
                   

 

 

 

 

 

                 ＭＣＣ研修資料 

２０１７年１１月１７日 

核 



日本は唯一の被爆体験国だ 



日本人には忘れ難い災害だった 



死亡者数は２０万人以上に上った 



ヒロシマ爆心地 
印は小畠さんの被災地点 



1954-3-1更なる被爆体験 





１９３８年核分裂（nuclear fission）の発見 

• オーストリーのユダヤ
人物理学者・リーゼ・マ
イトナーと、ドイツの科
学者・オットー・ハーン
が核分裂を発見。 

• ハーンは１９４４年ノー
ベル化学賞を受賞した。 



１９３９年アインシュタイン 
ルーズベルトに核開発を促す 



マンハッタン計画の主要地点 





今 北の核実験が止まらない 



遂に水爆にまで来たと報じられた 



北の核開発志向は古くから・・・ 









北朝鮮・核兵器関連施設 



ウラン濃縮施設・原発？？ 



ＩＣＢＭの核弾頭は水爆？ 



核実験の成功は国を挙げてのお祭り 



金正恩の満面の笑み 
核保有国として米国と対等に対話したい 



国連安保理は満場一致で制裁決議 
中国・ロシヤの姿勢次第だが 



現在の事実上核保有国は１０ヶ国？ 



国別核保有の状況 







原水爆の威力進化も著しい 



人類はとんでもない化け物を作ってしまった！ 



信じ難い悪夢のような兵器だ 



東京にヒロシマ級の原爆が云落ちたら 



東京に水爆が落ちたら・・・・ 



冷戦時代は米ソの核は増え続け 



１９９０年以降はかなり減ったが・・ 







これまで延べ２千回以上の核実験が 



人類はこんなに核実験をして来た 

     アメリカ  ソ連   イギリス  フランス    中国    他 

           A    U        A     U         A   U      A    U        A   U      U        

 

回数   215  815   219  496   21  24   50  160    23  22    12      

（メガトン   179.0      285.0       8.9        14.0         23.4         ?） 

  

合計    1,030         715           45          210           45    12    

 

全世界核実験回数：２，０５７+α 
 



核実験の形は様々だが 



部分的核実験禁止条約 
Partial Test Ban Treaty、略称：PTBT 

• 1963年8月5日にアメリカ、イギリス、ソ連との
間で調印された。 

• 大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵
器実験を禁止する条約 

(Treaty Banning Nuclear Weapon Test in the    
Atmosphere, in outer Space and under Water)  

• 地下を除く大気圏内、宇宙空間および水中に
おける核爆発を伴う実験の禁止を内容とする。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%885%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%885%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%885%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%885%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B0%97%E5%9C%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%A9%BA%E9%96%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E7%88%86%E7%99%BA


当然フランス、中国は不参加 

 





流石に大気中の核爆発は減少 



地下核実験制限条約 
Threshold Test Ban Treaty, TTBT） 

• アメリカ合衆国とソビエト連邦に結ばれた核実験
の制限に関する条約。1974年7月3日署名。1990
年12月11日発効 

• 正式名称は「地下核兵器実験の制限に関する
アメリカ合衆国とソビエト社会主義共和国連邦と
の間の条約」（ Treaty Between The United States 
of America and The Union of Soviet Socialist 
Republics on the Limitation of Underground 
Nuclear Weapon Tests ）。 

• 地下核実験における最大核出力を150ktに制限
し、その検証を規定している。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B2%E5%90%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93


包括的核実験禁止条約 
（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty、CTBT） 

• 宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあら
ゆる空間での核兵器の核実験による爆発、
その他の核爆発を禁止する条約である。 

• 1996年9月、国連総会によって採択され2012
年2月現在で182カ国が署名、157カ国が批准 

• 日本は1996年9月に署名、1997年7月に批准 

• 発効要件国（核兵器保有国を含む44か国）の
批准が完了していないため未発効である 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E7%B7%8F%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1997%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B9%E5%87%86


核兵器の不拡散に関する条約 
（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons、NPT） 

• 核軍縮を目的に、アメリカ合衆国、ロシア、イギリス、
フランス、中華人民共和国の5か国以外の核兵器の
保有を禁止する条約 

• 1963年に国連で採択された。1968年に最初の62か国
による調印が行われ、1970年3月に発効した。 

• 25年間の期限付きで導入されたため、発効から25年
目にあたる1995年にNPTの再検討・延長会議が開催
され、条約の無条件、無期限延長が決定された。 

• 採択・発効後も加盟国は増加し、2010年6月現在の締
結国は190か国である 

• 「核兵器国」とは、1967年1月1日以前に核兵器その他
の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう 
 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%85%B5%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/1968%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1968%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1970%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1970%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1995%E5%B9%B4






様々な核軍縮の試みはなされて来たが・・ 



２０１７年７月９日遂に国連決議 
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Prohibition_of_Nuclear_Weapons
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Prohibition_of_Nuclear_Weapons


核兵器の禁止決議採択 

 



核兵器廃絶を目指し、下記を禁止 

• 開発（development） 

• 実験（testing） 

• 製造（production） 

• 備蓄（stockpiling） 

• 移譲（transfer） 

• 使用（use） 

• 威嚇としての使用（threat of use） 

 





漫画の様な図式ではあるが・・・ 



？？？？？？？？？？ 



唯一の被爆国日本はこれで良いのか？ 



何となく空しい感がある数々の受賞 



 

 

1974・佐藤栄作元首相 
 

1975・アンドレイ・サハロフ 
    旧ソ連の物理学者 
 
 



1985・核戦争防止国際医師会議 1995・パグウォッシュ会議 



2005・ＩＡＥＡ 
    エルバラダイ事務局長 2009・オバマ米大統領 



核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ（アイキャン） 
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｍｐａｉｇｎ ｔｏ Ａｂｏｌｉｓｈ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｗｅａｐｏｎｓ 



2017・ＩＣＡＮ 



アメリカは常に臨戦態勢 

• 核のフットボールとは、米大統領
が司令部を離れたときでも核攻
撃の許可を出せる道具が入った、
黒いブリーフケースである。 

• このブリーフケースは、アメリカ
軍の戦略的防衛システムにおい
て、ホワイトハウス地下のシチュ
エーションルームなどの固定され
た司令部に対する、移動可能な
拠点として機能する。 

 
• 原子フットボール 
  大統領の非常用サッチェル 
  核のボタン 
  ブラック・ボックス 
  単にフットボールとも呼ばれる。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0


オバマは広島にも持って来た 



こんな都市伝説も実しやかに・・ 







文明社会は精々１万年のこと 



映画「猿の惑星」覚えてますか？ 



ネット上に観られるデータ 

• 世界の核実験地図 
  https://www.youtube.com/watch?v=fvB9HdtAjvY 

 
• 世界核実験探訪 
  https://www.youtube.com/watch?v=NnhpdoGr8sc 

 
• 核実験一覧 wikipedia 
  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F 
  %E9%A8%93%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7 

 
• 世界の核保有国と実験場地図 
  http://www.sting-wl.com/nuclear-weapons.html 



人類にはもう一つ大きな課題がある 

 

 

 

 

 

 

 

―つづく― 


