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GRIPS/SISP 国際会議 「NPT 締結前後の核・原子力の選択」 

事業完了報告書 

 

 

1. 名称： GRIPS/SISP 国際会議 「NPT 締結前後の核・原子力の選択」 

 

2. 日時： 2017 年 3 月 1 日（水）～3 月 2 日（木） 

 

3. 場所： 政策研究大学院大学（GRIPS）1 階会議室 

 

4. 企画した教員： 岩間陽子 

 

5. 招聘者： 

○ BANGE, Oliver, Dr., Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der 

Bundeswehr (ZMSBw, Centre for Military History and Social Sciences of the 

German armed forces), Germany . 

○ BAYLIS, John, Professor, Swansea University, UK.  

○ BURR, William, Dr., Senior Analyst, the National Security Archive, USA . 

○ MONGIN, Dominique, Professor, Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales (INALCO, National Institute for Oriental Languages and 

Civilizations)/Ecole Normale Supérieure (ENS), France. 

○ MUNTON, Don, Professor, University of Northern British Columbia, Canada 

○ NUTTALL, William, Dr., Professor, The Open University, UK . 

○ 新垣拓 （防衛省防衛研究所 地域研究部 米欧ロシア研究室 主任研究官） 

○ 太田昌克（共同通信 編集委員・論説委員） 

○ 数原孝憲（元アイルランド大使） 

○ 川嶋周一（明治大学 政治経済学部 准教授） 

○ 合六強 （EU Studies Institute Tokyo) 

○ 小窪千早（静岡県立大学 国際関係学部 講師） 

○ 小林弘幸（関東学院大学 非常勤講師） 

○ 黒崎輝 （福島大学 准教授） 

○ 友次晋介（広島大学 平和科学研究センター 准教授） 

○ 沼田貞昭（元カナダ大使） 

○ 堀尾健太（東京大学大学院 博士課程） 
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○ 道下徳成 （政策研究大学院大学 安全保障国際問題プログラム ディレクター） 

○ 三好範英（読売新聞） 

○ 吉田真吾（名古屋商科大学経済学部 専任講師） 

 

6. プログラム 

2017 年 3 月 1 日（水） 

◆開会の辞（9:00-9:15） 

道下徳成 （政策研究大学院大学 安全保障国際問題プログラム ディレクター）  

岩間陽子（政策研究大学院大学） 

 

◆第一セッション＜アメリカ＞（9:15-10:45）  

報告：ウィリアム・バー（William Burr: National Security Archive） 

「核拡散と米国の安全保障上の利害：60 年代における政策思考」  

司会：太田昌克（共同通信）  

討論：合六強（EUSI）、友次晋介（広島大学） 

 

コーヒー・ブレイク（10:45-11:00） 

 

◆第二セッション＜イギリス＞（11:00-12:30） 

報告：ジョン・ベイリス（John Baylis: スウォンジー大学） 

「イギリスの経験：抑止と不拡散のジレンマ」  

司会：岩間陽子 

討論：小林弘幸（関東学院大学）、新垣拓（防衛研究所） 

 

休憩（12:30-14:00） 

 

◆ 第三セッション＜フランス＞（14:00-15:30）  

報告：ドミニク・モンジャン（Dominique Mongin: フランス国立東洋言語文化研究所・高

等師範学校） 

「NATO 防衛戦略と西側の不拡散レジームへのフランスの関与」 

司会：新垣拓 

討論：川嶋周一（明治大学）、小窪千早（静岡県立大学） 

 

コーヒー・ブレイク（15:30-16:00） 
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◆ 第四セッション＜ドイツ＞（16:00-17:30） 

 報告：オリバー・バンゲ（Oliver Bange: ドイツ国防省軍事史・社会科学研究所） 

「NATO 核問題における西ドイツの発言力：1968 年後の展開」  

司会：三好範英（読売新聞） 

討論：合六強 

 

2017 年 3 月 2 日（木） 

◆ 第一セッション＜カナダ＞（9:00-10:30）  

報告：ドン・マントン（Don Munton: ノーザン・ブリティッシュコロンビア大学） 

「カナダの選択：アメリカに最も近い同盟国として」 

司会：岩間陽子  

討論：沼田貞昭（元カナダ大使） 

 

コーヒー・ブレイク（10:30-11:00） 

 

◆第二セッション＜アジア＞（11:00-12:00） 

報告者：友次晋介 

「ニクソン・フォード政権期の多国間不拡散政策」 

 司会：太田昌克 

討論：ウィリアム・バー 

 

◆ブラウンバッグ・ランチ・セッション（12:00-13:30） 

スピーカー：ウィリアム・ナッタール（英国オープン大学） 

「英国と原子力発電：成功と失敗の物語」 

 司会：岩間陽子 

 

◆第三セッション＜日本①＞（13:30-14:30） 

報告：吉田真吾（名古屋商科大学） 

「信頼性の危機：中国の核兵器、ABM、日米同盟」  

司会：道下徳成 

討論：オリバー・バンゲ 

 

コーヒー・ブレイク（14:30-14:45） 

 

◆第四セッション＜日本②＞（14:45-16:15） 

報告①：堀尾健太（東京大学大学院） 
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「日本の原子力・ロケット能力の獲得」  

報告②：岩間陽子 

「日本の選択：佐藤政権から三木政権まで」  

司会：道下徳成  

討論：黒崎輝（福島大学）、数原孝憲（元アイルランド大使） 

 

コーヒー・ブレイク（16:15-16:30） 

 

◆まとめ（16:30-17:30） 

 

◆懇親会（18:00-） 

 

7. 会議での議論と成果 

核を巡る技術は、国際関係において、1945 年に登場した全く新しい要素であった。今日

我々が知る限り、1960 年代後半、1970 年代における核不拡散条約（NPT）の交渉、署名、

批准のために各国は、自国がどのような能力を持つべきか、何を地域的に共同管理すべき

か、そして何を断念すべきかを検討することとなった。これは、軍事、民生、双方の核能

力について言えることである。 

本会議の目的は、1960 年代、1970 年代に西側諸国が核をめぐって行った決定の全体像を

明らかにし、各国が選択した様々な技術の組み合わせについての理解を深めることであっ

た。検討を行ったのは、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、そして日本の

各国である。2 日間にわたって行われた報告と議論により、以下の諸点が確認出来た。 

 

①NPT 締結前後に各国が選択した政策の実態： 

本会議の目的は何よりもまず、NPT 締結前後の時期における各国の核をめぐる政策決

定の実態を実証的に明らかにすることにあった。この分野の第一人者である研究者が一

堂に集い、それぞれの国について報告と議論を行ったことで、NPT 締結前後に各国が核

兵器や原子力についていかなる決定を行ったのかについて、理解が深まった。 

 

②各国の選択の背後にあった要因の相違： 

  各国が選択した政策の実態が明らかになるとともに、国ごとの相違も浮き彫りとなっ

た。多くの報告や議論で共通して強調されていたのは、各国の「国内政治」に着目する

ことの重要性である。各国の「国内政治」はそれぞれの国が核兵器や原子力についてど

のような決定をしたのかに、大きな影響を与えたのである。 

 

③「壁を壊す（Breaking the wall）」学術交流の必要性： 
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 「まとめ」セッションで多くの参加者が強調したのが、国や分野を超えた学術交流の

必要性と、本会議がその端緒となることへの期待である。核兵器や原子力を扱う学問分

野は、その専門性と機密性の高さから、「核戦略」、「核軍縮（不拡散）」、「原子力政策」、

「原子力工学」といった分野がそれぞれ孤立して存在しており、相互の交流は極めて稀

である。また、国を超えた研究者同士の交流も決して活発とは言えない。しかし、核兵

器や原子力の問題を総体的に理解するためには、国や分野の間に存在する「壁を壊し

（Breaking the wall）」、研究者間の交流を進めていかなければならない。本会議は、そ

の重要な端緒として、大きな意義を持つものであったと言えるだろう。 
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      開会の辞①（岩間陽子）               開会の辞②（道下徳成） 

         

1 日目／第一セッション                1 日目／第二セッション 

                                 

1 日目／第三セッション                1 日目／第四セッション 

         

1 日目／第四セッション時の会場              2 日目／第一セッション 
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     2 日目／第二セッション          2 日目／ブラウンバッグ・ランチ・セッション 

     

2 日目／第三セッション                             2 日目／第四セッション 

      

   2 日目／第四セッション時の会場              2 日目／まとめ① 

         

2 日目／まとめ②                      懇親会 
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登壇者集合写真 


