスラエルなど指定された 44 か国の批准が必要であるた

め、条約はまだ発効していない。1999 年 10 月に第１回発効促進会議、2001 年 11 月に

第２回会議が開かれた。条約はその効果的な実施のための包括的核実験禁止条約機関(ＣＴＢ

ＴＯ)の設置を予定し、国際監視システムなどを規定している。 

 英国、フランス、ロシアはすでに批准しているが、米国上院は 1999 年 10 月に批准を拒

否した。ブッシュ政権は 2001 年 11 月の第２回会議を欠席した。 

包括的核実験禁止条約（CTBT）の概要 

 
図表の出典：原子力百科事典（ATOMICA） 

 


