
（別添）

「核の傘に関する政策アンケート」各政党回答表　（1/4）

 2009.8.14
ＩＣＮＮＤ日本ＮＧＯ連絡会

＜質問と回答＞ 理由

質問１：日本は現在、米国の＜核の傘（核抑止力）＞に依存する政策をとっていま
す。この政策についてどのようにお考えですか？

 ①　妥当な政策なので、引き続き核の傘の下に留まるべきである。
 ②　将来的には核の傘から出ることを目指すべきである。
 ③　日本はただちに核の傘から出るべきである。
 ④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

質問２：米国による＜核の傘＞が引き続き存続すると仮定して、その役割はどのよう
な脅威に対処するべきものであると考えますか？

 ①　核兵器による脅威、攻撃に限って対処する。
 ②　核兵器と大量破壊兵器(生物、化学兵器等)による脅威、攻撃に限って対処す
る。
 ③　核兵器、大量破壊兵器に加えて通常兵器も含めた脅威全般、攻撃全般に対処
する。
 ④　その他（米国と協議して対処する。）

質問３：核軍縮を前進させるための第１歩として、核兵器保有国は「核先制不使用」
(核兵器を最初には使わないこと）を宣言するべきであるという議論が、ＩＣＮＮＤを含
めた国際協議の場で高まっています。日本が米国に「核先制不使用」を宣言するよう
働きかけることについてどう考えますか？

 ① 無条件で賛成する。
 ② 条件つきで賛成する。
  （条件：        ）
 ③ 反対する。
 ④ その他（         ）

日本が米国に核の先制不使用を求めることについては、先制攻撃しませ
んと言ったとしても、意図を検証する方法はない。日本は守ってもらう立場
だが、日本の安全を確保する上で現実的な対応を行うべき。

質問４：日本が＜核の傘＞から出ることをめざすためには、あるいは、米国の核抑止
力への依存度を下げるためには、どのような条件を整える必要があるとお考えです
か？

 ①　地域的な非核・平和の枠組みを形成する。（例：北東アジア非核兵器地帯など）
 ②　非核の通常戦力を整備または増強する。
 ③　日本独自の核武装を検討する。
 ④　まず、＜核の傘＞から出ることを優先する。
 ⑤　＜核の傘＞から出ることや米国の核抑止力への依存度に変更を加えることを検
討する必要はない。
 ⑥　その他（世界に核廃絶を訴える）

●自由民主党（政務調査会）

＜質問と回答＞ 理由

質問１：日本は現在、米国の＜核の傘（核抑止力）＞に依存する政策をとっていま
す。この政策についてどのようにお考えですか？

 ①　妥当な政策なので、引き続き核の傘の下に留まるべきである。
 ②　将来的には核の傘から出ることを目指すべきである。
 ③　日本はただちに核の傘から出るべきである。
 ④　その他（　    　 ）

どのような状況において米軍が核を使用する可能性があるのか、そして
その際に日本はあらかじめ協議を受けることが可能なのかといった点に
ついての議論が、今までなされてこなかったことは問題です。
日本を守るために核が使用されることは、その核使用の結果として日本
が核の攻撃を受ける可能性がある以上、日本の意向を無視して決定され
るべきことではないと考えます。

質問２：米国による＜核の傘＞が引き続き存続すると仮定して、その役割はどのよう
な脅威に対処するべきものであると考えますか？

 ①　核兵器による脅威、攻撃に限って対処する。
 ②　核兵器と大量破壊兵器(生物、化学兵器等)による脅威、攻撃に限って対処す
る。
 ③　核兵器、大量破壊兵器に加えて通常兵器も含めた脅威全般、攻撃全般に対処
する。
 ④　その他（         )

いわゆる「核の傘」の下にあっても、核廃絶・核軍縮・核不拡散に取り組ん
でいくべきです。日米間でどのような脅威に対処していくかの議論を通じ、
両国間の共通理解を目指し、核兵器のない世界に向かって前進していく
ことが重要だと考えます。

質問３：核軍縮を前進させるための第１歩として、核兵器保有国は「核先制不使用」
(核兵器を最初には使わないこと）を宣言するべきであるという議論が、ＩＣＮＮＤを含
めた国際協議の場で高まっています。日本が米国に「核先制不使用」を宣言するよう
働きかけることについてどう考えますか？

 ① 無条件で賛成する。
 ② 条件つきで賛成する。
  （条件：        ）
 ③ 反対する。
 ④ その他（         ）

オバマ大統領と信頼関係を構築していく中で、話合いをしていく課題だと
認識しています。その際、核兵器による威嚇や核兵器の使用のない世界
を目指していくための手立てとして、そのあり方を検討していきます。

質問４：日本が＜核の傘＞から出ることをめざすためには、あるいは、米国の核抑止
力への依存度を下げるためには、どのような条件を整える必要があるとお考えです
か？

 ①　地域的な非核・平和の枠組みを形成する。（例：北東アジア非核兵器地帯な
ど）
 ②　非核の通常戦力を整備または増強する。
 ③　日本独自の核武装を検討する。
 ④　まず、＜核の傘＞から出ることを優先する。
 ⑤　＜核の傘＞から出ることや米国の核抑止力への依存度に変更を加えることを検
討する必要はない。
 ⑥　その他（　　　　）

北東アジア地域の非核化をめざします。

●民主党（本部、政策班事務局）



（別添）

「核の傘に関する政策アンケート」各政党回答表　（2/4）

 2009.8.14
ＩＣＮＮＤ日本ＮＧＯ連絡会

＜質問と回答＞ 理由

質問１：日本は現在、米国の＜核の傘（核抑止力）＞に依存する政策をとっていま
す。この政策についてどのようにお考えですか？

 ①　妥当な政策なので、引き続き核の傘の下に留まるべきである。
 ②　将来的には核の傘から出ることを目指すべきである。
 ③　日本はただちに核の傘から出るべきである。
 ④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

依然として核の脅威は存在しており、核を含む米国の抑止力に頼らざるを得ない
現実がありますが、核のない世界をつくるため、核軍縮・不拡散の現実的な努力
を積み重ねることが大切だと考えます。

質問２：米国による＜核の傘＞が引き続き存続すると仮定して、その役割はどのよう
な脅威に対処するべきものであると考えますか？

 ①　核兵器による脅威、攻撃に限って対処する。
 ②　核兵器と大量破壊兵器(生物、化学兵器等)による脅威、攻撃に限って対処す
る。
 ③　核兵器、大量破壊兵器に加えて通常兵器も含めた脅威全般、攻撃全般に対処
する。
 ④　その他（                               )　→選択なし（整理者の見なし。）

質問３：核軍縮を前進させるための第１歩として、核兵器保有国は「核先制不使用」
(核兵器を最初には使わないこと）を宣言するべきであるという議論が、ＩＣＮＮＤを含
めた国際協議の場で高まっています。日本が米国に「核先制不使用」を宣言するよう
働きかけることについてどう考えますか？

 ① 無条件で賛成する。
 ② 条件つきで賛成する。
  （条件：国際社会全般のコンセンサスが形成されることが先決だと考えます。）
 ③ 反対する。
 ④ その他（         ）

質問４：日本が＜核の傘＞から出ることをめざすためには、あるいは、米国の核抑止
力への依存度を下げるためには、どのような条件を整える必要があるとお考えです
か？

 ①　地域的な非核・平和の枠組みを形成する。（例：北東アジア非核兵器地帯な
ど）
 ②　非核の通常戦力を整備または増強する。
 ③　日本独自の核武装を検討する。
 ④　まず、＜核の傘＞から出ることを優先する。
 ⑤　＜核の傘＞から出ることや米国の核抑止力への依存度に変更を加えることを検
討する必要はない。
 ⑥　その他（　　　　　　　）

●公明党（本部）

＜質問と回答＞ 理由

質問１：日本は現在、米国の＜核の傘（核抑止力）＞に依存する政策をとっていま
す。この政策についてどのようにお考えですか？

 ①　妥当な政策なので、引き続き核の傘の下に留まるべきである。
 ②　将来的には核の傘から出ることを目指すべきである。
 ③　日本はただちに核の傘から出るべきである。
 ④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

アメリカの核戦力に依存する「核の傘」から脱却しなければ、核兵器廃絶のイニシ
アチブを発揮することができない。

質問２：米国による＜核の傘＞が引き続き存続すると仮定して、その役割はどのよう
な脅威に対処するべきものであると考えますか？

 ①　核兵器による脅威、攻撃に限って対処する。
 ②　核兵器と大量破壊兵器(生物、化学兵器等)による脅威、攻撃に限って対処す
る。
 ③　核兵器、大量破壊兵器に加えて通常兵器も含めた脅威全般、攻撃全般に対処
する。
 ④　その他（「核の傘」の存続に反対)

質問３：核軍縮を前進させるための第１歩として、核兵器保有国は「核先制不使用」
(核兵器を最初には使わないこと）を宣言するべきであるという議論が、ＩＣＮＮＤを含
めた国際協議の場で高まっています。日本が米国に「核先制不使用」を宣言するよう
働きかけることについてどう考えますか？

 ① 無条件で賛成する。
 ② 条件つきで賛成する。
  （条件：　　　　　　　　　　　　　　　）
 ③ 反対する。
 ④ その他（         ）

被爆国日本が最大の核保有国の米国に「核先制不使用」宣言を働きかけることで
核軍縮が前進する第一歩になる。

質問４：日本が＜核の傘＞から出ることをめざすためには、あるいは、米国の核抑止
力への依存度を下げるためには、どのような条件を整える必要があるとお考えです
か？

 ①　地域的な非核・平和の枠組みを形成する。（例：北東アジア非核兵器地帯など）
 ②　非核の通常戦力を整備または増強する。
 ③　日本独自の核武装を検討する。
 ④　まず、＜核の傘＞から出ることを優先する。
 ⑤　＜核の傘＞から出ることや米国の核抑止力への依存度に変更を加えることを検
討する必要はない。
 ⑥　その他（　　　　　　　）

日本が「核の傘」から出ることで、地域的な非核の枠組み形成や核兵器廃絶のイ
ニシアチブを発揮できる。

●日本共産党（中央委員会）



（別添）

「核の傘に関する政策アンケート」各政党回答表　（3/4）

 2009.8.14
ＩＣＮND日本ＮＧＯ連絡会

＜質問と回答＞ 理由

質問１：日本は現在、米国の＜核の傘（核抑止力）＞に依存する政策ととっていま
す。この政策についてどのようにお考えですか？

 ①　妥当な政策なので、引き続き核の傘の下に留まるべきである。
 ②　将来的には核の傘から出ることを目指すべきである。
 ③　日本はただちに核の傘から出るべきである。
 ④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すでに拡大抑止の実質的な役割は終っていると考えています。

質問２：米国による＜核の傘＞が引き続き存続すると仮定して、その役割はどのよう
な脅威に対処するべきものであると考えますか？

 ①　核兵器による脅威、攻撃に限って対処する。
 ②　核兵器と大量破壊兵器(生物、化学兵器等)による脅威、攻撃に限って対処す
る。
 ③　核兵器、大量破壊兵器に加えて通常兵器も含めた脅威全般、攻撃全般に対処
する。
 ④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すでに拡大抑止の実質的な役割は終わっていると考えていますが、当面、存続
させる場合は核兵器による脅威、攻撃に限って対処するものとすべきです。非核
兵器に対しても核で対処することとすれば核使用の閾が低くなり、核戦争のリス
クが高まります。また核の役割を限定し縮小することができなければ、核拡散の
リスクも高まっていきます。

質問３：核軍縮を前進させるための第１歩として、核兵器保有国は「核先制不使用」
(核兵器を最初には使わないこと）を宣言するべきであるという議論が、ＩＣＮＮＤを含
めた国際協議の場で高まっています。日本が米国に「核先制不使用」を宣言するよう
働きかけることについてどう考えますか？

 ① 無条件で賛成する。
 ② 条件つきで賛成する。
  （条件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ③ 反対する。
 ④ その他（         ）

日本は被爆国として核廃絶を訴えているのですから、核の役割を縮小し、核兵器
への依存を低めていく取り組みについては無条件に賛成すべきです。日本政府
は、米国の核戦力と通常戦力の「総和としての軍事力」を抑止力として、核と通常
戦争を区別しない方針をとっていますが、これが具体的な核軍縮の障害となって
おり直ちに改めるべきです。米国の核先制不使用宣言は、世界の核軍縮と核不
拡散体制に好ましい影響を与えることは間違いありません。

質問４：日本が＜核の傘＞から出ることをめざすためには、あるいは、米国の核抑止
力への依存度を下げるためには、どのような条件を整える必要があるとお考えです
か？

 ①　地域的な非核・平和の枠組みを形成する。（例：北東アジア非核兵器地帯など）
 ②　非核の通常戦力を整備または増強する。
 ③　日本独自の核武装を検討する。
 ④　まず、＜核の傘＞から出ることを優先する。
 ⑤　＜核の傘＞から出ることや米国の核抑止力への依存度に変更を加えることを検
討する必要はない。
 ⑥　その他（　　　　　　　）

通常兵器分野に限っても米国は世界最大の軍事大国であり、日本自身の防衛
力も世界有するの規模です。米国の核によらなければ抑止できない脅威は現実
に存在しません。まず＜核の傘＞の役割を縮小して、＜核の傘＞から離脱をは
かりつつ、地域的な非核・平和の枠組みを形成する努力を同時にすすめるべきと
考えます。すでに最大の核の脅威は核拡散の問題に移っており、冷戦型の核抑
止のイデオロギーから早期に転換することが求められています。

●社会民主党（政策審議会）

＜質問と回答＞ 理由

質問１：日本は現在、米国の＜核の傘（核抑止力）＞に依存する政策をとっていま
す。この政策についてどのようにお考えですか？

 ①　妥当な政策なので、引き続き核の傘の下に留まるべきである。
 ②　将来的には核の傘から出ることを目指すべきである。
 ③　日本はただちに核の傘から出るべきである。
 ④　その他（現実的、かつ新しい時代に合った安全保障政策を目指す）

わが国は北東アジアにおける北朝鮮核保有の脅威、中国による核の近代化と軍拡という緊迫した情勢
の中で、今日まで日米同盟に基づき米国の「核の傘」と「核抑止」に依存してきたものであり、今後も国
家の平和と安全、国民の生命と財産を守るために、核保有を選択しない以上、その関係を引き続き堅
持していく必要があると考えます。
また、日本は唯一の被爆国として、「核廃絶」を核保有国に呼びかける一方、米国の「核の傘」「核抑止」
にしっかりと依存する矛盾と重い現実がありましたが、オバマ大統領が「核テロ」阻止の目的でグローバ
ルな核軍縮・不拡散に軸足を移したことで、米国と歩調を合わせながら、核のない世界構築と平和主義
を掲げることができるものと考えます。
この転換期に、我国は新たな日米同盟関係を目指し、米国の「核の傘」「核抑止」に対する依存と世界
平和を実現する目的を共有する、新しい時代に合った安全保障政策を打ち出し、積極的な役割を果た
していくべきであると考えます。

質問２：米国による＜核の傘＞が引き続き存続すると仮定して、その役割はどのよう
な脅威に対処するべきものであると考えますか？

 ①　核兵器による脅威、攻撃に限って対処する。
 ②　核兵器と大量破壊兵器(生物、化学兵器等)による脅威、攻撃に限って対処す
る。
 ③　核兵器、大量破壊兵器に加えて通常兵器も含めた脅威全般、攻撃全般に対処
する。
 ④　その他（現実的、かつ新しい時代に合った安全保障政策を目指す）

1.の回答と理由で述べたとおりです。
日本は、国家の平和と安全、国民の生命と財産を守るために、米国の核の傘に依存
せざるを得ない現実があります。しかし、世界のどの地域で核爆発が起きてもはかり
知れない犠牲者が出るだけでなく、それは部分的破滅にとどまらず周辺地域の連鎖
的破滅につながるものであるため、「核抑止」を確実に維持しながら、それ以上に核
のない世界・「非核の傘」の構築に全力で邁進していくべきであると考えます。

質問３：核軍縮を前進させるための第１歩として、核兵器保有国は「核先制不使用」
(核兵器を最初には使わないこと）を宣言するべきであるという議論が、ＩＣＮＮＤを含
めた国際協議の場で高まっています。日本が米国に「核先制不使用」を宣言するよう
働きかけることについてどう考えますか？

 ① 無条件で賛成する。
 ② 条件つきで賛成する。
  （条件：生物・化学兵器や通常兵器等の核以外の脅威に対する抑止も議論から
除外しない）
 ③ 反対する。
 ④ その他（         ）

日本が米国に「核先制不使用」を宣言するよう働きかけることについて基本的に賛成
ですが、我国の平和と安全、国民の生命と財産を守るために確実なものでなければ
ならないので、テロ阻止の観点から、核以外の脅威に対する抑止に間隙があること
は、日本の安全保障上、万全の方法とは言えないと考えます。

質問４：日本が＜核の傘＞から出ることをめざすためには、あるいは、米国の核抑止
力への依存度を下げるためには、どのような条件を整える必要があるとお考えです
か？

 ①　地域的な非核・平和の枠組みを形成する。（例：北東アジア非核兵器地帯など）
 ②　非核の通常戦力を整備または増強する。
 ③　日本独自の核武装を検討する。
 ④　まず、＜核の傘＞から出ることを優先する。
 ⑤　＜核の傘＞から出ることや米国の核抑止力への依存度に変更を加えることを検
討する必要はない。
 ⑥　その他（　　　　　　　）

地域的な非核・平和の枠組みを形成する（例：北東アジア非核兵器地帯など）という
①の考えに賛同しますが、このことが、米国の「核の傘」「核抑止力」への依存度を下
げるための条件という質問の趣旨には同調できないと考えます。
核に依存しない安全保障体制の構築は遠い道のりになると想定されますが、日本の
平和と安全、国民の生命と財産を守るために、米国の「核の傘」「核抑止力」を確実に
維持しながら、米国の新たな核軍縮・核不拡散の動向を好機と捉え、共に核のない
世界の構築に邁進していくべきであると考えます。

●国民新党（事務局）



（別添）
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 2009.8.14
ＩＣNND日本ＮＧＯ連絡会

＜質問と回答＞ 理由

質問１：日本は現在、米国の＜核の傘（核抑止力）＞に依存する政策をとっています。
この政策についてどのようにお考えですか？

 ①　妥当な政策なので、引き続き核の傘の下に留まるべきである。
 ②　将来的には核の傘から出ることを目指すべきである。
 ③　日本はただちに核の傘から出るべきである。
 ④　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

唯一の被爆国として核兵器のない社会の実現を目指すべきです。

質問２：米国による＜核の傘＞が引き続き存続すると仮定して、その役割はどのような
脅威に対処するべきものであると考えますか？

 ①　核兵器による脅威、攻撃に限って対処する。
 ②　核兵器と大量破壊兵器(生物、化学兵器等)による脅威、攻撃に限って対処す
る。
 ③　核兵器、大量破壊兵器に加えて通常兵器も含めた脅威全般、攻撃全般に対処
する。
 ④　その他（                                            ）

質問３：核軍縮を前進させるための第１歩として、核兵器保有国は「核先制不使用」
(核兵器を最初には使わないこと）を宣言するべきであるという議論が、ＩＣＮＮＤを含
めた国際協議の場で高まっています。日本が米国に「核先制不使用」を宣言するよう
働きかけることについてどう考えますか？

 ① 無条件で賛成する。
 ② 条件つきで賛成する。
  （条件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ③ 反対する。
 ④ その他（         ）

日米同盟を世界平和実現に向けて活かすべきです。

質問４：日本が＜核の傘＞から出ることをめざすためには、あるいは、米国の核抑止
力への依存度を下げるためには、どのような条件を整える必要があるとお考えです
か？

 ①　地域的な非核・平和の枠組みを形成する。（例：北東アジア非核兵器地帯など）
 ②　非核の通常戦力を整備または増強する。
 ③　日本独自の核武装を検討する。
 ④　まず、＜核の傘＞から出ることを優先する。
 ⑤　＜核の傘＞から出ることや米国の核抑止力への依存度に変更を加えることを検
討する必要はない。
 ⑥　その他（　　　　　　　）

自衛のための最低限の戦力を保持することは当然であるが、外交交渉、外交努
力を重ね、地域、そして世界の非核化を進めていくべきです。

●新党大地（政策担当）


