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１）第二次大戦中（～１９４５年まで）
• 連合国と枢軸国との核兵器開発の競争で、米国の圧倒的な優位と成功

２）第二次大戦後
• 第一期（１９４５ー１９７０年）
• 米国の核兵器独占が崩れる、ソ連、英国、フランス、中国の核実験、米ソの激し

い軍拡競争

• 第二期（１９７０年～１９９０年）
• 5ヶ国体制のもとでNPT核兵器不拡散体制確立
• 米ソの安定的な競争体制、ソ連の崩壊１９９０年

• 第三期（１９９１年～２００１年）
• 東西冷戦終了後の湾岸戦争、コソボ紛争

（ ５大国以外に、インド、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ｲｽﾗｴﾙ、南アフリカ、イラク、イラン、北朝鮮が核
兵器開発を継続してきた ）

３）新しい国際関係（２００１年～）
• 北朝鮮、イラン、イスラエル、インド、パキスタン、テロ組織

１．世界情勢の認識



第二次大戦
1939-1945

東西冷戦
1945-2001

2001.9.11後

第一期
（1945-1970)

第二期
（1970-1990）

第三期
(1990-2001)

現代世界の認識

朝鮮戦争

ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争

ｱﾌｶﾞﾝ戦争

湾岸戦争

ｺｿﾎﾞ紛争

ｱﾌｶﾞﾝ戦争

ｲﾗｸ戦争

ｷｭｰﾊﾞ危機

米国1945

ソ連1949

英国1952

仏国1960

中国1964

印度1974

南ｱ・ｲｽﾗｴﾙ1979？

印・ﾊﾟｷｽﾀﾝ1998

北朝鮮



2. 原子力の平和利用

核不拡散の危険はあるが、原子力エネル
ギーの利用は不可欠



http://www.tepco.co.jp/custom/LapLearn/ency/atm01_05-j.html



世界の原子力
発電設備容量

２００１年末







原子力ポケットブック2002年版 日本原産会議
我が国における電源別発電原価試算結果

（総合エネルギー調査会・原子力部会H11.12.16試算）

• 電源種 出力 運転年数 設備利用率
• 一般水力 1.5万kW    40年 45%
• 石油火力 40万kW    40           80
• LNG火力 150万kW  40           80
• 石炭火力 90万kW    40           80
• 原子力 130万kW  40         80
• 試算結果
• 電源種 原子力 水力 石油 LNG  石炭
• 発電原価(円/kWh)   5.9     13.6  10.2  6.4   6.5



日本の年間発電電力量(2000年）

• 原子力 34.3% (3,219億kWh) 
• 水力 9.5 904
• 石油火力 9.2     868
• 石炭火力 18.4   1,732
• LNG火力 26.4   2,479



地球温暖化対策
• 大気中の炭酸ガス濃度は、1750年には280ppm,1958年に

315ppm、1984年には345ppm、1999年には367ppmと上昇
している。

• 北極の氷の分析では、大気濃度が200ppmから280ppmに上
昇するのに1500年が費やされているが産業革命が始まって
かたら150年で同じだけ濃度が上昇した。

• 現在の放出のリズムでは、2025年には400ppm、2100年に
は500ppmを超えそうである。

• 国際条約で対象とされる温暖化ガス
• 京都議定書では、対象となる６つのガスについてCO2換算で

1990年には5.45億トンをフランスは放出している。自然にま
かせていては、2010年に6.88億トン(+26%)、2020年に7.83
億トンに達する。議定書では2010年に5.19億トン(1990年に
比較して-4.6%)にせねばならない。(フランス国会報告書）



原子力を新エネルギーで代替する場合の投資額比較

• 原子力発電所１基を代替する場合
• （出典；総合エネルギー調査会資料）
• 原子力発電 太陽光発電 風力発電
• 業務用 住居用
• １基あたりの設備容量kw 138万 250     3.5   1000
• 利用率％ 80      12     12 25
• 1基あたり年間発電量kWh   97億 26万 0.37万 219万
• 原子力発電所１基代替に必要な基数 37308  262万 4429
• 必要な投資額 3600億円 11兆円 8兆円 1.1兆円
• 必要な敷地面積等 山手線 262万世帯

• -太陽光発電は1kw/10m2            内側の1.5倍 700km2
• -風力発電は1基/0.16km2              92km2           琵琶湖



世界のエネルギー資源埋蔵量

• 石油 天然ガス 石炭 ウラン
• 確認可採埋蔵量 1399    1341    3397         

5280(FBR)    
• 石油換算（億t)         瀝青炭及び無煙炭

438(LWR)
• 年生産量 236億bbl 2.4兆m3  21億t(石

油換算) 3.4万t
• 可採年数 44年 63年 161年 71年

（軽水炉)



IAEA２００５年２月２２日 エルバラダイ報告 INFCIRC/640
世界の毎年のプルトニウム生産量； ８９トン生産 １９トン再処理 １３トンが
MOX利用

世界の原子力発電炉４４１基、
358.7 GWe

358.7 x 10(3)MWe x3 th *365*0.7
（稼働率）*1g/MWD* 0.3（転換
係数）=82.5トン/年

Type of Material
safeguards

Comprehensive
Safeguards
Agreement(a)

INFCIRC/66(
Nuclear
Weapon
States

Plutoniumc contained
in irradiated fuel {c}

626.54 33.4 95.9

Separated plutonium
outside reactor cores

12.7 0.1 72.8

Separated plutonium in
fuel elements in reactor
cores

14.2 0.3 0

HEU (equal or greater
than 20 % U-235)

21.7 0.1 10

LEU (less than 20 %
U-235)

45480 3069 4422

Source materiald (d)
(natural or depleted
uranium and thorium)

88130 2124 11998

Approximate quantities of material subject to Agency
safeguards at the end of 2003

Quantity of material (t)



放射線の影響

• 放射線は、一般的には非常に危険なものと思われている。し
かし、人間は放射線とは共存していること、年間２．４ｍSvミ
リシーベルト（平均）の被ばくを受けている。危険なのはある
線量を超えた場合である。致死にいたるのは１０Svシーベル
トである。職業人は５０ｍSv/年に制限されている。

• 臨床的に影響が検知される（血液中の変化が出る）のは２５
０ｍSvの被ばくからとされる。

• 放射線にはホルメシス（ホルモンと同じ語源、微量のものが
刺激するという意味）効果というものがあるとの説があり、自
然の線量といった微量のものは健康によいとの説。

• 放射能温泉や、世界で年間５０ｍSvという高い線量値に住
む住民の寿命が短いという事実はない。ただし、放射線規制
の分野では、極微量の線量でも有害であるとの前提（リニア
モデル、線型モデル）で規制が進められている。



3. マンハッタン計画



マンハッタン計画

• 舞台は1942年11月のウィルミントン、デュポン社会議室。演者はデュポン社経営
委員会の面々と、米陸軍工兵隊の建設主任レスリー・グルーブ准将。この見慣
れぬ人物は、以前軍のプロジェクトにおいてデュポンとともに作業したことがあっ
た。その経験から、准将は自分が負った極秘任務の遂行者としてデュポンに白
羽の矢を立てた。彼が責任者となっている通称「マンハッタン計画※」は、原子爆
弾のためにプルトニウムとウランを製造するというものだった。社長であり委員長
のウォルター・S・カーペンター・ジュニアは悩んだ。グルーブの要請は、せっかく
払拭した「死の商人」というレッテルを再び思い出させることだった。また、副社長
のウイリス・ハリントンとチャールズ・スタインは驚愕した。それは、危険である以
上に実現不可能なプロジェクトに見えたのだ。舞台はいつまでも静まりかえって
いた…。

※マンハッタン計画：第二次世界大戦中の米国の原爆開発・製造計画のコード
ネーム。その初期研究が主にマンハッタン工兵地区で行われたためそう呼ばれ
た。1942-46年まで続いたこの計画のコストは約18億ドル、今日に換算すると
200億ドル以上という巨額に上った。

• http://jp.dupont.com/jpcorp/tradition/history/history_06.html



原子爆弾の誕生

1995年
紀伊国屋 リチャード・ローズ

• The Making of 
the Atomic Bomb
Richard Rhodes 

• １９９５



プルトニ
ウム原子
爆弾の
構造



ウラン原子爆弾の構造



水爆の構造

水素の同位体であ
る重水素やトリチウ
ムを融合させる熱核

反応の利用



ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ・高濃縮ｳﾗﾝへの道

原子炉 再処理工場 プルトニウム

ウラン鉱石

精錬・
転換（ＵＦ６）

ウラン濃縮 高濃縮ウラン

精錬・転換・
加工

加工

低濃縮ウラン



再処理工程



ウラン濃縮



1939年1月 オットー・ハーンらの核分裂の発見
1939年８月2日 アインシュタインからルーズベルト大統領への手紙
1939年夏 核分裂の論文の発表停止
1939年9月1日 ドイツ軍、ポーランド侵攻
1939年10月21日 ルーズベルト大統領による第一回ウラン委員会開催
1940年6月 大統領が国防研究委員会（NDRC)を設立
1940年12月～翌年2月 シーボーグらがバークレイでサイクロトロンでPu発見
1941年7月2日 1940年春に設けられた英国のMAUD委員会が原爆は可能と結論する
1941年12月8日 日本軍が真珠湾攻撃
1941年12月16日 米最高首脳会議で科学研究開発局(OSRD)がウラン計画の責任
1942年5月14日 OSRDにて5案、U-235分離は遠心分離法、拡散法、電磁法、Pu生産はウラン黒鉛炉、ウラン重水炉
1942年８月１3日 工兵隊(Corps of Engineer)にマンハタン管区(Manhattan Distrcit)
1942年９月23日 陸軍長官ら参加の軍事政策委員会が構成される
1942年12月2日 シカゴでの原子炉初臨界、始めは０．５W、それから２００W
1943年1月 ハンフォードに出力数千Kwの炉及び再処理工場の建設の決定
1943年の早い時期 ハンフォード・サイトを政府が買収
1943年6月7日 ハンフォード・サイトで最初の生産1号炉の建設開始
1943年10月10日 ハンフォードで再処理ﾌﾟﾗﾝﾄ３基の建設開始
1943年11月4日 クリントンのX10の運転開始、当初の出力500kW、更に1800ｋW以上
1943年12月20日 クリントンの分離工場に最初の炉X10からのスラグが送られる
1944年1月8日 再処理ﾌﾟﾗﾝﾄの設計固まる
1944年9月 ハンフォードの最初の生産1号炉の運転開始（５基建設予定、しかし３基）
1944年12月 再処理ｷｬﾝﾍﾟー ﾝが開始
1945年2月2日 再処理Puがﾛｽｱﾗﾓｽに搬入
1945年7月16日 最初のPu爆弾の核実験
1945年8月6日 最初のU爆弾が広島投下
1945年8月8日 最初のPu爆弾が長崎投下
1945年8月 スマイス報告書の発表（著者H.D.Smyth序文は45年7月1日付け）



重要ポイント

• 1939年8.02.アインシュタイン書簡
• 10.21.第2次世界大戦に突入したドイツに原爆開発で

先んじられることを恐れ、ウラニウム諮問委員会発足
• 1942年8.13.軍部主導によりマンハッタン計画発足
• 1944年9.18.ハイドパーク協定
• ルーズベルト米大統領とチャーチル英首相が1944年9月18日、米ニューヨーク州ハイドパークで会談し、

日本への原爆使用と将来の核管理について申し合わせたもので、1972年に初めて公開された秘密協
定である。

• 1945年7.16.ニューメキシコ州アラモゴードで原爆実験に成
功8.06.広島に原子爆弾投下8.09.長崎に原子爆弾投下

• 1952年11.01.マーシャル諸島エニウェトク環礁で水爆実験
に成功



米国の元核兵器サイト



シカゴ大学地下でのパイル１
1942年12月2日臨界



オークリッジのｳﾗﾝ濃縮拡散工場



ハンフォード・リザベーション（586ﾏｲﾙ、１５００ｋｍ２）

クリーンアップは

２０３５年までに

500-600億ドル



ハンフォード
の黒鉛減速
水冷却炉



ハンフォード・ﾋﾟｭｰﾚｯｸｽ工場



ﾋﾟｭｰﾚｯｸｽ工場内のｷｬﾆｵﾝのクレーン



ハンフォードのｷｬﾆｵﾝの断面図



Pu爆弾ファットマンの内部構造



NM州アラマゴールドでのPu原爆組み立て



1945.7.16 最初のPu原爆核実験



広島型ウ
ラン原爆リ
トルボーイ



1945年8月
6日広島



長崎のプ
ルトニウム
爆弾ファッ

トマン



大量破壊兵器の被害



http://www.c
ddc.vt.edu/h
ost/atomic/n
ukeffct/enw7

7.htm
The Effects of 

Nuclear 
Weapons 

Compiled and 
edited by
Samuel 

Glasstone and 
Philip J. Dolan 
Third Edition
Prepared and 
published by 

the
UNITED 
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NATO HANDBOOK ON
THE MEDICAL ASPECTS

OF NBC DEFENSIVE
OPERATIONS
AMedP-6(B)

PART I - NUCLEAR

http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/dod/fm8-9/1toc.htm





核爆発後の放射線減衰



核兵器と各種のエネルギー比較



http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10m.html



核分裂した量の計算
• 一個の核分裂で放出されるエネルギーは200Mev
• 1ev= 1.602x10(-19) joul

• 1トンTNT=4x10(9)jouls

• 15kt=4.9x10(9) x15x1000=7.35x 10(13)joul
• 200Mev=1.6x10(-19)x200Mevx10(6)=3.2x10(-11)joul

• 7.35x10(13)joul/3.2x10(-11)joul=2.30x10(24)核分裂

• 2.30*10(24)/[6.02x10(23)/235]=898グラム
• すなわち、広島型ウラン爆弾は１５キロトンとし、２５ｋｇウラン

を使われたというが核分裂したのは９００グラム程度である。



4. 現在の核兵器の数



IAEA保障措置用語集
IAEA Safeguards Glossary(1987)





しきい値



各国の最初の原爆・水爆実験

国名 最初の原爆実験 場所・規模 最初の水爆実験 場所・規模

1 米国 1945年7月16日 アラモゴールドのトリニティ、２１ｋT 1952年10月31日
エニウェトク環礁、
１０．４ｍT

2 ロシア 1949年8月29日 セミパラチンスク、２２ｋT 1953年8月12日
セミパラチンスク、
４００ｋT

3 英国 1952年10月3日 オーストラリアのモンテベロ島、２５ｋT 1957年5月15日 クリスマス島

4 フランス 1960年2月13日 アルジェリアのサハラ砂漠 1966年9月24日 ファンガタウファ、

5 中国 1964年10月16日 ロプノール砂漠、２２ｋT 1967年6月17日
ロプノール砂漠、
３．３Mt

6 インド 1974年5月18日
ラジャスタン州の砂漠、地下１２ｋT,平和核
装置(Peaceful Nuclear Device)

1998年5月11日
３回の核爆発のう
ち1回は水爆と主
張

7 パキスタン 1998年5月28日 チャガイで５基の核実験を実施

8 イスラエル 南アとの共同実験説

9 南アフリカ 1979/9/22説
インド洋の南ア島近傍でVELA 6911 衛星
が閃光検知（イスラエルとの共同実験説）

10 北朝鮮



現在の世界の核兵器の数

国名 最初の原爆実験 現在の基数 配備 備蓄

米国 1945年7月16日 10000-12000 7100 ３０００－５０００

ロシア 1949年8月29日 16000 8000 8000

英国 1952年10月3日 185

フランス 1960年2月13日 348

中国 1964年10月16日 402

インド 1974年5月18日 40

パキスタン 1998年5月28日 40

イスラエル 200
2005-05-27　ロイター･アラートネット (世界で3万個の核兵器）

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N27328496.htm
「NPTカンファランスに関係したキー事実」



カテゴリー プルトニウム 高濃縮ウラン 合計
民生オリジン 1590 50 1645
　照射 1365
　非照射 230
軍用オリジン 260 1850 2110
　核兵器用 153 1250
　艦船推進用 175
　過剰 107 425
合計 1855 1900 3755

民生・軍事用の世界のプルトニウム及び高濃縮ウランの在
庫（トン）、２００３年末

http://www.isis-
online.org/global_stocks/summary_tables.html#table1

プルトニウム・ウラン在
庫



ＮＲＤＣ（米国の有力なＮＧＯ）
http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/dafig11.asp



劣化ウラン弾について

１）劣化ウラン弾は核兵器ではない

２）ウラン濃縮工場からのティルを利用

３）比重が１８と高いので貫通力がある

４）金属ウランは発火性があり、貫通すると火
災を起こす



Depleted Uranium in the Gulf (II) Figure 
4. Cutaway of DU sabot round（米軍発表）



• Uranium is all around us. A heavy metal similar to 
tungsten and lead, it occurs in soils in typical 
concentrations of a few parts per million (equivalent to 
about half a teaspoon of uranium in a typical 8-cubic 
yard dump truck-load of dirt). The Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry (ATSDR) estimates 
there are typically 4 tons of uranium in 1 square mile of 
soil 1 foot deep[13] and that we add 180 metric tons 
(about 198 US tons) of uranium decay products to US 
agricultural lands each year due to the trace amounts of 
uranium in phosphate fertilizer.[14] We all take in 
uranium every day from the air we breathe, the water we 
drink, and the foods we eat. On average, every day each 
of us takes in 1.9 micrograms (about two-millionths of a 
gram) of uranium from food and water and inhales a very 
small fraction (7 x 10-3 or 0.007) of a microgram.[15]

• http://www.gulflink.osd.mil/du_ii/du_ii_s03.htm





Figure 1. Abrams tank and DU sabot rounds



Figure E-2. 105mm DU sabot round



2003-03-31 IAEAホームページ

• 「ボスニア・ヘルツゴビアでの劣化ウラン、報告書に
よると劣化ウラン(DU)とガンの因果関係は認められ
なかった」

• 報道されているボスニア及びヘルツゴビアでのガン
のリスクの増加は1990年代の半ばの戦争で使用さ
れた劣化ウラン(DU)弾丸の残材に結びつくとの説
について、国連環境プログラム(UNEP)が出した新
しい報告書では非常にあり得ないこととしている。

• 報告書"ボスニア及びヘルツゴビアの劣化ウラン；紛
争後の環境評価"はDUとガン・その他のシグニフィ
カントな健康影響・環境リスクの増加のリンクを証拠
だてることは出来なかったとしている。



2003-04-02 国連環境プログラム(UNEP)
「ボスニア及びヘルツゴビアの劣化ウラン、紛争後の環境評価、
2003年3月」

• U-238は地殻に含まれ5-12(5)Bq/kg、0.5-10mg/kgである
U-235の通常の含有量は0.2-5Bq/kgである。良い品質のU-
238鉱石(0.5-30%ウラン)では0.6x10(5)～3.6x10(6)Bq/kg
である。純粋の金属ウランでまじかな娘核種と放射平衡と
なっているものは50.23x10(6)Bq/kg(50.23Bq/mg天然U）で
ある。もし原子炉からの回収ウランが濃縮ウラン工程に
フィー ド（一部又は全部）された場合は、DUは核分裂生成物
又はTRUを極微量含むであろう。

• DU中のU-236は0.003% Pu-239/240汚染は20Bq/kg(10-
2μg/kg)であった。これは、100億ウラン原子に1個のPuに
相当するくらい微量である。バルカンで使用されたDUは再処
理回収ウランと接触していることを示しているが、その量は
わずかで、人間や環境への評価の際には無視してよい。



2001-01-18 ヌーベル･オブザバトール（フランスの新聞）

• http://frigorix.sdv.fr/nouvelobs/archives/voir_article.cfm?id=43758&
• 「バルカン・シンドローム；劣化ウランの真実」
• この劣化ウランは原子力では使用できないが、その科学的、物理的な特性は同

じである。
• その最初の特性は、その重量である：それはすべての中で最も重い原子である。
• 従って、それが金属インゴットになれば、鉛の比重が１１.３に対して、１８.７の密

度を見せる、それは本当に非常に重い金属である。
• 他の、もっと軽い原子は、それが結晶化するときに原子がより締めつけられより

重くなる場合がある。金、プラチナ、イリジウムが例えば、上位の密度を持ってい
る。けれどもそれらは非常にまれで、そして非常に高価である。

• 一方、この明白な使用の用途のない劣化ウランは貯蔵され、タングステンと比較
して８分の一も安価であり、今はキログラムあたり２０フラン（訳注；当時のレート
では４００円）で、金あるいはプラチナとは比較も出来ない。

• この金属はよって、航空機や船での、また産業機械でのバラスト、釣合いおもり、
として使われる。ヨットのキール、ジャイロスコープの輪、飛行機の補助翼に付け
る。それで、ブルーノBarrillot によれば、すべてのボーイング７４７は劣化ウラン、
４５０ウラン kg を含んでいる。



• しかしこの重金属がもっとも多く使われるのは軍需産業である。１９４３年には、アルバート
Speer、ドイツ第三帝国 の軍需大臣はタングステンが入手できなかったので、ウランを用
いた砲弾を生産した。

• その例はすべての口径の強力な軍用品の多くの国での生産者が従った。
• なぜならと、Barrillotが要約する；
• 非常に高いウラン密度は高度の運動エネルギーで激しいショックを与える。砲弾が毎秒３、

０００メートルで衝突するとき、装甲戦車は米国のアブラムスMA1 のように同じ金属で製造
されたものを除いて、抵抗することが出来ない。

• もっと良いことには： 二重の利点がある、なぜなら衝撃から生じる高い温度でウランは粉
末にされて、ウランは発火性（pyrophorique）である、火災を発生する。これは対戦車砲
弾として最適である。火災を招いて、内部の砲弾の爆発を誘発する。

• ここで問題の質問が起こる；金属ウランは劣化か否かにかかわらず、かなり堅いのか、あ
るいは柔らかいのか ? 軍人は黙っており、そして利用可能な文献は決定的な答えを提供
しない。ウランは十分に硬いといわれるが、しかし延性があり引き伸ばせるとも言われ、あ
るいは率直に言って柔らかいとも言われる。若干の技術文書がそれの非常に僅かなチタン
を加えると強靭さとなると述べる。

• その産業的秘密がそれ自身を非常に特別な冶金学として囲むが、ウランはただカラメル
（砂糖菓子）で確かに非常に重く、非常に高密度であるが、衝撃を与えると不都合となる。
その成功のためには添加物を加えて合金とせねばならないであろう。

• 多くの書類によってサポートされるこのブルーノBarrillot の仮定では：
• 劣化ウランへの軍用品の貫通弾（penetrateurs）としては、先端がベリリウム（beryllium）

でおおわれることはありそうであり、さほど尖っていないであろう。しかしながら、確かに硬
いベリリウムはその非常に大きい毒性のために知られている。



5. 各国の核兵器開発・軍縮状況



世界の核軍縮の流れ
1945年 ｽﾏｲｽ報告書公表
1953年12月8日 ｱｲｾﾞﾝﾊﾜｰ大統領のAtoms for Peace演説
1957年7月29日 国際原子力機関（IAEA）設立
1964年4月20日 米国、ソ連、英国が軍事用核物質の生産削減協定に署名
1964年12月 中国がｳﾗﾝ原爆の核実験
1968年7月1日 核拡散防止条約、ワシントン、ロンドン、モスクワで調印、62カ国署名
1970年3月6日 核拡散防止条約を４３ヶ国が批准、正式に発効
1972年5月26日 SALT-１署名

1974年5月18日
インド政府が平和利用目的の地下核実験を行ったと発表、カナダ政府
はインドへの原子力援助を停止すると発表

1977年6月7日 国際核燃料サイクル評価（INFCE）予備会議、パリで開催
1978年1月12日 ロンドン原子力先進国協議会の原子力輸出指針で15ヶ国が合意
1979年6月 SALT-2署名、カーター、ブレジネフ
1980年11月14日 ロンドン条約発効
1986年4月26日 ソ連チェルノブイル原子力発電所４号炉で事故発生

1987年2月26日
IAEAが1986年９月の総会で採択の「原子力事故に関する援助条約」が
発効

1992年3月9日 中国、NPTに加盟
1992年8月3日 フランス、NPTに加盟
1996年9月24日 IAEAの原子力安全条約発効
1998年5月1日 インド、パキスタンの核実験

2002年5月24日
米国，ロシアのモスクワ条約、2012年までの10年間で、米露の戦略核
弾頭を各々1700～2200発に削減



ソ連（ロシアの核兵器開発）
• ２．ロシアのプルトニウム生産炉（サイトの場所は 図６参照）

1940年初期クルチャトフらの科学者達が核分裂反応を研究していたが、
1941年６月22日ドイツがソ連に侵攻したので核分裂反応の研究は中断
した。しかしながら、英国のソ連諜報機関からの欧米の原爆開発情報を
内務大臣ベリアから聞いたスターリンは原爆開発の責任者を当時40歳
のクルチャトフに決定し、1943年４月第２研究室（後のクルチャトフ研究
所、モスクワ市西部）を発足させた。1945年７月のポツダム会談後の晩
餐会でトルーマンから米国の原爆実験成功を聞いたスターリンはソ連の
原爆開発を急ぐようクルチャトフに指示した。1946年12月25日にはＦ１
（物理原子炉１）が初臨界を達成した。この炉を用いた研究成果をもとに、
チェリャビンスク－40、トムスク－7、およびクラスノヤルスク－26のサイト
に実規模のプルトニウム生産炉が13基建設され、兵器用プルトニウムを
生産した。表３にロシアのプルトニウム生産炉一覧を示す。



ロシア３再処理施設

場所 施設名 容量 実績 運転開始 運転終了
ﾁｪﾘﾔﾋﾞﾝｽｸ Bﾌﾟﾗﾝﾄ 1948年12月 1960年
ﾁｪﾘﾔﾋﾞﾝｽｸ BBﾌﾟﾗﾝﾄ 1959年 1987年
ﾁｪﾘﾔﾋﾞﾝｽｸ RT-1 4000トン 1976年

ﾄﾑｽｸ ﾄﾑｽｸー７
年間4000トン
程度

190,000トン 1955年11月

ｸﾗｽﾉﾔﾙｽｸ
ｸﾗｽﾉﾔﾙｽｸｰ
26

97,000トン 1964年

ｸﾗｽﾉﾔﾙｽｸ RT-2 1500トン/年
1978年から建
設開始、1985
年中断

合計123,000トンから
136,000トン



英国の核兵器開発

• ．マンハッタン計画
こうして1942年9月に、米国の原爆開発は「マン

ハッタン計画」として本格的な国家軍事プロジェクト
となったが、その前年に起きた二つの出来事がそう
した政府の決定を促す大きな要因となった。その一
つは、ドイツから英国に亡命した二人の科学者、
オットー・フリッシュとルドルフ・パイエルスの提言を
もとにした、ＭＡＵＤ委員会報告（英国、原爆フィージ
ビリティ検討委員会の暗号名：Military Application 
of Uranium Disintegration）と呼ばれた英国政府の
調査報告書が1941年夏に米国に手渡されたことで
ある。



• 1940年原爆生産の可能性を検討する科学者委員
会が設置される

• 1943年アメリカのマンハッタン計画に参加

• 1946年原子力研究所を設立し、独自の原爆開発計
画を推進

• 1952年10.03.オーストラリアのモンテベロ島で原爆
実験に成功

• 1957年5.15.クリスマス島で水爆実験に成功

• 2002年2.14.アメリカと共同で臨界前核実験を実施



• 英国の核兵器
英国の歴史がひどく核兵器の実現可能性を調査する最初の国であって、そして多く
の重要な概念的なブレークスルーをした。

• 最初の理論的に音不可欠の大量の計算は Frisch と１９４０年２月の Peierls によっ
てイギリスでされた；そして１９４０年４月１０日から１９４１年７月１５日まで Tizard に
よって率いられた MAUD 委員会はガスの拡散によって原子爆弾デザインとウラン濃
縮の基本的な原則を練った。

• MAUD 委員会によってされた仕事は WW－II で核分裂武器の実現可能性について
合衆国（そして、スパイ活動を通して、ＵＳＳＲ）に警告するのに役立った。

• 高いレベルの英国、合衆国とカナダの間の共同が１９４３年のケベック協定によって
正式のものにされた戦争を通して継続した。

• 英国は「英国のミッション」、ロスアラモスで働く最初のランク科学者のチームを送った。
ミッションはマンハッタン・プロジェクトに主要な貢献をして、そして英国の戦後の核兵
器開発の努力に核を提供した。

• ミッションメンバーの間に後に英国の原子爆弾プロジェクトを導いたウィリアム・Ｇ・
Penney がいた。

• 戦争のすぐ後に、１９４５年８月に、英国の中の新しい労働者政府は核政策を確立す
るために秘密の内閣委員会を組織化した。

• 最初の決定が核基礎構造と研究を確立することに焦点をあてた。
• １９４６年８月に英国の空軍参謀総長は原子爆弾のための正式の要求項目を出した。
• １９４６年１１月６日に原子力法（マクマーン法）は合衆国と英国の間の親密な核絆を

断った。
• １９４７年１月８日に、（Attlee 首相に先行された）６人の大臣の秘密の委員会が核

兵器の開発と獲得を続けることに決めた。



• この事実は１９４８年５月１２日までまったく明らかにされなかった、そしてその時
遠回しの言及が議会の論議における核兵器開発にされた。

• 英国の核プログラムのための最初のサイトは１９４６年に選択された。
• Harwellは、１２マイルオックスフォードの南にあったバークシャーダウンに、原子

力研究設立のために選択された。この研究センターは物理学者ジョン
Crockcroft 卿によって率いられた。

• 英国の最初の原子炉、Bepo （Britain Experimental Pile Zero英国実験パイ
ル・ゼロ）の建設がそこで始まった。Bepo は１９４８年７月３日に臨界になった。

• 核分裂性物質の生産能力はクリストファー・ヒントンの責任であった。
• 最初のプルトニウム生産原子炉のためのサイトとプルトニウム処理プラントがカ

ンバーサイトは Windscale と命名し直された、そして建設が１９４７年９月に始
まった。

• １９５０年１０月に最初の生産原子炉は臨界になった。
• プルトニウムプラントは１９５２年２月２５日にオペレーションを始めて、そして３５

日後に最初のプルトニウム金属を生産した。
• ガスの拡散プラントが同じく計画されていた、そして結局は１９５０年早くに選択さ

れたサイトは、チェスターの近くで、Capenhurst であった。このプラントは１９５
３年に最終的にオペレーションを始めた。能力拡大で１９５７年の終わりにその年
度の生産容量を HEU の１２５kg に引き上げた。



• １９４７年５月にウィリアム Penney は原子爆弾を作る決定を知って、そしてそれに取り組むために翌月
チームを集め始めた。

• 努力は初めに混乱で苦しんだ － それはいくつかのサイトの上に広められた、そして他の研究サイトを持っ
ている権限のラインは明確ではなかった。

• １９４８年半ばまでに責任は（それまで）解決していた、そして１９５０年４月１日に一つのサイトがバーク
シャーで Aldermaston で核兵器開発のために選択された。

• 英国の小さい大きさと高い人口密度のために大気圏内の核兵器テストのための適当なサイトが存在しな
かった。英国は、その武器をテストするためにそれで他の国でサイトを探し最終的にオーストラリアで
Monte Bello 島に決めた。

• １９５２年９月１５日にハリケーンとコードネームを付けられた最初の英国の核装置のためのプルトニウム・
ピット(pit)はイギリスを去った。

• １９５２年１０月３日にハリケーンが Trimouille 島の西の岸から離れて礁湖で爆発させられた。爆弾は水面
下に HMS Plym の下に９０フィートぶらさげられた、そして収率２５kt をもたらした。

• 英国の兵器庫は１９５３年１１月にその最初の配置された核兵器、青いダニューブ・プルトニウム爆弾を得
た。この武器はハリケーン装置に基づいていた。

• 計画この時点で１９５７年までに２００個の核兵器の武器弾薬を増強することを必要とした、それで、コール
ダー・ホールに２つの新しい二重の使用（プルトニウムと電気）MAGNOX 原子炉を加えることによって、プ
ルトニウム生産が拡大された。

• 合衆国はすでに１９５２年１０月にメガトン大きさ分裂と熱核の爆弾の実現可能性を実証していた、そして１
９５４年２月までにイギリスは彼らの備蓄にメガトン武器を加えるために必要条件の概略を示していた。

• テラー(Teller) - Ulam デザインはまだこの時点で彼らによって再発見されていなかった、そしてただ純粋
な分裂デザインだけが初めに考慮された。

• １９５４年３月から５月を通してＵＫはキノコ雲でビキニ環礁での合衆国によって城テストシリーズをサンプリ
ング航空機において観察するのを許された。これは放射線内縮（implosion）によって第二の段階で作り出
された高い圧縮の明確なダイレクトの証拠をイギリス人に提供したであろう。

• 多分このデータの直接の結果として、１９５４年６月１６日にウィンストン・チャーチルは米国の達成した（ＵＳ
ＳＲはまだ計画された熱核の爆弾をテストしていなかった）を繰り返すために英国がすなわち、水素爆弾開
発を進むべきであると決定した。

•



フランスの核兵器開発

（広島市のホームページより）

1957年ソ連の核ミサイル誕生により、自国の安全保障の
ため、ド・ゴール大統領の下、核開発に着手

1960年2.13.サハラ砂漠で原爆実験に成功

1968年8.24.水爆実験に成功

1995年9.00.南太平洋での核実験を再開（以降、1996年1
月までに6回実施）



フランスの核兵器開発スケジュール

1945年10月18日 フランスのCEA設立命令

1949年 CEAがﾌｫﾝﾃﾈｵﾛｰｽﾞで再処理研究開始

1951年11月 仏最初の原子力5年計画(Gaillard Plan)で再処理建設が定まる

1952年 ﾌｫﾝﾃﾈｵﾛｰｽﾞでChatillon pilotの建設開始

1955年6月 ﾏﾙｸｰﾙで軍用再処理工場(UP1)建設開始

1956年9月28日 ﾏﾙｸｰﾙにてG1炉が発電開始

1958年1月 ﾏﾙｸｰﾙのUP1が運転開始

1959年 新しい再処理工場建設を決定、1960年にﾗｱｰｸﾞが選定される

1960年2月13日 ｻﾊﾗ砂漠で最初の核実験

1966年６月 ﾗｱｰｸﾞのUP2でﾎｯﾄ試験開始

1969年11月 発電炉として黒鉛ｶﾞｽ炉をやめPWRに転換する決定を行ったことを公表



中国

• 1958年旧ソ連の協力により原子炉を運転開始

• 1959年中ソ協定破棄後、独力で核開発に着手

• 1964年10.16.中国西部地区で原爆実験成功

• 1996年6.00.CTBT採択前のかけこみ核実験
を実施

• 1967年6.17.水爆実験に成功



インドの核開発
• インドの核兵器プログラムのセンター小片はボンベイの近くで Bhabha 原子核研究センター（BARC ）で

ある。
• カナダ人によって供給された４０メガワットの CIR （カナダ - インドの Reactor ）重水研究原子炉（同じく

Cirus と呼ばれる）で BARC でウランサンプルを照射処理することによって、この爆弾のためのプルトニ
ウムは生産された。

• この原子炉は１９６０年に稼働し始めて、そして１年９-１０キログラムのプルトニウムを生産することができ
る。

• カナダがそれがただ平和目的のために使われるだけであることを規定したけれども、原子炉は IAEA 保
障措置置の下にない。

• インドは、核爆弾を生産することにおいて、これがその使用を許すと論ずる。
• 中国が６０代半ばにその最初の核兵器をテストしたすぐ後に、インドはおそらく核装置のその開発を始めた。
• デザインがすでに１９７１年までに開発させられており、そしてその時インディラ・ガンジーは装置の製造と

テストを続けることに決めた。
• ラジ Ramanna、BARC所長によればその時、プルトニウムを抽出、精製してプルトニウム金属を製造し

て、そして内縮（implosion）レンズ・システムおよび関連エレクトロニクスを生産するのにさらに２年を要
した。

• 仕事の大部分が BARC でされた、しかし爆発性のレンズは防衛研究開発組織によって作られた。見たと
ころでは正確な implosion エレクトロニクスはかなりの問題を集める。

• 装置の最初のテストが、おそらくエレクトロニクスの失敗のために、失敗したと噂されている。中性子イニシ
エータはPo-２１０/Beタイプの、そして組み立てるのに長い時間を要した「花」とコードネームを付けられた
ものであった。

• テストが平和目的のためであったという主張が合法的な懐疑心で見られることができるけれども、装置は
展開可能な核兵器テストではなくほとんど確かに研究所装置であった。

• １９７４年のテストのためのプルトニウムはボンベイに近くの、重金属燃料で３０トン/年を処理することがで
きる Trombay再処理離プラントで生産された。

• そこでの最初の施設の建設が１９５０年代に始まって、そして１９６４年に稼働し始めた。１９７４年にそれは
修理と拡大のためにシャットダウンされて、そして１９８０年代初期に再開された。

• インドは国産のプルトニウム生産原子炉を開発した。１９８５年８月８日に１００ＭＷ Dhruva は注文された、
それは Cirus デザインに基づいていて、そして１年２０-２５キログラムのプルトニウムを生産することがで
きる。始動問題が Dhruva を悩ませた、しかしそれは８０代後期までに完全なオペレーションを始めた。



パキスタンの核開発

• パキスタンのプログラムは、ヨーロッパのウラン遠心分離機コンソーシアム URENCO （英国、ドイツ
とオランダが参加国）から盗用された技術を使って、国内で設された遠心分離機ウラン濃縮プラントに
基づいている。

• プログラムは１９７４年にインドの核装置テストの後の１９７０年代後に大きい秘密で始まった。
• エンジニアリング研究所（ERL ）の設立で１９７６年から重要な仕事が始まった。URENCO において

の諜報活動は見たところではアブドゥル・Qader カーン博士、パキスタンの冶金学者によって行われ
た。

• 彼はオランダ人がCNOR とSNOR 機械の２つの初期の遠心分離機を開発した URENCO コンソー
シアムと組むUltra-Centrifuge Nederland（UCN）で１９７２年から１９７５年まで雇用された。。

• １９７４年に UCN はカーンに２つの進歩したドイツの機械、Ｇ- １とＧ- ２のために機密のデザイン書
類を翻訳するように依頼した。

• 彼のスパイ活動が検出される前に、彼はヨーロッパを去って、そして ERL でプログラムの技術的な
指導力をとった。

• 彼の努力および、西側の諜報機関によってのプログラムの遅い承認と弱い輸出規制のためにその時、
パキスタンはＵ- ２３５生産能力を身につけることにおいて比較的速い進歩を成し遂げた。

• カーンの貢献を認めて ERL は１９８１年にザイ・ウルハク大統領によって A.Q. カーン研究所と命名
し直された。

• 彼は不在のまま１９８３年にオランダでスパイ活動について有罪と宜告されて、そして４年の禁固刑を
宣告された。有罪決定は彼に適切に召喚状を配達することに関しての失敗のために１９８５年に後に
くつがえされた。



• ７０代後期と８０代初期の間に、多くのパキスタンのエージェントが西で輸出規制法に違反
しようとして逮捕された。

• １９８４年には３人のパキスタン国民が合衆国で５０の krytrons （implosion 爆発システ
ムに適した高速のスイッチ）を密輸出しようと試みたというかどで起訴され、そして１９８７年
に合衆国 maraging スチールの購入が試みられた。

• 大量の材料が検出されないで、ドイツのウラン hexafluoride 工場を含めて成功裏に購入
された。１９８０年までに多くの遠心分離機がパキスタンで稼働していると信じられた。

• １９８０年代後半までにパキスタンは遠心分離機デザインについての専門的な論文を出版
して、彼らの能力を見せびらかして、そして前に秘密のデザインの詳細をパブリックドメイン
に置いていた。

• これには、洗練された ultracentrifuge 回転翼のバランスをとることについて、Ａ・Ｑ・カー
ンによって共同執筆された１９８７年の論文を含む。

• ウラン濃縮施設はイスラマバードの近くで Kahuta ガスの遠心分離機プラントである。この
施設は１９８０年代初期に営業し始めたが、重大なスタート・アップ問題をこうむった。

• 中国が URENCO 技術と引き換えに重要な専門的な援助を申し出たと信じられるが、しか
し援助の正確な形態は不明である。カーン博士が Kahutaで１９８４年にウランを濃縮した
と発表した。

• 合衆国諜報機関がウラン濃縮度が１９８５年には５％を超え、そして高濃縮ウランの生産が
１９８６年に達成されたと信じる。その時パキスタンは伝えられるところによれば１４０００台
の遠心分離機を生産したが、運転していたのはたった１０００台を持っていた。

• １９９１年までには、およそ３０００台の機械が合衆国諜報に従えば稼働していた。これはウ
ランのテール濃度と稼働率によるが３-７個の内縮（implosion）核兵器に十分な４５～１００
キログラムＵ-２３５/ 年の生産容量を意味する。

• Shahryar カーンは Kahuta のコストが、１億５０００万ドル以下、比較的に穏当であったと
言った。



パキスタ
ンの原
子力関
連施設



イスラエルの核開発
• イスラエルの核プログラムの起源は Golda メイヤー、シモン・ペリス外務大臣とフランスの外務及び防

衛大臣クリスチャン Pineau とモーリス Bourges - Manouryの間の１９５６年１１月７日の秘密のミー
ティングに追跡されることができる。

• それは１９５６年１０月の共同の英国、フランスおよびイスラエルのスエズ - シナイオペレーションの後に
ソビエトの Bulganin 首相によってイスラエルに対してなされた暗黙の核脅迫に対応するものとして考え
られた。

• このミーティングでペリスはイスラエルが核抑止力を発展させるのを助ける協定を結んだ。
• 交渉の若干のそれ以上の数月の後に、援助が Marcoule で、フランスのＧ- １原子炉に類似している黒

鉛天然ラン・プルトニウム生産原子炉およびプルトニウム分離技術をともなうモードをとった。
• 名目上は熱出力で２４メガワットの評価を与えられるけれども、それは７０メガワットにおいて見たところ

ではオペレーションの能力があった。
• 原子炉は南のイスラエルのネジブ砂漠のDimona の地下に作られた。１９６０年には、原子炉が稼働す

る前に、フランスはドゴールの指導体制の下で、取引を再考して、そしてプロジェクトをしばらく見合わせ
ることに決めた。

• 数カ月の交渉の後の１１月には合意なされ、もしイスラエルが核兵器を製造しないことを約束して、そし
て世界にプロジェクトを発表するという条件でそれを進むめることが許された。１９６０年１２月２日に、イ
スラエルが発表をすることる前、米国の国務省はイスラエルが秘密の核施設を持っていると公表した。

• １２月１６日までにこれはパブリックの知識となった。次年にわたって合衆国とイスラエルの間の関係は
問題に関して緊張していた。

• イスラエルが物理学者ユージーンWigner とI.I. Rabi によって点検を許したけれども、ベン Gurion 首
相は首尾一貫して国際的な点検を許すことを拒否した。

• 最終の解決は平和目的のために施設を使うというイスラエルからの約束であった。
• この誓約は見たところではイスラエルによって核兵器開発が除外されないことを意味すると解釈され、も

し厳密に防衛的な、そして攻撃的でない目的のために使われ得るとされた。



http://nuclearweaponarchive.org/Israel/Dimona_compare.jpg
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イスラエルの
ミサイル

• Jericho-2 development is indigenous, 
and started soon after the Jericho-1 was 
deployed. Test launches began in 1986 
and the first two had ranges of 465 km 
(1986) and 820 km (1987). The Jericho-2 
shares the first two stages of the civilian 
Shavit (Comet) space launch vehicle, 
which has launched Israel's four 
satellites, the Offeq-1, 2, and 3 
reconnaissance satellites, and the Amos 
communications satellite. 

• Specifications
Length: 12 m
Width 1.2 m
Launch weight 6500 kg
Propulsion: Two stage solid 
propellant
Range: 1500 km
Payload: 1000 kg



北朝鮮の核開発
• 北朝鮮は１９８０年に核兵器開発のアクティブなプログラムを始めたように思われる、そしてその時小さい天

然ウラン - 黒鉛動力原子炉の建設は寧辺（Yongbyon）、平壌の１００キロの北において始まった。
• 諜報機関が１９８４年には１９８６年のそのオペレーションの前にプロジェクトを明らかにした。
• 原子炉は、兵器級プルトニウムを副産物として生産することに対して、非常に良い１９５０年代の MAGNOX 

技術（黒鉛減速、アルミニウム - マグネシウム被覆天然ウラン燃料、CO2 ガス冷却）に基づいている。始動
問題の後に、それは１９９０年までに２０-３０メガワットにおいて運転していた。

• より大きい５０メガワットMAGNOX タイプの原子炉が１９９５年に完成期日で Yongbyon で建設中である。
• 同じデザインの２００メガワットは Taechon 、平壌（完成が１９９６の始まりと比べて同じぐらい早く可能であ

る）の６０マイル北において建設中である、そして６００-８００メガワットの原子炉が Taechon （１９９７年まで
に可能な完成）において同じく進行中である。

• これらの原子炉の最も大きいもの３０-４０個の武器に十分な年１８０-２３０キログラムのプルトニウムを作り出
すことができた。それはほとんど確かに電力生産のために意図される、しかし二重の用途の可能性は存在す
る。

• 大きい秘密のプルトニウム分離施設が数百トン/年を処理することができて、これら原子炉のすべてから燃料
を再処理するのに十分なものが１９８０年代に早く寧辺で築かれた。このプラントの存在は１９８９年に諜報を
通して見いだされた。

• 平壌にある小さい放射能化学（radiochemical）研究所が１９７０年代にソビエトの支援で建設された。プルト
ニウムの小さい量がそこで１９７５年にソ連人によって供給された放射線処理された燃料から分離された。

• ソ連から圧力を加えられて、北朝鮮は８５年１２月１２日に拡散防止条約に参加して、そして Yongbyon 施設
の存在の IAEA に話した。

• ９２年5月４日には北朝鮮は核物質のその所有財産のその最初の公表をした。IAEA によってすぐあとにこの
公表を実証するための査察の間で、北朝鮮はそれがすでに１９９０年３月にプルトニウムの１００ｇを抽出して
いたことを明らかにした。

• サンプルの成分の次の分析で IAEA が北朝鮮がすでにより多くのプルトニウムを抽出していたと決定するこ
とを可能にした。

• IAEA によって調べられたプルトニウムサンプルは９７.５％の Pu-２３９と２.５％の Pu -２４０の成分を持って
いた。

• これは、１６キログラムのプルトニウムがその時炉心で存在したことを示して、撤去の時に３３０MWD /tonの
燃料の燃焼度を示す。

• これは、燃料が最初に積み込まれたときから、それが２５MW運転レベルを想定している時のおよそ４５％を
運転していたことを意味する。

• 追加の査察の要請が９３年３月１２日にきた時に北朝鮮は NPT から撤退を発表するように仕向けた。
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http://www.ceip.org/files/projects/npp/resources/northkoreapics.htm
The photos below show spent fuel rods removed from the North 
Korean 5-MWe reactor in 1994. The Photos were taken in 1996.



プルトニウム分離施設
http://www.isis-

online.org/publications/dprk/book/figure19.html



＜プルトニウム発生量の根拠の計算＞

• 1)2003年からの運転で１４ｋｇのプルトニウム、またその燃焼度は
350MWD/t

• ２）２００２年の１０月の時点での使用済燃料のプルトニウム在庫量は、２０
０２－１２－２７のリベラシオンの記事ではIAEAの推定在庫として２３．４ｋ
ｇ

• ３）合計３７ｋｇですか。これくらいあれば４ｋｇくらいのプルトニウムで核実
験しても在庫がまだあり

• 燃料棒の体積計算；Pi Ｘ(1.5)２ Ｘ 50cm ＝ 353cm3
金属ウラン→比重→18 353Ｘ18＝6.4kg これは、すべてが金属ウラン
とした場合
801場所 Ｘ １０本 →8010本
6.4 Ｘ 8010本 ＝５１トン
炉の比出力の推定値；２５ＭＷ/５０トン＝０．５ＭＷ／Ｔ
発電の熱効率は２０％とすると ２５MW X 0.2 ＝ ５ＭＷ電気出力
1MWthD燃焼して、０．８ｇプルトニウムが生産されるとすると、
炉の運転は７００日として
２５ＭＷth Ｘ ７００日→１７，５００ＭＷＤで、ｘ0.8＝１４０００ｇPu生産
その時の燃焼度は０．５MW/T x７００日 →３５０ＭＷＤ／Ｔ



ドイツから北朝鮮（中国）の出荷



• 2003-04-27 シュピーゲル（ドイツの雑誌）
• 「ドイツの企業に原子力密輸の疑い」
• ハンブルグ発；連邦政府は、原爆の製造に用いられる物質の入った輸送コンテナーを
• 押収した。シュトッツガルトの企業は北朝鮮に危険物質を輸出しようとした。マネ
• ジャーが逮捕されよう。
• シュッツトガルト検察庁によるとケーニスブロナーの企業Optronicは不正に２２トン
• のアルミニウム管輸出しようとした。
• 検察官によると外国貿易法違反の嫌疑でOptronic社のマネジャーをまもなく逮捕する
• と述べた。アルムニウム管は、ウラン濃縮のためのガス遠心機の製造に使用される。
• この押収量からは専門家の推定では400台が製造されると見ている。
• 輸送の公式の荷受人は、中国の航空機製造会社Shenyang航空会社であった。連邦政府
• は真の荷受人は、北朝鮮との疑いを持っている。
• 何故なら、オプトロニク社の仲介人として北朝鮮人が登場したからである。
• 貨物は連邦商業貿易管理局(Bafa)が禁止を命じていたにもかかわらず4月3日にハンブ
• ルグ港からフランスの輸送会社"Ville de Virgo"が運び出した。
• 連邦政府は、パリに連絡し船の船長がエジプトで積み荷を降ろすように介入した。
• オプトロニク社の弁護士は、この押収には抗弁すると述べた。Bafaの介入で商売が出
• 来なくなった。輸出を引き受けたハンブルグ企業は驚いていると述べた。



• 2004-05-28 ヤッフー･ニュース（ＡＰ電）
• http://de.news.yahoo.com/040528/281/41yq4.html 
• 「北朝鮮に武器輸出を試みたことで禁固4年の判決」
• シュツットガルト発（ＡＰ）；北朝鮮への武器輸出を試みた、５８歳のエンジニアがフェンスの後ろに４年間いなくてはならない。
• シュツットガルト地裁で金曜日に、去年に北朝鮮の核武器プログラムのためにアルミニウムチューブを輸出しようとした男を有罪とす

る。
• チューブの輸送に関して責任があって、貿易会社の経営者の共同被告は、保護観察期間付きの１年３カ月間の判決を、彼は控訴す

る。
• 昨年4月にバーデンビュッテンブルグ州（baden - wurttembergischen）、ケーニスボロン（Konigsbronn）の会社 Optronic の主

被告の経営者は中国を通じて、北朝鮮へ２１４本のアルミニウム・チューブを輸出しようとした。
• 専門家によれば、チューブはウランが武器効率まで濃縮されることができるガス超(ultra) 遠心分離機の製造に適している。連邦政府

の介入で、それらはまだ地中海にあった貨物船で押収された。怪しい資材は北朝鮮のコマーシャルの会社によって発注されたと思わ
れる。

• 裁判官は判決言い渡しにおいて、主被告が武器貿易の開始から問題があることを疑いもなく意識していたことが証明されたわけでは
ないことを認めた。

• しかしながら、彼女（注；裁判長）は経営者は非合法の行動を意識していたことはいくつかの矛盾から、明らかと指摘した。
• それで、彼は特別なチューブを注文し、それは英国で生産されたが、それを直接に送るかわりにウルムに持ってきた。
• 「22トンのチューブをこの土地に置いて何をしようとしたのか？ そこで、経済的な問題はそれ自身が現れる」と裁判官は言った。
• 有罪者は、裁判で彼の無罪を主張して、チューブは中国の飛行機産業会社のガスタンクで使用されると述べた。
• それに対しての検察官は、被告は人々の平和な生活と重要なドイツと外国との関係を危険にさらしたと論じていた。

• 彼は武器管理（Kriegswaffenkontroll）そして外国経済法（Aussenwirtschaftsgesetz）に違反して核兵器の製造を促進する行動
を試みた。裁判官は判決結果においてこの議論に従った。

• 裁判官、検察官、弁護士が主被告の量刑についてすでに交渉していた。しかしながら、被告側の弁護士は、判決の受け入れは、それ
自身の罪を認めたわけではないことを強調した。

• 有罪者は５００、０００ユーロの保釈金(Kaution)に対して、拘留状の有効性は停止させる権利を得て、そして彼は刑罰を後に伸ばす
ことができる。

• それでに、彼は準備を整える時間を持つことができる。

• 判決では、ハンブルグでの貿易企業の共同被告の５３歳の経営者は１年3ヶ月の保護観察期間であったが控訴を望む。彼はチューブ
の輸送を担当していた。

• 男は陳述で共謀に異議を唱えた；彼はただ「貨物技術サービス」だけを行い、そしてチューブのアプリケーション目的の何も知らな
かったとした。

•



ジッペ遠心分離機
• 2004-02-03 南ドイツ新聞
• 「ガス遠心分離機はドイツ人の手から作られる」

• イラン及びリビアで核兵器の製造のために発見された設備は明らかにパキスタンから来たが、しかしデザインはドイツ製で
ある。両国はガス超遠心分離機技術をそれが５０年代、６０年代にドイツ人技師 Gernot Zippeの設計したものに置いた。

• By ハンス Leyendecker から

• 原爆の辞典；ガス遠心分離機（GUZ）- Ｇ１、そしてＧ２型は原子爆弾製造のための新しい技術ではない。１９１７年に北ボヘ
ミアで生まれた Zippeは物理学を学び博士号を得たが、１９４６年から戦争捕虜として他のドイツの科学者と一緒にロシアに
抑留されてガス超遠心分離機（GUZ Gas-Ultrazentrifuge）を開発していた。

• 研究者のグループは最初は黒海の研究所で、１９５２年からはずっとレニングラードで、働いた。彼らによって開発された設
備は Uran-２３５とUran-２３８の同位体分離をするものだった。ロシア人は「我々に１５パーセントの濃縮度を与えれば、
我々は満足する」と言った。

• ＜感謝として帰国を許す＞
• ドイツ人及びオーストリア人の技術者は３０パーセント濃縮度を達成して、そして１９５６年に帰国を許された。ジッペによると、

開発された遠心分離機はその時ソビエト連邦に原子爆弾の製造の大きな手段を与えた。

• Zippeが月曜日に南ドイツ新聞に述べたところでは、「帰国してみた西側の遠心分離機の技術はひどく遅れていた」と述べ
た。彼は遠心分離機製造に関して Degussa を助け、アメリカ合衆国のバージニア大学で彼の発明を教え、そしてドイツに
戻った。

• ＜サダムと一緒のビジネスのための５年間の禁固刑＞

• Zippeは後にユーリッヒ連邦原子力研究所で働き、１９７０年にはドイツ、英国及びオランダの間でのガス遠心分離機会社会
社 Urenco （以前は Uranit ）及びMANで働いた。

• 彼のGUZの１つのデモンストレーションモデル はドイツのミュンヘンの博物館に展示している。
• バイエルから元- MANの協同者は９０年代にサダム・フセインの援助をしたと注意を引いた。彼はGUZ の建設でバグダッド

を助けたとして、そして１９９９年に反逆罪のために５年の禁固刑を宣告された。
• (SZ vom 03.02.2004)



イランの核開発
• NPT署名国としてイランは保障措置を受けた民生の原子力学技術に権利を持っ

ている。
• 他方、もしそれが NPT をくぐり避けようとしているなら、それはその権利を失う。
• それが化石燃料の膨大な量を持っているのでそして動力原子炉を欲する理由を

持っていないので、イランがロシアとの取引をする理由は核兵器を追いかけるこ
とであるに違いないとは論じるものもいる。

• これは必ずしも本当ではない。イランは輸出のためにそのオイルとガスを節約す
ることを望むかもしれない、そしてそれは、もしそれがいっそう安く原子炉から電
気を作り出すことができたなら、利益があるであろう。

• ひどく低迷しているルーブルという条件のもとでこれは本当である可能性が高い。
他方、ウラン濃縮技術を購入することは経済の意味をなさない。濃縮された原子
炉級ウランとウラン濃縮容量の両方の世界の広範な供給過剰がある。

• イランは伝えられるところによれば相当な国内のウラン資源を持っているが、し
かしそれが海外で原子炉燃料を買うことができたよりいっそう安く民間目的のた
めにウラン濃縮プラントを開発して運転することはできないであろう。

• それはバーゲン地下室ウラン濃縮で（ロシアのように）外国に国内のウランを送
りさえすることができた。

• 同様にイランへの天然ウランの２０００トンの販売は国内の電力プログラムがそ
れがウラン濃縮にされなくてはならないので軽水炉で使われるために意味をなさ
ない。

• この量のウランは米国、ソ連といったそれらの国が彼らの最初の原子爆弾を開
発した場合に十分に利用可能であったよりいっそう多い。

• イランは１９９５年の春の NPT 協定の更新に反対した。



イランの原子力施設



イラン
ナタンツ
ウラン
濃縮
地下
施設



イラン・ブシャール原子力発電所
ロシアのＶＶＥＲ（ＰＷＲ）型炉

１０００ＭＷｅ



南アフリカの核兵器開発

95-03-31 朝日、南アは93年3月、「80年代に核兵器を6つ
作った後で廃棄した」公表した。

首都ﾌﾟﾚﾄﾘｱ近郊の丘陵に広がるﾍﾟﾘﾝﾀﾞﾊﾞ核施設高濃縮ｳﾗ
ﾝがまだ貯蔵、IAEAの査察が2週間に１度

AEC、南ア原子力公社、5000号棟、銀の鋤→核兵器の金
属材料、南アの核兵器計画；７つ目の原爆を準備中の89年
に計画を放棄､79年に米の衛星がｲﾝﾄﾞ洋で閃光を観測核実
験疑惑が持ち上がった。

NPTには１９９１年7月に加盟



イラクの遠心
分離機

• http://www.iraqwatch.org/perspectives/isis-alumtubes-092302.htm



正規の遠心
分離機



ウラン
核爆弾
の製造
に必要
な遠心
機の台

数

ウラン濃縮・分離作業量(SWU)
V価値関数＝（2xN-1)ln(N/1-N)
SWU=製品ｘ価値関数（製品濃縮度）＋
テイルｘ価値関数（テイル濃縮度）ー供給ｘ価値関数（供給濃縮度）

• 供給V(0.0072)=(2x0.0072-1)ln(0.0072/1-0.0072)=4.86
• 製品V(0.036)=(2x0.036-1)ln(0.036/1-0.036)=3.051
• テイルV(0.003)=(2x0.003-1)ln(0.003/1-0.003)=5.77

• SWU=3.05x1トン + 5.77x 7.05トン -4.86x 8.05トン=4.61
• 即ち4610kg SWU
• (ものの本にはＳＷＵは4531kgSWUとかいてある）

• ここで９３％ウラン濃縮を製造テイルを０．００３とすると
• 0.93x1=0.003xX +0.0072(1+X)
• 0.93-0.0072=X (0.003+0.0072)
• 0.9228=0.0102X
• テイルX=0.9228/0.0102=90.47
• 製品V(0.93)=(2*0.93-1)ln(0.93/1-0.93)=2.22
• SWU=1トンx2.22 + 90.47トンx5.77 -91.47トンx4.86=
• =2.22 + 522.01 -444.54
• =79,690 SWU
• もし25kgU-235 93%を生産するのには25*79.69=1992kgSWU

• 遠心機の能力が1kgSWU/年なら、１９９２台あれば、
• １年間に２５ｋｇの９３％濃縮度ウランが生産出来る。



• 2001-10-9 ABCニュース
• 「小さい核が大きな脅威」
• 専門家が恐れるシナリオはミサイルによる核攻撃で

はなく、スーツケース・サイズの容器に入れられた核
兵器による攻撃である。

• ○冷戦時代の爆発物
• 冷戦時代に米ソで開発された開発されたスーツケー

ス・ニュークは、ワシントンのホワイトハウスや、NY
の証券取引所周辺を破壊する力を持っている。米
国防省は1960ー80年代に、スーツケース大の163
ポンド（74kg）以下の特殊原子力爆破装置(special 
atomic demolition munition)を開発したが、軍
縮で廃棄した。ソ連も破壊工作のために同じものを
開発した。元FBI捜査官Oliver Revellによるとオサ
マ・ビンラディンはロシアのマフィアから購入を図って
いる。都市で使用されれば2ー3ブロックが破壊され、
放射性降下物が風下に巻き散らされる。実際のとこ
ろ核爆弾は、スーツケースではなく車やトラック、船
や、航空機に積載されるであろう。

The main one was the Mk-54, a cylinder 40 by 60 centimetes that 
weighed 68 kilograms (the warhead was a variation of one developed 
for the Davy Crockett nuclear recoilless rifle). It was fired by a 
mechanical timer and had a variable yield ("dial-a-yield") from 10 tons 
up to one kiloton. 300 SADMs were assembled and remained in the US 
arsenal until 1989. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Atomic_Demolition_Munition



ＭＩＲＶ（Multiple independently targetable reentry）vehicle



Ｂ６１熱核兵器（水爆）

The 141.6-inch long, 13.3-inch diameter bomb averaged approximately 
750 pounds

収率は０．３ｋｔから３４０ｋｔまでダイアルで可変



６．原子力を巡る国際政治・安全保障の将来

• １）東西冷戦の終了（１９８９年）

• ２）世界の多極化の始まり
• 湾岸戦争（１９９１年）
• コソボ紛争（１９９５年）

• ３）大量破壊兵器との戦い（２００１年９月１１日テロ後）
• 第二次イラク戦争（２００３年３月から）
• カーン・ネットワークの曝露（２００４年１１月）
• リビアの核兵器開発放棄（２００４年１２月）



• ＜国際政治の構造＞

• 米国を中心とする勢力

• それ以外の中間派（中国、ロシア、ＥＵ諸国）

• はぐれ国家＋テロ組織

• ＜安全保障（セキュリティ）＞

• 原子力開発は地球温暖化で追い風が吹いているの
が核不拡散対策との両立性が求められる



安全保障の担保のための条約

1947.9 コミンフォルム（共産党・労働者党情報局）設立

1949.1 コメコン（経済相互援助会議）設立
1949.4 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）(North Atlantic Treaty Organization：ＮＡ

ＴＯ)設立
１９５０ 中央条約機構（Central Treaty Organization 略称CENTO）イラク、トル

コ、パキスタン、イラン、イギリスがバグダット条約を調印

1954.9 東南アジア条約機構（略称は SEATO）アメリカ・イギリス・フランス・
ニュージーランド・タイ・フィリピン・パキスタン

1955.5.14 ワルシャワ条約機構（ソ連、ブルガリア、ハンガリー、ドイツ民主共和国
（東ドイツ）、ポーランド、ルーマニア、チェコスロバキア、アルバニア）

1960年 日米安全保障条約改定

1991年３月 ワルシャワ条約機構・軍事的機能が停止7月１日 解散



国際輸出規制レ
ジーム



主要国の軍縮・核不拡散体制



• I.原子力の平和利用
• 1.核不拡散防止条約（保障措置協定）1970
• 2.核物質防護条約 1987
• 3.包括的核実験防止条約 1996
• 4.核テロ防止条約 2005

• II.原子力の安全
• 1.原子力安全条約 1996
• 2.原子力事故の早期通報に関する条約 1986
• 3.原子力事故又は放射線緊急事態における援助に関する条約 1987
• 4.使用済燃料管理の安全及び放射性廃棄物管理の安全に関する合同条約 2001
• 5.廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1972(1993年に

すべての放射性廃棄物の海洋投棄を原則禁止）
• 6.原子力損害賠償条約（日本は未加入）ウィーン条約1977

• III.その他の協定など
• 二国間原子力平和利用協定(カナダ、英国、米国、フランス、豪州、中国)
• 原子力利用に関する主な交換公文(E/N Exchange of Note)(ドイツ、スウェーデン、

イタリア、韓国、旧ソ連、EUベルギー)

日本の結んだ原子力に関する国際条約



今後の展開

米国

英国

イラン

北朝鮮

ロシア

中国

フランス
EU

同盟国
ﾊﾟｷｽﾀﾝ ｲﾝﾄﾞ

韓国

ｲｽﾗｴﾙ

アラブ諸国
台湾

テロ組織

ﾌﾞﾗｼﾞﾙｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

日本



今後の対策項目

IAEA追加プロトコル

機微施設多国間管理
（支持国は少ない）

NPT条約

PSI
拡散ｾｷｭﾘﾃｨ・イニシアチブ

IAEA保障措置

ウラン濃縮

再処理

核物質
核物質防護

国際輸出規制レジーム



参考；軍縮協定



• http://www.infomanage.com/nonproliferation/primer/nwfaq/nfaq7.html
南極の条約（Antarctic Treaty）
• 署名国：４０カ国（１９９４）
• 日付：１９６３年８月４日
• 南極の軍事利用の防止、それには核兵器の持込や核実験を含む。
核実験禁止協定条約（Nuclear Test Ban Treaty）
• 署名国：合衆国、ＵＳＳＲ、ＵＫ
• 日付：１９６３年８月４日
• 地上の、水中の、あるいは宇宙（スペース）での核実験を禁止する。
外宇宙条約（Outer Space Treaty）
• 署名国：９３カ国（１９９４）
• 日付：１９６７年１月
• 宇宙（スペース）での核実験を禁止する。
Treaty of Tlatelolco
• Tlatelolco の条約
• 署名国：アメリカ合衆国と南アメリカのすべては南アメリカからアルゼンチンとブラ

ジル（１９９４年で２４の国）
• 日付e: １９６７年
• 南アメリカから核兵器を排除する。
限定核実験禁止協定条約（Limited Test Ban Treaty）
• 署名国：１２０カ国（１９９４）
• 日付e: １９６８
• 地上に、水中のあるいはスペースでの核実験を禁止する。



核拡散防止条約（NPT、Nuclear Non-Proliferation Treaty ）
• 署名国：１８６カ国（１９９７年４月）
• 日付：１９６８年、１９９５年５月１１日に無期限に更新
• 非核兵器の国家によって核兵器あるいは関連した技術の開発あるいは転送を禁止する。
• １９９７年４月の時点で主要な非署名者はイスラエル、インド、パキスタン、キューバとブラジルである
海底条約（Seabed Treaty）
• 署名国：８８カ国（１９９４）
• 日付: １９７１
• 大量破壊兵器を海底に、１２マイルの沿岸の主権限度を超えて運用することの禁止。
戦略核兵器禁止条約I、SALT I (Strategic Arms Limitation Talks I)
• 署名国：合衆国、ＵＳＳＲ
• 日付：１９７２年５月２６日
• 両方の署名国のための兵器庫の制限を置いた、既存の兵器庫の破壊はしない。
• 期限は１９７７年１０月３日までであったが、しかし両方の国がその限界に従い続けることに同意した。
閾値核実験禁止協定条約（Threshold Test Ban Treaty）
• 署名者：合衆国、ＵＳＳＲ
• 日付: １９７４
• 地下の核実験を１５０キロトンに制限した。
戦略核兵器禁止条約II、SALT I (Strategic Arms Limitation Talks I)
• 加盟国：合衆国、ＵＳＳＲ、ＵＫ
• 日付：１９７９年６月１８日（決して批准されなかった）
• もっときつい限界を武器庫の上に置いたので、若干数の武器破壊が必要とされる。
南太平洋非核ゾーン条約（Roratonga ）
• 署名国：１１カ国（1994) 
• 日付: １９８５年
• 南太平洋での核兵器の試験、運用、あるいは取得の禁止。
中距離核戦力条約（Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty  ）
• 署名国：合衆国、ＵＳＳＲ
• 日付：１９８７年１２月８日
• 短距離・中距離の核弾頭ミサイルを排除した。すべてのそのような武器が破壊された。



戦略兵器削減交渉I（START I、 Strategic Arms Reduction Talks I)
• 署名国：合衆国、ＵＳＳＲ
• 日付：１９９１（１９９４年１２月５日効力を発した）
• 武器庫をおよそ３０％のレベルで下げる。
• オリジナルの署名国 USSR はそれ以来分解したので、そして、ロシア、ベラルーシ、

Kazkhstan と最近ウクライナの国はSTART I Protocol に署名することによって、条約を支
持した。結果として、ウクライナが NPT に加入することについて、条約は１９９４年１２月に効
力を発した。

戦略兵器削減交渉II（STARTII、 Strategic Arms Reduction Talks II)
• 署名国：合衆国、ロシア
• 日付：１９９３；ロシアの Duma によって批准されていない、合衆国は上院は１９９６年に２００

３年までに合衆国とロシア両方の配備された（現役勤務）の武器庫を３０００-３５００の弾頭に
減らして、そして MIRVed ＩＣＢＭ（しかしSLBMs ではなく）を禁止する。弾頭が実際に破壊
されることを必要とされない。

• この条約は８７-４で１９９６年１月２６日に最終的に米国の上院によって批准された。
• 効力を発することは今ただロシア人、Duma の賛成だけを必要とする。それが公式に効力

を発しないなら、上院によって付加された条項では条約の遵守を禁止する。合衆国の計画で
は備蓄マネージメントのために、不明確な未来のために、より高い START―I のレベルでの
維持管理を想定する。

包括的核実験禁止条約（CTBT、Comprehensive Test Ban Treaty ）
• 署名国：１１１（１９９６年１１月６日の時点で）
• 日付：１９９６年９月１０日
• This treaty was intended to ban all nuclear tests (based on a negotiated 

definition of "nuclear test") by all nuclear weapon possessing states (declared 
or undeclared).

• この条約は（宣言されたか、あるいは宣言していない）すべての核兵器を所有している国に
よって（「核実験」の交渉された定義に基づいて）すべての核実験を禁止するように意図され
た。



戦略攻撃能力削減に関する条約（モスクワ条約）

• 米露両国は、2002年5月24日、モスクワでの米露首脳会談において、戦略核兵器の削減
に関する条約への署名を行った。条約の正式名称は「アメリカ合衆国とロシア連邦との間の
戦略的攻撃（能力）の削減に関する条約（the Treaty Between the United States of 
America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions）」であり、
通称名は「モスクワ条約」。

• 同条約の概要は、以下のとおり。

• 2012年までの10年間で、米露の戦略核弾頭を各々1700～2200発に削減することを定め
た、法的拘束力のある「条約」。（発効のため両国議会での批准が必要。）

• 前文と全5ヵ条からなる（約3ページの）非常に簡素なもの。
• 配備された戦略核弾頭数の削減を定めたもので、核弾頭自体、及び運搬手段（ICBM、

SLBM等のミサイル本体、爆撃機等）の廃棄は義務付けられておらず、米露両国とも削減し
た弾頭の保管が可能。

• （削減せずに保持する）戦略攻撃（核）兵器の構成、構造については両国が独自に決定する。
（ICBM、SLBM、戦略爆撃機等の種類と数、MIRV弾頭の保有等については、規制されな
い。）

• 条約履行のため、両国間の履行委員会を年2回以上開催。
• 削減状況の検証措置等は、START（I）の規定に基づくとともに、履行委員会に委ねられる。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/beiro/moscow.html


