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れている︒０２年９月１７日のピョン

を求める世論を高めていくことが問わ
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そして︑第４に︑核実験︑核保有に
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方の基本利益に合致するとともに︑地

制裁を解除し︑インドに対しては米印

非核化共同宣言︑米朝﹁枠組み合意﹂
︑

われる課題
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朝鮮の核実験に対しては︑国連安保理
りの理由があるからである︒また︑北

核独占体制を維持しようとするものに

は憲章第７章に基づく制裁決議︵ 1718

間の核取引を認めるに至った︒これに

問題の解決を求めていくことは当然で
あるが︑その時同時に日本の植民地支

日朝ピョンヤン宣言等いずれも対話・
協議の場であった︒

えていかなければならない︒北朝鮮に
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る協議であるが︑ゼロから話合いが始

実施という新たな状況の下で開催され

６カ国協議再開は合意された︒核実験

現すると言う立場は維持している︒ま

つつも︑他方では朝鮮半島非核化を実

れている︒北朝鮮は︑核実験を実施し

と運動を大きく広げていくことが問わ

さらに︑核軍縮・廃絶を求める世論

言で確認済みである！︶
︒

はならない︵これもまたピョンヤン宣

原爆投下後の広島中心部付近

よってインドは国際ウラン市場に自由
にアクセスできることとなった︒
また︑

核開発停止を求めることは当然である

た︑唯一の核戦力である潜水艦発射弾

配の清算も問われてくることを忘れて

が︑それと同時に核保有国に対して核

はできないが︑協議があくまで共同声

対話こそが問題解決を促すのである︒

軍縮の実行︑核廃絶へのプロセスを明

明の合意事項を基礎として進められる

イスラエルの核兵器保有は公然の秘密

確にするよう求めていくことが必要で

器 維持か放棄か﹂
︵
﹁朝日﹂ 11.4
︶を
巡って議論が高まっている︒世論調査

道ミサイル︵ SLBM
︶
﹁トライデント﹂が
更新時期を迎えている英国では︑﹁核兵

では︑
﹁トライデント﹂更新に反対が５

よう監視していく必要がある︒
鮮が置かれている現実を何ら踏まえな

次に︑今日本で横行している︑北朝
い議論︑情緒的な反北朝鮮キャンペー

ある︒また︑ダブルスタンダードを直
ちに止めさせないことには北朝鮮に核
放棄を迫ることはできない︒
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