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2010 年 3 月から米韓両国は、1973 年 3 月に発効した「米国と韓国の民生用原子力利用に係る協力協定」
の改定交渉を開始した。交渉の最大の論点は、新たな非核兵器国がウラン濃縮及び再処理の技術や施
設を保有することを防ぐとの核不拡散政策を取る米国が、韓国内での協定対象物質のウラン濃縮(20%未
満)及び使用済燃料の再処理（パイロプロセッシング）の実施に係り、事前同意を付与するか否かであった。
2015 年 11 月に発効した「米国と韓国の平和目的の原子力利用に係る協力協定」(新協定)では、協定附
属書記載の施設でのウラン濃縮及び再処理の実施を可能とし、事前同意が付与された。しかし新協定発
効の時点では、附属書には何の施設名も記載されておらず、つまり実際には現時点で韓国はウラン濃縮
及び再処理を実施することができず、それらは将来的なオプションとして残された。このような帰結は、両
国の事前同意に係る主張をそのまま取り入れたものではないが、現在の韓国の原子力活動にとってウラ
ン濃縮や再処理の実施が喫緊の課題かつ唯一の選択肢ではなく、それにも拘わらず韓国が国内でウラ
ン濃縮や再処理を実施すれば北朝鮮の挑発的な核活動をさらに助長しかねないこと、また米韓両国は
パイロプロセッシングの技術的・経済的フィージビリティ及び核不拡散性に係り共同燃料サイクル研究を
実施している途中であること等の諸状況を勘案すれば、両国が互いに折り合うことができる最大限の範囲
で現実的な着地点を見出した結果と分析することができる。
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From March 2010, the U.S. and the Republic of Korea (ROK) started a negotiation for revising
“Agreement for Cooperation between the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Korea Concerning Civil Uses of Atomic Energy” which had entered into
force in March 1973. A top priority of their negotiation was whether or not the U.S. grants its advanced
consent to the ROK’s engagement in uranium enrichment (less than 20%) and reprocessing
(pyroprocessing) of U.S.-origin nuclear material and spent fuel, despite the U.S.’s nonproliferation policy
of preventing emergence of new non-nuclear-weapon states with such sensitive capabilities. Under the
“Agreement for Cooperation Between the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Korea Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy” (“the new
agreement”) which entered into force in November 2015, the ROK has been granted to engage in
domestic uranium enrichment and reprocessing activities at certain facilities prescribed in Annexes III and
II to the Agreed Minute of the new agreement. As of the date of validation of the agreement, however, no
facility names have been appeared in both Annexes. Therefore, as a matter of practice, the ROK has not
yet been able to engage in those activities, although the new agreement creates options for the future.
Such result has not necessarily and directly reflected both states’ intention of the advanced consent, but
considering various facts including that 1) ROK’s domestic uranium enrichment and reprocessing
capabilities are neither only nor urgent requisites for ROK’s civil nuclear activities, 2) ROK’s acquisition
of such sensitive capabilities could further encourage DPRK’s provocative nuclear activities, and 3) the
U.S. and the ROK have been in the process of conducting “Joint Fuel Cycle Study”, in order to pursue
technical and economic feasibilities as well as nonproliferation characteristic of pyroprocessing, the new
agreement can be analyzed that it was a product of political, reality-based and acceptable compromise to
both states.
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1. はじめに

1972 年 11 月に米韓両国が署名、1973 年 3 月に発効し、1974 年 5 月に改定された「米国と韓国の民
生用原子力利用に係る協力協定」1）（旧協定）は、2014 年 3 月に 41 年間の有効期限を迎えることになっ
ていた（1973 年 3 月に発効した当初の協定の有効期間は 30 年であったが、1974 年に改定された協定で
延長期間は 41 年間に延長された）。そのため米韓両国は、2010 年 10 月から旧協定の改定交渉を開始し
たが、交渉は難航を極めた2）。米韓両国は協定失効を回避するため、2013 年 4 月、協定改定に係る「複
雑な技術上の問題」に更なる時間を要することを理由に、旧協定を 2 年間延長して交渉を継続することで
合意し3）、2014 年 3 月、米国国務省は、旧協定の改定交渉を 2016 年 3 月まで 2 年間、延長したことを公
式に発表した4)。それから約 1 年後の 2015 年 4 月、両国は「米国と韓国の平和目的の原子力利用に係る
協力協定」5）（新協定）が合意に至ったことを発表し、新協定は、同年 4 月のソウルでの仮署名6)、同年 6
月のワシントンでの正式署名を経て7)、同年 11 月に発効した8）。
本報告書の目的は、上記のような経緯で発効した新協定について、協定改定交渉での米韓両国の主
張と議論の論点を摘出し、その結果として結実した新協定の内容の把握とその背景や根拠の分析を行う
ことにある。本報告書の第 2 章及び第 3 章では、まず、協定改定交渉の論点を理解する上で必要となる
現在の韓国の原子力利用と核燃料サイクル技術の研究開発の状況を、パイロプロセッシングの内容や米
国と実施している共同燃料サイクル研究の内容等を含めて明らかにする。第 4 章では、旧協定の概要を
まとめた上で協定改定交渉での米韓両国の主張と論点の摘出を行う。第 5 章では、新協定において主要
論点について規定された内容を中心に、新旧協定の比較も含めて詳述し、第 6 章では論点についてなさ
れた米国議会での議論を記載する。第 7 章では新協定の主要論点につき、何故第 5 章で述べた内容と
して規定されるに至ったかを分析し、最後の第 8 章で全体のまとめを行う。
本稿のように、日本語で韓国の原子力利用や研究開発の現状、旧協定改定交渉の論点の整理と両国
政府の主張、新協定の内容と分析など、多くの事項を網羅し、かつ詳細に調査及び分析を行っている先
行研究はない。本稿が新協定を理解する上で一助となることを期待するものである。

-- 11 --
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2. 韓国における原子力利用及び研究開発の状況

2.1 概観
2016 年 1 月現在、韓国は 25 基の原子炉（総出力は約 23GWe）を有し、原子炉基数では世界第 5 位
である。韓国は、2035 年までに電力に占める原子力発電の比率を現在の 26％から 29％に引き上げるとし
ている9）。また現在、3 基の第 3 世代原子炉(APR-1400)を建設中で、さらに 4 基の APR-1400 と、4 基の
次世代原子炉(APR+)の建設を計画している。
韓国は原子炉の海外輸出にも積極的であり、既に 4 基の APR-1400 をアラブ首長国連邦(UAE)で建設
している。韓国は、2030 年までに原子炉 80 基（約 4,000 億ドル相当）を輸出、世界の新規原子炉建設の
20％を獲得し、米国、仏国あるいは露国に次ぐ世界の三大原子炉輸出国の１つとなることを掲げている。
ただし、原子炉の輸出には、韓国の原子炉開発がウェスティングハウス（WH）等の米国企業の原子炉を
基にしていることから、米国企業との協力が不可欠である。また韓国は米国が新規に建設中の原子炉
AP1000 の圧力容器等の主要機器を製作・供給するなど、米韓両国の原子力協力は相互に利益をもたら
し、その点で両国はお互いの原子炉ビジネスの海外展開の上でのパートナーとなっている。
核燃料サイクルについて、韓国は自国内でウラン濃縮や再処理を行っていないが、増え続ける使用済
燃料への対応は喫緊の課題となっている。そのため、ウラン資源の効率的利用と放射性廃棄物量の減容
等の観点から、将来的にはクローズド・サイクルの導入を意図し、自国でのウラン濃縮の実施を希求する
とともに、パイロプロセッシング（乾式再処理の一種で、使用済燃料を溶融塩に溶解した上で電気化学的
に分離することにより核燃料物質を回収するプロセス。詳細は付録 1 の「パイロプロセッシングの概要」を
参照）と、パイロプロセッシングによって回収したウラン、プルトニウム及びマイナーアクチニド（MA: Minor
Actinide）を含む金属燃料を用いるナトリウム冷却高速炉（SFR: Sodium Fast Reactor）の開発に取り組ん
でいる。現時点で、パイロプロセッシングは研究開発段階にあり、また SFR は概念設計後のシステム性能
試験の段階にあって 2020 年代半ば以降の原型施設の建設を目指している。
パイロプロセッシングの開発に先立ち、1991 年から、韓国では、重水炉で軽水炉使用済燃料を燃焼さ
せ、ウラン資源の節約と処分場の削減を図ることを目的として DUPIC（Direct Use of spent PWR fuel in
CANDU）プロセスの開発を実施してきた。

2.2 国家エネルギー基本計画
韓国はエネルギー資源に乏しく、その 97％を海外からの輸入に依拠しているため、電力供給における
原子力発電の位置付けは重要視されている。2014 年 1 月に公表された 2013 年から約 20 年間の中長期
需要計画に係る「第二次国家エネルギー基本計画(2013～2035)」では、2035 年までに電力に占める原
子力発電の比率を現在の 26％から 29％に引き上げるとしている。この計画では、2035 年までに 43GWe
の設備用容量を必要とし、既に計画されている 8.6GWe に加え追加的に 8GWe が必要となる 9)。ただしこ
の比率は、2008 年に策定された「第一次国家エネルギー基本計画」で示された 41％からは大幅に下方
修正されている。

-- 22 --
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韓国では、2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電の安全性に対する
懸念が広がり、エネルギー基本計画の設立に向けて設置された官民合同ワーキングループは、原子力
発電の比率を現在と同じ 20％台で維持することを 2013 年 10 月に公表された「エネルギー基本計画に対
する政策提案」の中で提言していた。「第二次国家エネルギー基本計画」で示された 29％の比率は、上
記提言の最大値を採用したものである10）。一方、韓国産業通商資源部が 2015 年 7 月に発表した「第 7
次長期電力需給基本計画」は、発電部門の二酸化炭素排出量を削減するため、2029 年までに 12 の原
子炉の運転を新たに開始（1 基の既存原子炉を閉鎖）し、計 36 基の原子炉を運転する必要があるとして
おり、それによれば原子力発電の比率は 28.2％となる11）。

2.3 原子炉
2.3.1 既存の原子炉
2016 年 1 月現在、韓国は 25 基の原子炉（総出力は約 23GWe）を有している。25 基の原子炉の内訳は、
加圧水型原子炉（PWR: Pressurized Water Reactor）、加圧重水炉（PHWR）、出力 100 万 kWe の韓国標
準型原子炉（OPR-1000）、出力 140 万 kWe の韓国標準型原子炉で第 3 世代原子炉の(APR-1400)の 4
種類であり、その詳細は表 1 の通りである。

表 1 韓国で運転中の原子炉

9)

(1/2)
2016 年 1 月現在

原子炉

炉型

設備容量
（MWe）

商用運転開始

閉鎖計画

Kori 1

PWR-WH

576

1978 年 4 月

2017 年

Kori 2

PWR-WH

640

1983 年 7 月

2023 年

PHWR-CANDU

657

1983 年 4 月

2022/2036 年

Kori 3

PWR-WH

1,011

1985 年 9 月

2025 年

Kori 4

PWR-WH

1,010

1986 年 4 月

Hambit 1

PWR-WH

961

1986 年 8 月

Hambit 2

PWR-WH

977

1987 年 6 月

Hanul 1

PWR-Framatom

963

1988 年 9 月

Hanul 2

PWR-Framatom

965

1989 年 9 月

Hambit 3

PWR （System 80）

1,000

1995 年 12 月

Hambit 4

PWR （System 80）

998

1996 年 3 月

Wolsong 2

PHWR-Candu

650

1997 年 7 月

Wolsong 3

PHWR-Candu

665

1998 年 7 月

Wolsong 4

PHWR-Candu

669

1999 年 10 月

Hanul 3

OPR-1000

997

1998 年 8 月

Hanul 4

OPR-1000

999

1999 年 12 月

Wolsong 1
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表 1 韓国で運転中の原子炉
原子炉

9)

(2/2)

設備容量

炉型

商用運転開始

（MWe）

Hambit 5

OPR-1000

994

2002 年 5 月

Hambit 6

OPR-1000

993

2002 年 12 月

Hanul 5

OPR-1000

998

2004 年 7 月

Hanul 6

OPR-1000

997

2005 年 4 月

Shin Kori 1

OPR-1000

999

2011 年 2 月

Shin Kori 2

OPR-1000

1,000

Shin Kori 3

APR-1400

1,340

Shin Wolsong 1

OPR-1000

998

Shin Wolsong 2

OPR-1000

1,000

計：25

閉鎖計画

2012 年 7 月
*

(2016 年 5 月)
2015 年 7 月

23,057

*

2016 年 5 月に商用運転開始予定

2.3.2 建設中及び計画中の原子炉（軽水炉）
2016 年 1 月現在、3 基の原子炉（APR-1400）が建設中で総設備容量は約 4.2GWe である。また、
APR-1400 と APR+が 4 基ずつで計 8 基（総設備量は約 11.6GWe）の原子炉建設が計画されている。その
詳細は表 2 及び表 3 の通りである 9)。

表 2 韓国で建設中の原子炉 9)
2016 年 1 月現在
原子炉

炉型

設備容量
（MWe）

建設開始

商用運転開始予定

Shin Kori 4

APR-1400

1,400

2008 年 8 月

2017 年 2 月

Shin Hanul 1

APR-1400

1,400

2012 年 7 月

2017 年 4 月

Shin Hanul 2

APR-1400

1,400

2013 年 6 月

2018 年 2 月

計：3

4,200
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表 3 韓国で計画中の原子炉 9)
2016 年 1 月現在
原子炉

炉型

設備容量
（MWe）

建設開始予定

商用運転開始予定

Shin Kori 5

APR-1400

1,400

2016 年 9 月

2021 年 3 月

Shin Kori 6

APR-1400

1,400

2017 年 9 月

2022 年 3 月

Shin Hanul 3

APR-1400

1,400

2018 年

2022 年 12 月

Shin Hanul 4

APR-1400

1,400

2019 年

2023 年 12 月

Cheonji 1

APR+

1,500

2022 年？

2026 年 12 月

Cheonji 2

APR+

1,500

2023 年？

2027 年 12 月

Shin Kori 7

APR+

1,500

Shin Kori 8

APR+

1,500

計：8

11,600
？：未確認

2.3.3 原子炉開発
韓国の商用原子力発電の初号基は、1970 年に韓国が WH にターンキー契約で発注し、1978 年に運
転開始した Kori 1 号機である。その後、韓国は WH や加国原子力公社（AECL: Atomic Energy of Canada
Limited）、仏国フラマトム（現在は AREVA の一部）、コンバッション・エンジニアリング（CE: Combustion
Engineering）の原子炉を採用した。
1980 年代半ばからは原子炉設計の標準化を意図し、1987 年には CE の System 80 蒸気供給システム
を標準化の基礎とすることを決定し、CE と 10 年間の技術移転プログラムを開始して自主技術の開発を行
った（この CE との技術移転プログラムは 1997 年に延長されている）。韓国標準型原子炉（KSNP: Korean
Standard Nuclear Plant）の一つで第 2 世代の原子炉 OPR-1000 （OPR: Optimized Power Reactor）は、
CE の System 80 と米国の先進型軽水炉（US Advanced Light Water Reactor）設計の要求事項を取り入れ
たものである。
1990 年後半から韓国は、KSNP の安全性、経済性、原子炉建設のスリム化等の改良を行い、第 3 世代
原子炉の APR-1400（APR: Advanced Pressurized Reactor）を開発した。APR-1400 は、2010 年に UAE で
4 基の原子炉建設契約を獲得した炉型であり、米国原子力規制委員会（NRC: Nuclear Regulatory
Commission）から第 3 世代原子炉として設計認証を受けている System 80+を改良したもので、主要設計
者は韓国電力技術株式会社（KOPEC: Korea Power Engineering Company）、主要製造者は韓国の斗山
重工業である。APR-1400 の出力は 1,400MWe、原子炉寿命は 60 年、KSNP や OPR-1000 よりも建設費
が 10～20％安価で、建設期間は通常 48 カ月とされている。なお NRC は 2016 年 1 月現在、APR-1400
の設計認証の審査を実施中である12）。
2007 年、韓国水力原子力発電（KHNP: Korea Hydro & Nuclear Power Company Limited）は、WH との
技術ライセンス契約を更新せず、代わりに共同開発技術を市場で展開するためのビジネス協力協定を締
結し、APR-1400 の開発と、輸出も可能な 1,500MWe 規模の先進「APR+」原子炉（第 3 世代+）の設計に乗
り出した。ただし米国は韓国が APR+の設計の権利を購入しなければ、米国や中国への原子炉輸出を許
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可しない意向であると言われている。また KOPEC は、特に欧州のフィンランドをターゲットとして
「APR1400-EUR」の開発も行っている 9)。

2.3.4 原子炉の輸出
韓国は、原子炉の開発実績及び 90％以上を誇る原子炉設備利用率に裏付けられ、2000 年代初頭
から原子炉輸出に乗り出した。2010 年 1 月に発表された「原子力発電輸出産業化戦略」では、原子力発
電を主力輸出産業とし、2030 年までに原子炉 80 基（約 4,000 億ドル相当）を輸出、世界の新規原子炉建
設の 20％を獲得し、米国、仏国あるいは露国に次ぐ世界の三大原子炉輸出国の１つとなることを掲げて
いる13）。
韓国は、中東では、ヨルダン、UAE、サウジアラビアと原子力協力協定を締結し、2009 年 12 月にヨル
ダンと同国初の研究炉（出力 5MWe）の建設に係る約 1 億 7,300 万ドルの契約を締結した（初装荷燃料と
１回分の取替用燃料は AREVA が供給）。同月末には UAE と、4 基の APR-1400 の設計及び建設と 3 年
分の初装荷燃料の供給、また原子炉耐用寿命の 60 年に亘る原子炉の運転支援、保守及び検査の請負
作業等を含む総計 400 億ドル（うち、原子炉 4 基の価格は約 204 億ドル14））の契約を締結した15）。韓国の
積極的な原子炉輸出を可能ならしめているのは原子炉の価格であり、韓国は、原子炉を韓国国内では
約 30 億ドル、UAE では約 50 億ドルの費用で建設すると言われている16）。
韓国は、UAE の他には、トルコ、ヨルダン、ルーマニア、ウクライナ及び東南アジア諸国に原子炉輸出
の販路を拡大しており、昨今では、エジプト、サウジアラビア、ベトナム、チェコへの原子炉輸出を見据え、
また原子炉の輸出だけでなく、原子炉の運転、維持及び保守契約にも乗り出すことを意図している。また
ラテン・アメリカ進出の足掛かりとして、2015 年 4 月、韓国電力公社（KEPCO: Korea Electric Power
Corporation）は、ブラジル電力公社（Eletrobras）及び国営のエレトロ・ニュークリア社（Eletronuclear）と原
子力分野の経験や情報、相互訪問等の協力に係る協定を締結している 9)。
韓国の原子炉ビジネスの展開と米国原子力産業界の係りについて、現在、建設あるいは計画中の
ARP-1400 は、上述した通り、米国の Combustion Engineering(CE)等由来の技術を基本としている。また
UAE で韓国が行っている ARP-1400 の建設について、米国の WH は KEPCO の再委託会社となっており、
KEPCO と UAE の約 204 億ドルの契約は、米国に約 20 億ドルのビジネスと 5,000 もの雇用をもたらしてい
るという

16)

。これは WH の作業が、原子炉の主要機器設備工事の全体の 48％を占め、かつ原子炉の 3

大核心技術と呼ばれる原子炉冷却材ポンプ、原発設計核心コード、原発制御計測装置を請け負ってい
ること等による17）。つまり、KEPCO は、米国から米韓原子力協力協定等の下での技術及び資機材の再移
転の許可を得られなければ、WH による全体の半分弱の主要機器設備工事を行うことができない。このこ
とは、また韓国が外国で原子炉ビジネスを展開すれば、必然的に米国の原子力産業界にも雇用の創出
と利益をもたらすことを意味する。さらに韓国の斗山重工業は、米国ジョージア州 A.Ｗボーグル原子力発
電所で建設中の AP1000（WH の PWR）に原子炉容器と蒸気発生器を供給し、またサウスカロライナ州
V.C サマー原子力発電所で建設中の AP1000 の原子炉周辺設備の調達および建設工事等を行っている
18）

。このように韓国の原子炉輸出は、同時に米国原子力産業界と米国経済に多大な雇用の創出と利益

をもたらし、韓国も米国での原子炉新設により経済的な便益を受ける。つまり、両国企業の原子炉ビジネ
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スの進展は双方に利益をもたらし、米韓両国が互いの原子炉ビジネスのパートナーであって、その前提と
しての米韓原子力協力協定の継続は必要不可欠であると言える。

2.3.5 高速炉の開発
韓国原子力研究所（KAERI: Korea Atomic Energy Research Institute）は、1992 年に金属燃料高速炉
の基礎研究を開始、1997 年からナトリウム冷却炉の KALIMER（Korea Advanced Liquid Metal Reactor、
600MWe）の設計、研究開発に段階的に取り組んできた19）,20）。2006 年には第 4 世代原子力システムに関
する国際フォーラム（GIF: Generation IV International Forum）のナトリウム冷却高速炉のシステム協定に
署名している。
 2012 年には、ナトリウム冷却炉開発機構（SFRA: Sodium Fast Reactor development Agency）が設
立され、SFRA の下で KAERI は後述するパイロプロセッシングの研究開発と並行して、高速炉の研
究開発を実施している21）。また KAERI は、KALIMER 開発の経験をベースに、使用済燃料中に存
在する超ウラン元素（TRU: Transuranium）を燃焼することを目的とした燃焼炉としての高速炉
PGSFR（Prototype Generation IV Sodium-cooled Fast Reactor）の概念設計を行っている。
 原型炉 PGSFR の炉型は、2028 年の完成予定を目指している。プール型ナトリウム冷却高速中性
子炉で、出力は 150MWe、炉心は、U-Zr 合金燃料/U-TRU-Zr 合金燃料 112 体で、熱交換器は 4
基であり、ナトリウム温度は出口で 545℃、入口で 390℃である。蒸気発生器は 2 基である。
韓国は米国が主導する国際原子力エネルギー・パートナーシップ(GNEP: Global Nuclear Energy
Partnership)及び後継の国際原子力協力枠組み(IFNEC: International Framework for Nuclear Energy
Cooperation） に加盟しているため、PGSFR のプロジェクトは米国政府から支援を受けている。2014 年 8
月、KAERI は、世界初の高速炉である EBR-II の実績を有する米国のアルゴンヌ国立研究所（ANL:
Argonne National Laboratory）と PGSFR に係る協力協定を締結し協力を開始するとともに、米国電力研究
所(EPRI: US Electric Power Research Institute)も KAERI を支援している 9)。

PGSFR の開発は、以下のスケジュールのように段階を踏んで進められている22）。並行して、ナトリウム系
統の主要機器である熱交換器や機械ポンプ、タンクやヒーター、コールドトラップ、電磁ポンプといった機
器の設計と製造（STELLA-1 計画：2009～2014）及び試験による設計・安全データの取得（STELLA-2 計
画：2005～2020）、金属燃料の開発、炉心解析コードシステムの検証と妥当性確認、安全解析コードモデ
ルの妥当性確認等が計画されている23)。
 2012 年まで：原型炉 PGSFR (15 万 kWe)の概念設計を実施


2017 年まで：システム性能試験等により安全解析評価を実施



2020 年まで：設計承認を取得(ただし認可プロセスは未確立)



2026 年まで：詳細設計を実施
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2028 年まで：原型炉 PGSFR の建設を完了

2008 年に韓国政府が承認し 2011 年に改定された「長期先進 SFR 開発計画」では、2016 年に軽水炉
の使用済燃料貯蔵施設が満杯となることに鑑み、高速炉と乾式処理（パイロプロセッシング）施設を導入
し、軽水炉使用済燃料を処理して減容し、ウラン資源の有効利用を図る方針を提示している。

2.4 天然ウラン及びウラン濃縮
天然ウランについて、韓国には既知のウラン資源はなく、天然ウランをカザフスタン、加国、豪州、ニジ
ェール等から購入している。しかし、2020 年には 8,900tU の天然ウランが必要となると予想されており、現
在、KEPCO や KHNP 等が加国のウラン探査に加わっている。また韓国鉱物資源公社（KORES: Korean
Resources Corporation）がアフリカ及び南アメリカのウラン鉱山に出資する意図を表明している 22)。
一方ウラン濃縮について、韓国は以前から米国ウラン濃縮公社（現在は Centrus Energy Corp.）や仏国
COGEMA（現在は AREVA）と長期契約を締結し、濃縮ウランを購入していたが、1990 年からはそれらの
国々に加えて露国の TENEX（テクスナブエクスポート、露国国営企業 ROSATOM の子会社）及び欧州の
URENCO から購入し、購入先の多様化を図っている24）。2007 年、KHNP は仏国 AREVA との間で、10 年
超の長期に渡り同社の Georges Besse-II プラントからウラン濃縮役務の提供を受けるとの 10 億ユーロの
契約を締結し、また 2009 年には同プラントの 2.5％の株式を保有し、原子炉燃料の安定供給を確保して
いる 9)。

2.5 燃料成形加工
韓国は、主に PWR 燃料を独国シーメンス社、重水炉燃料を加国 AECL から購入していたが、KAERI
が両社と技術提携して成形加工技術を開発し、現在では KEPCO 傘下の韓国原子燃料（KNFC: Korea
Nuclear Fuel Co.）が韓国内の炉に燃料を供給している 24)。

2.6 DUPIC
韓国は、原子力発電所のサイト内の中間貯蔵が 2016 年には貯蔵容量の限度に達する差し迫った状
況を背景に、低フィッサイル（核分裂性物質）燃料でも運転が可能であるという CANDU 炉の特徴を生かし、
軽水炉燃料の再処理を行うことなく資源の再利用を図る方法として、DUPIC（Direct Use of spent PWR
fuel in CANDU）を考案した。
DUPIC は、PWR の使用済燃料には天然ウランのフィッサイル（核分裂性物質 0.7％U235）量の約 2 倍
に相当する約 1.5％のフィッサイルが残留していることから、これを CANDU 炉で再利用するというものであ
る。これによって資源量を 30％節約し、廃棄物量を 70％減少させることが期待されている。
DUPIC は、1991 年に KAERI と米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)及び AECL との共同
研究として開始され、加国の支援を受けている。また DUPIC は、国際原子力機関（IAEA: International
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Atomic Energy Agency ） の 革 新 的 原 子 炉 及 び 燃 料 サ イ ク ル に 関 す る 国 際 プ ロ ジ ェ ク ト （ INPRO:
International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles）プロジェクトにおける韓国のテーマ
である 9)。
DUPIC プロセスは、PWR の使用済燃料をせん断し、酸化と還元を繰り返すことで燃料を粉砕するととも
に、酸素中で加熱して 40％の核分裂生成物（希ガス及び揮発成分）を追い出すボロキシデーション処理
を施した後、使用済燃料粉末をペレットに再加工して、燃料集合体に組み上げ、CANDU 炉燃料として再
利用するものである。再処理プロセスに比較して工程がシンプルである。核分裂性物質の分離は行われ
ないが、放射線量が高いため、遮蔽及び遠隔操作設備を必要とする。
DUPIC 燃料の製造には、KAERI の既存の試験施設である照射後試験施設（PIEF: Post Irradiation
Examination Facility）と照射材料試験施設（IMEF: Irradiated Materials Examination Facility）が用いられ
た。DUPIC 燃料の組み立てが行われた IMEF の M6 ホットセルは DUPIC 燃料開発施設（DFDF: DUPIC
Fuel Development Facility）と呼ばれている。
2000 年に、PIEF に PWR 使用済燃料が搬入され、25cm の燃料棒が切り出され、DFDF に送られた。
DFDF では、研究炉 HANARO（High-flux Advanced Application Reactor）での照射試験のための照射燃
料に加工され、2001 年から 2006 年にかけて HANRO で高燃焼度燃料を含む燃料に対し照射試験が実
施され良好な結果が得られた。しかし、開発が乾式再処理にシフトしたこと、KHNP が経済性を理由に導
入に慎重なこと25)により、現在、エンジニアリング規模の試験は凍結されている。

2.7 再処理（パイロプロセッシング）
パイロプロセッシング（Pyroprocessing）を含む乾式再処理技術の概要は付録 1「パイロプロセッシング
の概要」で説明を加えることとし、本節では韓国におけるパイロプロセッシング技術の研究開発状況につ
いて記載する。
韓国では、KAERI が 1997 年からパイロプロセッシングの研究開発を段階的に進めてきた26）、27）。パイロ
プ ロ セ ッ シ ン グ 関 係 の 試 験 は 、 先 進 使 用 済 燃 料 調 整 工 程 施 設 （ ACPF: Advanced Spent Fuel
Conditioning Process Facility）、DUPIC 燃料開発施設(DFDF: DUPIC Fuel Development Facility)、パイ
ロ プ ロ セ ッ シ ン グ ン グ 一 貫 工 程 実 証 施 設 （ PRIDE: Pyroprocess Integrated Inactive Demonstration
Facility）を使用して行う28)。
ACPF（Advanced Spent Fuel Conditioning Process Facility、先進使用済燃料調整工程施設）は、2001
年～2005 年に照射材料試験施設（IMEF: Irradiated Materials Experiment Facility）の地下に、最大 20kg
のウランを用いた電解還元実証試験が可能な実験規模施設として建設されたもので、2008 年には IAEA
が ACPF の保障措置を承認した。2006～2012 年には、ACPF でパイロプロセッシングの一部工程（前処
理工程、電解還元工程など）の研究を実施した。2013 年～2014 年には、リフレッシュ工事（規模を
20kg/batch から 1kg/batch にスケールダウン、不活性ガス雰囲気制御）を行い、2015 年からは模擬燃料
試験を実施している。2016 年からは実際の使用済燃料を使い試験を行うこととなっていたが、後述するよ
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うに現時点（新協定発効時の 2015 年 11 月時点、以下同）では韓国内では新協定により実際の使用済燃
料を使った試験は実施できない。
DFDF（DUPIC Fuel Development Facility、DUPIC 燃料開発施設）は、前述したように DUPIC 燃料の組
み立てが行われた IMEF の M6 ホットセルで、パイロプロセッシングでは試験で用いる使用済燃料の前処
理（せん断、脱被覆、ボロキシデーション等）を行が行われる。
PRIDE（Pyroprocess Integrated Inactive Demonstration Facility、パイロプロセッシングング一貫工程実
証施設）の能力は10t-HM/yで、パイロプロセッシングの実規模施設（ホットセルはなく、劣化ウラン及び模
擬燃料のみを使用する）であり、2007～2008年に施設の設計、2009～2012年に建設が行われた。2012
～2016年にパイロプロセッシングの実証試験（段階的に、塩のみ、ウラン、ウラン＋模擬物質を用いた電
解精製試験）を行うこととなっている。KAERIは、PRIDEの研究成果を受けて、2025年には商業規模の実
証を行い、将来的にはKAPF(Korea Advanced Pyroprocessing Facility、韓国先進パイロプロセッシング施
設)で年間数100t規模の使用済燃料処理を実施する計画である29）。
なお、米国が既にパイロプロセッシング技術の研究開発実績を有することから、2011 年 4 月 13 日にパ
イロプロセッシングを含む使用済燃料管理オプションを技術的・経済的フィージビリティ及び核不拡散(保
障措置を含む)許容性を精査するため、米韓両国は共同燃料サイクル研究（JFCS: Joint Fuel Cycle
Study）を実施することで合意した30）。JFCS の期間は 2011 年から 10 年間の 2020 年までで、以下のスケジ
ュール及び内容となっている31）。
 フェーズ 1（2011 年～2012 年）：実験室規模のパイロプロセッシングの技術的実現可能性の検証を
実施
 フェーズ 2（2013 年～2017 年）：軽水炉使用済燃料を用いたキログラム規模の処理の評価、燃料製
造開始
 フェーズ 3（2018 年～2020 年）：リサイクル燃料の製造及び照射を実施
JFCS の実施に係り、2013 年 5 月、DOE は、「燃料サイクルに関する共同研究の過程で一定の原子力
技術の移転に関する米国と韓国の間の協定（Subsequent Arrangement）」を連邦官報に告示32）し、同年 7
月 25 日に同協定は発効した。この協定は、原子力技術移転協定（NTT: Nuclear Technology Transfer
Agreement）と呼ばれており、この NTT には、米国核不拡散法（NNPA: Nuclear Non-Proliferation Act）33）
で機微技術（SNT: Sensitive Nuclear Technology）として定義されるパイロプロセッシング技術（NTT 内で
は electrochemical recycling process と記載されている）や、当該技術により建設される設備、設備の使用
により生産された核物質等に対する保障措置、平和利用目的への限定、核物質防護、再移転、再処理、
その他の形状・内容の変更に係る規制が含まれている34）。
SNT は、NNPA 第 4 条（6）で「ウラン濃縮、核燃料再処理施設もしくは重水生産の設計、建設、製作、
運転、保守に関する一般には入手できない重要な情報を意味し、生産施設、利用施設及びその重要な
構成部品に具現されている情報を含む。ただし、1954 年原子力法第 12 章により規制される秘密情報を
除く」と定義されている。旧協定の署名は 1972 年で、SNT を規定した 1978 年の NNPA 以前であり、旧協
定中には、SNT 及び SNT の移転に係る規定が存在していない。一方、米国原子力法（AEA: Atomic
Energy Act）35）第 127 条及び 128 条は、米国から他国への SNT の移転に係り、米国が他国に課す要件を
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記載している。つまり、米国から韓国への SNT 移転に関し、移転する SNT 及びその使用を通じて生産さ
れる核物質や設備に課す AEA 第 127 条及び 128 条記載の要件について、米国は韓国政府の同意を得
る必要があった。そのために AEA 第 131 条記載の実施取極（Subsequent Arrangement）として NTT が締
結されることになったものである

34)

（その意味で NTT は、「協定」と呼ばれているが、本来は AEA 第 131

条に基づく「実施取極」と呼ばれるべきものである）。
この NTT が締結されるまでの間、米韓の技術者間で試験用機器の設計・製作に関する情報を共有で
きなかったため、フェーズ２の作業に遅れが出たが、NTT の締結により、仮に米国のパイロプロセッシング
技術が韓国に移転される場合に必要な法的枠組みが整うことになり、JFCS はフェーズ 2 に移行すること
になった(SNT の移転は JFCS が成功裡に終了するために必要とされている)。ただし、NTT の対象となる
electrochemical recycling process（パイロプロセッシング）技術は、前処理工程と電解還元工程に係る情
報を含まないとしており、KAERI の ACPF 及び DFDF における研究の情報は規制対象とならない。さらに
NTT は、JFCS の過程で核物質の形状または内容の変更があり得ることを示唆し、その場合には両国が
適切な時期に形状または内容の変更に係る同意を付与することを検討すること、同意を付与する場合に
は付与する国である米国の所要の国内法規定に従うことを規定しており、NTT の締結は、韓国でのパイ
ロプロセッシング実施に係る米国の事前同意の付与とは異なるものであることを示唆している。

2.8 使用済燃料貯蔵
韓国では、毎年約 700 トン以上の使用済燃料が発生しているが、旧協定下では米国との共同決定がな
されておらず、韓国内でも海外でも韓国内で発生した協定対象となる使用済燃料の再処理を行うことが
できない。そのため、2024 年に運転開始予定の集中中間貯蔵施設（最終的には貯蔵容量 2 万トンを予
定）が完成するまで、使用済燃料は各原子力発電所のサイト内で貯蔵することになっている。2013 年末
現在、13,250 トンの使用済燃料が貯蔵されているが、2016 年には、一部の原子炉サイト内の貯蔵余容量
が限度に達する見込みであり、貯蔵施設の拡充等を図っても、2024 年には貯蔵容量が不足する36）。その
意味で、韓国にとって使用済燃料の貯蔵能力の構築は喫緊の課題であり、集中中間貯蔵施設の立地及
び建設を予定通りに進めることが必要不可欠である。
2015 年 6 月、韓国産業通商資源部（MOTIE: Ministry of Trade, Industry and Energy）が設置した使用
済燃料公論化委員会が、政府が 2051 年までに処分施設を建設し操業を開始すること、そのために処分
施設サイトや類似のサイト条件を有する地域で地下研究施所用サイトを 2020 年までに選定し、建設に着
手、2030 年から実証研究を開始することが望ましい、等の事項を含む 10 か条の「使用済燃料管理勧告」
を MOTIE 長官に提出している37）。
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3. 韓国での再処理実施に係る歴史的経緯と朝鮮半島非核化宣言

3.1 韓国内での再処理実施に係る歴史的経緯等
韓国内での再処理の実施に関し、韓国の安全保障の確保と維持の政治的切り札として利用された経
緯や、科学者が実験的に行った例がある。
1969 年のニクソン・ドクトリンで、米国はアジアの同盟国に対し安全保障の自助努力を求め、1970 年に
は韓国の反対にも拘わらず在韓米地上軍の一部を韓国から撤退させた。朴正熙大統領（パク・チョンヒ大
統領、現在の朴槿恵（パク・クネ）大統領の父親)は、直ちに国防科学研究所と兵器開発委員会を設置し、
うち兵器開発委員会は 1971～72 年にかけて核兵器の開発を全会一致で決定している。韓国政府は核
兵器製造のため、仏国、加国及びベルギーと再処理施設、研究用重水炉、MOX 燃料施設の購入交渉
を開始した。うち研究用重水炉は、イスラエル及びインドが核兵器製造目的でプルトニウムを生産するた
めに使用したものと同様の炉である。一方米国は、仏国、加国及びベルギーに施設の売却を止めるよう
圧力をかけるとともに、韓国に対しては核兵器開発を中止しなければ韓国への民生用原子力協力を停止
すると通告した。1975 年初頭、韓国は、米国による在韓米地上軍の撤退決定の撤回を条件に核兵器開
発を放棄し、核兵器不拡散条約(NPT: Nuclear Nonproliferation Treaty)に加盟するとともに、IAEA と包括
的保障措置協定（CSA: Comprehensive Safeguards Agreement）を締結した(INFCICR/23638）)。朴大統領
は米国に対し、「米国が韓国を防衛するか、それとも韓国が核兵器を所有するか」、の選択を迫ったとされ
る39）,

40）

。

また韓国は、IAEA との保障措置協定で事前通知が要求されているにも拘わらず通知を行わずに、
1982 年に KAERI の研究者が実験規模施設で照射ウランからプルトニウムを抽出したこと、また 2000 年に
は原子レーザー同位体分離法（AVLIS: Atomic Vapor Laser Isotope Separation）でウラン濃縮を行ったこ
と等を 2004 年に IAEA に報告している41）。
さらにパイロプロセッシングに関し、韓国は 1990 年代後半から KAERI でパイロプロセッシングの研究開
発を開始し、2011 年からは JFCS として乾式再処理に関し実績を有する米国国立研究所等と協力してき
た。韓国がそもそもパイロプロセッシングを選択しその研究開発を行うに至った経緯は必ずしも明らかで
はないが、米国で研究開発の実績があり、核拡散抵抗性の観点から米国の理解が得られやすく、また再
処理ではないと主張することにより 1992 年の朝鮮半島非核化宣言との関係もクリアできると考えたのでは
ないかとする説もある42）（ただし、ブッシュ(子)政権でパイロプロセッシングは再処理であると位置付けられ
ている43)）。

3.2 朝鮮半島非核化宣言と北朝鮮の動向
韓国と国境をなす北朝鮮は、ソ連からの原子力の援助を受けるに当たり 1985 年に NPT 加盟したが、
米国が韓国から核兵器を撤去するまで IAEA の査察を受け入れないとの姿勢であったため、IAEA と CSA
を締結していなかった。1989 年の米ソのマルタ会談で冷戦が終結、1991 年にブッシュ（父）大統領が自主
的核軍縮措置を打ち出し、韓国に配備されていた戦術核兵器が撤去されたことに伴い、1991 年 12 月、
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韓国と北朝鮮は「南北間の和解、不可侵、交流・協力に関する議定書」に署名し、盧泰愚（ノ・テウ）大統
領が「核不在宣言」を行った後、「朝鮮半島の非核化に関する南北共同宣言」に調印した（朝鮮半島非核
化宣言、発効は 1992 年）44）。朝鮮半島非核化宣言には、以下の 6 項目が盛り込まれており45）、第 3 項に
従えば、両国は再処理とウラン濃縮施設を保有できない。ただし当該宣言には法的拘束力はない。
1.

南と北は、核兵器の実験、製造、生産、搬入、保有、貯蔵、配備、使用をしない。

2.

南と北は、原子力エネルギーを平和的目的のみに使用する。

3.

南と北は、再処理施設とウラン濃縮施設を保有しない。

4.

南と北は、朝鮮半島の非核化を検証するために、相手側が選定して双方が合意する対象に対
して、南北原子力統制共同委員会が規定する手続きと方法で査察を実施する。

5.

南と北は、この共同宣言の履行のために、共同宣言発効後、1 カ月以内に、南北原子力統制
共同委員会を構成・運営する。

6.

この共同宣言は、南と北がそれぞれ発効に必要な手続きを経て、その文書を交換した日から効
力を発生する。

なお韓国は、1957 年の IAEA 設立時からのメンバーであり、1975 年に米国による安全保障担保を条件
とし核兵器開発を放棄して NPT に加盟、IAEA と CSA を締結した。2004 年には IAEA 追加議定書
（INFCIRC/236/Add.1）46）を発効させ、また 2008 年に拡大結論を得て、同年 7 月から統合保障措置に移
行している。その他、核物質防護条約47）、原子力関連資機材・技術の輸出国が守るべき指針を定めた原
子力供給国グループ（NSG: Nuclear Suppliers Group）48）に加盟し、また国連安保理決議 1540 に従い輸
出管理を履行している旨を報告している。
一方北朝鮮は、1993 年に IAEA の特別査察を拒否して NPT から脱退を表明、1994 年には IAEA から
の脱退を表明している。米朝合意により一度は NPT に留まったものの、2003 年に朝鮮半島エネルギー開
発機構（KEDO: Korean peninsula Energy Development Organization）が重油の供給停止を決定したこと
を受け、再度 NPT からの脱退を表明した。北朝鮮問題解決のため、6 カ国（米国、韓国、中国、露国、日
本及び北朝鮮）による外交努力が 2003 年から重ねられたが 2007 年以後中断している。北朝鮮は、2006
年 10 月、2009 年 5 月、2013 年 2 月及び 2016 年 1 月の計 4 回の核実験を行っている。2016 年 1 月現
在、北朝鮮は、NPT や IAEA 等の核不拡散規範の枠外に位置し、安保理決議や朝鮮半島非核化宣言を
無視して核活動を継続している。
上記のように、韓国は、核開発活動を継続する北朝鮮と国境を接し、また朝鮮半島及びアジア地域の
非核化と安全保障の担保が希求されているが故に、その原子力活動が平和目的であろうとも、常にそれ
が北朝鮮の核兵器開発活動を助長することにはならないか、引いてはアジアの核不拡散や安全保障が
損なわれることにはならないか、等のコンテクストから注視され、機微な原子力活動が規制されてきた。そ
れが韓国のジレンマである。
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4. 旧米韓原子力協力協定の特徴と協定改定の論点

米韓両国が 1972 年 11 月に署名、1973 年 3 月に発効し、1974 年 5 月に改定された「米国と韓国の民
生用原子力利用に係る協力協定」（旧協定）の協定改定交渉の論点は、①新協定における米韓両国の
平等性と双務性の確保、②米国原子力法(核不拡散法)が要求する二国間原子力協力における核不拡
散要件の新協定への盛り込み、そして韓国内における③ウラン濃縮及び④再処理（パイロプロセッシン
グ）の実施に係り、米国が事前同意を付与するか否かであり、それらの論点の詳細は以下の通りである。

4.1 協定の平等性と双務性
旧協定が署名された 1970 年初頭時点で、韓国は原子力資機材や技術の輸出国ではなく、米国から
韓国への一方的な原子力資機材や核燃料の供給のみが想定されていた。そのため旧協定は 1968 年の
旧日米原子力協力協定とほぼ同様の内容であり、「米国から韓国への原子力資機材の供与に伴う規制と
いう片務的性格を色濃く有して」42)おり、例えば米国から韓国への濃縮ウランの移転に付随する諸事項の
韓国からの了解の取り付けや、保障措置の適用に係る米国による権利の保有など片務的な条項が含ま
れていた。しかし現在の韓国は、原子炉輸出において米国の原子炉ビジネスのパートナーとなっており、
新協定においては、韓国が米韓両国の平等性と双務性を有する協定とすることを要求することが容易に
想定された。加えて 1968 年に締結された旧日米原子力協力協定は、米国から日本への一方的な規制を
付与するという片務的な性格を有していたが、1988 年に発効した現行の新日米原子力協力協定で日米
両国の平等性と双務性を有する協定に改定された。そのため韓国も新日米原子力協力協定と同様に、
新協定において平等性と双務性を要求すると想定された。

4.2 米国原子力法（核不拡散法）の要求
1978 年に成立した NNPA 第 401 条は、米国原子力法(AEA: Atomic Energy Act)を改定して、他国との
原子力協力について規定した第 123 条を新たに付加し、米国が他国や国際機関と原子力協力協定を締
結する際の要件として以下の 9 つの核不拡散要件を規定している。
1. 協力協定の対象となるすべての核物質、設備に対する恒久的な保障措置の適用
2. 非核兵器国との協力の場合、IAEA の包括的保障措置の適用
3. 協力協定対象となるすべての核物質、設備、機微技術が核爆発装置やその他の研究開発、他
の軍事目的に使用されないことの保証
4. 非核兵器国との協力の場合、相手国が核実験を実施した場合や IAEA 保障措置協定を停止、
あるいは破棄した場合の協定対象の核物質、設備の返還請求
5. 協力協定対象の核物質や秘密資料等を米国の同意なしに、認められた者以外の者や第三国
へ移転しないことの保証
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6. 協力協定対象の核物質への適切な核物質防護措置の適用
7. 協力協定対象の核物質の再処理、濃縮、形状・内容の変更に対する米国の事前同意
8. 協力協定対象のプルトニウム、ウラン 233、高濃縮ウランの貯蔵に対する米国の事前同意
9. 協力協定対象の機微技術を利用して生産、建設された核物質または施設に上記同様の要件
を適用すること
加えて NNPA 第 404 条（a）は、既存の原子力協力協定につき、大統領に対し上記の 9 つの要件を取り
入れた協定に改定すべく、協定の改定交渉を直ちに開始するよう規定している。例えば 1968 年の旧日米
原子力協力協定も、上記 AEA 第 123 条規定の要件を盛り込んだ形で 1988 年に改定された。しかし米韓
の間の旧協定は、1978 年の NNPA 成立後も改定されていなかった。ただし NNPA 第 405 条（a）は、NNPA
が既存の協定に従った協力継続に影響を与えるものではないことを規定しており、改定されなくとも協力
は継続する。
旧協定が改定されなかった理由は必ずしも明確ではないが、前項で述べた通り、1970 年代は米国の
在韓米地上軍の撤退決定に伴う米韓同盟関係の動揺と朴正熙政権の核兵器開発を巡る米国との対立、
米国から韓国に対する核兵器開発の放棄、NPT 加盟及び IAEA との CSA 締結に係る強硬な圧力、在韓
米地上軍の撤退決定の撤回、朴大統領の暗殺など、大きな変化が相次いだためと言われている49）。しか
し、現実的視点から捉えると、米国は 1970 年代半ば時点で韓国の安全保障の担保と引き換えに同国の
核兵器開発を放棄させるとともに再処理能力の導入も阻止し、一定の核不拡散を成し得たという点で、敢
えて協定改定を行う必要性を見いだせなかったのではないかと考えられる。上記に述べた AEA 第 123 条
記載の 9 つの要件のうち、旧協定は
1. 協力協定の対象となるすべての核物質、設備に対する恒久的な保障措置の適用
6. 協力協定対象の核物質への適切な物理的防護措置の適用
7. 協力協定対象の核物質の濃縮を行う際の米国の事前同意
8. 協力協定対象のプルトニウム、ウラン 233、高濃縮ウランの貯蔵に対する米国の事前同意
9. 協力協定対象の機微技術を利用して生産、建設された核物質または施設に上記同様の要件
を適用すること
が盛り込まれておらず、米国としては、AEA 上、これらの要件を新協定で盛り込む必要があった。

4.3 韓国内での協定対象ウランの濃縮の実施
上記の 9 つの要件のうち、「7. 協力協定対象の核物質の濃縮を行う際の米国の事前同意」について、
韓国内でのウラン濃縮に係り、旧協定締結時には米国から韓国に濃縮ウランが供給されることが想定さ
れていたため、旧協定では韓国内でのウラン濃縮についての既定は盛り込まれていなかった。しかし、
NNPA 第 402 条は、協定に規定がない限り、米国から輸出された核物質は米国の承認無しには濃縮でき
ないと規定しており、米国は輸出許可を発給する際に受領国からその旨のコミットメントを得ることとなって
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いた。したがって米国は、NNPA 成立以降、韓国に核物質を輸出する際に、米国の承認がない限りウラン
濃縮を行わないとのコミットメントを韓国に対して求めてきたと考えられる50）。つまり米国から韓国に供給さ
れた核物質の濃縮に関し、韓国は事実上米国の規制下にあり、米国の同意が得られなければウラン濃縮
を実施することができなかった。ただし、韓国は既存の市場から濃縮ウランを購入しており、自国でウラン
濃縮を行えないことが、韓国内の既存の原子炉の運転に直接的な影響を及ぼしているわけではない。一
方で、例えば韓国が自国のエネルギー安全保障等の観点から自らウラン濃縮を実施することを希求する
ならば、米国から協定対象核物質のウラン濃縮に係り、事前同意を要求するであろうことが予想された。

4.4 韓国内及び海外での協定対象使用済燃料の再処理の実施
米国から供給された核物質の再処理、形状または内容の変更について、旧協定では、保障措置が効
果的に適用されることに係る「共同決定(joint determination)」により、両国に受入れ可能とされる施設で行
うべきと規定されていた。しかし米国はこれまで共同決定に対する同意を韓国に付与しておらず、つまり
韓国は韓国内で協定対象使用済燃料の再処理を行うことも、また海外に使用済燃料送り、海外で再処理
することもできなかった。
韓国にある使用済燃料の約 60～70％は米国起源のものである 9)ことから、韓国は、国内で使用済燃料を
貯蔵せざるを得ない状況にあった。したがって韓国は、蓄積する使用済燃料の対応策の１つとして、韓国
での再処理(パイロプロセシング)の実施に係り米国に対して事前同意を求めていた。加えてこの事前同
意について、AEA は、事前同意の対象を、米国が供給した核物質だけでなく、米国以外の国が供給した
核物質でも米国が提供した設備に使用される場合には、事前同意が必要であるとしている。しかし旧協
定では、そのような規定が盛り込まれていないため、協定対象核物質を米国が提供した設備で使用する
場合にも事前同意が必要であるとの規定を新協定において新たに盛り込む必要があった。
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5. 新米韓原子力協力協定の概要

5.1 新協定発効までの経緯
旧協定の有効期間は協定発効日から 41 年間であり、旧協定は、2014 年 3 月 19 日に有効期限を迎え
ることになっていた。しかし、旧協定には自動延長の規定が無く、協定の失効を回避するには、新協定の
締結、あるいは旧協定の変更もしくは延長する協定の締結が必要となるため、米韓両国は、2010 年 10 月
から旧協定の改定交渉を開始した。
しかし 2014 年 3 月、米国国務省は、旧協定の改定交渉を 2016 年 3 月まで 2 年間、延長したことを発
表した 4),51)。その理由は、「複雑な技術上の問題(several complex technical issues)」に更なる時間を要す
るためであり、両国は既に、約 11 カ月前の 2013 年 4 月に協定を 2 年間延長する旨に合意していた 3),52)。
2014 年 3 月の旧協定の有効期間延長発表から約 1 年 1 カ月後の 2015 年 4 月、両国は改定協定(新
協定)が合意に至ったことを発表、4 月 22 日にソウルで、リッパート駐韓米国大使と韓国外交部の朴魯壁
（パク・ノビョク）原子力協力大使が新協定に仮署名し 6)、同年 6 月 15 日にワシントンで、DOE のモニッツ
長官と、韓国の尹炳世（ユン・ビョンセ）外交部長官が、正式に署名した 7),53)。協定の正式署名翌日の 6 月
16 日、オバマ大統領は、新協定を不拡散評価書(NPAS: Nonproliferation Assessment Statement)等と共
に米国議会に上程した54)。米国と他国との原子力協力協定は、議会への上程から 90 日間の継続会期中
に米国議会上下両院による合同不承認決議が可決されなければ所定の手続きを経て発効する (ただし、
いずれかの院が 3 日を超えて休会した場合は日数にカウントされない。なお、大統領が協定案を議会に
上程した後に議会が取り得る選択肢としては、①何も積極的な動きに出ず、協定案提出から 90 日間の継
続会期の経過により協定を発効させる、②上下両院による合同不承認決議の可決により協定の発効を阻
止する、③大統領に協定案の再提出を求める、④条件つきで協定を承認する、⑤協定の締結を制限す
る法案を成立させることにより発効を阻止する、がある。ただし②及び⑤の場合は、大統領が拒否権を発
動する可能性があり、その場合、当該拒否権を覆すには議会の 2/3 の多数が必要となる)。新協定は、議
会への上程（2015 年 6 月 16 日）から 10 月 29 日までの 90 日間の継続会期中に、米国議会上下両院に
よる合同不承認決議が可決されることはなく、同年 11 月 25 日に、リッパート駐韓米国大使と韓国の尹炳
世外交部長官が協定改定発効手続き完了の確認覚書を交わし55)、同日、新協定は発効した。

5.2 新協定の構成
新協定は、全 21 条の協定本文、合意議事録と 3 つの附属書(附属書 I、II、III)及びハイレベル二国間
委員会（HLBC: High Level Bilateral Commission）に係る合意議事録から成る。うち合意議事録は、「1.
協定の範囲」、「2. 保障措置」、「3. 再移転」、「4. 追加的な情報の交換」、「5. 形状または内容の変更」、
「6. 使用済燃料管理と処分（再処理に係る事項はこの 6.に含まれる）」、「7. ウラン濃縮」、に係り、詳細か
つ具体的な内容及び手続きを規定している。
附属書 I のセクション 1 には、合意議事録の「5. 形状または内容の変更」の第 1 パラグラフに従い、両
国が合意した協定対象使用済燃料の照射後試験と核分裂生成物(FP: Fission Products)の分離を行うこ
とができる 5 つの施設名(韓国の PIEF、IMEF、ACPF 及び DFDF と米国アイダホ国立研究所の Hot Fuel
Examination Facility)が記載されている。附属書 I のセクション 2 には、合意議事録の「5. 形状または内容
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の変更」の第 2 パラグラフに従い、両国が合意した超ウラン元素またはその他の特殊核分裂性物質（ウラ
ン 233 及びウラン 235）の分離を伴わない物質の固定化と処理(consolidation and treatment)を行うことが
できる 3 つの施設名(ACPF、DFDF 及び Hot Fuel Examination Facility)が記載されている。なお、上記の
施設は、「2.6 DUPIC」で述べた通り、いずれも DUPIC の施設である。
附属書Ⅱのセクション 1 には、合意議事録の「6. 使用済燃料管理と処分」に従い、両国が合意した使
用済燃料管理と処分の研究開発を行うことができる施設名と、附属書Ⅱのセクション 2 には、合意議事録
の「6. 使用済燃料管理と処分」に従い、両国が合意した使用済燃料管理と処分の実証・製造を行うことが
できる施設名が記載されることになっているが、現時点では、セクション 1 及び 2 には具体的な施設名は
記載されていない。
附属書 III には、合意議事録「7. ウラン濃縮」に従い、ウラン 235 の 20％未満の濃縮を行うことができる
施設名が記載されることになっているが、現時点では具体的な施設名は記載されていない。
HLBC に係る合意議事録には、HLBC の構成や使命、また HLBC の下に設置される 4 つのワーキング
グループ(WG: Working Group)について、具体的には「使用済燃料管理に係る WG」、「原子力輸出と協
力の促進に係る WG」、「核燃料供給の保証に係る WG」及び「核セキュリティに係る WG」の 4 つの WG の
構成、使命及び報告義務等が規定されている。

5.3 新協定の内容
5.3.1 新協定の平等性と双務性
新協定は、米国から韓国に対して一方的に義務を課していた旧協定とは異なり、米韓両国が同等に義
務を負う双務的な関係に基づいたものとなっている。
新協定は前文で、「差別を伴うことなく、また核兵器不拡散条約（NPT: Nuclear Nonproliferation
Treaty）の第 I 条（核兵器国の核兵器等の移譲の禁止及び核兵器等の製造等についての非核兵器国に
対する援助の禁止）、第 II 条（非核兵器国の核兵器等の受領、製造の禁止）及び第 III 条（非核兵器国に
よる保障措置の受諾、IAEA との保障措置協定の締結等）に従い、平和目的の原子力の研究、生産及び
利用の開発を行う NPT 締約国の奪いえない権利（inalienable right）を再確認する」ことを規定して、米韓
両国の原子力平和利用の権利を明言している。さら新協定は前文で、米韓両国が「互いの主権を損なう
ことなく平和目的の原子力利用のために新協定の手続きを行い、戦略的な原子力パートナーシップを持
続させるために予測可能でかつ信頼できる基盤に依拠する長期計画の必要性を認識し、平等と相互依
存に基づき発電用原子力利用と原子力産業界の発展に係りより高い水準に達する必要があるとの認識
を強調することにより、両国間の協力を拡大することを希求し～」と規定し、協定において原子力平和利
用に係る互いの主権を尊重すること、米韓両国が原子力利用において平等かつ相互に義務を負う戦略
的かつ信頼できるパートナーであることを規定している。
後述するように、米韓両国は核物質防護（第 12 条）、協定対象となる核物質等を核爆発や軍事利用し
ないという平和利用の保証（第 13 条）、IAEA 保障措置（第 14 条）の遵守に関して各々義務を負うとともに、
一方の国が協定対象核物質等のウラン濃縮、再処理、形状または内容の変更、再移転を行う場合は、も
う一方の国の事前同意が必要であり、また協定対象の高濃縮ウランやプルトニウム等の貯蔵にも他方の
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国の事前同意が必要であることを規定し、米韓両国が相互に義務を負う平等の立場であることを規定し
ている。
このように旧協定とは異なり、新協定では米韓両国の平等性と双務性が確保されたものとなっている。

5.3.2 ウラン濃縮
上述したように旧協定では韓国内でのウラン濃縮についての既定はなかったが、新協定第 11 条第 2
項は、米韓両国が、
(a)ハイレベル二国間委員会（HLBC）での協議後の書面による合意と、
(b)ウラン 235 の 20％未満の濃縮の場合に、附属書 III 記載の施設でウラン濃縮を行うことができるこ
と
を規定し、米国は、韓国内でのウラン濃縮の実施に関して事前同意を付与している。
また合意議事録「7. ウラン濃縮」は、HLBC においてウラン濃縮の技術的実現可能性、経済的実行可
能性、効果的な保障措置及び適切な核物質防護措置が適用されるか否か、ウラン濃縮が核拡散リスクの
重大な増加につながらないか等を協議し、もし両国が相互に受容可能なウラン濃縮の選択肢を共同で同
定するならば、両国は NSG ガイドラインを考慮して当該選択肢に適用する取極め(arrangements)を書面
で作成するとしている。また両国は、年毎に附属書 III 記載施設でのウラン濃縮活動に係る報告を交換す
ることを規定している。さらに合意議事録は、予期せぬ事態による核拡散リスクまたは国家安全保障の脅
威の顕著な増加を防ぐため、合意議事録附属書Ⅲに記載された施設でのウラン濃縮を一時的に停止
（suspend）することができると規定している。
しかし現時点では、附属書 III には何の施設名も規定されておらず、つまり実際には現時点で韓国は協
定対象となるウラン 235 の 20％未満の濃縮を実施することはできない。だが旧協定に比し、新協定が韓国
内でのウラン濃縮の実施が不可能ではないこと、また実施する際の具体的な要件及び手続きを明確にし
たことは、旧協定に比し大きな変化であり、将来的に両国の合意に基づき附属書 III に具体的な施設名が
記載されれば、韓国は当該施設で協定対象核物質のウラン濃縮を実施することが可能である。
なお、新協定第 8 条は、米国が、韓国に対し LEU 燃料供給の保証を行うために必要な行動を起こす努
力を行うと規定し、その中には米国から韓国への低濃縮ウランの輸出に係る許可の迅速な発給も含むこ
とを規定している。またハイレベル二国間員会に係る合意議事録では、同委員会の下に核燃料供給の保
証に係るワーキンググループを設置することを規定している。

5.3.3 使用済燃料の再処理、形状または内容の変更
新協定第 9 条は、まず使用済燃料管理について、「米国は、本協定に従う核物質または設備の使用を
通じて生産された照射済特殊核分裂性物質の貯蔵、輸送、処分を含む安全かつセキュアな管理を、韓
国を支援する実行可能な活動として考慮する。」と規定し、米国は、韓国での使用済燃料の再処理、形状
または内容の変更の実施に関して事前同意を付与している。
新協定第 11 条第 1 項は、協定対象となる使用済燃料の再処理、形状または内容の変更は、それらが
行われる施設を含め、両国の書面で合意した場合に行うことができることを規定しており、その具体的詳
細は、合意議事録の「5.形状または内容の変更」と、「6.使用済燃料管理と処分」で規定されている。なお、
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協定第 11 条第 3 項は、「形状または内容の変更」には、原子炉燃料の照射及び再照射、転換、再転換、
未照射の原料物質及び低濃縮ウランは含まれないことを規定している。
また、ハイレベル二国間員会に係る合意議事録では、同委員会の下に使用済燃料の管理に係るワー
キンググループを設置することを規定している。

5.3.3.1 使用済燃料管理と処分
合意議事録「6.使用済燃料管理と処分」は、協定対象核物質の使用済燃料管理と処分に係る再処理、
形状または内容の変更について以下を規定している。
 両国は、2011 年から開始している共同燃料サイクル研究（JFCS）の終了後、または両者が合意し
た時期に HLBC で協議を行い、協定に従う使用済燃料の管理と処分の適切な選択肢及び関連
技術の更なる開発や実証に係る選択肢を同定すること、
 当該選択肢が、再処理、形状または内容の変更を含む場合、両国は(a)技術的実現可能性、(b)
経済的実行可能性、(c)保障措置有効性、(d)核拡散リスクを増加させず、転用の適時な検知と早
期の警告を保証できること、(e)合理的に必要な量以上のアクチニド(原子番号 89 から 103 までの
元素の総称)の備蓄を防ぐこと、につき書面で合意した後、附属書 II のセクション 1 に記載の研究
開発施設で、また附属書 II のセクション 2 に記載の実証・製造施設で再処理、形状または内容の
変更を行うことができる。

しかし、現時点で附属書 II のセクション 1 及びセクション 2 には何の施設も記載されていない。つまり、
旧協定下での対応と同様に実際には現時点で韓国は協定対象となる使用済燃料管理と処分に係る再
処理、形状または内容の変更を実施することができない。
しかし、新協定が協定対象となる使用済燃料の再処理の実施が不可能ではないこと、また実施する際
の具体的な要件及び手続きを明確にしたことは、旧協定に比し、大きな変化であり、将来的に両国の合
意に基づき、附属書Ⅰに具体的な施設名が記載されれば、韓国は当該施設で協定対象使用済燃料の
再処理を実施することが可能である。また合意議事録は、予期せぬ事態による核拡散リスクまたは国家安
全保障の脅威の顕著な増加を防ぐため、合意議事録附属書 II に記載された施設での再処理、形状また
は内容の変更を一時的に停止（suspend）することが出来ると規定している。
なお新協定第 9 条では、米国が、韓国に対し協定対象核物質の貯蔵、輸送、処分等の安全かつセキ
ュアな管理を支援することを考慮することを規定している。また「ハイレベル二国間委員会に係る合意議
事録」では、同委員会の下に使用済燃料管理に係るワーキンググループを設置することを規定している。

5.3.3.2 形状または内容の変更
合意議事録「5.形状または内容の変更」は、新協定が協定対象核物質の形状または内容の変更につ
いて、協定対象となる使用済燃料の照射後試験と核分裂生成物(FP、例えばガス状のキセノンやクリプト
ン)の分離を附属書 I セクション 1 に記載の以下の施設で、また超ウラン元素またはその他の特殊核分裂
性物質（ウラン 233 及びウラン 235）の分離を伴わない物質の固定化と処理(consolidation and treatment)
を附属書 I セクション 2 に記載の以下の施設で各々実施することができることを規定し、各々につき事前
同意を付与している。
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 附属書 I セクション 1 に記載の施設:（協定対象使用済燃料の照射後試験と核分裂生成物(FP)の分
離を行う施設）
(a) 韓国原子力研究所(KAERI)の PIEF（Post Irradiation Examination Facility、照射後試験施設）
(b) KAERI の IMEF（Irradiated Materials Examination Facility、照射材料試験施設）
(c) KAERI の ACPF（Advanced Spent Fuel Conditioning Process Facility、先進使用済燃料調整工
程施設）
(d) KAERI の DFDF（DUPIC Fuel Development Facility、DUPIC 燃料開発施設）
(e) 米国アイダホ国立研究所の Hot Fuel Examination Facility(ホット燃料試験施設）

 附属書 I セクション 2 に記載の施設：（超ウラン元素またはその他の特殊核分裂性物質（ウラン 233
及びウラン 235）の分離を伴わない物質の固定化と処理を行う施設）
(a) KAERI の ACPF
(b) KAERI の DFDF
(c) 米国アイダホ国立研究所のホット燃料試験施設
附属書 I のセクション 1 及びセクション 2 記載の KAERI の施設の詳細は、「2.6 DUPIC」及び「2.7 再処
理(パイロプロセッシング)」の節で詳述した通りである。うちパイロプロセッシングに関して、ACPF は、IMEF
の地下に、最大 20kg のウランを用いた電解還元実証試験が可能な実験規模施設として建設されたもの
で、一方 DFDF は、DUPIC 燃料の組み立てが行われた IMEF の M6 ホットセルで、パイロプロセッシング
の試験で用いる使用済燃料の前処理（せん断、脱被覆、ボロキシデーション等）が行われる。
ここで注目すべきは、ACPF で行うパイロプロセッシングの電解還元工程の次の段階である使用済燃料
の電解精製（核物質の分離）を行う KAERI のパイロプロセッシングング一貫工程実証施設（PRIDE:
Pyroprocessing Integrated inactive Demonstration facility）が附属書 I のセクション 2 に記載されていない
ことである。つまり、新協定で現時点において米国は、韓国内でのパイロプロセッシングに関して、ACPF
や DFDF で行うボロキシデーションや電解還元の実施を認め事前同意を付与しているが、PRIDE で行う
予定の電解精製（核物質の分離）までは認めておらず、KAERI の施設では、実際にプルトニウムは使用
済燃料から分離されない、ということである。左記から考察すると、米国は協定上、事前同意を付与してい
るが、実際には現時点で韓国は使用済燃料からのプルトニウムの分離を起点とし、それ以前の工程を実
施することができるが、それ以降の工程の実施はできないと言うことである。

5.3.4 移転及び再移転
5.3.4.1 移転
新協定の第 2、4、6 及び 7 条は、情報、核物質、減速材、機器、構成部分、技術及び技術データの移
転を認めている。
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情報の移転：協定下で移転されない情報は、秘密資料（Restricted Data）及び「条約、国内法及び規
制の下で移転を禁じられている情報」である（第 4 条第 2 項及び第 3 項）。また米国から韓国に移転され
た情報が、新協定の適用を受ける条件としては、「米国政府から移転予定の通知を韓国政府へ通知し、
また米国から通知を韓国政府が受領したとの通知を米国政府に通告すること」を規定している（新協定第
2 条第 2 項）。
また新協定は、機微な原子力技術（第 1 条で「公知でなく、かつ主としてウラン濃縮、核燃料再処理、も
しくは重水生産のために設計され、もしくは使用され得るあらゆる施設の設計、建設、製造、運転または
保守にとって重要な情報（装置またはその重要部分に組み込まれた情報を含む）、または両当事国政府
の合意に指定される可能性のある他のそうした情報」と定義されている）と、プルトニウムを含む核燃料の
製 造 に 係 る 公 知 で な い 技 術 ま た は 情 報 の 移 転 は 、 本 協 定 の 修 正 ま た は 別 箇 の 取 極 め (separate
agreement)を条件に認めている(新協定第 4 条第 4 項)。
上述した通り、2013 年 5 月に米韓両国は、共同燃料サイクル研究（JFCS）を実施するため、AEA 第 131
条が規定する実施取極として、原子力技術移転協定（NTT: Nuclear Technology Transfer Agreement）を
締結した。この NTT が締結された理由は、米国核不拡散法（NNPA: Nuclear Nonproliferation Act）で機
微技術（SNT: Sensitive Nuclear Technology）として定義されるパイロプロセッシング（NTT 内でパイロプロ
セッシングは electrochemical recycling process と記載されている）を韓国に移転するに際し、1978 年の米
国核不拡散法により付加された AEA 第 127 条「米国の原子力輸出に係る基準」及び第 128 条「追加輸出
基準及び手続」が規定する移転の際の諸要件を韓国に対して満足させる必要があったためである。この
NTT は、新協定では、第 4 条第 4 項が規定する「別箇の取極め（separate agreement)」に該当するが、
DOE はこれに関し、「(NTT は必ずしも AEA 第 123 条に従って交わされた原子力協力協定に従って締結
されるものではないが、)協力の成果は結果的に 1972 年 11 月 24 日に署名された両国間の 123 協定（注：
原子力協力協定のこと）、その改定版及びその後継協定の対象である使用済燃料に適用されることにな
る」と説明している 32）。
核物質、減速材、機器、構成部分の移転：協定下で移転される特殊核分裂性物質は、試料等として使
用される少量の核物質と高速炉の装荷や運転、高速炉実験の実施に使用される場合の例外を除き、原
則として低濃縮ウラン(LEU)の形態のみである（第 7 条第 1 項前段）。ウラン濃縮、核燃料の再処理、重水
製造及びプルトニウムを含む燃料の製造のために設計または使用された施設と、そのような施設の運転
に必要不可欠な部分の移転は、本協定の修正または協定下での個別の取極めを条件に認めている（第
7 条第 1 項後段）。

5.3.4.2 再移転
新協定は以下の 2 つの再移転につき事前同意を付与している。
核物質、減速材、機器、構成部分の再移転：新協定第 10 条第 2 項は、米韓両国は協定に従い、一方
の当時国から移転された核物質（未照射の低濃縮ウラン(LEU)及び未照射の原料物質）、減速材、設備
及び構成部分と、それらを通じて生産された特殊核分裂性物質を、他方の当事国の認められた者、また
は両国が合意した両国の領域的管轄外の第三国に移転することに事前同意を付与している。ただし、合
意議事録「3.再移転」は、協定発効後に両国が交換する再移転先のリストに当該第三国が記載されてい
ること、移転国は再移転に係る記録を残し、再移転毎に非移転国その旨を通知すること、再移転品目が
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非移転国と第三国との協定要件に従うとの保証を得ることが必要であることを規定している。左記に関し、
想定され得るケースとしては、例えば新協定対象となる原子炉資機材を UAE に再移転する場合であり、
UAE が再移転先リストに掲載されていれば米国の個別同意は不要となる。一方でリストに掲載されていな
い国への再移転には個別同意が必要となるが、両国は、協議及びその旨の通知により新たな国をリスト
に追加することが可能である。
照射済燃料の再移転：新協定第 10 条第 3 項前段では、協定対象となる照射済燃料を米韓両国が合
意した第三国に再移転することに係り事前同意を付与している。合意議事録「3.再移転」は、両国の合意
に基づき協定対象の照射済燃料を貯蔵や再処理を目的とし、仏国、英国または第三国に再移転すること
ができることを規定している。ただし、例えば韓国が米国起源の使用済燃料を再処理のために仏国に再
移転する場合、韓国は再移転に先立ち、再移転する使用済燃料が米国と欧州原子力共同体
(EURATOM)の間の原子力協力協定の適用を受けるとの保証を米国に通知すること、韓国は再移転に係
る記録を残し、再移転毎に米国にその旨を通知することが必要となる。
また、再処理後に取り出された核物質（プルトニウム）の返還は、
i) 返還されたプルトニウムが新協定に従うこと、
ii) プルトニウムは両国が書面で合意した形態(注：例えば MOX 燃料)及び物理的防護措置の適用
が条件となる。旧協定下で米国は協定対象となる使用済燃料の韓国内及び第三国での再処理を認めて
おらず、韓国は蓄積する一方の使用済燃料の管理に苦慮していた(韓国には約 12,000 トンの使用済燃
料があり、毎年約 700 トンが発生する。2016 年には 1 つの原子炉の使用済燃料プールが満杯になる予定
であり、今後も多くの原子炉で同じような状況が続くことが懸念されている)が、新協定では海外再処理に
道が開けることになった。しかし例えば米国は、韓国が上記の再移転に係る要件に違反した場合や、核
不拡散やセキュリティの視点から両国が協議の後に異例の事態と決定した際には、移転の全部を撤回、
または一部の履行を停止することができることを規定している。
なお、日米原子力協力協定では、返還プルトニウムの形態等についての制約はない。

5.3.5 プルトニウム、ウラン 233 及び高濃縮ウランの貯蔵
新協定第 10 条第 1 項は、プルトニウム、ウラン 233 及び高濃縮ウラン(HEU)の貯蔵は、両国が事前に
同意した施設でのみでなされることを規定している。上述した通り、旧協定では本規定はなかったが、米
国としては AEA 第 123 条に基づき新協定では新たに規定する必要のある条項であった。

5.3.6 原子力産業分野における協力及び商取引の推進
新協定第 5 条及び第 6 条は、米韓両国が、原子力産業分野において核物質、機器、構成物及び科学
技術情報等の交換を促進すること、核物質、機器及び構成物等の商取引を推進すること、商取引に係る
輸出入許可や技術データの移転承認等に係る許認可を促進することを規定している。後者に係り、具体
的には、技術の移転に関しては DOE の Part 810「外国の原子力活動の支援」の規制56)、核物質や資機
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材の移転に関しては原子力規制委員会(NRC: Nuclear Regulatory Commission)の Part 110「原子力機器
及び物質の輸出入」57)の規制における迅速な発給を促している(新協定第 6 条第 2 項)。
これらの条項は片務的であった旧協定とは異なり、米韓両国が戦略的な原子力のパートナーとして位
置付けた双務的な新協定の趣旨に沿うものであると考えらえる。また、このような協定は、例えば日米原
子力協力協定をはじめとする他の原子力先進国との原子力協力協定にも見られないユニークな条項で
ある。

5.3.7 物理的防護
新協定第 12 条は、協定対象核物質等につき、少なくとも IAEA の核物質及び原子力施設の物理的防
護に関する核セキュリティ勧告（INFCIRC/225/Rev.5）と同レベル及び改正核物質防護条約の規定に沿
った物理的防護方法を要求することを規定している。なお、ハイレベル二国間委員会に係る合意議事録
では、同委員会の下に核物質防護を含む核セキュリティに係るワーキンググループを設置することを規定
している。上述したように、旧協定では物理的防護に係る規定はなかったが、米国としては AEA 第 123 条
が規定する 9 つの要件の１つとして、協定に盛り込むべき事項であった。

5.3.8 保障措置
新協定第 14 条は、韓国に移転された協定対象核物質等が、韓国と IAEA の保障措置協定（包括的保
障措置協定）と追加議定書（AP：Additional Protocol）、米国に移転された協定対象核物質等は、米国と
IAEA の保障措置協定（ボランタリー保障措置協定）と AP に従うことを規定する。なお、左記の保障措置
協定が適用されない場合は、フォールバック保障措置（IAEA による保障措置が適用されなくなった場合
に、原子力資機材の供給国によって適用される保障措置）が適用される。旧協定では、韓国のみに IAEA
保障措置協定の遵守義務が課されていたが、新協定では双務的に、米国も韓国同様に IAEA との保障
措置協定を遵守する義務があり、また両国が AP を遵守する義務が規定された。

5.3.9 ハイレベルニ国間委員会
新協定第 18 条第 2 項は、民生用原子力エネルギーに係り相互に利益を有する分野での戦略的協力と
対話を促進するために、米国政府は DOE 副長官、韓国は外務省副大臣が委員会議長として主導するハ
イレベルニ国間委員会（HLBC）を設立することを規定する。また HLBC に係る合意議事録は、HLBC は、
少なくとも年 1 回開催され、両国が交互に開催をホストし、HLBC の下には、燃料供給保証、使用済燃料
管理、輸出協力、核セキュリティの 4 つのワーキンググループ（WG）を設置し、各 WG は少なくとも年 1 回
開催され HLBC の年次会合で報告を行うこと、既に各々の国から指名された代表者から構成され、政府
間の活動調整及び促進を行っている共同常任委員会(JSC: Joint Standing Committee)は、HLBC に報告
を行うとともに、JFCS の運営委員会（Steering Committee）は、その研究成果を HLBC に報告すること等を
規定している。
なお、4 つの WG の目的及び検討内容は以下の通りである。
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A. 使用済燃料管理に係る WG
 目的：安全かつセキュアな使用済燃料管理の強化に係る協力の促進
 検討内容：
(a)

使用済燃料の貯蔵、輸送及び処分に係る研究、開発、実証及び技術協力

(b)

各々の国における使用済燃料管理に係る選択肢の多様化のための共同の取り組み

(c)

環境、公衆衛生、安全に与えるインパクトを最小限にするための使用済燃料管理に係
る先進技術の開発

(d)

放射性廃棄物等安全条約及びその他の国際協力メカニズムの効果的な履行に係る協
力

(e)

原子力発電プラントの廃止措置に係る経験の交換及び協力

B. 原子力輸出と協力の促進に係る WG
 目的：原子力輸出と協力の促進
 検討内容：
(a)

個々の供給者、運転者、事業者、投資家を含む世界的な原子力取引の拡大と両国間
の原子力取引の協力の促進方法

(b)

輸出入許認可と他の権限の付与の促進の可能性

(c)

多国間の輸出管理ガイドラインの更なる進展と世界の民生用原子力取引への影響

(d)

政府と民間企業が原子力輸出に係る義務を十分に認識していることを確保すること

C. 核燃料供給の保証に係る WG
 目的：信頼できる核燃料供給に係る協力の促進
 検討内容：
(a)

原子力エネルギーの長期的な持続性の評価と両国のエネルギーセキュリティへのイン
パクト

(b)

核燃料市場の予測可能性と安定性を維持かつ強化の取り組み

(c)

核燃料市場に係る情報、評価及び分析の交換

(d)

核燃料市場の予測できない途絶の評価とそのような途絶の際の相互支援の可能性

(e)

信頼できる核燃料供給のための二国間及び多国間メカニズムの開発

D. 核セキュリティに係る WG
 目的：核セキュリティに係る協力の促進
 検討内容：
- 25 --
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(a)

高濃縮ウラン(HEU)と分離プルトニウムの民生利用を最小限にするための方策の同定

(b)

2005 年の改正核物質防護条約を発効させるための努力を含む世界的な核セキュリテ
ィの法的枠組みを強化する方策の模索

(c)

特に国連や IAEA など、使命の 1 つに核セキュリティを有する国際機関の努力の強化

(d)

大量破壊兵器の拡散に対抗するためのグローバル・パートナーシップ及び核テロリズム
に対抗するためのグローバル・イニシアティブ(GICNT)を含む世界的な核セキュリティの
イニシアティブにおける協力

(e)

CoE(Center of Excellence)のさらなる発展を通した強化を含む核セキュリティ文化の促
進のための地域的、国際的な協力の強化

(f)

原子力施設に対するサイバーテロへの対処

(g)

核物質や施設の物理的防護分野におけるベストプラクティスの同定

報道によれば、2016 年 4 月 14 日、米韓両国は韓国ソウルで第 1 回 HLBC を開催した。HLBC では、
米国のエリザベス・シャーウッド・ランデル DOE 副長官と、韓国の Cho Tae-yul 外務省副大臣を共同議長
とし、原子力専門家や両国政府の代表者から構成される上記の 4 つの WG を公式に設立し、各々の WG
は作業内容と行動計画を記載した報告書を HLBC に提出したという58)。両国は、同年 3 月 3 日に上記
HLBC を開催することで合意していた59)。

5.3.10 協定の有効期間
新協定第 21 条は、新協定の有効期間は 20 年で、その後、5 年のみ更新され得ると規定する。また協
定発効から 17 年後に、両国は速やかに各々の目的の達成のために協定の有効性につき協議し、協定を
延長するか否かを決定するとしている。旧協定の有効期間は 30 年であったことに比べると、10 年、あるい
は更新を考慮すれば 5 年短い。後述するように、新協定に係る上院外交委員会の公聴会に証人として出
席したトーマス・カントリーマン米国国務省国際安全保障・不拡散担当次官補によれば、協定期間の短縮
は、技術の進展を踏まえた韓国の希望に沿ったものだという（詳細は次項を参照）。

5.3.11 新旧協定の比較（対比表）
上記に述べた新協定の概要と旧協定との比較は以下の表 4 の通りである。

- 26 --

再処理

ウラン濃縮

保障措置

7
2
-

- 27 チニドの備蓄を防ぐこと、

済燃料管理と処分に係る再処理、形状または内容の変更を実施することはできない。

 しかし、現時点で附属書 II のセクション 1 及び 2 には何の施設も記載されておらず、実際には現時点で韓国は協定対象となる使用

設で再処理、形状または内容の変更を行うことができる。

につき書面で合意した後、附属書 II のセクション 1 に記載の研究開発施設で、また附属書 II のセクション 2 に記載の実証・製造施

措置有効性、(d)核拡散リスクを増加させず転用の適時な検知と早期の警告を保証できること、(e)合理的に必要量以上のアク

合には、保障措置適用可能性に係る共同決定が必要

 当該選択肢が、再処理、形状または内容の変更を含む場合、両国は、(a)技術的実現可能性、(b)経済的実行可能性、(c)保障

従う使用済燃料の管理と処分の適切な選択肢及び関連技術の更なる開発や実証に係る選択肢を同定すること、

 2010 年から開始している共同燃料サイクル研究（JFCS）の終了後、または両者が合意した時期に HLBC で協議を行い、協定に

 協定対象核物質の使用済燃料管理と処分に係る再処理と形状または内容の変更について、両国は、

時点で韓国は協定対象となるウラン 235 の 20％未満の濃縮を実施することはできない。

 ただし、現時点（新協定発効の 2015 年 11 月の時点、以下同）では、附属書 III には何の施設名も記載されておらず、実際には現

書 III 記載施設でのウラン濃縮活動に係る報告を交換。

を共同で同定するならば、両国はガイドラインを考慮して当該選択肢に適用する措置を書面で作成する。また両国は、年毎に附属

か否か、ウラン濃縮が核拡散リスクの重大な増加につながらないか等を協議し、もし両国が相互に受容可能なウラン濃縮の選択肢

 HLBC では、ウラン濃縮の技術的実現可能性、経済的実行可能性、効果的な保障措置及び適切な核物質防護措置が適用される

 (b)ウラン 235 の 20％未満の濃縮の場合。

 (a)ハイレベル二国間員会（HLBC）での協議後の書面による合意があり、また

に関して事前同意を付与。

 米韓両国が以下の場合に附属書 III 記載の施設でウラン濃縮を行うことができることを規定し、米国は、韓国でのウラン濃縮の実施

力資機材の供給国によって適用される保障措置）が適用される。

 上記の保障措置協定が適用されない場合は、フォールバック保障措置（IAEA による保障措置が適用されなくなった場合に、原子

受領国の施設で再処理、形状または内容の変更を実施する場

なし

されない場合の米国による直接保障措置を要求

 IAEA 保障措置（保障措置移管協定に基づく保障措置）が適用

れた協定対象核物質等は、米国と IAEA の保障措置協定（ボランタリー保障措置協定）と AP に従う。

 韓国に移転された協定対象核物質等は、韓国と IAEA の保障措置協定（包括的保障措置協定）と追加議定書（AP）、米国に移転さ

措置協定（包括的保障措置協定）に従う。

核兵器及び核爆発装置への利用、核爆発装置の研究開発、軍事利用を禁止。

核兵器利用、核兵器の研究開発、軍事利用を禁止

新協定

 韓国に移転された協定対象核物質等は、韓国と IAEA の保障

有

軍事利用、核爆発利用の禁止

旧協定

無（米国による片務的規制）

平等性、双務性

項目

表 4 新協定と旧協定の比較 (1/3)
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8
2
-
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移転

物理的防護

形状または内容の変更

項目

 役務の提供に関しては両国間で取り決める。

完全性及び適合性を保証しない

 移転された情報は韓国の責任において利用され、米国がその

の交換について合意

 秘密資料、伝達が許容されない情報を除く非機密資料の情報

なし

同上

旧協定

新協定

7 条第 1 項後段）。

と、そのような施設の運転に必要不可欠な部分の移転は、本協定の修正または協定下での個別の取極めを条件に認めている（第

第 1 項前段）。ウラン濃縮、核燃料の再処理、重水製造及びプルトニウムを含む燃料の製造のために設計または使用された施設

速炉の装荷や運転、高速炉実験の実施に使用される場合の例外を除き、原則として低濃縮ウラン(LEU)の形態のみである（第 7 条

 核物質、減速材、機器、構成部分の移転：協定下で移転される特殊核分裂性物質は、試料等として使用される少量の核物質と高

領したとの通知を米国政府に通告することを規定。

報が、新協定の適用を受ける条件として、米国政府から移転予定の通知を韓国政府へ通知し、また米国から通知を韓国政府が受

 情報の移転：秘密情報と、条約国内法及び規制の下で移転を禁じられている情報は移転されない。米国から韓国に移転された情

（INFCIRC/225/Rev.5）と同レベル及び改正核物質防護条約の規定に沿った物理的防護措置。

適切な防護措置の維持を規定。具体的には、IAEA の核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告

還元プロセス）の韓国内で実施できるが、それ以降の工程（電解精製プロセス（核物質の分離プロセス））を実施できない。

 附属書 I 記載の上記施設から鑑みるに、現時点では、プルトニウムの分離を起点とし、韓国はそれ以前の使用済燃料の工程（電解

(c) 米国アイダホ国立研究所のホット燃料試験施設

(b) KAERI の DFDF（DUPIC Fuel Development Facility、DUPIC 燃料開発施設）

(a) KAERI の ACPF（: Advanced Spent Fuel Conditioning Process Facility、先進使用済燃料調整工程施設）

 附属書 I セクション 2 記載の施設：

(e) 米国アイダホ国立研究所のホット燃料試験施設（Hot Examination Facility）

(d) KAERI の DFDF（DUPIC Fuel Development Facility、DUPIC 燃料開発施設）

(c) KAERI の ACPF（: Advanced Spent Fuel Conditioning Process Facility、先進使用済燃料調整工程施設）

(b) KAERI の IMEF（Irradiated Materials Examination Facility、照射材料試験施設）

(a) 韓国原子力研究所(KAERI)の PIEF（Post Irradiation Examination Facility、照射後試験施設）

 附属書 I セクション 1 記載の施設:

 現時点で、附属書 I のセクション 1 及び 2 には以下の施設を記載。

実施することができることを規定し、事前同意を付与。

及びウラン 235）の分離を伴わない物質の固定化と処理(consolidation and treatment)を附属書 I セクション 2 に記載の施設で各々

ノンやクリプトン)の分離を附属書 I セクション 1 に記載の施設で、また超ウラン元素またはその他の特殊核分裂性物質（ウラン 233

 協定対象核物質の形状または内容の変更について、協定対象使用済燃料の照射後試験と放射性物質(FP、例えばガス状のキセ

表 4 新協定と旧協定の比較 (2/3)
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9
2
-
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ハイレベル二国間委員会(HLBC)

取引の推進

原子力産業分野における協力と商

協定の有効期間

違反に対する制裁

ウランの貯蔵

プルトニウム、ウラン 233 及び高濃縮

機微な原子力技術の移転

再移転

項目

新協定

起源の使用済燃料を再処理のために仏国または英国に再移転する場合、韓国は再移転に先立ち、再移転する使用済燃料

れない。

なし

なし

30 年

受領国に残っている特殊核物質の返還請求権を米国に付与

 協定を終了させる権利が行使された場合、協定下で移転され、

る権利を米韓両国に付与

 IAEA との保障措置協定を終了させた場合に、協定を終了させ

なし

なし

照射済燃料を貯蔵や再処理を目的とし、仏国、英国または第三国に再移転することができること。ただし、例えば韓国が米国

場合を除き、他のいかなる国または国の集団の管轄へは移転さ

 各 WG、共同常任委員会、共同燃料サイクル研究（JFCS）の運営委員会は、その成果を HLBC に報告する。

 使用済燃料管理、原子力輸出と輸出管理協力、核燃料供給の保証、核セキュリティの 4 つの WG を設置する。

 少なくとも年 1 回し、両国が交互に開催をホストする。

 米国はエネルギー省副長官、韓国は外務省副大臣が委員会議長として主導する HLBC を設置。

速な発給を促している。

は原子力規制委員会(NRC: Nuclear Regulatory Commission)の Part 110「原子力機器及び物質の輸出入」の規制における迅

 具体的には、技術の移転に関しては DOE の Part 810「外国の原子力活動の支援」の規制、核物質や資機材の移転に関して

推進するとともに、商取引に係る輸出入許可や技術データの移転承認等に係る許認可を促進する。

 両国は、原子力産業分野における核物質、機器、構成物及び科学技術情報等の交換、核物質、機器及び構成物等の商取引を

 協定発効から 17 年後に協定の有効性について協議し、協定を延長するか否かを決定。

 20 年。その後、5 年間のみ更新可能。

用を通じて生産された特殊核物質の返還を請求できる。その場合左記の国は他方の国に市場価格での補償を行う。

 上記に係り、一方の国が協定を終了させる権利を行使した場合、左記の国は、協定下で移転された協定対象物またはそれらの使

了させた場合、他方の国は協定下における協力を停止、または協力を終了させることができる。

物理的防護（第 12 条）、核爆発装置及び軍事利用の禁止（第 13 条）、保障措置（第 14 条）の規定、IAEA との保障措置協定を終

 一方の国がプルトニウム、ウラン 233 及び高濃縮ウランの貯蔵（第 10 条）、ウラン濃縮、再処理、形状または内容の変更（第 11 条）、

米韓両国が事前に同意した施設でのみ貯蔵。

規定する実施取極（Subsequent Arrangement）。

 2013 年 5 月に米韓で締結された原子力技術移転協定（NTT: Nuclear Technology Transfer Agreement）は、AEA 第 131 条が

(separate agreement)を条件に移転を認める。

 機微な原子力技術及びプルトニウムを含む核燃料の製造に係る公知でない技術または情報は、協定の修正または別箇の取極め

決定した際には、移転の全部を撤回、または一部の履行を停止することができる。

国が上記の再移転に係る要件に違反した場合や、核不拡散やセキュリティの視点から両国が協議の後に異例の事態と

トニウムは両国が書面で合意した形態(例えば MOX 燃料)及び物理的防護措置に従うこと、が必要。ただし、米国は、韓

 再処理後に取り出された核物質（プルトニウム）の返還について、i) 返還されたプルトニウムが新協定に従うこと、ii)プル

転に係る記録を残し、再移転毎に米国にその旨を通知することが必要。

が米国と欧州原子力共同体(EURATOM)の間の原子力協力協定の適用を受けるとの保証を米国に通知すること、韓国は再移

 協定対象となる照射済燃料を米韓両国が合意した第三国に再移転すること。具体的には、両国の合意に基づき協定対象の

及びその旨の通知により新たな国をリストに追加することが可能。

要件に従うとの保証を得ることが必要。リストに掲載されていない国への再移転には個別同意が必要となるが、両国は、協議

移転国は再移転に係る記録を残し、再移転毎に非移転国その旨を通知すること、再移転品目が非移転国と第三国との協定

轄外の第三国に移転すること。ただし、協定発効後に両国が交換する再移転先のリストに当該第三国が記載されていること、

と、それらを通じて生産された特殊核分裂性物質を、他方の当事国の認められた者、または両国が合意した両国の領域的管

 一方の当時国から移転された核物質（未照射の低濃縮ウラン(LEU)及び未照射の原料物質）、減速材、設備及び構成部分

 以下の 2 つの再移転につき事前同意を付与。

産された特殊核分裂性物質は、委員会が係る移転に合意する

協定下で米国から韓国に移転された資機材の使用を通じて生

旧協定

表 4 新協定と旧協定の比較 (3/3)
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6. 米国議会での審議

2015 年 6 月 16 日、オバマ大統領は、新協定を不拡散評価書等と共に米国議会に上程した。米国と他
国との原子力協力協定は、議会への上程から 90 日間の継続会期中に米国議会上下両院による合同不
承認決議が可決されなければ所定の手続きを経て発効する。新協定については、6 月 16 日の議会への
上程後、上院外交委員会で公聴会が開催され、また上下両院の外交委員会に新協定の承認決議案が
提出されたが、いずれも採決までに至らずに終わっている。つまり新協定は、議会への上程から 10 月 29
日までの 90 日間の継続会期中に、米国議会上下両院による合同不承認決議が可決されることはなく議
会の審議期間が終了した。

6.1 上院の動向
2015 年 10 月 1 日、上院外交委員会(SFRC: Senate Foreign Relations Committee)は、新協定の公聴
会を開催した60）。公聴会に出席した証人は、トーマス・カントリーマン米国国務省次官補（国際安全保障・
不拡散担当）で、ベン・カーディン上院議員（民主党、メリーランド州）とクリス・マーフィ上院議員（民主党、
コネチカット州）の 2 名の議員は、新協定への支持を表明し、ロバート・コーカーSFRC 委員長（共和党、テ
ネシー州）、デイヴィッド・パーデュー上院議員（共和党、ジョージア州）、エドワード・マーキー議員（民主
党、マサチューセッツ州）の 3 名の議員は、新協定が、韓国内でのウラン濃縮とパイロプロセッシングに米
国が同意する可能性を残していることに懸念を呈した。

6.1.1 証人の証言
公聴会に証人として出席したカントリーマン次官補は、公聴会のために提出した文書61）の中で、ハイレ
ベル二国間委員会(HLBC)の開催が二国間のより定常的な交流を可能にすること、新協定は米国の規制
下にある核物質の韓国でのウラン濃縮あるいは再処理に係り、将来的に事前同意を付与するか否かの道
筋（pathway）を整えたこと、米国にとって韓国は原子力及び核不拡散に係るパートナー国の１つであり、
また新協定は、米国は韓国への燃料供給役務の提供、韓国は米国への原子炉圧力容器の供給といった
両国にとって有利な状況をもたらす貿易関係の継続及び拡大を促進する、として議会に対し新協定への
賛同を促している。
またカントリーマン次官補は、議員の質問に回答する形で以下を述べている。
 事前同意：韓国は現時点でウラン濃縮や再処理を行うというわけではなく、将来の選択肢を残して
おきたいとの意向であり、米国が韓国の当該活動に対して事前同意を付与するか否かの決定は将
来的になされるものである。
 1992 年の朝鮮半島非核化宣言との関係：新協定内で実施される韓国内でのパイロプロセッシング
の研究開発は限定的なものであり、朝鮮半島非核化宣言に違反しない。韓国はパイロプロセッシ
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ング技術を商用化したいとは言っていないが、もしそうであれば、米国は難しい決定に直面するこ
とになる。
 新協定の有効期間：米国が他国と締結している原子力協力協定の標準的な有効期間が 30 年であ
るのに比し、新協定の有効期間が 20 年なのは、韓国の希望による。韓国は、30 年より前に技術革
新がなされれば新しい協定、あるいは既存協定の改定が当然必要となると考え、新協定の有効期
限を 20 年とすることを希望した。

6.1.2 新協定に賛成する議員の発言
新協定を支持するベン・カーディン上院議員は、米韓両国が北朝鮮の脅威に対処するために協調して
いく必要性や、米韓原子力協力協定が両国にもたらす経済的便益の重要性を指摘し、新協定における
両国間の共通の価値観及び緊密な協力関係を強調した。また同議員は、韓国内でのウラン濃縮とパイロ
プロセッシングの実施は難しい課題であることは認識しているが、両国が「公平な譲歩（fair compromise）」
を行い、両国で実施中の共同燃料サイクル研究（JFCS）が完遂するまでは、これらの課題につき、何の決
定もなされないことになったことを言及している。なお同議員は、2015 年 6 月 16 日に新協定の承認決議
案(S.J. Res.20)62）を議会に提出したが、外交委員会では採決されずに終わっている。
同じく新協定を支持するクリス・マーフィ上院議員は、カーディン上院議員の新協定への評価に同意し、
新協定は両国に重要な便益をもたらすと述べた。

6.1.3 新協定に反対する議員の発言
強硬な核不拡散論者で、米国と非核兵器国との原子力協力協定におけるゴールドスタンダード条項の
維持を支持するロバート・コーカーSFRC 委員長は、オバマ政権が新協定において米国の国家安全保障
の確保と核不拡散の担保よりも商業的利益を重視していると非難した。そして米国が新協定で韓国のウラ
ン濃縮と再処理の実施に同意するというゴーサインを送っているということを示唆していること、新協定が
韓国内での将来的なウラン濃縮と再処理の実施に係る選択肢を温存していることが、他国にもこれを奨
励することに繋がることになるとの懸念を示した。またコーカー委員長は、米国が新協定にゴールドスタン
ダード条項を盛り込むことを完全に放棄しており、このことは米国と他国との協定にとっても問題になること
を指摘した。
これに対しカントリーマン次官補は、米国が韓国内でのウラン濃縮や再処理の実施に同意するか否か
について、現時点では何の決定もなされておらず、将来的な話であること、またそもそもゴールドスタンダ
ード条項をあらゆる原子力協力協定に盛り込むことは米国の政策ではなく、オバマ政権下では、新たにウ
ラン濃縮及び再処理を行う国は増えておらず、イランも現在ではウラン濃縮能力を制限されていると回答
している。
またデイヴィッド・パーデュー上院議員は、2015 年 7 月 14 日の EU3+3（英、仏、独、米、中、露）とイラン
の間の「包括的共同行動計画（JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action）」の最終合意が、イランによ
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るウラン濃縮能力の保持を認めたことを引き合いに出し、カントリーマン次官補に対して、韓国が何故ウラ
ン濃縮能力を必要としているのかを質した。
カントリーマン次官補は、JCPOA の合意は、米国との原子力協力協定ではないこと、米国が原子力協
力協定を締結している国で既にウラン濃縮を実際に行っている国は、自らウラン濃縮能力を開発した国
であること、また既存のウラン濃縮市場は良好に機能し、世界のウラン濃縮能力にも余剰があり、したがっ
て今日、国家はウラン濃縮施設を建設するインセンティブをほとんど有していないこと、韓国がウラン濃縮
能力を取得したいと希望していると明言するのは時期尚早であり、韓国は自国内でウラン濃縮を行う選択
肢を温存しておきたいということである等を回答している。
さらにエドワード・マーキー上院議員は、ウラン濃縮と再処理が核兵器に製造可能な核物質を生み出
すことを理由に、国家にウラン濃縮と再処理を許容することが核拡散に繋がる危険があること、彼自身が
下院議員であったときに、核拡散懸念と経済性の欠如を理由に米国で実施されていたパイロプロセッシ
ングの研究開発の反対を主導したこと、さらに東アジアは政治的に不安定であり、米国が中国と日本の再
処理に同意していることは、プルトニウムの蓄積の増加につながり、米国は再処理が核拡散の観点から危
険であるというメッセージを東アジアの国々に伝える必要があると述べた。
これに対しカントリーマン次官補は、パイロプロセッシングの核拡散性や経済性は、将来的に現在、両
国で実施中の JFCS の終了後に決定されるものであり、その決定は透明性を持ち、また国家安全保障と
経済性の観点から正当化できるものでなければならない旨を述べている。さらにマーキー議員は、米国
の核不拡散専門家によるアーネスト・モニッツ DOE 長官宛ての書簡63）について言及し、同書簡は米国の
解体核兵器由来のプルトニウムの処分方法として MOX 燃料利用には核拡散懸念があることを指摘して
おり、米国が東アジアのパートナー国とも（Pu を使うと言う点では同じ）パイロプロセッシングを使用するこ
との危険について議論したのかを質した。カントリーマン次官補はこれに対し、同書簡は幾つかの良い点
を提起しており、そのうち幾つかの点を東アジアのカウンターパート（注：日中両国を指す）に提起するつ
もりであることを述べた。

6.2 下院の動向
下院外交委員会委員長のエド・ロイス下院議員とエリオット・エンゲル下院議員は、8 月 2 日に、米韓協
定を支持する共同決議案（H.J. Res.63）64)を議会に提出したが、議会では採決はなされずに終わってい
る。
上記のように、議会外交委員会で新協定に反対する議員がおり、上院の公聴会では新協定に反対す
る強硬な意見が表明されたものの、そのような議員は少数であり、結局、上下両院による合同不承認決議
が可決されることはなく、新協定に係る議会の審議期間が終了した。議員の発言ではないが、公聴会に
おいて米国国務省のカントリーマン次官補が、議員からの質問に答える形で、米国が他国と締結する原
子力協力協定において、ゴールドスタンダード条項をすべての協定に盛り込むことが米国の政策ではな
く、いわゆるケース・バイ・ケースと示唆していること、またオバマ政権下では新たにウラン濃縮及び再処理
を行う国の数が増えていないこと言及し、そのような国が出現することを非とする考えを示唆していることも、
現米国政権の原子力協力協定に対する考え方として注視される。
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7. 新協定における主要論点の分析

第 4 章「旧米韓原子力協力協定の特徴と協定改定の論点」で述べた通り、旧協定改定の主要な論点
は、①協定における米韓両国の平等性と双務性の確保、②米国原子力法(核不拡散法)の要求に沿い、
米国と他国との二国間原子力協力協定における核不拡散要件を新協定に盛り込むこと、そして③韓国内
でのウラン濃縮及び再処理（パイロプロセッシング）の実施に係り、米国が事前同意を付与するか否かで
あった。そして第 5 章「新米韓原子力協力協定の概要」で述べた通り、新協定では、①については平等性
と双務性が確保され、②については新協定に盛り込まれ、③については、米国は協定上、事前同意を付
与しているが、実際には現時点で韓国は協定対象物質の韓国内でのウラン濃縮及びパイロプロセッシン
グを実施することができない(事実上、事前同意が付与されていない) という結果となった。
本項では上記の主要論点のうち③について、ウラン濃縮とパイロプロセッシングに係る事前同意を 7.1
節で、また事前同意に係る政治的な問題を 7.2 節で各々分析する。

7.1 韓国でのウラン濃縮及びパイロプロセッシングの実施に係る事前同意
【韓国の主張】
米国の核不拡散専門家は、韓国の主張及びその根拠として以下を挙げている65）,66）,67）。
【ウラン濃縮】韓国が自国でのウラン濃縮の実施に係り米国から事前同意を得ることを主張した主な理
由は、年間 3 億ドルを要する68）海外からのウラン濃縮役務の調達への依拠を減らし、韓国内のエネル
ギー安全保障を高めること、2010 年の「原子力発電輸出産業化戦略」で掲げた、「2030 年までに原子
炉 80 基を輸出、世界の新規原子炉建設の 20％を獲得し、米国、仏国あるいは露国に次ぐ世界三大
原子炉輸出国となること」を達成するため、露国 ROSATOM や仏国 AREVA と対抗して海外で原子炉
ビジネスを展開する上では、原子炉に加え核燃料供給を含む核燃料サイクル役務の供給が必要であ
ること等である 65), 66), 67)。
【パイロプロセッシング】一方で韓国が自国でのパイロプロセッシングの実施に係り米国から事前同意
を得ることを主張した主な理由の一つは、蓄積する使用済燃料への対応という喫緊の問題の打開策
である。そのため韓国は、自国で使用済燃料を再処理すること、また再処理方法として、一般的な再
処理方法であるピューレックス法と比したパイロプロセッシングの核不拡散性（核拡散抵抗性）に着目
し、パイロプロセッシングの実施に係り、米国から事前同意を得ることを希求していた 65), 67),

69）

。

韓国は、年間約 700 トン以上、計画中の原子炉が建設されれば年間 1,100 トンもの使用済燃料が発生
すると予想されている使用済燃料問題に対処するためには、高速炉と組み合わせたパイロプロセッシン
グによる使用済燃料の貯蔵量の削減が重要な意味を持つとの認識を有している。その理由は、韓国には
適切な使用済燃料の集中中間貯蔵施設がないこと、韓国内の一部のオンサイト貯蔵施設は近い将来飽
和状態に達すると予想されること、使用済燃料の量から勘案すると 2015 年 11 月にフィンランド政府が建
設を承認したフィンランドのオルキオト使用済燃料最終処分場の約 10 倍の規模が必要な適切な地層処
分場が韓国には存在しないこと、また現在では世界的に 100 万年以上、使用済燃料の安全性を保証す
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る適切な方法がないこと、さらに韓国では廃棄物処分に関し公衆やステークホルダーの理解が得られて
いないこと等である。
また、ピューレックス法と比したパイロプロセッシングの核不拡散性（核拡散抵抗性）については、米国
の核不拡散専門家によれば、韓国は以下のようなパイロプロセッシングの利点を挙げていた 65),67),69)。
 パイロプロセッシングでは、プルトニウムは単体で回収されず、ウランや他の核分裂生成物及び
超ウラン元素とともに直接、高速炉用金属燃料に成形加工されるので、核不拡散性に優れてい
る。
 高速炉での MA の燃焼により、廃棄物の量と熱負荷を抜本的に削減することができる。最終的
な廃棄物の貯蔵施設容量は、直接処分の使用済燃料の貯蔵施設容量の 100 分の 1 で足りる。
 パイロプロセッシング実施後の放射性廃棄物は、30 万年よりも約 300 年で天然ウランのレベルま
で減衰する。加えてパイロプロセッシングで処理後の物質は、放射線及び熱が高く核兵器に使
えず、核拡散抵抗性が高い。
 パイロプロセッシング実施の Pu 中に含まれる少量のキュリウムは自発核分裂が多くそれに伴う
中性子と発熱の多さから核兵器としては不適

【米国の主張】
主に米国の核不拡散専門家の主張は以下の通りである 65),67),69)。
【ウラン濃縮】
 韓国は、エネルギー安全保障確保のために韓国内でのウラン濃縮の必要性を説くが、世界でウラ
ン濃縮役務の供給者は複数存在し、過去 50 年間、濃縮ウラン市場は健全に機能してきた。過去に
濃縮ウランの供給を途絶された例あるがそれは、当該国の核拡散の懸念を理由とするものである。
故に、韓国のエネルギー安全保障の確保は、必ずしも韓国でウラン濃縮を行う必要性の根拠とは
なり得ない。
 韓国が自国でウラン濃縮を行っていないことで、韓国内の原子炉運転に何ら支障が生じているわ
けではない。
 国際的な原子炉ビジネスの展開に関し、原子炉の供給と合わせて濃縮ウランの供給保証が必ずし
も必要なわけではない。例えば GE-日立や WH-東芝は、海外で原子炉ビジネスを展開するが、濃
縮ウランの供給保証は行っていない。
 仮に新興の原子力利用国が濃縮ウランの供給保証を必要としても、韓国が自らウラン濃縮を行
って濃縮ウランの供給を保証するよりも、既存のウラン濃縮事業者から調達する方が、より安価
で新興の原子力利用国に核燃料を供給できる。露国 ROSTAOM や仏国 AREVA は、原子炉の
輸出という点では韓国とライバルの関係にあるが、それを理由に韓国にウラン濃縮役務を提供
しないということはないであろうし、万が一、そのようなことがあれば韓国が例えば URENCO に出
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資する手段もある。既存のウラン濃縮事業者との連携は、韓国内の原子炉へのウラン濃縮役務
の安定供給にも寄与する。
 既存の濃縮ウラン市場は買い手市場である。世界のウラン濃縮設備容量は非常に大きく、将来
的にも供給が需要を上回ると予想される。このような状況下で、莫大な初期投資を要するウラン
濃縮施設を韓国が新たに建設する合理的な理由があるか。また既存市場で他のウラン濃縮事
業者と経済性の面で競合できるのか。
 ウラン濃縮技術や施設の保有者間では、既存の技術保有者以外への技術の拡散を食い止め
るとのコンセンサスがなされており、NSG ガイドラインもウラン濃縮技術の移転についてより厳し
い条件を付加している。地政学的観点も勘案し、既存のウラン濃縮技術保有者が韓国にウラン
濃縮技術を移転することは考えにくい。

【パイロプロセッシング】主に米国の核不拡散専門家は、韓国内でのパイロプロセッシングの実施に係
り、パイロプロセッシングが、以下の理由で韓国の差し迫った、あるいは中期的な使用済燃料問題を
解決できないとし、韓国への事前同意の付与には積極的ではなかった 65),67),69)。
 パイロプロセッシングは未だ研究開発レベルの技術で、商業スケールでの実証もなされていな
い。
 パイロプロセッシングは、現段階で共同燃料サイクル研究を実施中であり、技術的な実全可能
性、経済性、核拡散抵抗性、保障措置適用性が不明。
 2024 年までには韓国内の使用済燃料貯蔵容量が不足する一方で、最短で 2026 年に運転開
始予定のパイロプロセッシングの原型施設は 100t/y であり、それまでに蓄積してきた使用済燃
料を処理できない。
 パイロプロセッシングのメリットは、パイロプロセッシング燃料製造-高速炉のサイクルで使うこと
によりもたらされるが、パイロプロセッシング施設の運転に合わせて高速炉も運転できるのか。ま
たそもそも高速炉技術は商業化できるのか。
 米国 ANL が KAERI と協力して SFR 原型炉の設計を行っているが、パイロプロセッシング金属
燃料製造-高速炉を組み合わせた先進核燃料サイクルが実現可能で経済的にも成り立つと証
明されたとしても、その実現は数十年先であろう。

【分析】
【ウラン濃縮】両者の主張を比較すると、米国の核不拡散専門家が主張するように、韓国に対して核燃料
の供給が途絶された例はなく、また旧協定下では米国から韓国への核燃料の供給保証がなされている。
また既存のウラン濃縮市場は健全に機能し、世界原子力協会は 2015 年 11 月現在で世界の濃縮能力に
はかなりの余剰（significant surplus）があるという70）。さらに「2. 韓国における原子力利用及び研究開発の
状況」の項で述べたように、韓国は過去においては米国の USEC 社（現在の Centrus Energy 社）露国の
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TENEX 及び欧州の URENCO からウラン濃縮役務を購入し、購入先の多様化を図ると同時に、現在では
AREVA の Georges Besse-II プラントに出資し、原子炉燃料の安定供給を確保するなど、すでに濃縮ウラ
ンの安定確保のための方策を講じている 9)。上記の観点を考慮すると、韓国内でのウラン濃縮の実施は、
必ずしも喫緊の課題ではないことが分かる。

【パイロプロセッシング】韓国の主張に係り、韓国は蓄積する使用済燃料の打開策として韓国内における
パイロプロセッシングの実施が必要と説いているが、米国の核不拡散専門家が指摘するように、米国の一
体型高速炉（IFR）の評価は、「乾式再処理-金属燃料-高速炉のサイクルとして考えた場合、すべての
MA 元素を燃料サイクル内に閉じ込めることが可能であり、廃棄物として処分される MA 量を大幅に低減
できる」としているが、それは「乾式再処理-金属燃料-高速炉の一連のサイクルの成立」を前提としている。
しかし、現在の韓国におけるパイロプロセッシング及び高速炉の開発状況及び導入スケジュールは、少
なくとも 2020 年以降であり、放射性廃棄物量の削減のメリットがもたらされるのはさらにそれ以降の話であ
る。韓国が 2016 年に貯蔵容量の限度に達すると述べる使用済燃料問題を打開するには、現時点で、何
らかの現実的な解決策が早急に必要であり、最短でも 2020 年代後半のパイロプロセッシング及び高速炉
の原型施設の建設、あるいは運転開始では到底間に合わない。加えて、高速炉用の金属燃料の研究開
発や製造、試験等も必要となる。つまり、韓国が仮に今すぐパイロプロセッシングを実施しても、目前に韓
国が直面している使用済燃料貯蔵問題を解決することはできず、それよりもまず使用済燃料を貯蔵する
ために解決策を検討することが先決であるとの批判を免れず、米国の核不拡散専門家の主張がより説得
力を持つ。

【蓄積する使用済燃料への対応に係り韓国が取り得るバックエンド方策】
新協定が公表される以前に、主に米国の核不拡散の専門家は、韓国が蓄積する使用済燃料に対処
するために取り得るバックエンド方策として、以下の a.～j.の選択肢を例示していた

65),66),71）

。この中には、

韓国内でのパイロプロセッシングの実施や、一方で現在、韓国が採用する核燃料サイクル政策とは異な
る結果となるワンス・スルー政策（使用済燃料は再処理(リサイクル)せず処分する）も含まれる。
a. 韓国内での中間貯蔵施設の建設：韓国内で使用済燃料の中間貯蔵施設を建設する。具体的
には原子炉サイト内、あるいは集中立地でドライキャスク（乾式貯蔵）での貯蔵を行う。NRC もド
ライキャスクは、100 年間は安全であると結論付けている。

【ワンス・スルー】
b. 韓国内での使用済燃料処分場の建設：韓国内で処分場を建設し、使用済燃料を処分する。
c. 米国による韓国の使用済燃料の引き取り：韓国の使用済燃料のうち、60～70％が米国起源のウ
ラン燃料から生じたものであり、供給者である米国が韓国の使用済燃料を引き取る。

-- 36
36 --

JAEA-Review
2016-019
JAEA-Review 2016-019

d. 国際（地域）使用済燃料貯蔵、廃棄物処分場の建設・運営：国際的な、あるいは地域で使用済
燃料貯蔵及び廃棄物処分場を建設し、運営する。

【パイロプロセッシングを含む核燃料サイクル】
e. 韓国の使用済燃料の海外での再処理：韓国の使用済燃料を海外で再処理することに米国が
事前同意を付与する。
f. 米国等とのパイロプロセッシングに係る研究開発の実施：韓国は米国等と核拡散抵抗性のある
パイロプロセッシングの技術やパイロプロセッシングの施設に適用する先進的保障措置の技術
開発を実施し、これを着実に進める。またパイロプロセッシングだけでなく、幅広い使用済燃料
処分方策（例えばボアホールでの処分など）についても検討する。
g. パイロプロセッシングは再処理ではないと定義すること：パイロプロセッシングが再処理でないと
定義し、パイロプロセッシングを実施するもの。
h. 条件付でパイロプロセッシングに同意する：一定の条件付きで米国が韓国でのパイロプロセッシ
ングに同意するもの。具体的な条件としては、
1） 現在米韓両国の間で共同研究を実施している 10 年の予定の研究開発が終了し、
2） 当該研究に基づき、両者がパイロプロセッシングは技術的及び経済的に実現可能であり、
また適切な核拡散抵抗性を有していると結論づけ、
3） 協定対象物質のパイロプロセッシングによる処理が、米国の定める基準に合致するもので
あること、が挙げられている 65)。
i. 韓国がピューレックス法での再処理能力を保有しないことを協定でコミットすること：パイロプロセ
ッシング処理を行う代わりに、従来のピューレックス法での再処理は行わないことを協定で明確
に規定するとともに、将来的にパイロプロセッシング施設、燃料製造施設及び高速炉施設を同
一場所に建設する（一体型 IFR）。
j. 多国間管理パイロプロセッシング施設の設立：多国間で、また/あるいは IAEA 関与の下にパイ
ロプロセッシング再処理施設を建設する。

【分析】
以下に上記の a.～j.の各々の選択肢について分析する。
a.韓国内での中間貯蔵施設の建設について、韓国は既に 2024 年までに 2 万トン容量の集中貯蔵施設
を建設すべく既に対応を行っている。
b.から d.は、韓国が核燃料サイクルを放棄し、ワンス・スルー政策を取る上での選択肢で、現在の韓国
の原子力政策とは相いれない。b.韓国内での使用済燃料処分場の建設は、使用済燃料処分場を建設し、
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全ての使用済燃料を処分するものである。しかし、処分場建設には地元住民の理解を得る必要があり、
すでに処分場を建設、あるいは計画中のフィンランドやスウェーデンを除き、使用済燃料の処分場の建設
には多くの国が困難に直面しており、仮に韓国がワンス・スルー政策を採用するとしても、喫緊の課題で
ある蓄積する使用済燃料の取り扱いのための打開策としては十分ではなく、長期的な解決策に止まる。
c.米国による韓国の使用済燃料の引き取りについて、現実的問題として、米国ではユッカマウンテン計
画が頓挫し、米国自身が自国内の使用燃料処分の問題を解決できない状態にあり、他国の使用済燃料
まで引き取れるか否かを考えると、本選択肢の実現可能性は高くはないであろう。また、他国の使用済燃
料引き取りには、米国内で議会を含め、政治的に大きな問題に直面することになることが予想される。な
お、露国は再処理目的で、他国で生じた使用済燃料の引き取りが不可能ではないが、ROSATOM は露
国起源の燃料である必要があるとのスタンスをとっている。
d.国際(地域)使用済燃料貯蔵、廃棄物処分場の建設・運営は、国際的な、あるいは地域で使用済燃
料貯蔵及び廃棄物処分場を建設し、運営するものであるが、現実的に地域住民や政治的な理解を得て、
このような施設をホストする国が存在するか否かの問題がある。このような使用済燃料の国際管理は、例
えば 1980 年代からポスト INFCE(国際核燃料サイクル評価（INFCE: International Nuclear Fuel Cycle
Evaluation）)として、国際使用燃料管理（ISFM: International Spent Fuel Management）構想が議論された
が、実際に施設を設ける場所等の選定等、構想の実現に係る具体的なアクションが採られないまま現在
に至っている72)。仮に韓国がワンス・スルー政策を採用するとしても、喫緊の課題である蓄積する使用済
燃料の取り扱いのための打開策としては十分ではなく長期的な解決策に止まる。
e. 韓国の使用済燃料の海外での再処理は、韓国の使用済燃料を、例えば EURATOM 域内（英、仏）
で再処理することに米国が事前同意を付与するものであり、例えば米国はすでに日本や UAE との協定で
は英仏での再処理を認めている（ただしプルトニウムの返還については対応が異なる）。
f.から j.は、韓国内でパイロプロセッシングにより使用済燃料の処理を行うケースであり、現在の韓国の
方策と合致する。f.米国等とのパイロプロセッシングに係る研究開発の実施については、2011 年からすで
に米韓間の JFCS で行われており、現実的に採用されている方法である。これらの過程で、まず米国の個
別同意を得て韓国でパイロプロセッシングのホット試験を含む研究を行い、次につなげていくという段階
的な方法が提案されており

31)

、例えば限定的な施設での限定的な活動に対し事前同意を付与することも

含まれていた 71)。
g.パイロプロセッシングは再処理ではないと認めることについて、すでにブッシュ（子）政権下でパイロプ
ロセッシングは再処理と位置付けられており、また前述したように米国は NTT の締結に係り、パイロプロセ
ッシングを NNPA の定義する SNT に該当するとの判断を行っているため、この選択肢が再度取られること
は考えにくい。
h.条件付でパイロプロセッシングの韓国内での実施に同意するとの選択肢は、実際上の決定を将来に
委ねるものである。つまり、1)～3)のパイロプロセッシングの技術的及び経済的実現可能性や、核拡散抵
抗性、またパイロプロセッシングによる処理が米国の定める基準に合致すること等の条件の結果が明かに
なるのは、例えば JFCS が終了する 2020 年以降の将来的な話である。韓国にとってこの h.の選択肢は、
その主張が、現時点で 100％成就されないことで不満が残るものであろうが、一方で将来的に韓国がパイ
ロプロセッシングを実施できる条件が明確化され、それらの条件が成就すればパイロプロセッシングを実
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施できる。また、米国としても、韓国が今すぐにでもパイロプロセッシングを実施するわけでもなく、あくまで
現在のオバマ政権が白黒を判断する結果にはならない。その点でこの h.は現実的な選択肢と言えよう。
なお、再処理の事前同意に関して、AEA 第 131 条（実施取極）は以下を規定している。
ア） 再処理の事前同意が求められた際には、DOE 長官は同意を付与することにより、同意が求めら
れた時点よりも、米国の防衛及び安全保障に有害なものでなく、核拡散リスクを顕著に増加させ
る結果とならないかを決定する必要がある。
イ） DOE 及び DOS 長官が判断を行う際に最も重要な判断要因として再処理や再移転が、転用した
核物質を核爆発装置に転換するまでに十分時間的余裕をもって、転用に関する「タイムリーな
警告」がなされることが確保される条件で行われるか否かを考慮しなければならない。
そして核不拡散専門家は、上記ア）の判断基準の具体例として、米国が同意することにより、北朝鮮の
非核化にどのような影響を与えるか、北朝鮮の原子力プログラムの現状、機微技術の拡散を基本とする
米国の核不拡散政策にどのような影響を与えるか、地域及び世界の安定に与えるインパクト、を挙げてい
る 65)。イ）に関しては、現在両国が実施している JFCS の結果に依り、将来的に判断されるであろう。
i.は、韓国が従来のピューレックス法での再処理能力を保有しないことを協定でコミットした上で、パイロ
プロセッシングを行うものである。現在韓国は、ピューレックス法での再処理を行わないとのコミットメントは
行っていないが、パイロプロセッシングはピューレックス法に比し、核拡散性が高いとして研究開発を行っ
ている。一方でパイロプロセッシングの実施には、パイロプロセッシングのメリットの一つである廃棄物量の
減容が、高速炉との組み合わせで成就されるものであることから、パイロプロセッシング施設に加えて、燃
料加工施設、先進燃焼炉も必要となり、さらにこれらを同一場所に設置し（集中立地）て核物質の盗取リス
クを低くし、核不拡散性を高めることが提案されている 66)。GNEP の NPIA でも集中立地は核物質の輸送と
核物質物理的防護措置が軽減されるメリットを指摘している。故にこの選択肢も長期的な課題である。
j.多国間パイロプロセッシング施設の設立は、米国、あるいは米国が参加せずとも多国が関与し、また
IAEA が決定や経営に関与するパイロプロセッシング多国間施設を建設・運営するというものであり、多国
及び IAEA の参加により、核拡散に対する多重バリアを形成し、施設の透明性向上が図られ、また韓国に
よるブレークアウトに対する障壁となり得るとしている

72)

。ただし、このような施設を韓国と一緒に運営する

とのインセンティブを有する国の存在が不可欠であるが、現在、パイロプロセッシングを進めているのは韓
国のみである。
上記の a.～j.の選択肢に係る分析を纏めると、表 5 の通りである。
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表 5 韓国が取り得るバックエンド方策と実現可能性及び課題
選択肢

実現可
能性等

a. 韓国内での使用済燃料中
間貯蔵施設の建設

○

ｻｲｸﾙ

既に対応中

ワンス・スルー
核燃料サイクル

○

現在の韓国の核燃料サイクル政策とは相いれな
い。仮に韓国が既存の核燃料サイクル政策を変更
し、ワンス・スルー政策を採用するとしても、使用済
燃料処分場を受け入れる場所が国内にあるか
現在の韓国の核燃料サイクル政策とは相いれな
い。また現実問題として米国ではヤッカマウンテン
計画が頓挫し、自国の使用済燃料の処分場建設も
ままならない状態で、他国の使用済燃料を引き取
ることが出来るか
現在の韓国の核燃料サイクル政策とは相いれな
い。またそもそも国際使用済燃料貯蔵、廃棄物処
分場をホストする国があるか
日本や UAE との協定では、許容されている選択肢

○

既に米国とは JFCS を実施中

△

既に NTT でパイロプロセッシングは再処理と定義さ
れている。

○

実際上の決定を将来に委ねる選択肢

△

一体型施設の建設は長期的な解決策

△

そもそも多国間管理パイロプロセッシング施設の建
設に協力する国があるか

b. 韓国内での使用済燃料処
分場の建設

△

c. 米国による使用済燃料の
引き取り

△

d. 国際使用済燃料貯蔵、廃
棄物処分場の建設

△

e. 海外での再処理
f. 米国等との研究開発の実
施
g. パイロプロセッシングは再
処理でないと定義
h. 条件付でのパイロプロセッ
シングの実施
i. ピューレックス法での再処
理を実施しないとのコミット
メントと一体型施設の建設
j. 多国間管理パイロプロセッ
シング施設の建設

課題等

○：すでに実施、あるいは実現可能性有、
△：現在、蓄積し続け喫緊な解決策を必要とする使用済燃料の対処方策としては必ずしも有効とは考え
られない長期的な解決策、あるいは現時点で実現可能性が低いと考えられる対策
表 5 のうち、既に対応済、あるいは実現可能性があるものは、○印を付している。○印を付している a.
韓国内での中間貯蔵施設の建設、e.韓国の使用済燃料の海外での再処理、f.米国等とのパイロプロセッ
シングに係る研究開発の実施、h.条件付でパイロプロセッシングに同意、の選択肢のうち、a.及び f.はす
でに韓国で対応し、あるいは韓国が米国と実施中である。その他の e.と h.は、第 5 章「新米韓原子力協力
協定の概要」で述べた通り、双方とも新協定において採用されたものである。その点を勘案すると、新協
定は、韓国と協定相手国の米国にとっても実現可能な選択肢を、極めて現実的観点から採用したものと
分析できる。
7.2 事前同意の政治的問題
原子力は、原子炉(民生)にも核兵器（軍事）にも利用可能であり、後者は、オバマ大統領が核兵器のな
い世界を唱導しているとはいえ、核兵器保有国とその同盟国の安全保障の担保にとって未だ重要な手段
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である。したがって特に核兵器保有国は、核兵器に製造可能な高濃縮ウランやプルトニウムを生み出す
ことが可能なウラン濃縮及び再処理能力を保有する国が新たに出現することを可能な限り防ごうとしてお
り、第 6 章で述べた通り、それが米国の核不拡散政策である。この点に鑑みれば、ある国が米国からウラ
ン濃縮及び再処理能力の保有を認められるということは、その国が米国と渡り合う強力な外交カードを持
っているという国力を世界に示すことにもなる。このようにウラン濃縮及び再処理に係る事前同意は、極め
て政治的な側面を有している。
報道によれば、2010 年 10 月に旧協定改定交渉が開始された時点での韓国の李明博（イ・ミョンバク）
政権（任期は 2008 年 2 月～2013 年 2 月）と、2013 年 2 月に大統領に就任した朴槿恵（パク・クネ）政権と
は改定交渉の強調点が異なっていた。李明博政権は原子炉輸出の競争力強化に力点を置く一方で、朴
槿恵政権は協定改定を大統領選挙の公約の一つに掲げ、主にパイロプロセッシング係り、米国から事前
同意を得ることに力点を置いていたという73）。この朴槿恵政権の立場について、その背景は必ずしも明確
ではないものの、竹島問題や従軍慰安婦問題で日本に強硬な姿勢をとり、「太平洋戦争を起こした日本」
74）

に対し、米国がウラン濃縮及び再処理の事前同意を付与している一方で、「原子力エネルギーの平和

的利用国である韓国」74)が、日本同様に事前同意を付与されず、ウラン濃縮及び再処理の実施を止めら
れているという不満や、世界的に原子炉ビジネスを展開する原子力先進国としての韓国の自負、あるい
は日本への対抗意識があったのではないかとも考えられる。
【韓国の主張】
米国の核不拡散専門家は、事前同意全般に係る政治的観点からの韓国の主張及びその根拠として以
下を挙げている 65),66),67) 。
 韓国は、核不拡散規範を遵守し、以下の核不拡散や核セキュリティに係る活動に参加し、左記の
分野における国際社会の責任あるメンバーであり、EURATOM、日本及びインドが米国から事前同
意を得ているのと同様に、韓国もそれを得る資格を有する。
 韓国は、核不拡散や核セキュリティに係り、NPT 下で核不拡散義務を遵守し、核セキュリティ
に係る国際条約に加盟し、また拡散に対する安全保障構想（PSI: Proliferation Security
Initiative、大量破壊兵器、ミサイル及びそれらの関連物資の拡散を阻止するために、国際法
及び各国国内法の範囲内で、参加国が共同してとり得る移転及び輸送の阻止のための措置
を検討・実践する取組）や核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ（GICNT:
Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism）に参加している。原子炉の輸出に関しても
NSG ガイドラインを遵守している。
 IAEA 保障措置の追加議定書(AP)を批准し、AP に基づき IAEA に対し多くの情報を提供する
とともに、補完的アクセスを許容している。
 核セキュリティに係る韓国のリーダーシップの一つとして、2012 年に核セキュリティ・サミットをソ
ウルで開催した。
 核兵器開発を進める北朝鮮や、東シナ海/南シナ海で台頭する中国の脅威に対し、韓国は
米国の主要な同盟国であり機軸となっている。
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 北朝鮮は 1992 年の朝鮮半島非核化宣言にも拘わらず、ウラン濃縮及び再処理を実施し核実験を
行うなど同宣言に違反している（北朝鮮のウラン濃縮及び再処理が、上記宣言に反して国際社会
から許容されるのであれば、同様に韓国のウラン濃縮及び再処理も許容されるべきである）。
【米国の主張】
2009 年 6 月、エレン・タウシャーは、米国上院での自身の国務省軍備管理・国際安全保障担当の国務
次官補指名承認のための公聴会において、米国が他国との協定対象核物質の再処理に関して
EURATOM、日本及びインドに付与している事前同意を、台湾及び韓国を含む他のケースに適用するこ
とは必ずしも適切ではないこと、また韓国で再処理施設を建設することは、朝鮮半島非核化宣言のコミット
メントと矛盾すること、を述べた 49)。
また、米国の核不拡散専門家による上記の韓国の主張に対する米国の反論及びその根拠は以下の
通りである 65),66),67)。
 韓国の主張は、ウラン濃縮及び再処理は核兵器に使用可能な核物質を生み出すため、そのような
技術や施設の拡散を防ぐという米国の伝統的な核不拡散政策と相容れない75）。
 現在の核拡散及び核セキュリティに係る世界の状況は、例えば米国が日本でのウラン濃縮及び再
処理の実施に係り(包括的)事前同意を付与した 1988 年とは異なる。現在は、非国家主体による核
テロのリスクも含め、当時より核セキュリティが懸念されている。
 米国は、EURATOM、日本及びインドでの再処理の実施に係り、事前同意を付与している。その理
由として、例えば日本は、仏国の再処理技術を基に 1970 年代に既に再処理施設の運転を開始し
ており、また韓国とは異なり北朝鮮と国境を接しているわけではない。さらに日本が事前同意を得
たのは、米国との数年にも渡る交渉の後であり、再処理の実施に係り、核不拡散や透明性に係る
幅広い条件を受け入れている 75) 。
 機微な技術や施設のこれ以上の拡散防止に関し、世界的なコンセンサスが形成されつつある。韓
国でのウラン濃縮及び再処理に係り事前同意を付与することは、形成されつつあるコンセンサスに
反し、米国内で物議を醸し出すだけでなく地域及び世界の核拡散懸念を増加させる恐れがある。
 米国内でも米国の軍備管理及び核不拡散コミュニティが使用済燃料の再処理に根強く反対して
おり、ロビー活動を行うことが予想される。
 米国は北朝鮮に対し非核化を訴えているが、現在の北朝鮮の核活動を鑑みるに、それを止めさせ
るには時間を要することが予想される。そのような状況下で、今、韓国内でのウラン濃縮及び再処
理に関し事前同意を付与することは、国際社会が満足する解決を脅かす恐れがある。
 韓国が自国でのウラン濃縮や再処理に関し米国に事前同意を求めるのは、EURATOM 及び日本
には付与されている事前同意を得ることで、韓国が旧協定締結当時とは異なり、米国のお墨付きを
得て、これらの国と肩を並べる先進国となったことを示すという政治的思惑から生じたものではない
か 49), 50)。
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【分析】
上記の韓国及び米国の主張を比較すると、米国は、韓国にウラン濃縮や再処理に係る事前同意を付
与することが、韓国一国だけの問題ではなく、朝鮮半島や中東も含めた世界の核不拡散体制や安全保
障の維持に与える影響に焦点を置いていることが分かる。特に朝鮮半島の核不拡散に係る政治情勢に
ついて、北朝鮮は、2016 年 4 月現在まで、2006 年 10 月、2009 年 5 月、2013 年 2 月及び 2016 年 1 月と、
4 回の核実験を実施（北朝鮮発表）しており、北朝鮮は 1992 年の朝鮮半島非核化宣言を既に破っていて
も、米国が韓国にウラン濃縮や再処理を許容することにより、同宣言を韓国が破ることを公式に認めたと
すれば、北朝鮮にさらなる核開発の口実を与えることになり、引いては朝鮮半島の非核化がますます遠
のくことも推測される。したがって米国は韓国に事前同意を付与することに必ずしも積極的ではなかったこ
とは容易に想像できる。
米国が、単に朝鮮半島だけでなく、世界の核不拡散を考えているという点に係り、例えば米国と中東の
新興の原子力利用国との原子力協力協定について、2009 年 5 月、オバマ政権はアラブ首長国連邦
(UAE)と、UAE の領域内で機微な原子力活動を行わないことを法的義務として規定する条項（いわゆるゴ
ールドスタンダードと呼ばれる条項）を盛り込んだ協定を締結した76）。米国は、2008 年に同じ中東で新興
の原子力利用国であるサウジアラビアとヨルダンと原子力協力に係る覚書（MOU: Memorandum of
understanding）を締結し、その中には、これらの国が機微な原子力活動にコミットしないことが言及されて
いる。一方で米国は、原子力協力協定の締結に関し、韓国に対しては、中東においてこれから原子力利
用を開始する新興国(新興の原子力利用国)とは異なる対応をとっている。当初米国は、韓国が UAE のよ
うに自発的にウラン濃縮及び再処理を行うことを放棄することを望んでいたようであるが、韓国が、紛争の
渦中にある中東の新興の原子力利用国であるサウジアラビアやヨルダンとは異なり、既に原子力先進国
の一員であることに鑑み、新協定にはゴールドスタンダード条項を盛り込むことまで求めなかった 75)。事前
同意を付与するか否かについては、交渉の初期の段階ではこれを認めないとの姿勢であったが、「韓国
側の代表はとても強硬だったし(米国は)結局は妥協するほかはなく」、結果として、「（事前同意を）ダメだ
というのではなく、今ではない(not no, not now)というもの」としつつ、「パイロプロセッシングは実験室レベ
ルの研究にすぎないため商業性などこの技術についてよりよく理解するようになる時まで決定を先送りす
るにした」という77）。
上記を勘案すれば、米国は、世界の核不拡散体制や安全保障の維持に力点を置き、新規の機微な技
術や施設を保有する国の出現を認めないという核不拡散政策をとるものの、韓国が、政治情勢が極めて
不安定な中東地域の中で新たに原子力利用を始めようとする UAE のような国々とは異なり、すでに米国
のビジネスパートナーとしての地位を確立し、さらには核不拡散や核セキュリティ強化にも積極的に取り組
んでいること、加えて JFCS が 2020 年の成功裡の終了に向けて未だ実施段階であること等を考慮して、
新協定上では韓国でのウラン濃縮及びパイロプロセッシングに事前同意を付与したが、附属書で実施で
きる施設名を記載せず、将来の選択肢に委ねたという、双方が合意可能な現実的な着地点を見出したの
ではないかと分析できる。そのような打開策は、双方の意を十分には満足させないが、反しないものであり、
米韓両国の面目も損なわれることはないと推察できる。
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【まとめ】
米国は、新協定において韓国内での協定対象物質のウラン濃縮及び再処理（パイロプロセッシング）
の実施に係り事前同意を付与したが、実際には現時点で韓国は当該活動を行うことが出来ない。このよう
な帰結は、両国の事前同意に係る主張をそのまま取り入れたものではないが、両国が互いに折り合うこと
ができる最大限の範囲で現実的な着地点を見出した結果と分析することができる。そして、この新協定の
事前同意に係る結論は、概して両国から否定的には評価されていないようである 77)。
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8. 結語

2015 年 11 月に新米韓原子力協力協定が発効したことに鑑み、本稿では、韓国における原子力利用
や研究開発の状況、旧協定改定交渉の論点、新協定の概要、米国議会での審議及び新協定における
論点の分析を行った。
特に第 4 章で述べた旧協定改定の主要論点であった韓国内でのウラン濃縮及び再処理（パイロプロセ
ッシング）の実施に係り、第 5 章で述べたように、新協定において米国は、事前同意を付与したが、現時
点ではそれらを行う具体的な施設名が合意議事録附属書に記載されておらず、実際上、現時点で韓国
は上記の活動を行うことができない(事実上、事前同意が付与されていない)。そのような帰結に至った背
景あるいは理由として、本稿の各章で述べた以下の事項があると考えられる。


第 2 章で述べたように、旧協定が締結され、米国から韓国への濃縮ウラン等の一方的な供給がな
された 1970 年代とは異なり、現在の韓国は米国の原子力ビジネスのパートナーとなっており、韓国
の第三国での原子炉ビジネス展開は、米国の原子力産業界にも利益をもたらすこと、そして米韓
は 2011 年から 10 年間の予定（2020 年まで）、共同燃料サイクル研究(JFCS)においてパイロプロセ
ッシング技術の実現可能性、経済性及び核不拡散性(保障措置を含む)のレビューを実施している
途中であること



第 3 章で述べたように、韓国と北朝鮮は 1992 年に、機微な技術及び施設を持たないとの内容を含
む朝鮮半島非核化宣言を行っているが、韓国とは休戦状態のままである北朝鮮が核開発プログラ
ムを継続しており、韓国が機微な活動を行うことは北朝鮮の核活動を更に活発化させることが懸念
されること（それが故に韓国での機微な原子力活動が規制されざるを得ない状態となっている）



第 6 章で述べたように、議会には、米国が他国と締結している原子力協力協定に係り、すべての協
定にゴールドスタンダード条項を盛り込もうとする強硬に核不拡散を重視する議員は存在するもの
の、一方で米国政権の方針としては、相手国毎に異なるアプローチをとること、また米国がすでに
機微な技術や施設を保有している国以外の国には原則として事前同意を付与していないこと



第 7 章で述べたように、ウラン濃縮及び再処理に係る事前同意は、政治的問題という側面を有して
おり、また特に再処理の事前同意に係る新協定での帰結は、韓国が選択でき得るバックエンド政
策の観点から鑑みると、韓国、そして協定相手国の米国にとっても実現可能な選択肢を、極めて現
実的観点から採用したものと分析できること。

総じて新協定は、両国の事前同意に係る主張をそのまま取り入れたものではないが、上述した諸状況
を勘案すれば、両国が互いに折り合うことができる最大限の範囲で現実的な着地点を見出した結果と分
析することができる。
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付録 1: パイロプロセッシングの概要等

米韓原子力協力協定改定交渉の論点の一つは、韓国でのパイロプロセッシングによる使用済燃料処
理に係るものであり、論点をより理解する上での必要事項として、本項ではパイロプロセッシングにつき詳
述する。

1. パイロプロセッシングの概観
パイロプロセッシングは乾式再処理の一種であり、その概要は図 1 の通りである。

図 1 パイロプロセッシング概要 1)
現在の主流の再処理方法であるピューレックス法が、硝酸水溶液や有機溶媒を用い室温付近で処理
する湿式再処理法であるのに比し、乾式再処理法は、水を一切使用せず、数百度の溶融塩に使用済燃
料を溶解し、電気分解によりウランやプルトニウム等を分離する方法である。なお、パイロプロセッシング
の「パイロ」は英語で熱、高温を意味する。
乾式再処理法は幾つかの方式があるが、韓国が研究開発の対象とした金属電解法（図１参照）では、
塩化リチウム-塩化カリウムの溶融塩浴での電解精製により、使用済燃料を陽極で溶解し、①固体陰極に
金属ウランを、②溶融 Cd 陰極にウラン＋プルトニウム＋マイナーアクチニド（MA、長半減期の放射性核
種であるネプツニウム、アメリシウム、キュリウムを含む）を回収する。
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なお、酸化物燃料を扱う場合には、事前に酸化物から金属に還元する前処理が必要となり、金属 Li に
よる還元が行われる。一方、金属燃料でも、燃料棒に燃料とともに封入されている Na を取り除く前処理を
必要とする。
回収された①と②は、溶融し、Cd 及び塩と分離した後、射出鋳造法という方法で棒状の金属燃料に加
工され、高速炉用金属燃料として利用される。高速炉は、中性子のエネルギーが高く、不純物を含んだ
燃料でも利用出来ることから、乾式再処理を適用しやすいと言われる。また、MA も燃料中で照射させるこ
とができるため、高レベル放射性廃棄物量の低減にも貢献する 2)。
なお、乾式再処理で発生する高レベル放射性廃棄物は湿式再処理の廃棄物と同様に地層処分され
る。

2. 乾式再処理の研究開発とその評価
2.1 米国
2.1.1 乾式再処理の研究開発
使用済燃料の「乾式再処理-金属燃料製造-高速炉」という金属燃料高速炉サイクルについては、すで
に 1960 年代初頭から米国で研究開発が行われ、実際に金属燃料を用いて米国の高速炉実験炉 EBR-1、
Fermi 炉、EBR-2 の FCF（Fuel Cycle Facility）の運転も行われた。しかし、金属燃料のスウェリング（核分
裂生成物による燃料変形）が大きい等の理由から、米国は 1968 年に金属燃料 FBR を断念し、EBR-II の
FCF の運転を中止している。
その後、1970 年代初頭にアルゴンヌ国立研究所（ANL）がスウェリングの解決方策を見出し、1984 年か
ら ANL が、再処理-燃料製造-高速炉-が一体化できるという意味で一体型高速炉（IFR: Integral Fast
Reactor）と称して、乾式再処理を含む研究開発を再スタートさせた。1991 年には IFR は燃料サイクル実
証試験のフェーズに進展したが、再処理及びプルトニウム利用を行わないとのカーター政権以降の米国
の核不拡散政策に基づき、1994 年に IFR は使用済燃料を用いた実証試験を目前に控えた試験用装置
の機能試験中に中止されることとなった 2)。
2001 年にブッシュ（子）大統領は「国家エネルギー政策（NEP）」を発表し、原子力利用拡大と核燃料サ
イクル及び次世代原子力技術の開発の観点から、パイロプロセッシングのような方法の研究開発を認める
政策を再検討すべきであり、それにより世界的な分離プルトニウムの増大に歯止めをかけることになると
提言している

3)

。パイロプロセッシングの研究開発は、DOE の先進燃料サイクル・イニシアティブ（AFCI:

Advanced Fuel Cycle Initiative）の一つとして国際原子力パートナーシップ（GNEP: Global Nuclear
Energy Partnership）の中に組み込まれた。しかし GNEP 自体がオバマ政権になり終了しており、GNEP 参
加 国 に よ る 国 際 協 力 の 枠 組 み は IFNEC （ IFNEC: International Framework for Nuclear Energy
Cooperation）として継続しているが、パイロプロセッシングの研究開発は行われていない。
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2.1.2 乾式再処理の核拡散抵抗性に係る評価
電力中央研究所によれば 3)、米国では一体型高速炉(IFR)における乾式再処理プロセスの核拡散抵抗
性に係る評価が複数回行われていること、いずれの評価においても IFR 乾式再処理は核拡散抵抗性が
極めて高いと結論付けられていること、また DOE が乾式再処理技術は機微技術でないと評価したこと等
を引用している（ただし DOE による評価結果のレポートは公開されておらず、電力中央研究所の報告書
は DOE の結論を引用している公開文献 4）から引用したとしている）。
また、湿式再処理（高除染のピューレックス法）と比較した IFR 乾式再処理プロセスの評価の根拠として
以下を挙げている。
 使用済燃料中のアクチニド組成、発熱量、中性子放出速度に係り、IFR 燃料（乾式再処理の対
象）は使用済軽水炉燃料（湿式再処理の対象）に比し、発熱量で 5 倍、自発中性子放出速度で 3
倍大きく、この値は兵器級プルトニウムの自発中性子放出速度の 1 万倍に相当する。
 再処理で回収されるアクチニドの崩壊熱と自発中性子放出速度は IFR 再処理（溶融塩電解再処
理、射出鋳造を想定）の製品の方が軽水炉湿式再処理の製品より大きく、さらに IFR 製品ではラ
ンタニド FP が含まれるのでガンマ線が強く人の接近を困難にする。
 核不拡散の目的を達成するために特別に設計された IFR 技術で生産される物質は直接核兵器
に使えないので IFR は機微技術ではない。
また電力中央研究所の報告書は、DOE が今後の技術的な課題として、IAEA 保障措置に対応するた
め、再処理プロセスにおける核物質管理技術の実証が必要とし、具体的にはリアルタイム計量管理と核
物質の追跡管理のためのコンピューターコードの開発と検証が必要であると指摘したことを挙げている。
一方で、パイロプロセッシングの核拡散抵抗性について、米国ブッシュ（子）政権が主導した GNEP でも、
パイロプロセッシングを含む種々の核拡散抵抗性を有する技術を評価しているが、2008 年に DOE が発
表した不拡散評価書（NPIA: Nonproliferation Impact Assessment）ドラフトでは、非国家主体による核拡散
リスクに関し、従来の湿式再処理（ピューレックス法）に比してパイロプロセッシングが改善されている点は
ごく僅かであるとしている 5)。
さらに乾式再処理技術が機微技術か否か、の点につき、2013 年 5 月(発効は同年 7 月)の JFCS の実
施に係る原子力技術移転協定（NTT: Nuclear Technology Transfer Agreement）を記載した官報の中に
は、ポネマン DOE 副長官の名前で「米国政府は electrochemical recycling process （パイロプロセッシン
グのことを指す）が、NNPA で定義する機微技術であり、米韓の JFCS が成功裡に終了するためには韓国
への当該技術移転が必要であるとの結論に達した」と記載されており 6)、パイロプロセッシングは NNPA が
定義する機微技術であると明言している。また本 NTT がすでに発効していることに鑑みれば、韓国も間接
的ではあるが上記を認めたことになる。

2.2 日本
乾式再処理については、日本では電力中央研究所、日本原子力研究開発機構（原子力機構）と日本
原子力発電株式会社が実施した「高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」で評価がなされている。
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2.2.1 電力中央研究所
2000 年時点での電力中央研究所の報告書は、乾式再処理の利点及び実用化のために解決しなけれ
ばならない課題として以下を挙げている 2)。
 利点
 湿式再処理に比し、再処理工程数の削減という面で高い経済性の確保が期待できる。
 プルトニウムがウラン及び MA と一緒に回収され、単独で回収されることがないという点で核拡散
抵抗性が高いと同時に、強力なガンマ線を放出するために人間の接近を困難にし、核物質の盗
取などの物理的防護面でも核拡散抵抗性が高い。
 乾式再処理-金属燃料-高速炉のサイクルとして考えた場合、すべての MA 元素を燃料サイクル
内に閉じ込めることが可能であり、廃棄物として処分される MA 量を大幅に低減できる。
 湿式再処理に用いられる有機溶媒は放射線により劣化するが、乾式再処理では有機溶媒を用
いないため、放射線が強い高速炉の使用済燃料、MOX 燃料の再処理に適している。

 実用化のために解決しなければならない課題
 高温の溶融塩や金属が機器材料や配管等と接触し劣化させる懸念があるため、機器設計に当
たり材料の選定や開発が課題となる。
 簡便な遠隔操作による保守、補修技術の開発や、ウラン及びプルトニウムの流れを監視する適切
な核物質管理方法の開発が必要。
なお、本文で述べたように、韓国は協定改定交渉において、パイロプロセッシングでの使用済燃料再
処理を希求する根拠として、パイロプロセッシングにより放射性廃棄物の量の削減が可能とのパイロプロ
セッシングの利点を挙げているが、上記の利点の中で述べたように廃棄物量の削減は、乾式再処理-金
属燃料-高速炉の一連のサイクルとして考えた場合、との前提条件が付されていることを注視する必要が
ある。

2.2.2 「高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」
乾式再処理（金属電解法と射出鋳造法の組み合わせ）は、原子力機構と日本原子力発電株式会社が
実施した「高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究-フェーズ II（2001 年～2006 年）」の最終報告書
（2006 年）の中で、他のサイクルシステムとともに評価がまとめられている。その中で、乾式再処理は、今
後の研究開発の主ではなく補完的に開発を進めていく選択肢の一つと結論付けられており 7)、その理由
としては、以下を挙げている。
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乾式再処理による大型施設の経済性は、再処理と燃料製造はプロセスとしては確立されている
ものの、プラントの処理規模に対する経済性ではバッチ方式でスケール効果が期待できず先進
湿式法と簡素化ペレット法の組み合わせに及ばない。



金属電解法再処理から発生する放射性廃棄物の処分には人工鉱物を用いた高レベル廃棄物
固化体を適用するが、固化体に混合できる FP の量が限られているため、他のサイクルシステム
概念と比して単位発電量当たりの高レベル廃棄物固化体（体積）が多くなる。

また、今後の課題としては、使用済燃料を用いたプロセス成立性確認、高レベル廃棄物固化体発生量
の削減、遠隔保守・補修性を考慮した機器開発の必要性があるが、日本国内に開発インフラがないため
開発には長期を要し、開発実績を有する米国との国際協力が重要である点を指摘している。
この「高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」研究における乾式再処理施設の経済性に係る評
価は、上述した電力中央研究所との評価と異なるが、前者においても小型サイクル施設の経済性は高い
とは前置きしつつも、結果的に大型施設では経済性が先進湿式法と簡素化ペレット法の組み合わせに及
ばないと結論付けている。
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付録 2: 旧協定テキスト
(出典：米国エネルギー省ホームページ http://nnsa.energy.gov/sites/default/files/nnsa/inlinefiles/Korea_South_123.pdf)

AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF
AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING CIVIL USES OF
ATOMIC ENERGY
Whereas the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea
signed an “Agreement for Cooperation Between the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Korea Concerning Civil Uses of Atomic Energy” on February 3, 1956,
which was amended by the Agreements signed on March 14, 1958, and July 30, 1965; and
Whereas the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea
desire to pursue a research and development program looking toward the realization of peaceful and
humanitarian uses of atomic energy, including the design, construction, and operation of power-producing
reactors and research reactors, and the exchange of information relating to the development of other
peaceful uses of atomic energy; and
Whereas the Government of the United States of America and the Government of the
Republic of Korea are desirous of entering into this Agreement to cooperate with each other to attain the
above objectives; and
Whereas the Parties desire this Agreement to supersede the “Agreement for Cooperation Between the
Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea Concerning
Civil Uses of Atomic Energy” signed on February 3, 1956, as amended;
The Parties agree as follows:
ARTICLE I
For the purposes of this Agreement:
(1) “Parties” means the Government of the United States of America, including the Commission on behalf
of the Government of the United States of America, and the Government of the Republic of Korea.
“Party” means one of the above Parties.
(2) “Commission” means the United States Atomic Energy Commission.
(3) “Atomic weapon” means any device utilizing atomic energy, exclusive of the means for transporting or
propelling the device (where such means is a separable and divisible part of the device), the principal
purpose of which is for use as, or for development of, a weapon, a weapon prototype, or a weapon test
device.
(4) “Byproduct material” means any radioactive material (except special nuclear material) yielded in or
made radioactive by exposure to the radiation incident to the process of producing or utilizing special
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nuclear material.
(5) “Equipment and devices” and “equipment or devices” mean any instrument, apparatus, or facility, and
include any facility, except an atomic weapon, capable of making use of or producing special nuclear
material, and component parts thereof.
(6) “Person” means any individual, corporation, partnership, firm, association, trust, estate, public or
private institution, group, government agency, or government corporation but does not include the
Parties to this Agreement.
(7) “Reactor” means an apparatus, other than an atomic weapon, in which a self-supporting fission chain
reaction is maintained by utilizing uranium, plutonium, or thorium, or any combination of uranium,
plutonium, or thorium.
(8) “Restricted Data” means all data concerning (a) design, manufacture, or utilization of atomic weapons,
(b) the production of special nuclear material, or (c) the use of special nuclear material in the production
of energy, but shall not include data declassified or removed from the category of Restricted Data by the
appropriate authority.
(9) “Safeguards” means a system of controls designed to assure that any materials, equipment and devices
committed to the peaceful uses of atomic energy are not used to further any military purpose.
(10) “Source material” means (a) uranium, thorium, or any other material which is determined by either
Party to be source material, or (b) ores containing one or more of the foregoing materials, in such
concentration as either Party may determine from time to time.
(11) “Special nuclear material” means (a) plutonium, uranium enriched in the isotope 233 or in the isotope
235, and any other material which either Party determines to be special nuclear material, or (b) any
material artificially enriched by any of the foregoing.
(12) “Superseded Agreement” means the Agreement for Cooperation between the Government of the
United States of America and the Government of the Republic of Korea signed by the Parties on February
3, 1956, as amended by the Agreements signed on March 14, 1958, and July 30, 1965.
ARTICLE II
A. Subject to the provisions of this Agreement, the availability of personnel and material, and the
applicable laws, regulations, and license requirements in force in their respective countries, the Parties
shall cooperate with each other in the achievement of the uses of atomic energy for peaceful purposes.
B. Restricted Data shall not be communicated under this Agreement, and no materials or equipment and
devices shall be transferred, and no services shall be furnished, under this Agreement, if the transfer of
any such materials or equipment and devices or the furnishing of any such services involves the
communication of Restricted Data.
C. This Agreement shall not require the exchange of any information which the Parties are not permitted
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to communicate.
ARTICLE III
Subject to the provisions of Article II, the Parties will exchange unclassified information with respect to
the application of atomic energy to peaceful uses and the considerations of health and safety connected
therewith. The exchange of information provided for in this Article will be accomplished through various
means, including reports, conferences, and visits to facilities, and will include information in the following
fields:
(1) Development, design, construction, operation, and use of research, materials testing, experimental,
demonstration power, and power reactors and reactor experiments;
(2) The use of radioactive isotopes and source material, special nuclear material, and byproduct material
in physical and biological research, medicine, agriculture, and industry; and
(3) Health and safety considerations related to the foregoing.
ARTICLE IV
A. Materials of interest in connection with the subjects of agreed exchange of information, as provided in
Article III and subject to the provisions of Article II, including source material, heavy water, byproduct
material, other radioisotopes, stable isotopes, and special nuclear material for purposes other than fueling
reactors and reactor experiments, may be transferred between the Parties for defined applications in such
quantities and under such terms and conditions as may be agreed when such materials are not
commercially available.
B. Subject to the provisions of Article II and under such terms and conditions as may be agreed,
specialized research facilities and reactor materials testing facilities of the Parties may be made available
for mutual use consistent with the limits of space, facilities, and personnel conveniently available when
such facilities are not commercially available.
C. With respect to the subjects of agreed exchange of information as provided in Article III and subject to
the provisions of Article II, equipment and devices may be transferred from one Party to the other under
such terms and conditions as may be agreed. It is recognized that such transfers will be subject to
limitations which may arise from shortages of supplies or other circumstances existing at the time.
ARTICLE V
The application or use of any information (including design drawings and specifications), and any material,
equipment and devices, exchanged or transferred between the Parties under this Agreement or the
superseded Agreement shall be the responsibility of the Party receiving it, and other Party does not
warrant the accuracy or completeness of such information and does not warrant the suitability of such
information, material, equipment and devices for any particular use or application.
ARTICLE VI
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A. With respect to the application of atomic energy to peaceful uses, it is understood that arrangements
may be made between either Party or authorized persons under its jurisdiction and authorized persons
under the jurisdiction of the other Party for the transfer of equipment and devices and materials other
than special nuclear material and for the performance of services with respect thereto.
B. With respect to the application of atomic energy to peaceful uses, it is understood that arrangements
may be made between either Party or authorized persons under its jurisdiction and authorized persons
under the jurisdiction of the other Party for the transfer of special nuclear material and for the
performance of services with respect thereto for the uses specified in Articles IV and VII and subject to
the relevant provisions of Article VIII and to the provisions of Article IX.
C. The Parties agree that the activities referred to in paragraphs A and B of this Article shall be subject to
the limitations in Article II and to the policies of the Parties with regard to transactions involving the
authorized persons referred to in paragraphs A and B of this Article.
ARTICLE VII
A. During the period of this Agreement, and as set forth below, the Commission will supply to the
Government of the Republic of Korea or, pursuant to Article VI, to authorized persons under its
jurisdiction, under such terms and conditions as may be agreed, all of the requirements of the Republic of
Korea for uranium enriched in the isotope U-235 for use as fuel in the power reactor program described in
the Appendix to this Agreement, which Appendix, subject to the quantity limitation established in Article
IX, may be amended from time to time by mutual consent of the Parties without modification of this
Agreement.
(1) The Commission will supply such uranium enriched in the isotope U-235 by providing, to the same
extent as for United States licensees, for the production or enrichment, or both, of uranium enriched in
the isotope U-235 for the account of the Government of the Republic of Korea or such authorized persons.
(Upon timely advice that any natural uranium required with respect to any particular delivery of enriched
uranium under such service arrangements is not reasonably available to the Government of the Republic of
Korea or any such authorized persons, the Commission will be prepared to furnish the required natural
uranium on terms and conditions to be agreed).
(2) Notwithstanding the provisions of paragraph A(1) of this Article, if the Government of the Republic of
Korea or such authorized persons so request, the Commission, at its election, may sell the uranium
enriched in the isotope U-235 under such terms and conditions as may be agreed.
B. As may be agreed, the Commission will transfer to the Government of the Republic of Korea or to
authorized persons under its jurisdiction uranium enriched in the isotope U-235 for use as fuel in defined
research applications, including research materials testing, and experimental reactors and reactor
experiments. The terms and conditions of each transfer shall be agreed upon in advance, it being
understood that, in the event of transfer of title to uranium enriched in the isotope U-235, the
Commission shall have the option of limiting the arrangements to undertakings such as those described in
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paragraph A(1) of this Article.
C. It is understood that the Commission may transfer to a person or persons under the jurisdiction of the
Government of the United States of America such of its responsibilities under this Agreement with respect
to the supply of special nuclear material, including the provision of enrichment services, as the
Commission deems desirable.
ARTICLE VIII
A. With respect to transfer by the Commission of uranium enriched in the isotope U-235 provided for in
Article VI, paragraph B and Article VII, it is understood that:
(1) Contracts specifying quantities, enrichments, delivery schedules, and other terms and conditions of
supply or service will be executed on a timely basis between the Commission and the Government of the
Republic of Korea or persons authorized by it, and
(2) Prices for uranium enriched in the isotope U-235 sold or charges for enrichment services performed
will be those in effect for users in the United States of America at the time of delivery. The advance notice
required for delivery will be that in effect for users in the United States of America at the time of giving
such notice. The Commission may agree to supply uranium enriched in the isotope U-235 or perform
enrichment services upon shorter notice, subject to assessment of such surcharge to the usual base price
or charge as the Commission may consider reasonable to cover abnormal costs incurred by the
Commission by reason of such shorter notice.
B. Should the total quantity of uranium enriched in the isotope U-235 which the Commission has agreed
to provide pursuant to this Agreement and other Agreements for Cooperation reach the maximum
quantity of uranium enriched in the isotope U-235 which the Commission has available for such purposes,
and should contracts covering the adjusted net quantity specified in Article IX not have been executed,
the Commission may request, upon appropriate notice, that the Government of the Republic of Korea or
persons authorized by it execute contracts for all or any part of such uranium enriched in the isotope
U-235 as is not then under contract. It is understood that, should contracts not be executed in
accordance with a request by the Commission hereunder, the Commission shall be relieved of all
obligations with respect to the uranium enriched in the isotope U-235 for which contracts have been so
requested.
C. The enriched uranium supplied hereunder may contain up to twenty percent (20%) in the isotope U-235.
A portion of the uranium enriched in the isotope U-235 supplied hereunder may be made available as
material containing more than twenty percent (20%) in the isotope U-235 when the Commission finds
there is a technical or economic justification for such a transfer.
D. It is understood, unless otherwise agreed, that, in order to assure the availability of the entire quantity
of uranium enriched in the isotope U-235 allocated hereunder for a particular reactor project described in
the Appendix, it will be necessary for the construction of the project to be initiated in accordance with the
schedule set forth in the Appendix and for the Government of the Republic of Korea or persons authorized
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by it to execute a contract for that quantity in time to allow the Commission to provide the material for
the first fuel loading. It is also understood that, if the Government of the Republic of Korea or persons
authorized by it desires to contract for less than the entire quantity of uranium enriched in the isotope
U-235 allocated for a particular project or terminates the supply contract after execution, the remaining
quantity allocated for that project shall cease to be available and the maximum adjusted net quantity of
U-235 provided for in Article IX shall be reduced accordingly, unless otherwise agreed.
E. Within the limitations contained in Article IX, the quantity of uranium enriched in the isotope U-235
transferred under Article VI, paragraph B or Article VII and under the jurisdiction of the Government of
the Republic of Korea for the fueling of reactors or reactor experiments shall not at any time be in excess
of the quantity necessary for the loading of such reactors or reactor experiments, plus such additional
quantity as, in the opinion of the Parties, is necessary for the efficient and continuous operation of such
reactors or reactor experiments.
F. When any special nuclear material received from the United States of America pursuant to this
Agreement or the superseded Agreement requires reprocessing, or any irradiated fuel elements containing
fuel material received from the United States of America pursuant to this Agreement or the superseded
Agreement are to be removed from a reactor and are to be altered in form or content, such reprocessing
or alteration shall be performed in facilities acceptable to both Parties upon a joint determination of the
Parties that the provisions of Article XI may be effectively applied.
G. Special nuclear material produced as a result of irradiation processes in any part of the fuel that may be
leased by the Commission under this Agreement or the superseded Agreement shall be for the account of
the lessee and, after reprocessing as provided in paragraph F of this Article, title to such produced
material shall be in the lessee unless the Commission and the lessee otherwise agree.
H. No special nuclear material produced through the use of material transferred to the Government of the
Republic of Korea or to authorized persons under its jurisdiction, pursuant to this Agreement or the
superseded Agreement, will be transferred to the jurisdiction of any other nation or group of nations,
except as the Commission may agree to such a transfer.
I. Some atomic energy materials which the Commission may be requested to provide in accordance with
this Agreement, or which have been provided under the superseded Agreement, are harmful to persons
and property unless handled and used carefully. After delivery of such materials, the Government of the
Republic of Korea shall bear all responsibility, insofar as the Government of the United States of America
is concerned, for the safe handling and use of such materials. With respect to any special nuclear material
or fuel elements which the Commission may, pursuant to this Agreement, lease to the Government of the
Republic of Korea or to any person under its jurisdiction, or may have leased pursuant to the superseded
Agreement, the Government of the Republic of Korea shall indemnify and save harmless the Government
of the United States of America against any and all liability (including third party liability) for any cause
whatsoever arising out of the production or fabrication, the ownership, the lease and the possession and
use of such special nuclear material or fuel elements after delivery by the Commission to the Government
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of the Republic of Korea or to any person under its jurisdiction.
ARTICLE IX
The adjusted net quantity of U-235 in enriched uranium transferred from the United States of America to
the Republic of Korea under Articles IV, VI, and VII during the period of this Agreement for Cooperation
or under the superseded Agreement shall not exceed in the aggregate twelve thousand nine hundred
(12,900) kilograms. The following method of computation shall be used in calculating transfers, within such
ceiling quantity, made under the said Articles or the superseded Agreement:
From:
(1) The quantity of U-235 contained in enriched uranium transferred under the said Articles or the
superseded Agreement, minus
(2) The quantity of U-235 contained in an equal quantity of uranium of normal isotopic assay, Subtract:
(3) The aggregate of the quantities of U-235 contained in recoverable uranium of United States origin
either returned to the United States of America or transferred to any other nation or group of nations with
the approval of the Government of the United States of America pursuant to this Agreement or the
superseded Agreement, minus
(4) The quantity of U-235 contained in an equal quantity of uranium of normal isotopic assay.
ARTICLE X
The Government of the Republic of Korea guarantees that:
(1) Safeguards provided in Article XI shall be maintained.
(2) No material, including equipment and devices, transferred to the Government of the Republic of Korea
or authorized persons under its jurisdiction by purchase or otherwise pursuant to this Agreement or the
superseded Agreement, and no special nuclear material produced through the use of such material,
equipment or devices, will be used for atomic weapons, or for research on or development of atomic
weapons, or for any military purpose.
(3) No material, including equipment and devices, transferred to the Government of the Republic of Korea
or authorized persons under its jurisdiction pursuant to this Agreement or the superseded Agreement will
be transferred to unauthorized persons or beyond the jurisdiction of the Government of the Republic of
Korea except as the Commission may agree to such a transfer to the jurisdiction of another nation or
group of nations, and then only if, in the opinion of the Commission, the transfer is within the scope of an
Agreement for Cooperation between the Government of the United States of America and the other
nation or group of nations.
ARTICLE XI
A. The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea
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emphasize their common interest in assuring that any material, equipment or devices made available to
the Government of the Republic of Korea or any person under its jurisdiction pursuant to this Agreement
or the superseded Agreement shall be used solely for civil purposes.
B. Except to the extent that the safeguards rights provided for in this Agreement are suspended by virtue
of the application of safeguards of the International Atomic Energy Agency, as provided in Article XII, the
Government of the United States of America, notwithstanding any other provisions of this Agreement,
shall have the following rights:
(1) With the objective of assuring design and operation for civil purposes and permitting effective
application of safeguards, to review the design of any
(a) reactor, and
(b) other equipment and devices the design of which the Commission determines to be relevant to the
effective application of safeguards, which are, or have been, made available to the Government of the
Republic of Korea or to any person under its jurisdiction under this Agreement or the superseded
Agreement by the Government of the United States of America or any person under its jurisdiction, or
which are to use, fabricate, or process any of the following materials so made available: source material,
special nuclear material, moderator material, or other material designated by the Commission;
(2) With respect to any source material or special nuclear material made available to the Government of
the Republic of Korea or to any person under its jurisdiction under this Agreement or the superseded
Agreement by the Government of the United States of America or any person under its jurisdiction and
any source material or special nuclear material utilized in, recovered from, or produced as a result of the
use of any of the following materials, equipment or devices so made available:
(a) source material, special nuclear material, moderator material, or other material designated by the
Commission,
(b) reactors, and
(c) any other equipment or devices designated by the Commission as an item to be made available on the
condition that the provisions of this paragraph B(2) will apply,
(i) to require the maintenance and production of operating records and to request and receive reports for
the purpose of assisting in ensuring accountability for such materials, and
(ii) to require that any such material in the custody of the Government of the Republic of Korea or any
person under its jurisdiction be subject to all of the safeguards provided for in this Article and the
guarantees set forth in Article X;
(3) To require the deposit in storage facilities designated by the Commission of any of the special nuclear
material referred to in paragraph B(2) of this Article which is not currently utilized for civil purposes in the
Republic of Korea and which is not transferred pursuant to Article VIII or otherwise disposed of pursuant
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to an arrangement mutually acceptable to the Parties;
(4) To designate, after consultation with the Government of the Republic of Korea, personnel who,
accompanied, if either Party so requests, by personnel designated by the Government of the Republic of
Korea, shall have access in the Republic of Korea to all places and data necessary to account for the
source material and special nuclear material which are subject to paragraph B(2) of this Article to
determine whether there is compliance with this Agreement and to make such independent measurements
as may be deemed necessary;
(5) In the event of non-compliance with the provisions of this Article or the guarantees set forth in Article
X and the failure of the Government of the Republic of Korea to carry out the provisions of this Article
within a reasonable time, to suspend or terminate this Agreement and to require the return of any material,
equipment and devices referred to in paragraph B(2) of this Article;
(6) To consult with the Government of the Republic of Korea in the matter of health and safety.
C. The Government of the Republic of Korea undertakes to facilitate the application of safeguards
provided for in this Article.
ARTICLE XII
A. The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea note
that, by an agreement signed by them and the International Atomic Energy Agency on January 5, 1968,
the Agency has been applying safeguards to materials, equipment and facilities transferred to the
jurisdiction of the Government of the Republic of Korea under the superseded Agreement. The Parties,
recognizing the desirability of continuing to make use of the facilities and services of the International
Atomic Energy Agency, agree that Agency safeguards shall continue to apply to materials, equipment and
facilities transferred under the superseded Agreement or to be transferred under this Agreement.
B. The continued application of Agency safeguards pursuant to this Article will be accomplished either as
provided in the above-mentioned trilateral agreement among the Parties and the Agency, as it may be
amended from time to time or supplanted by a new trilateral agreement, or as provided in an agreement
which may be entered into between the Government of the Republic of Korea and the International Atomic
Energy Agency pursuant to Article III of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. It is
understood that, without modification of this Agreement, the safeguards rights accorded to the
Government of the United States of America agrees that the need to exercise such rights is satisfied by a
safeguards agreement as contemplated in this paragraph.
C. In the event the applicable safeguards agreement referred to in paragraph B of this Article should be
terminated prior to the expiration of this Agreement and the Parties should fail to agree promptly upon a
resumption of Agency safeguards, either Party may, by notification, terminate this Agreement. In the
event of such termination by either Party, the Government of the Republic of Korea shall, at the request
of the Government of the United States of America, return to the Government of United States of America
all special nuclear material received pursuant to this Agreement or the superseded Agreement and still in
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its possession or in the possession of persons under its jurisdiction.
The Government of the United States of America will compensate the Government of the Republic of
Korea or the persons under its jurisdiction for their interest in such material so returned at the
Commission's schedule of prices then in effect in the United States of America.
ARTICLE XIII
The rights and obligations of the Parties provided for under this Agreement shall extend, to the extent
applicable, to cooperative activities initiated under the superseded Agreement, including, but not limited
to, information, materials, equipment and devices transferred thereunder.
ARTICLE XIV
The “Agreement for Cooperation Between the Government of the United States of America and the
Government of the Republic of Korea Concerning Civil Uses of Atomic Energy” signed on February 3,
1956, as amended, is superseded by this Agreement on the date this Agreement enters into force.
ARTICLE XV
This Agreement shall enter into force on the date on which each Government shall have received from the
other Government written notification that it has complied with all statutory and constitutional
requirements for entry into force of such Agreement and shall remain in force for a period of thirty (30)
years.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this Agreement.
DONE at Washington, in duplicate, in the English and Korean languages, both equally authentic, this
twenty-fourth day of November, 1972.
FOR THE GOVERNMENT OF THIS UNITED STATES OF AMERICA:
Marshall Green
James R. Schlesinger
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA:
Dong-Jo Kim
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APPENDIX
KOREAN ENRICHED URANIUM REACTOR PROGRAM
(1)

(2)

(3)

(4)

REACTORS

START OF

CRITICALITY

TOTAL KGS.

CONSTRUCTION

DATA

U-235 REUQSTED

1975

12,700

Ko-Ri
(600 MWe, PWR) 1970
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AMENDMENT TO AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
CONCERNING CIVIL USES OF ATOMIC ENERGY
The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea,
Desiring to amend the Agreement for Cooperation Between the Government of the United States of
America and the Government of the Republic of Korea Concerning Civil Uses of Atomic Energy, signed at
Washington on November 24, 1972 (hereinafter referred to as the “Agreement for Cooperation”),
Agree as follows:
ARTICLE I
Article VII of the Agreement for Cooperation is amended to read as follows:
“A. Subject to the availability of capacity in Commission facilities for uranium enrichment and within the
quantity authorized in Article IX for transfer, contracts with the Government of the Republic of Korea, or
with authorized persons under its jurisdiction, may be entered into by the Commission as herein set forth
for the production or enrichment of uranium enriched in the isotope U-235 for use as fuel in power
applications undertaken within the Republic of Korea. It is understood by the Parties that, at such times
as the Government of the Republic of Korea, or such authorized persons, have requirements for such
services and are prepared to execute firm contracts which set forth the agreed delivery schedules and
other terms and conditions of supply of such services, the Government of the Republic of Korea or such
authorized persons will have access on an equitable basis with other purchasers of such services to
uranium enrichment capacity then available in Commission facilities and not already allocated.”
“B. Additionally, upon request by the Government of the Republic of Korea or authorized persons under
its jurisdiction, the Commission may, at its option and under terms and conditions as may be agreed, sell
uranium enriched in the isotope U-235 in such amounts as are within the quantity authorized in Article IX
for transfer for use as fuel in power applications undertaken within the Republic of Korea.”
“C. Under such terms and conditions as may be agreed, the Commission may transfer (including, inter alia,
supply through enrichment services contracts) to the Government of the Republic of Korea, or authorized
persons under its jurisdiction, uranium enriched in the isotope U-235 for use as fuel in reactor
experiments and reactors other than those covered under paragraphs A and B of this Article, including
reactors for research, materials testing, experimental, scientific and industrial uses.”
“D. Special nuclear material other than uranium enriched in the isotope U-235 may be transferred to the
Government of the Republic of Korea, or to authorized persons under its jurisdiction, for use as fuel in
reactors and reactor experiments, provided that the Commission may transfer quantities of such material
only to the extent that they fall within an authorized ceiling therefor set forth in Article IX for transfer and
that the terms and conditions of each such transfer shall be agreed upon in advance.”
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ARTICLE II
Article VIII of the Agreement for Cooperation is amended to read as follows:
“A. The enriched uranium supplied under this Agreement may contain up to twenty percent (20%) in the
isotope U-235. A portion of the uranium enriched in the isotope U-235 so supplied may be made available
as material containing more than twenty percent (20%) in the isotope U-235 when the Commission finds
there is a technical or economic justification for such a transfer.”
“B. Subject to the provisions of Article IX, the quantity of uranium enriched in the isotope U-235
transferred under Article VI or Article VII and under the jurisdiction of the Government of the Republic of
Korea may include such amounts as are mutually agreed to be necessary for the accomplishment of the
purposes authorized in this Agreement, including the fueling of reactors or reactor experiments in Korea
and their efficient and continuous operation.”
“C. When any special nuclear material received from the United States of America pursuant to this
Agreement or the superseded Agreement requires reprocessing, or any irradiated fuel elements containing
fuel material received from the United States of America pursuant to this Agreement or the superseded
Agreement are to be removed from a reactor and are to be altered in form or content, such reprocessing
or alteration shall be performed in facilities acceptable to both Parties upon a joint determination of the
Parties that the provisions of Article XI may be effectively applied.”
“D. Special nuclear material produced as a result of irradiation processes in any part of the fuel that may
be leased by the Commission under this Agreement or the superseded Agreement shall be for the account
of the lessee and, after reprocessing as provided in paragraph C of this Article, title to such produced
material shall be in the lessee unless the Commission and the lessee otherwise agree.”
“E. Special nuclear material produced through the use of material transferred to the Government of the
Republic of Korea or to authorized persons under its jurisdiction pursuant to this Agreement or the
superseded Agreement may be transferred to any other nation or group of nations, provided that such
nation or group of nations has an appropriate agreement for cooperation with the Government of the
United States of America or guarantees the use of such special nuclear material for peaceful purposes
under safeguards acceptable to the Parties.”
“F. After delivery of atomic energy materials which may be provided in accordance with this Agreement,
or which have been provided under the superseded Agreement, the Government of the Republic of Korea
shall bear all responsibility, insofar as the Government of the United States of America is concerned, for
the safe handling and use of such materials. With respect to any special nuclear material or fuel elements
which the Commission may, pursuant to this Agreement, lease to the Government of the Republic of
Korea or to any person under its jurisdiction, or may have leased pursuant to the superseded Agreement,
the Government of the Republic of Korea shall indemnify and save harmless the Government of the United
States of America against any and all liability (including third party liability) for any cause whatsoever
arising out of the production or fabrication, the ownership, the lease and the possession and use of such
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special nuclear material or fuel elements after delivery by the Commission to the Government of the
Republic of Korea or to any person under its jurisdiction.”
ARTICLE III
Article IX of the Agreement for Cooperation is amended to read as follows:
“The separative work required to produce the uranium enriched in the isotope U-235 transferred under
this Agreement, or the superseded Agreement, from the United States of America to the Republic of
Korea for power applications shall not exceed that necessary to support the fuel cycles of reactors having
a total installed capacity of five thousand (5,000) megawatts (electric).”
ARTICLE IV
Article XV of the Agreement for Cooperation is amended by deleting “thirty (30)” and substituting in lieu
thereof “forty-one (41)”.
ARTICLE V
This Amendment shall enter into force on the date on which each Government shall have received from
the other Government written notification that it has complied with all statutory and constitutional
requirements for entry into force of such Amendment and shall remain in force for the period of the
Agreement for Cooperation, as amended.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this Amendment.
DONE at Washington, in duplicate, in the English and Korean languages, both
equally authentic, this fifteenth day of May, 1974.
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:
Robert S. Ingersoll
Dixy Lee Ray
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA:
Pyong Choon Hah
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付録 3: 新協定テキスト
（オバマ大統領が米国議会に送付したもの、出典：米国政府印刷局ホームページ、
URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-114hdoc43/pdf/CDOC-114hdoc43.pdf）
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

名称
記号
長
さメ ートル m
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
電
流ア ンペア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量モ
ル mol
光
度 カ ン デ ラ cd

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立方メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立方メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10 800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648 000) rad
ha 1 ha=1 hm 2=104m2
L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3
t
1 t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2
2
m /m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1
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表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1 eV=1.602 176 53(14)×10 -19J

1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1 u=1 Da

1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=10 5Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 s A
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 s A
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol
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表５．SI 接頭語
記号
乗数
名称
タ
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60 s
時
h 1 h =60 min=3600 s

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
組立量
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量,
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
方向性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

名称

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm) 2 =10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

シ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =10 4lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ａ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「
は対応関係を示すものである。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

準

大

」

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1 γ=1 nT=10-9T
1 フェルミ=1 fm=10-15m

1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m
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