
            　　　　　　　　　　　日本提案核軍縮決議の主な変更点から
2019年決議 2020年決議

過去のNPT会議の

合意（前文パラグ

ラフ4）

Reaffirming the importance of implementing agreed steps

contained in the Final Documents of the 1995 Review and

Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons and of the 2000 and 2010 Review

Conferences of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of

Nuclear Weapons,

（1995年NPT運用検討・延長会議並びに2000年及び2010年NPT運用

検討会議の最終文書で合意された措置を履行することの重要性を再確

認し、）

Reaffirming the importance of the agreed steps contained in the Final Documents of the 1995

Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of

Nuclear Weapons and of the 2000 and 2010 Review Conferences of the Parties to the Treaty

on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

（1995年NPT運用検討・延長会議並びに2000年及び2010年NPT運用検討会議の最終文書で合意

された措置の重要性を再確認し、）

⇒「履行すること」を削除

分割記録投票結果 賛成:158　反対:2　棄権:7 賛成:124　反対12　棄権:31

備考 米国は「反対」 米国は「賛成」、カナダ、ドイツ、南ア、オランダなど新たに「反対」

包括的核実験禁止

条約（主文パラグ

ラフ3(d)）

All States, including the eight remaining States in annex 2 to the

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, to immediately make

every effort, including maintaining all existing moratoriums on

nuclear-weapon test explosions or any other nuclear explosions

and declaring their political will to do so, as well as through

continued support for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

Organization, to sign and ratify the Comprehensive Nuclear-Test-

BanTreaty;

（CTBT附属書Ⅱのうち残りの8カ国を含むすべての国が、核兵器実験

爆発またはその他の核爆発に関する既存のすべてのモラトリアムの維

持とその政治的意思の宣言、また包括的核実験禁止条約機関

(CTBTO)への継続的支援などを通じて、CTBTへの署名と批准に向け

て、あらゆる努力を直ちにおこなう）

All States, including the eight remaining States in annex 2 to the Comprehensive Nuclear-

Test-Ban Treaty, to immediately make every effort to achieve the cessation of all nuclear-

weapon test explosions and all other nuclear explosions as called for in the Treaty, such as

through adopting and maintaining moratoriums on nuclear-weapon test explosions or any

other nuclear explosions and declaring their political will to do so, providing transparency in

activities related to nuclear-weapon testing, which may run counter to such moratoriums, the

signing and ratification of the Treaty without delay, as well as through continued support for

the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-BanTreaty Organization;

（CTBT附属書Ⅱのうち残りの8カ国を含むすべての国が、この条約で要求されるすべての核兵器

実験爆発および他のすべての核爆発の停止を達成するために、また、核兵器実験爆発またはその

他の核爆発に関する既存のすべてのモラトリアムの維持とその政治的意思の宣言、そのようなモ

ラトリアムに反する可能性のある核実験に関連する活動の透明性の提供、また包括的核実験禁止

条約機関(CTBTO)への継続的支援などを通じて、CTBTへの署名と批准に向けて、あらゆる努力

を直ちにおこなう） 　         ⇒下線部を加えてCTBT未批准国への批准を促す文言を弱め、CTBT

より核実験モラトリアムを重視する表現に書き換え。

分割記録投票結果 賛成:132　反対:5　棄権:21 賛成:111　反対7　棄権:48

備考 米国は「反対」 米国は「賛成」

(出所）国連文書等から井上事務所作成 　　　　　　　　　　　　　外交防衛委員会 2020年11月19日 日本共産党 井上哲士 提出資料


