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資料第3-3号
核セキュリティ協力に関する日米共同声明【骨子】

（ＦＣＡからの機微な核燃料の撤去完了）
 日米両国は，日本の高速炉臨界実験装置（ＦＣＡ）から全ての高濃縮ウラン（ＨＥＵ）
燃料及び分離プルトニウム燃料の撤去を，大幅に予定を前倒しして完了したことを表明。
 この取組は，２０１４年のハーグでの前回サミットにおいて表明され，２０１５年４月
の安倍総理のワシントン訪問の際に改めて表明されたコミットメントの達成を示すもの。
 米国は，ＨＥＵを低濃縮ウラン（ＬＥＵ）化し，プルトニウムを最終処分に向け、より
機微でない形態に転換する。
（ＫＵＣＡから全てのＨＥＵ燃料を撤去）
 日米両国は，京都大学臨界集合体実験装置（ＫＵＣＡ）の全てのＨＥＵ燃料を米国に撤
去するために協働することにより，世界規模でのＨＥＵの保有量の最小化の取組に貢献
することを表明。
 この撤去は，ＫＵＣＡをＨＥＵ燃料からＬＥＵ燃料を利用する原子炉に転換することで
可能となるもの。
（日米ＮＳＷＧの活動継続）
 日米核セキュリティ作業グループ（ＮＳＷＧ）の下で，機微な核物質量の削減，核鑑識
能力の向上を含む核セキュリティ強化のための活動を実施。また，規制管理外で発見さ
れた核物質や放射性物質に対する統合的な国家の対応に関する枠組みについてのベス
ト・プラクティスを共有。
 ＮＳＷＧは，核セキュリティに関する訓練，核物質の物理的防護，保障措置や輸送セキ
ュリティを含む様々な課題について二国間の協力を更に推進。
 米国は，日本原子力研究開発機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター（ＩＳ
ＣＮ）が担っている，他国，特にアジア諸国の人材の能力構築における不可欠な役割を
賞賛し，ＩＳＣＮが，この地域における核セキュリティ強化のための主導的な拠点とし
ての役割を果たし続けることを期待。
 日米両国は，早期の合意成立を図るべく，核セキュリティ分野の秘密情報の共有を可能
とする枠組みに関する交渉を開始。
 日米両国は，ＮＳＷＧの活動を継続。
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核セキュリティ協力に関する日米共同声明

オランダのハーグでの 2014 年核セキュリティ・サミットにおける安倍内閣総理大臣とオバマ
大統領による誓約を想起し，
本日，安倍内閣総理大臣とオバマ大統領は，第 4 回核セキュリティ・サミットの機会に，ワ
シントン DC において，日本と米国が，日本の高速炉臨界実験装置（FCA）から全ての高濃
縮ウラン（HEU）燃料及び分離プルトニウム燃料の撤去を完了したことを表明した。この事
業は，双方の多大な努力と強固な協力の結果，大幅に予定を前倒しして完了した。この取組
は，ハーグにおける 2014 年核セキュリティ・サミットにおいて初めて表明され，2015 年 4
月の安倍総理大臣のワシントン DC 訪問の際に改めて表明されたコミットメントの達成を示
すものである。これは，世界規模で HEU 及び分離プルトニウムの保有量を最小化する我々の
互いの目標を推し進めるものであり，権限のない者や犯罪者，テロリストらによるそのよう
な物質の入手を防ぐことに貢献する。米国は，HEU を民生用に利用される低濃縮ウラン
（LEU）に希釈し，プルトニウムは最終処分に向け，より機微でない形態に転換する。
本日，両国は，京都大学臨界集合体実験装置（KUCA）の全ての HEU 燃料を米国に撤去し，
希釈し，恒久的に脅威を削減するために協働するとの表明により，世界規模での HEU の保有
量の最小化の取組に貢献するための両国の更なる決意を示す。この撤去は，技術的及び経済
的に可能な場合に，KUCA を HEU 燃料を利用する原子炉から LEU 燃料を利用する原子炉に
転換することで可能となる。KUCA は，核テロリストによる盗難や使用のリスクをもたらさ
ない燃料を用いて，関連研究や人材育成といった重要な役割を引き続き果たすこととなる。
FCA からの HEU 燃料及びプルトニウム燃料の撤去と，KUCA の転換は，日米核セキュリテ
ィ作業グループの継続的な活動の一環である。日米核セキュリティ作業グループの下で，
我々は，機微な核物質量の削減，核物質に対する権限のないアクセスのリスクの削減，緊急
事態への準備の強化，核鑑識能力の向上を含む核セキュリティに対する重層的アプローチを
とってきている。日本と米国は，また，規制管理外で発見された核物質や放射性物質の事案
に対する統合的な国家の対応に関する可能な枠組みについてのベスト・プラクティスを共有
しており，これからも共有していく。
核セキュリティ作業グループは，核セキュリティに関する訓練，核物質の物理的防護，保障
措置や輸送セキュリティを含む様々な課題について二国間の協力を更に推進する。米国は，
日本原子力研究開発機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター（ISCN）が担ってい
る，他国，特にアジア諸国の人材の能力構築における不可欠な役割を特に賞賛し，ISCN が，
この地域における核セキュリティ強化のための主導的な拠点としての役割を果たし続けるこ
とを期待する。
核テロリズムを防ぐための協力活動を更に強化し，核セキュリティ・サミットの目的に取り
組み続けるために，双方は，早期に合意成立を図るべく，核セキュリティ分野の秘密情報の
共有を可能とする枠組みに関する交渉を開始した。日本及び米国は，民生用原子力協力に関
する日米二国間委員会の下で核セキュリティ作業グループを継続し，世界の核セキュリティ
を強化する上での指導的役割を維持する。
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US-Japan Joint Statement on Nuclear Security Cooperation
Recalling President Obama and Prime Minister Abe’s pledge at the 2014 Nuclear Security
Summit in The Hague, Netherlands:
Today in Washington, D.C., on the occasion of the fourth Nuclear Security Summit (NSS),
Prime Minister Abe and President Obama announced that Japan and the United States have
completed the removal of all highly-enriched uranium (HEU) and separated plutonium fuels
from the Fast Critical Assembly (FCA) in Japan. This project was accomplished on an
accelerated timeline well ahead of schedule, thanks to the hard work and strong cooperation from
both sides. This effort represents the realization of a commitment first announced at the 2014
Nuclear Security Summit in The Hague and reiterated during Prime Minister Abe’s April 2015
visit to Washington, D.C. It furthers our mutual goal of minimizing stocks of HEU and
separated plutonium worldwide, which will help prevent unauthorized actors, criminals, or
terrorists from acquiring such materials. The United States will downblend the HEU to low
enriched uranium (LEU) for use in civilian activities and convert the plutonium into a less
sensitive form for final disposition.
Today our two countries further demonstrate our determination to make contributions to the
efforts to minimize stocks of HEU worldwide by announcing our pledge to work together to
remove all HEU fuels from the Kyoto University Critical Assembly (KUCA) to the United States
for downblend and permanent threat reduction. This removal will be made possible by the
conversion of KUCA from HEU to LEU fuels, when technically and economically feasible.
KUCA will continue to serve its important missions in relevant research and human resource
development, with fuels that will no longer present a risk of theft and use by nuclear terrorists.
The removal of HEU and plutonium fuels from the FCA and our pledge to convert KUCA are
part of the ongoing activities of the U.S.-Japan Nuclear Security Working Group (NSWG).
Under the NSWG, we have taken a layered approach to nuclear security that involves reducing
quantities of sensitive nuclear material, reducing the risk of unauthorized access to nuclear
material, strengthening emergency preparedness, and improving nuclear forensics capabilities.
The United States and Japan are also sharing and will continue to share best practices on a
possible framework for an integrated national response to incidents of nuclear and radioactive
materials found out of regulatory control.
The NSWG further facilitates bilateral cooperation on a range of issues including nuclear
security training, the physical protection of nuclear material, safeguards, and transportation
security. The United States especially applauds the indispensable role which the Japan Atomic
Energy Agency’s Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security
(ISCN) is playing in the capacity building of personnel from other countries, particularly those
from Asian countries, and expects ISCN to continue to serve as a leading Center of Excellence in
this area.
In order to further strengthen cooperative efforts on preventing nuclear terrorism, and to continue
to address Nuclear Security Summit goals, both sides have commenced negotiations on a
framework to enable the exchange of classified information in the area of nuclear security, with
the shared intention of reaching an agreement shortly. Japan and the United States will continue
our NSWG under the U.S.-Japan Bilateral Commission on Civil Nuclear Cooperation,
maintaining its leadership role in strengthening global nuclear security.
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