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Nuclear Accident. Moreover, it was expected to explore comprehensive approaches which 
could contribute to enhancing both nuclear safety and security in order to support 
sustainable and appropriate development of the peaceful use of nuclear energy.  
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1. はじめに 

日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という）は、核不拡散政策に関する一般社会への理

解促進と国際貢献を目的として、毎年、原子力平和利用と核不拡散に係る国際フォーラムを開催し、そ

の時々の今日的な課題に焦点を当てた講演やパネルディスカッションを通じて、原子力平和利用と核不

拡散の両立に係る種々の課題や方策について国内外の理解を深めるとともに、我が国及び原子力機構

の核不拡散への取組みを紹介している。 
現在の核不拡散と原子力平和利用を巡る課題の一つは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所

事故（福島原子力事故）に起因する日本における原子力安全の確保と核セキュリティ対策の強化である。

特に核セキュリティについて、2010 年 4 月ワシントンで開催された核セキュリティサミットでは、核物質や

原子力施設の管理体制の強化や、今後 4 年以内の国際的管理体制の確立等を内容とするコミュニケ及

び作業計画が採択されたところであり、核セキュリティ対策に係る今後の日本を含む各国の具体的アクシ

ョンには世界が注目している。 
このような状況を踏まえ、原子力機構は、福島原子力事故を契機に米国等から示された原子力発電

所の核テロに対する核セキュリティ強化方策と、継続的で健全な原子力の平和利用の発展を実現する観

点から、原子力安全と核セキュリティ対策の総合的アプローチ等について議論し、2012 年 3 月の韓国ソ

ウルにおける核セキュリティサミットに向けたメッセージを発することを目指して、東京大学グローバル

COE 及び財団法人*日本国際問題研究所と共催で、2011 年 12 月 8 日、9 日に、「原子力平和利用と

核セキュリティに係る国際フォーラム -福島原子力事故の教訓をソウル核セキュリティサミットでの議論に

つなげるために-」を開催した。（*開催当時、2012 年 4 月に公益財団法人に移行） 
フォーラムでは、福島原子力事故との関連も含めた原子力安全と核セキュリティに係る 2 つの基調講

演、3 つの特別講演及び 2 つのパネル討論が行われた。パネル 1 では、核セキュリティ対策の基本的考

え方をとりまとめた IAEA 核セキュリティ基本文書や勧告文書の内容等についてレビューした上で、福島

原子力事故の教訓と課題に鑑み、重大事故を引き起こす可能性のある核セキュリティ上のリスク評価、核

セキュリティ対応における国と事業者の責任と役割等について議論した。パネル 2 では、原子力利用を

推進していく上での 3S（原子力安全-核セキュリティ-核不拡散）の重要性とその取組み、また原子力安全

と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散（保障措置や計量管理も含む）の 2S のインターフェースとシ

ナジー効果について議論した。其々のパネルの最後には、モデレータがパネルのサマリーをまとめてい

る。 
フォーラムには、約 300 名の参加があり、フロアからも多くの方々に積極的に討論に加わって頂き、活

気のあるフォーラムとなった。本報告書は、同フォーラムの基調講演及び特別講演の要旨、パネル討論

の概要及びパネル討論で使用された発表資料を収録し、フォーラムでの議論が、今後の核セキュリティ

関連の議論に資することを目的にまとめたものである。 
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2. 「原子力平和利用と核セキュリティに係る国際フォーラム  
- 福島原子力事故の教訓をソウル核セキュリティサミットでの議論につなげるために -」 

結果報告 
 
2.1 フォーラムの概要 

日 時：  平成 23 年 12 月 8 日（木）10 時～17 時、9 日（金）9 時 30 分～12 時 
場 所：  ベルサール飯田橋ファースト ホール A（東京都文京区後楽） 
主 催：  日本原子力研究開発機構、東京大学グローバル COE、日本国際問題研究所 
講演者、モデレータ、パネリスト： 

海外：国際原子力機関、欧州委員会、米国、韓国、カザフスタン、インドネシア 
国内：国会議員、原子力及び国際政治関係機関、大学等 

参加者数：約 300 人 
プログラム：  

 基調講演 
「福島原発事故から見えた原発のセキュリティと安全性」 

末松 義規 内閣総理大臣補佐官（東日本大震災復興対策、少子化対策及び自

殺対策担当） 
「福島原子力事故の評価と教訓」 

ドゥニ フローリィ 国際原子力機関（IAEA）原子力安全・セキュリティ局事務次長 
特別講演 

「原子力安全と核セキュリティのインターフェースへの統合的アプローチ-NRC の視点-」 
マーク ダパス 米国原子力規制委員会（NRC）核セキュリティ・事故対応局副局長 

「欧州連合における原子力安全と核セキュリティ」 
ディディエ アース 欧州委員会／共同研究センター（EC/JRC）総局長顧問 

「2012 ソウル核セキュリティサミットの展望」 
  ハン ジョンヒ 韓国外交通商省 2012 核セキュリティサミット・サブシェルパ 

 
パネル討論１：「原子力施設における核セキュリティ」 

 論点：  
 核セキュリティ対策の指針としての IAEA 核セキュリティ基本文書・勧告文書と国内

対応 
 核セキュリティの観点からの福島原子力事故の教訓と課題  
 原子力施設の核セキュリティ対策のあり方 

パネル討論 2：「原子力安全と核セキュリティ対策の総合的アプローチ」 
論点：  
 原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散（保障措置や計量管理も含

む）のインターフェースとシナジー効果 
 2010 年 4 月の核セキュリティサミットの論点と結果レビューとその後の各国の取組

み及び 2012 年ソウル核セキュリティサミットに向けたメッセージ 
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2.2 冒頭挨拶 
鈴木 篤之 日本原子力研究開発機構理事長 

 
3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震及び津波により引き起こされた福島第一原子力発電所の事

故（福島原子力事故）について、原子炉は現在、冷温停止に向けコントロールされているものの、完

全に安定な状態に移行させるためには今後も数ヶ月に渡る措置及び対応が必要である。世界の

様々なコミュニティから犠牲者や避難住民に対する援助と激励に対し感謝する。 
本件事故に関し、現在、我々は二つの課題に直面している。一つは原子炉の完全な安定化と長

期的な廃炉に向けた取組み、二つはサイト外の除染や環境対策である。オンサイト及びオフサイト

の両面からの対応が必要であり、原子力機構もその能力を活用して最大限の対応を行っていく。 
福島原子力事故を受け、原子力安全と核セキュリティの確保に関する類似性の認識が高まって

おり、原子力施設に対する外部からの攻撃を防止する対策の強化が重要である。2012 年のソウル

核セキュリティサミットでは、2010 年のワシントン核セキュリティサミットで表明された 4 年以内に脆弱

な核物質の管理を徹底する等の各国の対応状況の他に、福島原子力事故から得られた知見につ

いても焦点が当てられよう。 
以上の状況を踏まえ、今回のフォーラムは、関係諸機関から専門家を招いて基調講演、特別講

演、パネル討論を通じて、核セキュリティ強化の効果的な戦略・対策等について議論し、結果はソウ

ルの核セキュリティサミットで報告されるだろう。 
現在、福島原子力事故後の日本の原子力エネルギー政策は議論の最中であり、多くを語ること

は時期尚早であるが、日本政府は世界の原子力安全と核セキュリティに対し貢献していく意思があ

ることから、本フォーラムの結論が今後の日本の原子力政策決定に貢献することを期待する。 
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2.3 基調講演 
2.3.1 「福島原発事故から見えた原発のセキュリティと安全性」  

末松 義規 内閣総理大臣補佐官 
（東日本大震災復興対策、少子化対策及び自殺対策担当） 

 
【はじめに】 

私は、以前は宮城県の現地対策本部長、現在は、福島原子力事故も含めた東日本大震災復

興対策の担当として福島原発事故に関わってきた。ただし、直接の担当ではないため、ここで述

べることは政府の見解ではなく、個人の見解である。 
 

【福島原子力事故】 
昨日の時点で、原子炉の冷温停止が達成された状態にあり、今後もこの状況を継続していき

たい。今月半ばすぎにはステップ 2（冷温停止状況）を達成したことが宣言される予定であり、次

のステップは警戒区域から避難した人々の帰還と賠償問題である。 
 

【原子力安全と核セキュリティ】 
日本では阪神大震災以降、原子力安全が見直されてきたのに対し、核セキュリティに対する

関心は薄かったと考えられるが、今後、核セキュリティの取組みは重要である。特に福島原子力

事故で電源喪失の問題がクローズアップされたことから、電源喪失が人為的になされないための

検討が行われていくことが想定される。 
原子力事故や核セキュリティに関する事象が起きてしまった場合、その回復には大きなコスト

を要する。事故等を起こさないよう最大限の予防の取組みが必要である。 
 

【構造上、設計上の脆弱性の問題】 
地震、津波、異常気象といった天災による事故の発生、過失による事故の発生に加えて原子

力施設への人為的な攻撃に対応する必要がある。そのためには秘密の保持、攻撃が実際にな

された際の攻撃目標に到達する時間を遅らせる取組み、サイバーテロへの対応、使用済燃料プ

ールや予備電源設置の場所等、設計の検討が重要。また、他の国による原子力施設に対する

軍事行動に関しては、これを防止するための外交的取組みが求められる。日本では、原子力安

全及び核セキュリティを担当する独立した規制機関が新設される予定である。当該機関は、経済

産業省、文部科学省、防衛省、海上保安庁や、原子力機構などの国内研究機関及び国際的な

研究機関等が行う原子力安全及び核セキュリティに係る活動の調整を行うことになる。 
 

【リスク・コミュニケーション】 
リスク・コミュニケーションにおいては適切な情報を出していくことが重要。10 月半ばに IAEA

による除染活動の適切性を評価するミッションが来日した際、日本の除染活動は国際基準をクリ

アするだけでなく、むしろこれを超えるものであるとの指摘が記者会見でなされた。こうしたことを

福島の住民向けに発信してもらいたいと考えていたが、実際に報道したのは 1 紙か、2 紙にとど

まった。マスコミへの働きかけに関する政府側の努力が足りなかった面がある。メディアとの良好

な関係を育んでいくことが必要である。 
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【国際的ネットワークの強化】 
原子力安全や核セキュリティに関してベストプラクティスや情報の国際的な共有が重要。この

国際フォーラムでは、来年 4 月のソウルでのセキュリティサミットや、来年後半に日本が IAEA と

共催で開催予定の原子力安全に関する国際会議のたたき台になるような議論を期待する。 
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2.3.2 「福島原子力事故の評価と教訓」  
ドゥニ フローリィ 国際原子力機関（IAEA）原子力安全・セキュリティ局事務次長 

 
【はじめに】 

原子力事故の報告や経験をフィードバックすることは、原子力安全の基盤整備の根幹であり、

1979 年の TMI 原子力発電所事故、1986 年のチェルノブイリ原子力発電所事故及び 2001 年

9 月 11 日の米国同時多発テロは、原子力安全及び核セキュリティの強化を促した。チェルノブイ

リ原子力発電所事故以降、25 年間、重大な原子力事故は無かったが、以前の事故同様、今回

の福島原子力事故で学んだ教訓を生かさなければならない。 
 

【福島原子力事故の教訓】 
福島原子力事故は、原子力災害には国境がないことを再認識させた。 
IAEA 事務局長の要請を受け、国際原子力安全諮問グループ（INSAG）は福島事故に関連

する今後のアクションに関して勧告し、弱点となる可能性として、規制構造、指揮命令系統、究極

的な事象、過酷事故、電源喪失、冷却機能の喪失、爆発性ガスの蓄積、使用済燃料貯蔵、緊急

時対応の 9 つを特定している。 
 
【原子力安全に関する IAEA の行動計画】 

本年 6 月の原子力の安全に関する IAEA 閣僚会議で採択された宣言に対応して、①東電福

島第一原子力発電所事故の観点からの安全評価、②IAEA ピアレビュー、③緊急事態に係る準

備及び対応、④国内規制当局、⑤事業機関、⑥IAEA 安全基準、⑦国際的な法的枠組み、⑧

原子力発電計画の開始を計画する加盟国、⑨キャパシティ・ビルディング、⑩放射線からの人及

び環境の保護、⑪コミュニケーションと情報提供、⑫研究開発の 12 項目からなる原子力安全に

関する IAEA 行動計画が IAEA 理事会で承認、総会で採択された。 
 

国際的な法的枠組み：4 月に開催された原子力安全条約（CNS）の第 5 回再検討会議では、

安全対策に係る法的枠組みの強化が取り上げられ、2012 年 8 月に特別会合を開催するこ

とが合意された。CNS の改正の必要性については、二つの同時並行的なアプローチ、つま

り、用意周到に条約の改正を図りつつも、一方で法的拘束力のない手段や種々のメカニズ

ムを使い原子力安全を強化するという緊急課題に対応していくという方法が最も効果的と考

える。その他、国家の規制機関の独立性確保の必要性、さらに原子力損害賠償制度に関し

ては、日本が国際条約に加盟していないことが指摘されている。 
 
IAEA 安全基準：福島原子力事故以降、多くの加盟国で原子力発電所の脆弱性を評価す

る総合的試験（いわゆる、ストレステスト）が実施された。一方で、各国間の評価に関する調

和が必要であり、IAEA 事務局において、原子力発電所の安全尤度に関する評価手法を

開発している。また、事故と関連した IAEA の安全基準についての調査も行っている。しか

し、IAEA 現地調査団の報告にも示すように、最良の基準を作成しても実施が伴わないと何

の役にも立たない。 
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IAEA ピアレビュー：ピアレビューは、規制の効果、運転及び設計上の安全性、緊急事態に

係る準備及び対応を評価しており、安全強化に関する IAEA 行動計画の核心である。加盟

国はピアレビュー・ミッションを自発的に受け入れることが奨励されている。 
 
緊急事態に係る準備及び対応：非常時対応計画と対応に関し、IAEA は、チェルノブイリ原

子力発電所事故後に採択された「原子力事故の早期通報に関する条約」、「原子力事故又

は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」に基づき取り組んでいる。これらの

責務を果たすために原子力安全・セキュリティ局内に事故及び緊急事態対応センター

（IEC）を設置し、加盟国との情報のやり取りは緊急時対応援助ネットワーク（RANET）を通

じて実施している。 
 
コミュニケーションと情報提供：チェルノブイリ原子力発電所事故と異なり、福島原子力事故

の状況は、迅速に発信された。一方で、典型的なコミュニケーションに関わる課題として、国

際原子力事象評価尺度（INES）が挙げられ、日本は当初レベル 5 と評価したが、その後レ

ベル 7 に修正した。他国の専門家は、それが妥当とする意見とレベル 6 とすべきとの意見が

あり、世論を混乱させた。IAEA は、このような混乱を避けるために INES 評価の再検討を

開始している。 
 
透明性と行動計画：加盟国がピアレビュー結果をよりシステマティックに利用できるようにす

るには、評価結果を最大限の透明性を持って公表することが重要である。それが、政府と公

衆との信頼を再構築するのに必要な第一歩ともなる。 
 
原子力安全とセキュリティ：テロや悪意のある意図的行為により原子力事故が発生する可能

性があり、福島原子力事故は、この点において原子力施設の防護に対し改善の必要性を

指摘した。原子力安全には透明性の確保が重要だが、核セキュリティにはそれが困難なこ

ともある。だからといって核セキュリティ問題がおろそかにされてきたというわけではなく、

IAEA は福島原子力事故の教訓として本問題にも積極的に取り組んでいく。 
 

【まとめ】 
福島原子力事故は、今後長期に渡るものであることを IAEA 加盟国は認識しているが、多くの

原子力関係者は、事故の教訓を基に迅速な対応を行っている。IAEA の行動計画は、この道筋

を示すものとして有用であり、行動計画の実施の監督と全ての利害関係者間の適切な調整のた

めに、原子力安全行動チームを IAEA 内に設置したが、当該チームの主要タスクの一つは、全

ての加盟国から情報を集め計画を実施、評価し、全ての利害関係者に結果を提供することであ

る。原子力安全に関する行動計画の承認によって、IAEA は原子力安全の枠組みを全世界レベ

ルで強化するための歴史的な一歩を踏み出した。 
IAEA の 151 の加盟国が一丸となり、包括的なプログラムのもと、原子力安全ツールの全てを

活かしながら、原子力安全の枠組みを国家、地域及び全世界レベルで強化していくことになる。 
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2.4 特別講演 
2.4.1 「原子力安全と核セキュリティのインターフェースへの統合的アプローチ -NRC の視点-」  

マーク ダパス 米国原子力規制委員会（NRC）核セキュリティ・事故対応局副局長 
 

【はじめに】 
昨今の核の脅威の高まりの中で原子力安全と核セキュリティの統合的検討がより重要との認

識を踏まえ、長年の知見に基づいて安全-セキュリティのインターフェースとその効果的な運用に

焦点を当ててお話ししたい。 
 

【米国原子力規制委員会（NRC）の使命、規制の枠組み】 
米国原子力規制委員会（NRC）は国内の民生用原子力事業者に対する許認可を所管し、公

衆衛生・安全・環境の保護及び放射性物質の防護の確保に責任を有する。規制、許認可及び

監督からなる規制の枠組みは、規制対象の実態に合わせて常に運用検討を行っており静的なも

のではあり得ない。 
 

【原子炉のセキュリティに関する米国のアプローチ】 
NRC は、諜報機関等からの国内外の脅威に係る情報等について検討・分析を行い、脅威対

象の規模等を想定した設計基礎脅威（DBT）に照らして評価する。事業者は、障害物、検知シス

テム、入室管理等を含む詳細なセキュリティ計画を作成するほか、内部脅威に対しては深層防

護を取り入れ、脅威者が入手する内部情報によってセキュリティ防護機能が破られないように配

慮する。 
 

【原子力安全と核セキュリティのインターフェースと規制の枠組み】 
9.11 同時多発テロ以降、国家安全保障の維持が重要課題となり、NRC は、原子炉が脅威下

においても効果的な核セキュリティ対策を維持できるよう DBT を徹底的に見直すとともに、緊急

時対応と核セキュリティ間の連携や核セキュリティを考慮した訓練プログラムの強化等を図った。 
原子力安全と核セキュリティのインターフェースを効果的に管理できないと、予定した活動の

遅れ、セキュリティの脆弱性の発生、安全機能及び緊急時の対応活動への影響が出てくる。そ

の意味で、効果的な核セキュリティ戦略の重要な点は、原子力安全と核セキュリティのインターフ

ェースを管理することができる能力である。 
NRC による規制は、「連邦規制コード タイトル 10（10 CFR）」に含まれ、このうち施設の核セ

キュリティはパート 73「プラント及び核物質の防護」に規定されている。また、原子力安全と核セ

キュリティのインターフェースについて、パート 73.58「原子力発電所の安全-セキュリティのインタ

ーフェースにおける要件」を 2009 年に規定し、その実施に当たって考慮すべき細目を規制指針

5.74「安全-セキュリティのインターフェースの管理」に記載している。 
効果的な情報伝達なくして安全と核セキュリティのインターフェースの管理はできず、複数の

サイトの各階層を横断する強固な情報伝達が重要であることを強調したい。例を挙げると、発電

所の運転員と警備員とは其々の役割や責任が異なるため別個の組織文化を持つが、安全と核
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セキュリティのインターフェースは、こうした既存の組織文化に起因する障壁を打破する主体的な

取組みが必要である。 
 

【福島原子力事故後の対応等】 
福島原子力事故の後、現在得られる技術・運転情報を基に規制体系に関する系統的・組織

的検討を実施し、自然災害に対する防護・被害軽減・緊急対応のための規制組織の強化につい

て数々の勧告を行ったが、これらは優先順位を付けて実施される予定である。なお、核セキュリ

ティ監督機能あるいは安全-核セキュリティのインターフェースについては特段の改善の必要性

は認められていない。 
福島原子力事故に関し、長期的な停電や過酷な自然災害があっても原子炉と使用済燃料プ

ールは安定的な状態を保たなければならないし、またそのような状況が敵対者に悪用される可

能性があることを踏まえ、適切な対策を考える必要がある。 
核セキュリティ機能に関連する重要な知見として指摘したいのは、一部の構造物等の機能不

全が予見されていない中枢部の損傷をもたらし得ること、そしてこの観点から、安全にとって重要

な構造物等を防護するために追加的な核セキュリティ対策が必要であろうということである。また、

緊急時対応の手順について、実際の事象や安全と核セキュリティの双方の要素を含んだ総合訓

練を基に絶えず改良を加えていく必要があろう。 
 

【まとめ】 
安全と核セキュリティは等しく重要であり、そのバランスを保つための効果的な計画・調整はあ

らゆる組織階層において必要である。本講演において NRC が規制の枠組みをいかに改善して

きたかがお分かりいただけたと思うが、米国のみが安全と核セキュリティのインターフェースの重

要さを認識し、効果的な規制監督を実施しているのではないと確信する。 
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2.4.2 「欧州連合における原子力安全と核セキュリティ」  
ディディエ アース 欧州委員会／共同研究センター（EC/JRC）総局長顧問 

 
【欧州における原子力発電の状況】 

現在、27 の EU 加盟国のうち 14 カ国が原子炉を有し、欧州における原子力発電の比率は

35％となっている。福島原子力事故後、独国では政治的理由のみで 8 基が運転を停止、一方で、

仏国、フィンランド、スロバキア、ブルガリア及びルーマニアで 8 基が建設途中であり、さらに 24
基以上の建設が計画されている。2020 年代においても原子力発電は同様の比率を保つであろ

うと楽観的に見ている。 
 

【原子力発電所のストレステスト】 
今年末に各加盟国による安全性に関するストレステストの結果報告書が欧州委員会に提出さ

れ、その後ピアレビューが行われる。欧州委員会は来年 6 月に各加盟国の報告書を統合したも

のを欧州理事会に提出する予定である。 
ピアレビューには原子力発電所を運転している EU 加盟国（14 カ国）に加えて、リトアニア、ウ

クライナ、スイスが参加、日本も含めた非加盟国もオブザーバとして参加する。 
ストレステストは地震、津波だけでなく、悪天候や火災など他の要因によって生じた原子力事

故の結果、電源機能や最終冷却機能の喪失及びその組み合わせなど、安全機能が喪失した場

合をも想定したものである。ストレステストは欧州の原子力安全規制機関が定義するクライテリア

に基づいて履行する。 
原子力安全に関するストレステストが原子力発電所や規制機関を対象に行われるのに対し、

核セキュリティに関するストレステストは国を対象に行われ、核セキュリティと悪意やテロ行為によ

る事故の予防や事故対応を解析することが目的である。中間報告書は、EU 加盟国は核セキュリ

ティ体制の強化にコミットするとともに、原子力安全と核セキュリティのインターフェースを強調し、

核セキュリティ文化や緊急時対応等につき欧州及び国際レベルでベストプラクティスの共有を図

ることを推奨している。この核セキュリティ分野でのストレステストについても 2012 年 6 月に最終

報告書がまとめられる予定である。 
 

【保障措置や核セキュリティ分野における共同研究センターの活動】 
共同研究センター（JRC）は保障措置や核セキュリティ分野においても科学技術の面からの支

援活動を実施している。従来の保障措置技術に関する支援（非破壊測定技術の開発等）、追加

議定書の履行に関する支援（環境サンプリング等）、核物質等の不法移転の検知や核鑑識に関

する活動、訓練の提供等の活動が挙げられる。 
全ての大量破壊兵器へのリスク対応能力を強化するための拠点（Center of Excellence）を

設立する取組みが 2010 年に開始された。 
2011 年 5 月には、テロ攻撃に対する国の対応を分析するため、STAR （STAte Response to 

terrorist attack）と称する訓練が実施された。 
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【まとめ】 
原子力安全と核セキュリティは可能な限り統合した形で推進し、原子炉の建設にあたっては原

子力安全及び核セキュリティの両面から重大事故のリスク評価がなされるべきである。 
EU と日本の関係は強固なものであり、今後も保障措置、核セキュリティ及び科学技術におけ

る協力を更に強化すべきである。 
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2.4.3 「2012 ソウル核セキュリティサミットの展望」  
ハン ジョンヒ 韓国外交通商省 2012 核セキュリティサミット・サブシェルパ 

 
【核セキュリティサミットの背景と重要性】 

核セキュリティを議論する背景として、1993 年以降、2 千件以上の核物質や放射性物質の盗

取、紛失、不正取引などの事例が IAEA に報告され、そのうち 33 件が高濃縮ウランまたはプルト

ニウムに係るものである。9.11 テロ以降、特に核テロに関する懸念が増加している。 
2009 年 4 月、オバマ米大統領がプラハで核兵器の無い世界の実現について演説し、核セキ

ュリティにつき、安全に管理されていない核物質の管理を 4 年以内に確保することをコミットした。

核セキュリティを推進するには、多国間で取り組む必要があり、その推進は NPT の 3 つの柱であ

る軍縮、核不拡散、原子力平和利用の推進にもつながる。 
 

【2010 年ワシントン核セキュリティサミット】 
2010 年 4 月にワシントンで開催された核セキュリティサミットには、NPT 非加盟国 3 カ国を含

む 47 カ国と 3 つの国際機関が参加し、核テロに対する脅威という共通認識を得てコミュニケが採

択された。また、高濃縮ウランの返還、訓練センターの設立など個々の国からのコミットメントが示

された。 
 

【2012 年ソウル核セキュリティサミットを取り巻く現況】 
2012 年3月のソウル核セキュリティサミットに向けた考慮すべき現在の情勢として、ポスト オサ

マ・ビン・ラディンの時代の安全保障の状況、アラブの春、福島原子力事故、原子力ルネッサンス、

放射性物質の拡散の重大性が再認識されたことなどが挙げられる。 
 

【ソウル核セキュリティサミットの方向性】 
ソウルサミットでは、ワシントンサミット後の進捗状況のレビュー及び評価と、ワシントンサミットで

の原則及び精神を再確認する。またコミュニケは、政治的宣言から、実施のための現実的なビジ

ョンと優先される主要方針に焦点を当てることに移行することとしている。また、原子力平和利用

の再構築のための政策に活力を与えるための橋渡しになるようなものを提案したい。 
 

【ソウル核セキュリティサミットのアジェンダ及び課題】 
サミットのアジェンダとしては、研究炉や医療用放射性同位元素製造のための原子炉につき、

高濃縮ウランから低濃縮ウランを使用するように転換することや、核セキュリティに関して IAEA
が中心的拠点として基幹的な役割を担うこと、核物質の違法取引や国境管理に関する国際協力、

情報に関するセキュリティなどが挙げられる。核セキュリティに関しては、各国の主権の尊重が必

要とされる一方、国際協力も重要であり、これらを同時に追求していく必要がある。 
原子力安全と核セキュリティのインターフェースが重要であり、原子力施設の設計段階から両

方の要素を検討することが必要である。また一般公衆の懸念を解消する上で、原子力安全と核

セキュリティの両者が合わせて検討されていることを示すことが重要である。 

JAEA-Review 2012-021

- 12 -

JAEA-Review 2012-021

- 13 -



JAEA-Review 2012-021 

- 13 - 

またサミットでは、核物質だけでなく放射性物質のセキュリティについても新たに検討したい。 
 

【ソウル核セキュリティサミットの開催に向けて】 
サミットは、2012 年 3 月 26 日、27 日に開催される。前の週には、原子力産業界によるサミット

及び核セキュリティ専門家によるシンポジウムが予定されている。核セキュリティは、政府だけで

なく産業界、NGO など関係者全体の関与が必要である。韓国は、「セキュリティを超え平和に向

けて（Beyond Security Towards Peace）」のスローガンの下、2012 ソウル核セキュリティサミット

の成功に全力を尽くすとともに、各国の声や見解の橋渡しを行い核セキュリティ問題に貢献した

いと考えている。 
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2.5 パネル討論１「原子力施設における核セキュリティ」 
2.5.1  パネル討論の概要 

モデレータ： 
 内藤 香 核物質管理センター専務理事 

パネリスト：  
マーク ダパス 米国原子力規制委員会（NRC）核セキュリティ・事故対応局副局長 
ドゥニ フローリィ 国際原子力機関（IAEA）原子力安全・セキュリティ局事務次長 
ディディエ アース 欧州委員会／共同研究センター（EC/JRC）総局長顧問 
ハン ジョンヒ 韓国外交通商省 2012 核セキュリティサミット・サブシェルパ 
持地 敏郎  日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部長 
中込 良廣  原子力安全基盤機構（JNES）理事長 
上坂 充  東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 
 

パネルの趣旨： 
核セキュリティ対策の基本的考え方をとりまとめた IAEA 核セキュリティ基本文書や勧告文書

の内容等についてレビューした上で、福島原子力事故の教訓と課題に鑑み、重大事故を引き

起こす可能性のある核セキュリティ上のリスク評価、核セキュリティ対応における国と事業者の

責任と役割など、原子力施設の核セキュリティ対策のあり方につき議論を行う。 
 

論点：  
(1) 核セキュリティ対策の指針としての IAEA 核セキュリティ基本文書・勧告文書と国内対応 
(2) 核セキュリティの観点からの福島原子力事故の教訓と課題  
(3) 原子力施設の核セキュリティ対策のあり方 

 
討論の内容：  
【論点 1：核セキュリティ対策の指針としての IAEA 核セキュリティ基本文書・勧告文書と国内対

応】 
 IAEA から核セキュリティ基本文書、3 つの勧告文書、実施指針及び技術手引き発刊の背

景、経緯及びその概要等が紹介され、併せて原子力安全と核セキュリティの両立の重要

性に鑑み、両者のインターフェースに係る新たな核セキュリティ・シリーズ文書を作成中で

あることが紹介された。 
 さらに日本からは、原子力委員会の原子力防護専門部会が IAEA の核セキュリティ基本

文書等を参考に「核セキュリティの確保に対する基本的考え方」をまとめ、規制行政機関

の適切な独立性確保、各行政機関の統合・調整の必要性を指摘していること等が紹介さ

れた。 
 

核セキュリティ文化を如何に醸成させていくか。放射線利用と核セキュリティ対策との調和 
 核セキュリティ文化の醸成に関し、個々の職員の関与だけではなく上層部の関与が不
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可欠で、また組織の体質そのものに核セキュリティ文化を組み込んでいく必要がある。

教育・訓練及びアウトリーチ活動が重要であり、そのため IAEA は国際核セキュリティ

教育ネットワーク（INSEN）を立ち上げた。 
 研究者や学生は、研究が重要と考え以前は安全文化についてさえ理解しなかったが、

時間が経つにつれて浸透していった。同様に核セキュリティ文化については、警察の

仕事で「自分とは関係ない」と考えてしまう。これを改善するためには、安全文化と核セ

キュリティ文化を同時に普及させていくことが良い。しかし両者は対象が異なるので混

同してはいけない。 
 教育界に身を置く者の立場から言えば、大学における核セキュリティ文化に係る教育

は開始されつつある段階であり、教科書の作成や原子力関係機関からの教員の招へ

い、IAEA の INSEN も有効利用していきたいと考えている。また、学生等は、実際の

原子力施設での研究等を通じて核セキュリティ文化や規制等の知識を身に付けること

ができると考えている。 
 NRC は、安全とセキュリティのインターフェースに関する規制要件を定めており、新た

な要件に関するガイダンスも発表している。しかし、組織毎に特有の文化が障壁となっ

ているため、関係組織間の効果的な調整及びコミュニケーションが必須である。さらに

NRC は安全とセキュリティを等しく重要視した「安全文化政策綱領」を発表している。 
 

【論点 2：核セキュリティの観点からの福島原子力事故の教訓と課題】 
福島原子力事故の教訓 
 日本では現在、福島原子力事故の収束に向けて作業中であるが、そのあらゆる情報

が一般に公開されており、脆弱性に関する詳細な情報も公開されている。日本では安

全とセキュリティの違いが明確ではなく、安全の観点から透明性を重視し情報を公開し

ているのではないか。事故後、経済産業省が追加的な物理的防護について議論を行

っているが、その内容は非公開であるものの対策は考えられている。 
 NRC は、2001 年の 9.11 同時多発テロ以降、事業者に対し航空機の衝突や火災など

に対抗できるような新たな装備の設置を義務付ける B.5.b と呼ばれる規制条項を規定

した。福島原子力事故発生後は、B.5.b によって新たに導入された装備が自然災害時

に正しく機能するかの検証が求められている。 
 EU では原子炉のストレステストが行われているが、目的は安全機能の確認であり、核セ

キュリティに対する施設の脆弱性チェックが行われたわけではない。安全性のストレステ

ストの結果から、一部の国では規制の改正が行われつつあり、欧州委員会のレベルでも

欧州委員会指令の改定が討議されている。核セキュリティに関しては、自国の核セキュリ

ティに関する法規制や核セキュリティ文化、設計基礎脅威（DBT）、緊急時対応計画な

どに関するアンケートを実施した。独国は航空機の衝突を想定したストレステストを行っ

ており、またシビアアクシデントのガイドラインは各国によって異なっている。 
 ワシントン核セキュリティサミットまでは、高濃縮ウランとプルトニウムの管理に焦点が当

てられていたが、福島原子力事故は、原子力施設の防護及び放射性物質のテロ対策
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の必要性を指摘した。特に原子力施設に対する妨害破壊行為（サボタージュ）への対

応が重要性を増し、原子力施設の防護にも焦点を当てた核物質防護条約の改定版の

発効、核物質及び原子力施設の防護に関する核セキュリティ勧告（INFCIRC/225 
Rev.5）の国内規制への取り込みが重要である。 

 原子力安全では重視される透明性・開放性が、核セキュリティで重視される機密性・閉

鎖性と対立する側面もある。また、核セキュリティは原子力安全と比べてより多くのステ

ークホルダーが関与するため、包括的かつ非常に複雑である。原子力安全と核セキュ

リティの両立を図ることは非常に重要だが、互いに邪魔し合わないように配慮すること

が必要である。 
 福島原子力事故を受けて、韓国では大統領直属の原子力安全、核セキュリティ及び

保障措置を包括的に管轄・監督する新しい規制組織「原子力安全・核セキュリティ委員

会」を設置し、効果的な運用を行っている。 
 

緊急時対応と内部脅威への対策 
 日本では、INRCIRC/225 Rev5 の国内規制への取り込み、2012 年に設置が予定さ

れている原子力安全庁、国家の特別機密へのアクセス者に対するセキュリティ・クリアラ

ンス（信頼性確認）のチェックシステム導入等の検討が進められている。内部脅威は非

常に難しい問題であるが、民間が武装をしない状況において日本の対応の仕方を考

えて行く必要がある。 
 

緊急時における不審者侵入防止策、セキュリティ・クリアランス 
 緊急時の不審者侵入防止の検討は、最初から計画を立てて行うテロ行為とは異なり、

起きる可能性を考えることが必要である。結果として、セキュリティの設備が劣化する場

合、例えば長期のブラックアウトに対しては、何らかの補完措置を講じる必要がある。補

完措置としては、警備員の増員、外部から要員を連れてくる等が考えられる。 
 EU に関して言えば、事業者が何らかの理由で対応できない場合には武装警察が対

応する。また個人のセキュリティ・クリアランスについては、運転員のみならず、補修要

員、請負会社員についても厳密に実施している。 
 韓国では、原子炉導入の増加に伴い核物質防護に係る作業も増加する予定である。

フルタイムの社員につき、犯罪記録などを使ったスクリーニング、2～3 人のグループで

の作業、作業状況の監視、枢要区域では生体認証によるアクセス制限などの手段を講

じている。さらに原子力発電所の職員には、実施すべき教育・訓練の時間を規則で規

定している。2013 年に、教育・訓練のための支援センターを完成させる予定であり、日

中韓の支援センターが連携し、核セキュリティに関する意識啓蒙、核セキュリティ文化

の醸成などの分野で協力できるのではないか。 
 仏国では仕事に不満を持つ従業員が原子炉をわざとトリップさせた事件があった。これ

に関連して、仏国放射線防護原子力安全研究所（IRSN）は民間の航空会社などで既

に実施されていた、薬物、アルコールなどの検査を導入した。これは行動監視に加え
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て必要な手段と考えられる。 
 米国の内部脅威対策は厳格なプロセスに従っている。一人で施設に入る場合には、5

年間の業務記録、犯罪記録の確認、指紋の採取、PAD システム（業務において不都

合な行為があった場合に記録を残すデータベース）の確認等によるスクリーニングが

行われる。これに加えて従業員の行動監視プログラムの実施、教育の実施、同僚によ

る異常行動の報告の奨励などが行われる。 
 自然災害等が発生したときには、消防・救急などの初動対応者が出動するが、彼らの

セキュリティ・クリアランスをどうするのか、安全対策を重視するのか、セキュリティ対策を

重視するのかが大きな課題である。 
 他方、日本においては個人情報保護の観点からセキュリティ・クリアランス・システムの

導入が難しいとされる。その代わり、職員の勤務態度の監視が行われており、内部脅

威対策の効果的な対処法となりうるのではないか。 
 

フロアからの質問 
 質問１：EU における STAR のように IAEA でもテロ攻撃を想定した訓練の実施を考え

ているか。 
→ 回答１：IAEA では、加盟国の核物質防護レベルを調査し、必要な勧告を行う国際

核物質防護諮問サービス（IPPAS）を提供している。また、原子力事故時の緊急時対

応に関し、加盟国間の仲介や調整を行う事故及び緊急事態対応センター（IEC）を整

備しており、訓練の中でのシナリオで活用できると考える。機微な情報の取り扱いなど

難しい問題はあるが EC と協力して訓練を行っていきたい。 
 質問 2：日本での核セキュリティに対するストレステストの実施の必要性についてどう思

うか。 
→ 回答 2：必要に応じて実施すればよいと考える。例えば飛行機での原子炉への攻

撃に対するストレステストが必要であると考えるなら実施すればよい。 
 質問 3：核セキュリティに対するストレステストの対象として、何を考慮すべきか。 

→ 回答 3：米国は、2001 年の 9.11 同時多発テロ以降、事業者に対し航空機の衝突

や火災などに対抗できるような新たな装備の設置を義務付ける規制条項（B.5.b）を規

定したことが答えの一つと考える。 
 

【論点 3：原子力施設の核セキュリティ対策のあり方】 
重大事故を引き起こす可能性のある核セキュリティ上のリスク評価、米国における核セキュリ

ティに係る脆弱性及び性能評価手法 
 9.11 同時多発テロの後、すべての原子炉につき、航空機、地上、水上からの攻撃を考

慮した包括的な評価及び影響評価を行い、特に脆弱性の評価は具体的な脅威の特

性、攻撃モードを設定して実施した。事業者が対応すべき攻撃なのか、国家の敵から

の攻撃のように国家が対応すべきものかは明確に識別することが重要である。 
 B.5.b の要件では設計基礎脅威を超えるものに対して、事業者がどういう対応が可能
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かについて評価することである。脆弱性の評価は設計基礎脅威に対して、事業者が現

実的に高い確率で防護できるかを評価している。 
 フォースオンフォース訓練（武力対抗訓練）は 3 年に 1 回、3 夜かけて行い、訓練にお

いては、守るべきターゲットまで到達されてしまえばその時点で訓練はそこで失敗にな

り、また失敗したときにはそれが広く露見してしまい、原子力に対する信頼低下につな

がりかねない。各種情報については、必要なメンバーの間で交換するが、難しいのは

公衆に対してどのような形で情報を提供できるかである。 
 

EU における核セキュリティに係る脆弱性及び性能評価手法 
 脅威評価やシナリオ研究、設計段階からの 3S 統合アプローチ、核物質の盗取検知、

放射性物質に関する情報交換（ECURIE）などを行っている。また EU 核セキュリティ・

トレーニング・センターにおいて、実際の核物質を用いたトレーニングを行っている。 
 核セキュリティ戦略は原子力発電所にも、そこで行われる保障措置にも適用されなけ

ればならない。双方に適用される技術には双方に利用可能なものがあり、設計の早い

段階で保障措置と核セキュリティ対策を統合していくことが必要である。 
 

核セキュリティにおけるリスク評価の現状と見通し、原子力発電所の核セキュリティ措置の有

効性評価の課題 
 国によっては、独力での設計基礎脅威の作成が難しいこともある。IAEA では特定の

国のために DBT を作成することはできないが、作成方法に関するワークショップを開

催し支援を行っている。 
 リスク評価について、テロリストによる核テロの脅威は未だに顕在であり、悪意ある行為

もテロリストだけのものではない。さらに密輸グループは思想よりも金銭的動機によって

動かされる。したがってリスク要因を幅広くとらえるべきで、その点、核物質防護条約に

は刑事罰に関する条項があり、抑止の効果がある。核テロやサボタージュは幸いにも

未だ発生していないが、そのため脅威に関する認識が共有されておらず、2012 ソウル

核セキュリティサミットではこのようなことにも目を向ける必要がある。 
 米国では原子力施設のセキュリティ対策に既に何十億ドルもの資金が投入されており、

費用対効果との関係でどこまでセキュリティを追求したら十分なのか、という疑問が出

ている。刻々と変わる環境の中で、何が脅威であり、そのために何の対策が必要であり、

何が適切かつ合理的な対策なのか、規制側がフォローしていかなければならない。 
 緊急時における安全とセキュリティ間の対立は解消されていない。NRC は、安全とセキ

ュリティのインターフェースの概念の理解促進だけでなく、緊急時を想定した訓練を行う

ことで両者の両立を図ろうとしており、この観点から事業者は定期的なフォースオンフォ

ース訓練の実施を法律で義務付けられている。個人的な見解だが、フォースオンフォー

ス訓練は非常に目立つため成功させることを目指してしまうことになり、本来の課題を見

つける役割を果たせない恐れがある。またどこまで情報公開できるかも課題である。 
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核セキュリティ対応における国と事業者の責任と役割 
日本の例： 
 日本では、核セキュリティに係る事案の発生時の対応について、関係省庁・機関の

基本的な対処フローは定められているが、体制を決めただけでは不十分。訓練を

重ねることによって、体制が機能するかを確認することが不可欠。また脆弱性評価

の情報は、関係省庁間で共有されるべき。 
 研究炉や医療用アイソトープ製造施設などは、発電用原子炉に比べてセキュリティ

が脆弱である。また大学・研究炉の非常時対応では、安全とセキュリティをどう優先

づけるか、決められていない。大学の立場としては安全を重視し、しかし治安当局

の判断があれば協力することになっている。研究者にとっては、研究開発成果の出

版・公表は研究実績として重要だが、核セキュリティの観点からすべてを公表するこ

とは望ましくない。研究成果の出版・公表の基準または基本方針が定められるべき

である。規制を強めすぎると科学技術の発展を阻害するおそれもあり、また予算的

にも厳しくなる。この点を日本でもしっかりやり方を決めなければいけないと思う。 
 日本の場合、危機管理の際のコントロールタワーがないのではないか。自然災害は

コントロールできるが、原子力災害の場合はどうか。また脆弱性の評価に係るデー

タの関係省庁間での共有等が必要と考える。 
 

フロアからの質問 
 質問１：米国のフォースオンフォース訓練は核セキュリティのレベルを上げるためには

重要である。例えばコストの関係で、シミュレーションを行っているのか。またフォースオ

ンフォース訓練は一般に公開されているのか。 
→ 回答１：種々の要素が係わってくるのでシミュレーションは難しい。しかし机上で準

備はできる。また訓練は一般には公開されていないが、安全保障上、機微な情報を除

いて報告書は公開される。 

 質問 2：「核セキュリティに係る事案の発生時の対応について」のフローチャートにつき、

「核セキュリティ上、重大か否か」の判断は、核物質の質と量によると思う。「重大」とされ

る対象核物質の質と量の判断基準は決まっているのか。 

→ 回答 2：例えば、原子力災害対策特別措置法の中で原子力防災管理者が通報す

る際の「政令で定める基準以上の放射線量が検出された場合」などがこれに相当する

のではないかと考える。 
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2.5.2  モデレータによるパネル討論１のサマリー （仮訳） 
論点１：核セキュリティ対策の指針としての IAEA 基本文書・勧告文書と国内対応 
(1) セキュリティ文化を確立するためには、個々の従業員へ働きかけるだけでは十分ではなく、経営

層が参加して、組織全体に根付かせることが必要である。安全文化を醸成した経験は、セキュリ

ティ文化の確立のためにも有用である。この意味から、教育とアウトリーチ活動は重要で、IAEA
はこのために国際核セキュリティ教育ネットワーク活動（INSEN: International Nuclear 
Security Education Network）を開始した。米国 NRC は規制機関として、安全とセキュリティが

同様に重要であることを示すために、安全文化とセキュリティ文化を包含する一つの声明として、

「安全文化政策綱領」を発表している。 
(2) 放射性物質の規制については、アクセス管理のようなセキュリティ上の要求事項と、放射性物質

の利用の調和を図るために、リスクのレベルに応じた等級別の取り扱いを考えるべきである。 
 

論点 2: 核セキュリティの観点からの福島原子力事故の教訓と課題 
(3) 福島原子力事故に鑑み、事業者は、米国ＮＲＣが 9.11 のテロ攻撃後に定めた B.5.b の要求事項

に対する追加的機器が、自然災害により機能喪失しないかを確認することが問われている。 
(4) ＥＵが、福島の事故を受けて実施したストレステストには、核セキュリティ関係を含んでいるが、

個々のプラントの脆弱性評価をするものではなく、各国の核セキュリティに対する法的枠組み、核

セキュリティ文化、緊急時の準備等についての一般的な記載を確認するものである。 
(5) 福島原子力事故以降、世界的な核セキュリティの焦点は、核物質の防護から原子力施設と放射

性物質の防護に移った。 
(6) 長期に亘り電力が供給されない場合には、サイトにおける核セキュリティの脅威に対応するために、

より多くの警備員を配置する必要がある。 
(7) ＥＵ諸国、米国、韓国においては、従業員の信頼性確認は、航空産業のような他の職種において

も法に基づいて確立されてきた。 
(8) 従業員の挙動観察も内部者の脅威に対応する効果的な方法である。 

 
論点 3:原子力施設の核セキュリティ対策のあり方 
(9) 事業者の観点から「どれだけ対策を講じればセキュリティ上十分だろうか」という質問は、セキュリ

ティ対策に要した費用とそれによる改善効果のバランスを考慮する上でしばしば提示される。 
(10) フォースオンフォース訓練において、それが失敗した時に露見してしまうことが問題である。 
(11) 安全とセキュリティの相反する点は、緊急事態下では解決できない。 
(12) 研究者は研究活動の一環として、研究開発成果を出版することが求められているが、核セキュ

リティの分野ではこれがいつもできるというわけではない。研究成果発表の基本方針を確立するこ

とが必要である。 
(13) 個々の脆弱性を開示することなく、国際的なパートナーと情報を共有することが重要。 
(14) 核セキュリティ事象発生時の調整体制を確立するのみならず、緊急時訓練を通じて、有効性を

証明することが重要である。 
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2.6 パネル討論 2「原子力安全と核セキュリティ対策の総合的アプローチ」 
2.6.1  パネル討論の概要 

モデレータ： 
 ジョー シャン チョイ カリフォルニア大学バークレー校バークレー原子力研究所副所長 

パネリスト：  
遠藤哲也 日本国際問題研究所「新しい核の秩序構想タスクフォース」座長 
コイルール・フダ インドネシア原子力規制庁 副長官 
ジョン・ボングン 韓国外務・国家セキュリティ機構核不拡散センター部長 
久野 祐輔 東京大学大学院工学系研究科 原子力国際専攻教授（委嘱） 
 日本原子力研究開発機構核物質管理科学技術推進部次長 
ケネス ルオンゴ Partnership for Global Security プレジデント 
千崎 雅生 日本原子力研究開発機構 核不拡散・核セキュリティ総合支援センター長 
ティムール・ジャンチキン カザフスタン原子力委員会議長 
 

パネルの趣旨： 
原子力利用を推進していく上での 3S（原子力安全-核セキュリティ-核不拡散）の重要性とそ

の取組み、また原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散（保障措置や計量管理

も含む）の 2S のインターフェースとシナジー効果について議論し、2012 年ソウル核セキュリティ

サミットに向けたメッセージとして取りまとめる。 
 

論点：  
(1) 原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散（保障措置や計量管理も含む）の

インターフェースとシナジー効果 
(2) 2010 年 4 月の核セキュリティサミットの論点と結果レビューとその後の各国の取組み及

び 2012 年ソウル核セキュリティサミットに向けたメッセージ 
 

討論の内容：  
【論点１：原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散（保障措置や計量管理も含

む）のインターフェースとシナジー効果】 
パネルでの議論に先立ち、モデレータのチョイ氏が、2008 年洞爺湖サミットで日本政府が提

唱した 3S（原子力安全-核セキュリティ-核不拡散）、2010 年ワシントン核セキュリティサミットで

議論された 2S（核セキュリティと核不拡散）、2012 年ソウル核セキュリティサミットで討議予定の

2S（原子力安全と核セキュリティ）の夫々の内容と課題を、チョイ氏作成の次頁の図に基づき説

明。 
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3S (Safety, Security, & Safeguards)

Facility‐Related
Radiological or other Consequence

Accident 
due to:
• system 
failure,

• human 
error,

• natural 
disaster

Accident 
Caused by

• sabotage ,
• external 

attack,
• malicious 

act

• Material 
theft

• Dirty Bomb,
• Improvised 
Nuclear  
Device

• Diversion

• Misuse

• Break out 

Security SafetySafeguards

Material‐Related
Weapons Consequence

Host State Terrorists System

International Initiative on 3S‐based Nuclear Energy Infrastructure was First Proposed in 
the G8 Summit 2008 at Chitose, Hokkaido, Japan 

Safety 
governance,

Legal and
Regulatory 
Framework

Code of Conduct
for vendor &

customer states

Proliferation Resistance Physical Protection Export Control

Safeguards by
design,

Proliferation         
resistant 
technology,

Dual use/trigger
list requirements

 
 

 3Ｓは、安全「事故の予防」、セキュリティ「原子力施設に対する妨害破壊行為または盗取行為

の阻止」、保障措置「核物質の核兵器転用の防止」という個々の目的を有するが、核物質の不

法利用による被害から生命を守るという点では共通している。現実に、福島原子力事故後の日

本にとっては、原子力安全と核物質防護の対策を確保しつつ、溶融により核物質の計量管理

ができない原子炉内燃料の保障措置をどう行うかが課題となっている。 
 3Sのうち、特に原子力安全と核セキュリティの2Sについては福島原子力事故で従来の原子力

ガバナンスが十分でないことが露呈した。核分裂性物質や放射性物質を利用したテロの防止と

テロによる原子炉からの放射性物質の放出防止等への対応のため、今後は国境を越え国際

社会全体として原子力安全と核セキュリティの双方の課題に対処すべき必要があり、そのため

に、長年の研究や経験実績のある原子力安全規制方法の活用や、原子力安全と協調した核

セキュリティ対策の進展が有効であり、2012 ソウル核セキュリティサミットで国際社会全体の合

意形成が必要である。 
 

3S イニシアティブ： 
 2008 年の洞爺湖サミット以来、3S の議論は進展していない。この理由は、3Ｓイニシアティブが

発展途上国への支援重点項目、発展途上国による 3S に係る規範遵守、3S 間の調整の必要

性という 3 つの側面を持つが故に、当該イニシアティブを推進する意図が、上記 3 つの側面の

うちどれなのか必ずしも明確でなかったことによると考える。3S は其々の要素がオーバーラップ

しており、どうしたらこの 3S に関して上手く規制をかけられるか、今後の議論を待ちたい。 
 

原子力安全と核セキュリティの 2S のインターフェースとシナジー効果：原子力安全とテロリスト、

サボタージュ、インサイダーなどの攻撃に対する核物質防護の双方の改善におけるシナジー 
 原子力安全と核セキュリティでは、事故の原因が異なるが妨害破壊行為手段としてサイバー攻

撃を利用して安全機能を人為的に停止させる可能性など、運転管理上で共有できる点もある。 
 原子力安全では情報の透明性が重視されるのに対し、核セキュリティの分野では機微情報へ

のアクセス制限が必要とされる。何らかのインターフェースを見出す必要があると同時に、両者
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の規制に携わる者の相互連携、情報共有及び管理が重要。インドネシアでは、両者を一つの

機関で総合的に統括・管理する政策を採っている。 
 

核セキュリティと核不拡散（保障措置）のシナジー効果：テロリスト、サボタージュ、インサイダーなど

の攻撃に対する核セキュリティと保障措置対策の間のシナジーを効果的に機能させる方法 
 保障措置は国家がアクターとして施行するのに対し、セキュリティは事業者単位での施行が焦

点となるなど異なる点がある。しかし、機密性を要する、また核兵器による被害を予防するという

点では共通する点を持つ。 
 例えば核鑑識に使われる技術は核セキュリティと保障措置に有効な技術であり、効率性やコス

トを鑑みても、両者に係る規制機関や対策を敢えて切り分ける必要はない。従来の原子力安

全に加え、保障措置と核セキュリティ対策の双方を踏まえた原子力施設の設計「3S by 
design」が、両者の相乗効果をより高めるだろう。 

 従来、核セキュリティ対策は国家がなすべきものとされ、非核兵器国への IAEA 保障措置適用

のようにマンデートを伴う国際規範や協定等が存在しないが、今後はそれらの確立に向けて、

まずは国際的な合意を得ていくことが必要である。 
 
2S 及び 3S のゴールは何か 
 人々に危害を加えない、あるいは環境を守るという点で 3S の目的は同じであり、3S を統合、あ

るいは協調しつつ推進していくことが重要である。しかし一方で、個々の S は国家毎に別個に

発展してきたものであり、まず 3S を管理する国家の主権を尊重すること、さらに国家毎の政治

や原子力利用の状況に応じた 3S の推進が必要である。 
 核セキュリティ対策に係るマンデートを伴う国際規範の確立の必要性に関しては、国家主権の

尊重は当然であるが、保障措置も国家による核物質等の不転用を尊重しつつも不転用の検認

を行っているし（Trust but verify）、国家による 3S の管理が上手くいかなければその被害･災

害は当該国家内の留まらずグローバルなものになる可能性がある。故に核セキュリティ分野で

も国際的なマンデートを伴う規範作りが必要である。 
 国際規範の確立という観点からは、核セキュリティは原子力安全よりも 20 年は遅れており、早

急な国際的合意形成が必要である。加えて、国際間、地域間、政府間、NGO や学会等、また

が公式/非公式なアプローチを含め、種々の方法で規範作成への合意に向けた道筋を模索す

べき。 
 

新興の原子力利用国における３S（原子力安全、核セキュリティ及び核不拡散）への取組み 
-国際及び地域協力の有効性, 3S 文化の醸成- 
 東京大学では、原子力施設の多国間管理に関する IAEA 報告書（INFCIRC/640）をベースと

し、多国間で上記 3S を担保しつつ、経済的、持続的かつ実現可能性のある安定的な核燃料

の供給と使用済燃料の管理及び MOX 燃料貯蔵を目指す枠組みを提案している。 
 新興の原子力利用国にとっては、原子力安全-核セキュリティのインフラ確立が必要であり、こ

の点において地域及び国際協力が重要である。IAEA の役割が重要であり、原子力安全同様、
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核セキュリティに係る国際基準の設定や教育訓練を希望する。 
 

原子力導入新興国へのパフォーマンス・ベースでの安全及び核セキュリティ対策を精力的に

実行するとともに、原子力安全、核セキュリティ基準を適切に推進するための方策 
 IAEA による国際基準の作成と新興国支援、グッド・プラクティス、あるいはベスト・プラクティス

の共有及び情報交換、新興国のニーズの把握と、ニーズを反映し、かつ重複のない先進国に

よる支援が必要である。また、アジア・太平洋保障措置ネットワーク（APSN）等の既存の地域ベ

ースの保障措置協力の枠組みの発展と活用が可能と考える。 
 その他、3S、特に核拡散防止と核セキュリティ対策の 2S 及びそれらのシナジー効果が最も希

求されると同時に、更にそれらを盛り込んだ原子力施設の国際管理を試みる上では、中東地

域がテストケースとなり得る。加盟国間の信頼性醸成を図るとともに、供給国もその点を配慮し

て原子炉を提供あるいは支援する必要がある。 
 

国際社会はいかに3Sアプローチを統合的に促進すべきか。3Sの合理的な強化に向けた先進

国、新興国の協力体制 
 カザフスタンの経験を参考にすると、主に米国の協力を得て、高濃縮ウランを低濃縮ウランに

転換するプロジェクトや原子力施設の核物質防護システムの強化といった核セキュリティに係る

政策の施行、原子力安全強化の政策の施行などが同時に進行している。核物質防護システム

の改善については日本とも協力に合意するなど、原子力先進国の支援とベストプラクティスの

共有が重要である。 
 原子力安全規制体制を参考に核セキュリティ体制の整備を進めるのも一つの手段。また、原子

力安全と核セキュリティを共同管理することで、透明性 vs. 機密性、国家主導 vs. 産業・社会

主導、などの相反する事項を補完することができる可能性もある。 
 より効果的に体制を築くためには、設計から施行まで包括的に 3Ｓを取り入れることが必要。こ

れを実現するために3Ｓについて責任を有する諸機関の情報共有や連携・調整が重要である。 
 核セキュリティに係る機密性の問題については、情報共有が困難との見方もあるが、米国と露

国との間の二国間合意によるプログラムの下では、一定の情報を共有することによって信頼関

係の強化につながったという実例がある。協力体制が崩れることが自国にとって不利益であると

いうインセンティブがあることにより、共有した情報の漏えいも行われていない。 
 

【論点 2：2010 年 4 月のワシントン核セキュリティサミットの論点と結果のレビュー、その後の各

国の取組み及び 2012 年ソウル核セキュリティサミットに向けたメッセージ】 
 2010 年のワシントン核セキュリティサミットでは、各国から核セキュリティ強化に向けた取組みの

表明、国内措置・国際措置および IAEA の役割等について意見交換が行われ、核テロ防止に

向けた核物質の国際的な管理体制の確立を目指すとしたコミュニケと、それを補強するため各

国が自発的に実施する作業計画を採択した。 
 ワシントン核セキュリティサミット後、日本は核不拡散・核セキュリティ総合支援センター（ISCN）

の設置、原子力委員会及び原子力防護専門部会による「核セキュリティの確保に対する基本
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的考え方」に係る報告書の作成、核セキュリティ分野での日米協力等を行っている。またカザフ

スタンでも核セキュリティの人材育成支援センターの設置が進められている。 
 核セキュリティは NPT の 3 本柱（核軍縮、核不拡散、原子力平和利用）すべてを支える基盤で

あり、2012 年ソウル核セキュリティサミットでは、ワシントンでの核セキュリティサミット同様、基本

的には核セキュリティを主要議題とする。一方で、核セキュリティと原子力安全のシナジー及び

インターフェースも新規事項として議論する予定であり、サミットのサイドイベントとして核セキュ

リティシンポジウムを開催し、国際機関、各国の規制機関、NGO が参加して核セキュリティに係

る主要課題や解決策、原子力安全とのインターフェース等についても議論する予定である。 
 2012 ソウル核セキュリティサミット後も、原子力安全と核セキュリティの更なる向上に向けたモメ

ンタムの維持･継続が必要である。また、民生用原子力事業者によるベストプラクティスの交換、

規制機関/原子力事業者･国際機関･専門家等の全ての関係者による交流の促進、核セキュリ

ティや核物質防護に係る国際規範の価値と必要性の有無、それらの規範と国家主権のバラン

ス等が必要である。 
 

フロアからの質問 
 質問１：使用済燃料の貯蔵管理における 3S 確保をどうすべきか。 

→回答 1: 福島原発事故で明らかになった使用済燃料貯蔵庫や溶融燃料の核不拡散及び核

セキュリティ確保には、何らかの国際協力、例えば IAEA のリーダーシップを筆頭に、国境を越

えた連携・調整が不可欠と考える。 
 質問 2：規制当局に対する国民からの信頼性確保手段として、規制当局は具体的に 3S をどう

高めていったらよいのか。 
→回答2:規制当局と原子力事業者間の対話や意見交換の必要性、またマスメディアや一般公

衆に正確かつ適確に情報を伝えることが重要と考える。 
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2.6.2  モデレータによるパネル討論２のサマリー（仮訳） 
 

(1) 原子力インフラ整備をベースとした 3S（原子力安全、核セキュリティ、核不拡散（保障措置））に係

る国際イニシアティブは、2008 年の洞爺湖 G8 サミットで日本政府により提起された。 
(2) 核物質に対する脅威については、テロリストが核物質を取得し核兵器を製造、または国家が民生

用の核物質を核兵器製造に転用するケースにおいては、核セキュリティと保障措置の間にはシナ

ジーがある。同様に、原子力施設に対する脅威に注目すれば、システムの故障やヒューマン･エラ

ー、自然災害、妨害破壊行為、悪意等に起因する事故で、かつ放射性物質が放出されるケース

においては、核セキュリティと原子力安全の間にはシナジーがある。しかしながら、3Ｓには法的拘

束力の有無においては各々相違がある。 
(3) 原子力平和利用を行う全ての国は 3S を取り入れ、特に先進国は新興の原子力利用国に対して、

この 3S をベースにした協力及び支援を行うべきである。また 3S は原子力開発の初期の段階から

強固なリーダーシップの下に採用されるべきで、この点において多国間管理（MNA）は 3S を敷衍

させる上で有効な手段である。また、IAEA は 3S の敷衍に積極的役割を果たすべきである。 
(4) （国際条約や協定等でその適用が義務化されていないという点で）原子力安全と核セキュリティ対

策は任意かつ国家単位のアプローチが採られているが、その被害や災害は国境を越えて広がる

恐れがある。情報の透明性と政策に対するコンセンサスの欠如は、原子力安全と核セキュリティレ

ジームの調和を困難にしている。核セキュリティは、国家主権、透明性、コンセンサス、レジームの

調和、といった多くのバリアを克服し、原子力安全レジームの要素を核セキュリティのレジームに効

果的に盛り込んでいくことが必要である。 
(5) 透明性の向上は、必ずしも機微情報を公開することではない。事実、米露は機微情報を相互に公

開することなく核セキュリティをともに向上させる方法を見出した。同様に、IAEA 保障措置に係る

情報は IAEA と国家の間で秘匿化されているが、結果は透明性の向上に機能している。 
(6) 2011 年 3 月 11 日の福島原子力事故を起因として、2012 年のソウル核セキュリティサミットでは、

原子力施設における原子力安全についても議論されることになった。しかながら、ソウル核セキュリ

ティサミットが、原子力安全の議論に覆い尽くされてはならず、また他国による原子力施設への軍

事行動が、悪意の行動となるか等々の終わりのない議論になることを避ける必要がある。 
(7) 核物質と原子力施設に対する国家の管理権は、国際社会を原子力事故による災害から守ることと

のバランスを図る必要がある。つまり、核物質や原子力施設の安全とセキュリティは、国家を超えた

重要性を含み、よって長期かつ世界の原子力ガバナンスに組み込む必要がある。IAEA のフロー

リィ事務次長が二つの同時並行的なアプローチ（two-track approach）を示唆たように、原子力

安全及び核セキュリティを強化するための緊急のアクションが必要だというニーズに応えるために、

用意周到なプロセスを踏む一方で、法的拘束力のない手段や種々のメカニズムも使っていくという

方法が望ましい。 
(8) どうすれば 3S の統合政策が、法規制枠組みを向上させ、原子力エネルギーに対する一般公衆の

信頼性を改善していくことができるか、今後検討していく必要がある。
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2.7 閉会挨拶 
高橋 浩之 東京大学大学院工学系研究科教授 

 
東京大学グローバル COE（G-COE）を代表して挨拶する。 
東京大学の G-COE プロジェクトは 5 年間の活動は間もなく終了するが、プロジェクトの中でも、原

子力安全や核セキュリティを含む多くが議論された。今後もこのような国際的な活動を支援し、それ

が原子力工学の向上につながっていくことを祈念している。 
 
 

遠藤 哲也 日本国際問題研究所シニアフェロー 
 
福島原子力事故を契機にその重要性が改めて認識された原子力安全と核セキュリティに係る国

際フォーラムにおいて、活発な議論が展開されたことに感謝する。 
今後、核セキュリティに関して今まで以上に関心をもつことが必要であり、また 2012 ソウル核セキ

ュリティサミットにも期待している。 
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3. おわりに 

2010年4月にワシントンで開催された第１回核セキュリティサミットを受け、核セキュリティ強化に向けた

更なる努力が取り組まれる中、2011 年 3 月の東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の

事故は、自然現象に対する備えの強化の必要性を明らかにすると同時に、テロ行為によっても同様な過

酷事故が起こり得る懸念が世界に示された。 
このような背景を踏まえ、今回の国際フォーラムは、従来の核不拡散を中心とした議論から核セキュリ

ティと安全にやや軸足を置いての開催となった。この意味において、核セキュリティ強化をリードする米国、

欧州から安全とセキュリティを関連付けた講演やソウル核セキュリティサミットのホスト国からサミットに方向

性に関する講演は、参加国間の情報共有や聴衆の理解促進に大いに役立ったものと考える。また、日

本、ＩＡＥA からの福島原子力事故に関する講演は最近の国際的な関心事であり、貴重な情報提供とな

ったものと思われる。 
二つのパネルディスカッションでは、限られた時間の中で、核セキュリティの専門家が、上記、講演を呼

び水としてさらに議論を深め、それぞれのパネルにおいて議長サマリーが発表されたことは、４カ月後に

迫ったソウル核セキュリティサミットでの議論に貢献できたものと思料する。 
なお、モデレータによるサマリー（レコメンデーションを含む）は、原子力機構核物質管理科学技術推

進部のホームページ等を用い外部に発信された。 
国際フォーラムは、核不拡散・核セキュリティについて国内外の有識者を集め、公開の場での議論によ

り、広く一般の方へも核不拡散・核セキュリティに関する最新の話題についての議論を聞く機会を提供し

ており、回を重ねる毎に議論の内容及び質ともに充実してきたものと考えている。議論の広さと深さとを同

時に向上させることは難しいが、多くの関係者のご意見を頂きながら改善し、本分野の貴重な国際フォー

ラムとして定着するように継続して行きたい。 
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付録１ プログラム 
 名 称  原子力平和利用と核セキュリティに係る国際フォーラム 
 －福島原子力事故の教訓をソウル核セキュリティサミットでの議論につなげるために－ 
 日 時  平成 23 年 12 月 8 日（木） 10:00～17:00 
 レセプション：平成 23 年 12 月 8 日（木） 17:30～19:00 
  （於：ベルサール飯田橋ファースト ROOM（B1）） 
 平成 23 年 12 月 9 日（金） 9:30～12:00 

12 月 8 日（木）                                      

●基調講演及び特別講演 (10:00～12:30)                                                     

冒頭挨拶                                                                          
鈴木 篤之 日本原子力研究開発機構理事長 

基調講演                                                                             
福島原発事故から見えた原発のセキュリティと安全性 

末松 義規 内閣総理大臣補佐官（東日本大震災復興対策、少子化対策及び自殺対策担当） 
福島原子力事故の評価と教訓 

ドゥニ フローリィ 国際原子力機関（IAEA）原子力安全・セキュリティ局事務次長 
特別講演                                                                            
原子力安全と核セキュリティのインターフェースへの統合的アプローチ-NRC の視点 

マーク ダパス 米国原子力規制委員会（NRC）核セキュリティ・事故対応局副局長 
欧州連合における原子力安全と核セキュリティ 

ディディエ アース 欧州委員会／共同研究センター（EC/JRC）総局長顧問 
2012 ソウル核セキュリティサミットの展望 

ハン ジョンヒ 韓国外交通商省 2012 核セキュリティサミット・サブシェルパ 
●パネル討論１ （14:00～17:00） 「原子力施設における核セキュリティ」                            

モデレータ 内藤 香 核物質管理センター専務理事 
パネリスト マーク ダパス 米国原子力規制委員会（NRC）核セキュリティ・事故対応局副局長 
 ドゥニ フローリィ 国際原子力機関（IAEA）原子力安全・セキュリティ局事務次長 
 ディディエ アース 欧州委員会／共同研究センター（EC/JRC）総局長顧問 
 ハン ジョンヒ 韓国外交通商省 2012 核セキュリティサミット・サブシェルパ 
 持地 敏郎 日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部長 
 中込 良廣 原子力安全基盤機構（JNES）理事長 
 上坂 充 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 

12 月 9 日（金）                                      

●パネル討論２ （9:30～12:00）「原子力安全と核セキュリティ対策の総合的アプローチ」                 
モデレータ ジョー シャン チョイ カリフォルニア大学バークレー校バークレー原子力研究所副所長 
パネリスト 遠藤 哲也 日本国際問題研究所「新しい核の秩序構想タスクフォース」座長 
 コイルール フダ インドネシア原子力規制庁副長官 
 ジョン ボングン 韓国外務・国家セキュリティ機構核不拡散センター部長 
 久野 祐輔 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻教授（委嘱） / 日本原子力

研究開発機構 核物質管理科学技術推進部次長 
 ケネス ルオンゴ 米国核不拡散・核セキュリティ関係シンクタンク Partnership for 

Global Security プレジデント 
 千崎 雅生 日本原子力研究開発機構 核不拡散・核セキュリティ総合支援センター長 
 ティムール ジャンチキン カザフスタン原子力委員会議長 

●閉会挨拶                                                                          
高橋 浩之 東京大学大学院工学系研究科教授 
遠藤 哲也 日本国際問題研究所シニアフェロー 
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付録２ 基調講演者、特別講演者、パネルのモデレータ及びパネリスト等のプロフィール 

冒頭挨拶 

鈴木 篤之 日本原子力研究開発機構理事長                                         
Dr. Atsuyuki SUZUKI, JAEA President 

Dr. Atsuyuki Suzuki has been the President of the Japan Atomic Energy Agency since 2010. Prior to 
that, he served the Nuclear Safety Commission of Japan as Chair from 2006 and as full-time member 
from 2003. Until 2003, he was Professor of Nuclear Engineering at the University of Tokyo, and is now 
honored with the distinction of Professor Emeritus. 
Dr. Suzuki’s major scientific areas are nuclear fuel cycle engineering, radioactive waste management 
and material safeguards, and energy modeling from global perspectives. He organized and completed a 
number of projects in which he was the project leader or task force chair. For example, at the University, 
he led a security management project. Internationally, he was co-leader of the joint study on Interim 
Storage of Spent Nuclear Fuel between Harvard University and the University of Tokyo, and a 
task-force chair of the Panel Report on Managing the Global Nuclear Materials Threat at Center for 
Strategic and International Studies, Washington D.C. 
In 1978, Dr. Suzuki was selected as the Representative from Japan for the Eisenhower Exchange 
Fellowship that provides an opportunity to stay in the United States as an honorable guest. For one and 
a half years, from 1974 to 1975, he worked in Austria for the International Institute for Applied Systems 
Analysis in the energy study group as an expert of mathematical modeling and nuclear energy. 
Dr. Suzuki was appointed by the Prime Minister as a member of the Scientific Council of Japan, and 
internationally, served on the Board of Nuclear and Radiation Studies at the National Academy of 
Sciences in the United States. 
Dr. Suzuki is Fellow of the Atomic Energy Society of Japan, and was a member of the American 
Nuclear Society, where he used to be Associate Editor in Asia of Nuclear Technology. He holds the PhD 
degree in nuclear engineering from The University of Tokyo. 

基調講演 

末松 義規 内閣総理大臣補佐官（東日本大震災復興対策、少子化対策及び自殺対策担当）               
Mr. Yoshinori SUEMATSU, Special Advisor to the Prime Minister 

1980(昭和 55)年 3 月 一橋大学卒業 

1980(昭和 55)年 4 月 外務省入省 

1986(昭和 61)年 5 月 米国プリンストン大学大学院修士課程修了（M.A.） 

1994(平成 6)年 5 月 外務省退職 

1996(平成 8)年 10 月 衆議院議員に初当選（第 41 回衆議院議員総選挙） 

1999(平成 11)年 7 月 民主党副幹事長 

2000(平成 12)年 6 月 衆議院議員 2 期目当選（第 42 回衆議院議員総選挙） 

2001(平成 13)年 10 月 衆議院安全保障委員会筆頭理事 

2003(平成 15)年 6 月 衆議院イラク問題・テロ対策特別委員会筆頭理事 

2003(平成 15)年 11 月 衆議院議員 3 期目当選（第 43 回衆議院議員総選挙） 

2005(平成 17)年 9 月 衆議院議員 4 期目当選（第 44 回衆議院議員総選挙） 

2005(平成 17)年 9 月 民主党国際局長 

2006(平成 18)年 9 月 民主党 NC 環境大臣 

2007(平成 19)年 10 月 衆議院拉致問題特別委員会筆頭理事 

2009(平成 21)年 1 月 衆議院青少年問題特別委員会委員長 

2009(平成 21)年 8 月 衆議院議員 5 期目当選（第 45 回衆議院議員総選挙） 

2009(平成 21)年 9 月 衆議院消費者問題特別委員会委員長 

2010(平成 22)年 9 月 内閣府副大臣（菅改造内閣） 

2011(平成 23)年 1 月 内閣府副大臣（菅第二次改造内閣） 

2011(平成 23)年 7 月 東日本大震災復興対策本部宮城現地対策本部長（菅第二次改造内閣） 

2011(平成 23)年 9 月 内閣総理大臣補佐官（東日本大震災復興担当）(野田内閣) 

2011(平成 23)年 10 月 内閣総理大臣補佐官（東日本大震災復興対策、少子化対策及び自殺対策
担当）(野田内閣) 
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ドゥニ フローリィ 国際原子力機関（IAEA）原子力安全・セキュリティ局事務次長                          
Mr. Denis FLORY, Deputy Director General and Head of Department of Nuclear Safety and Security, International Atomic 
Energy Agency (IAEA) 

Mr. Denis Flory is the Deputy Director General of the Department of Nuclear Safety and Security.  
He was born in 1953, graduated from the Ecole Polytechnique (class of 1972) and the Ecole Nationale 
Supérieure de Techniques Avancées (in Atomic Engineering, Paris 1978). 
In 1978, Mr. Denis Flory started his career with the CEA, where he was employed as a 
thermal-hydraulics engineer for fast neutron reactors. 
In 1984, he was appointed to the French Embassy in the USSR for three years, as Assistant for Science 
and Technology, in charge of the nuclear sector. 
After spending four years as an engineer in Great Britain at the Joint European Torus, he returned to 
France to take up the position of Technical Advisor to the Atomic Energy High Commissioner for three 
years. 
From 1994 to 2004, Mr. Denis Flory was appointed Deputy, and subsequently Head, of the Department 
for the Security of Radioactive Materials within the IRSN. He was then in charge of transport safety for 
radioactive material, the application of international nuclear inspections and the Convention on the 
Prohibition of Chemical Weapons in France. He was also in charge of the protection and inspection of 
nuclear materials, the protection of nuclear facilities and the physical protection of transport. 
In 2005, he joined the French Embassy in Russia as Nuclear Advisor before returning to the IRSN 
where he was appointed Director of International Relations in September 2009. While holding this 
position, he contributed to the IRSN's action to develop ETSON, the European Technical Safety 
Organisations Network, and to set up ENSTTI, the European Nuclear Safety Training and Tutoring 
Institute. 
出典：http://www.iaea.org/About/dg/flory_bio.html 

特別講演 

マーク ダパス 米国原子力規制委員会（NRC）核セキュリティ・事故対応局副局長                  
Mr. Marc L. DAPAS, Deputy Director, Office of Nuclear Security and Incident Response, U.S. Nuclear Regulatory Commission (U.S. 
NRC) 

Mr. Dapas was assigned to his current position of Deputy Office Director for the Office of Nuclear 
Security and Incident Response (NSIR) in June 2011.  NSIR is responsible for the policy coordination 
and program direction with respect to security and emergency preparedness requirements at the nation’s 
104 commercial nuclear power facilities, as well as the NRC’s incident response program.  Before his 
assignment to NSIR, Mr. Dapas was the Deputy Regional Administrator (DRA) in the NRC’s Region I 
Office for 5½ years.  The Region I Office has responsibility for the safety, security, and emergency 
preparedness oversight of 26 operating nuclear reactors in the Northeastern United States and 
approximately 1000 nuclear materials users (radiographers, medical facilities, academic/research 
institutions, and portable gauges) in the Eastern United States.  Before his tour as DRA, Mr. Dapas 
held the positions of Director and Deputy Director of the Division of Nuclear Materials Safety (DNMS) 
in the NRC’s Region III Office.  DNMS is responsible for the regulatory oversight of approximately 
1200 materials users in the Midwestern United States. 
Mr. Dapas was selected for the Senior Executive Service (SES) in 1998 and served as Deputy Director 
of the Division of Reactor Projects (DRP) in Region III from 1998 to 2000, with responsibility for 
implementation of the NRC inspection program at 24 operating reactor facilities.  Prior to his selection 
as a member of the SES, Mr. Dapas served as a Branch Chief in DRP from 1996 to 1998.  During this 
two-year period, he was responsible for managing the inspection program at two reactor facilities on the 
NRC’s “problem plant list” (Zion and LaSalle).  Before being selected as a Branch Chief, Mr. Dapas 
was a Senior Reactor Analyst (SRA) for Region III from 1995 to 1996.  As an SRA, he occupied one 
of 10 senior technical staff positions in the agency created to apply probabilistic risk assessment 
concepts to the inspection program.  Prior to his selection as an SRA, Mr. Dapas was a Senior 
Resident Inspector from 1992 to 1995 at the Prairie Island nuclear power plant in Red Wing, Minnesota.  
Mr. Dapas began his NRC career in 1989 as an Operations Engineer in the Office of Nuclear Reactor 
Regulation, a position he held for three years before transferring to Region III as a Senior Resident 
Inspector.  He joined the NRC after a seven-year tenure with the U.S. Navy as an officer in the nuclear 
power program, where he attained certification as an Engineer Officer.  Mr. Dapas graduated from the 
U.S. Naval Academy in 1982 with a Bachelor of Science degree in mechanical engineering.  He 
received the Meritorious Executive Rank Award in 2005. 
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ディディエ アース 欧州委員会／共同研究センター（EC/JRC）総局長顧問                          
Dr. Didier HAAS, Adviser to the Director General, Joint Research Centre (JRC), European Commission 

Dr. Didier Haas is a nuclear engineer from the University of Liège (Belgium). He was Director for 
sales at Belgonucleaire, the Belgian MOX fuel manufacturing company, before joining in 1998 the 
European Commission (JRC, Joint Research Centre). He worked at the Institute for Trans-uranium 
Elements in Karlsruhe (Germany) as Head of the Nuclear Fuels Department. He moved to the JRC 
Headquarters in Brussels in 2007, as Head of the Euratom Programme Department. In January 2011, he 
became the Adviser of the JRC Director-General for nuclear safety and security. His main 
responsibilities are the coordination of the Euratom international agreements and of the Euratom 
participation in the Generation IV International Forum. 
He is also Chairman of the Belgian Nuclear Society (until end 2011) and Professor at the Free 
University of Brussels. 

ハン ジョンヒ 韓国外交通商省 2012 核セキュリティサミット・サブシェルパ                      
Mr. Choong-hee HAHN, 2012 Seoul Nuclear Security Summit Sous Sherpa, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of 
Korea 

Mr. Hahn Choong-hee is ROK Sous Sherpa and Spokesman for the 2012 Seoul Nuclear Security 
Summit.  As a career diplomat, his areas of expertise include North Korean nuclear affairs, 
non-proliferation, regional architecture in Northeast Asia, and ROK-US relations.  Mr. Hahn served as 
Deputy Director-General for North Korean Nuclear Affairs('07-'08) and Director for North American 
Affairs('05-'07).  He also served as Director for Policy and DPRK at KEDO in New York ('02-'05) and 
Korean embassies in Paris('08-'10), Vienna('99-'02), Lagos('94-'96), and Washington, D.C.('91-'94).  
Mr. Hahn received a M.A. in international relations from University of Pennsylvania, and B.A. in 
French from Seoul National University.  He also studied international relations at University of Paris I. 
 
 

パネル討論１ 

内藤 香 核物質管理センター専務理事                                                   
Mr. Kaoru NAITO, President, Japan Nuclear Material Control Center (NMCC) 
 

昭和 41 年英国留学（１年間）、同 46 年東京大学大学院（工学修士）、同 51 年ミシガン大学行政学

修士。同 46 年４月科学技術庁入庁（原子力局原子炉規制課）。平成６年７月原子力安全局原子力安

全課長。同７年７月日本原子力研究所に出向（広報部長等）。同 10 年６月科学技術庁長官官房審議

官（原子力安全局担当）。同 11 年７月通商産業省大臣官房審議官（通商政策局担当）。同 13 年１月

退官。同年２月日本原子力研究所監事。同 15 年４月より現職。この間、主に原子力安全、保障措置

及び核物質防護の規制業務に従事。昭和 55 年から３年間 IAEA 保障措置局専門職（HSP 担当）、同

63 年から４年間同局開発・技術支援部長。SAGSI（保障措置実施諮問委員会）委員（平成９年～11 年

及び 13 年～18 年末まで）。文部科学省参与（平成 15 年～22 年）。現在、経済産業省総合資源エネ

ルギー調査会臨時委員（平成18年～）。原子力委員会専門委員（平成19年～）、同原子力防護専門

部会長（平成 18 年 12 月～）。核物質管理学会日本支部副会長（平成 16 年～）。平成 15 年４月より

現職。 

マーク ダパス 米国原子力規制委員会（NRC）核セキュリティ・事故対応局副局長                      
Mr. Marc L. DAPAS, Deputy Director, Office of Nuclear Security and Incident Response, U.S. Nuclear Regulatory Commission (U.S. 
NRC) 

ドゥニ フローリィ 国際原子力機関（IAEA）原子力安全・セキュリティ局事務次長                          
Mr. Denis FLORY, Deputy Director General and Head of Department of Nuclear Safety and Security, International Atomic 
Energy Agency (IAEA) 

ディディエ アース 欧州委員会／共同研究センター（EC/JRC）総局長顧問                          
Dr. Didier HAAS, Adviser to the Director General, Joint Research Centre (JRC), European Commission 

ハン ジョンヒ 韓国外交通商省 2012 核セキュリティサミット・サブシェルパ                       
Mr. Choong-hee HAHN, 2012 Seoul Nuclear Security Summit Sous Sherpa, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of 
Korea 
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持地 敏郎 日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部長                             
Mr. Toshiro MOCHIJI, Director, JAEA/STNM 
 

1980 年名古屋大学工学研究科原子核工学専攻修士課程修了、同年動力炉・核燃料開発事業団

に入社し、再処理回収ウラン転換試験に従事。1988 年より企画部勤務後、1991 年外務省国際連合

局原子力課に出向し、IAEA 保障措置、OECD/NEA 関係業務を担当、その後 1993～1995 年、在米

国日本大使館科学班にて専門調査員として米国の核不拡散情勢の調査・分析に従事。帰国後、Pu

の国際管理、透明性向上など、核不拡散業務に従事した後、東京事務所次長、核不拡散科学技術

センター次長を経て、2007 年より 3 年間、ウィーン事務所長に就任。2010 年帰国後、現在、核物質管

理科学技術推進部（旧、核不拡散科学技術センター）の部長として核不拡散・核物質管理業務を推

進。 

中込 良廣 原子力安全基盤機構（JNES）理事長                                       
Prof. Yoshihiro NAKAGOME, President, Japan Nuclear Energy Safety Organization (JNES) / Emeritus Professor, Kyoto University 
 

京都大学名誉教授。1944 年（昭和 19 年）3 月生まれ、群馬県出身。昭和 43 年 3 月東北大学大学

院・原子核理学専攻修士課程修了。同年 4 月京都大学原子炉実験所に採用、助手、助教授、教授、

副所長を経て平成 19年 3月定年退職。平成 21年 4月から独立行政法人原子力安全基盤機構理事、

平成 23 年 10 月から理事長。この間、昭和 52 年から 1 年間、米国レンスラー工科大学(ニューヨーク

州）に留学。平成 8 年から京都大学大学院エネルギー科学研究科でエネルギー政策学を担当。専門

は、核燃料管理学、エネルギー政策学。 

現在、国、自治体等の原子力関係緊急時対応、放射性物質安全輸送、原子力防災、核不拡散関

係等の委員を務める。平成 12 年科学技術庁長官賞・核物質管理功労者表彰、平成 18 年経済産業

大臣原子力安全功労者表彰を受賞。 

上坂 充 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授                                      
Prof. Mitsuru UESAKA, Professor, Nuclear Professional School, School of Engineering, The University of Tokyo 
 

1985 年 3 月 東京大学大学院工学系研究科原子力工学専門課程（博士課程）修

了、工学博士（原子力） 

1982 年 8 月-1983 年 8 月 米国ウィスコンシン大学大学院原子力工学専攻留学 

1985 年 4 月 (株)石川島播磨重工業入社 

エネルギー事業本部高度技術開発部配属 

1991 年 4 月 東京大学工学部附属原子力工学研究施設助教授 

1999 年 5 月 東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設教授 

2005 年 4 月 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻教授 

2007 年 4 月より ICFA (International Committee for Future Accelerator) panel on 

advanced and novel accelerators 議長 

2009 年 4 月 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻専攻長 
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パネル討論２ 

ジョー シャン チョイ カリフォルニア大学バークレー校バークレー原子力研究所副所長                     
Dr. Jor-Shan CHOI, Associate Director of Berkeley Nuclear Research Center (BNRC) at the University of California at Berkeley, 
United States of America 

Dr. Jor-Shan Choi is an Associate Director of Berkeley Nuclear Research Center (BNRC) at the 
University of California at Berkeley, California. He was formerly a Project Professor for the Global 
Center-of-Excellence (G-COE) Program at the Department of Nuclear Engineering and Management, 
The University of Tokyo (UT), Japan.  
His areas of research include non-proliferation policy, proliferation-resistant technologies, 3S (safety, 
security, and safeguards), internationalization of nuclear fuel cycle, and regional cooperation on 
peaceful use of nuclear energy.  
Before joining UT in 2008, Dr. Choi worked for Lawrence Livermore National Laboratory in the 
United States for 21 years, developing novel fuels for advanced small reactors and corrosion-resistant 
material for spent-fuel waste containers. He was a delegation member for the HEU blend-down 
program, the weapons-Pu disposition program, and the PR&PP working group. Dr. Choi was a Science 
Fellow at CISAC, Stanford in 1995-96. He worked at IAEA in Vienna from 1998-2001. Prior to joining 
LLNL in 1987, Dr. Choi had 13 years of industrial experience working for Bechtel. He has a PhD in 
Nuclear Engineering from UC Berkeley. He is also a Registered Professional Engineer (PE) in 
California. 

遠藤 哲也 日本国際問題研究所「新しい核の秩序構想タスクフォース」座長                                
Ambassador Tetsuya ENDO, Chair of the Taskforce, the Japan Institute of International Affairs (JIIA) 
 

昭和 32 年 10 月 外交官領事官試験合格 

昭和 33 年 3 月 東京大学法学部卒業 

昭和 33 年 4 月 外務省入省 

昭和 33 年 8 月～35 年 6 月 プリンストン大学等留学 

昭和 42 年 8 月 在連合王国日本国大使館一等書記官 

昭和 48 年 7 月 外務省アジア局南西アジア課長 

昭和 50 年 7 月 外務省アジア局北東アジア課長 

昭和 52 年 12 月 在ロンドン国際戦略問題研究所研究員（兼在連合王国日本国大使館

参事官） 

昭和 54 年 1 月 在メキシコ日本国大使館公使 

昭和 56 年 11 月 外務省国連局審議官 

昭和 60 年 1 月 在ホノルル総領事 

昭和 62 年 1 月 外務省科学技術審議官（局長職） 

平成元年 11 月 在ウィーン国際機関日本政府代表部特命全権大使 

平成元年 10 月～2 年 10 月 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）理事会議長 

平成 4 年 5 月～12 月 特命全権大使（対旧ソ連邦支援対策を担当） 

平成 5 年 3 月 特命全権大使（日朝国交正常化交渉日本政府代表） 

平成 5 年 8 月 （アジア・太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）担当を兼任） 

平成 7 年 2 月 大使（朝鮮半島エネルギー開発機構（ＫＥＤＯ）担当） 

平成 8 年 1 月 ニュー・ジーランド駐箚日本国特命全権大使 

平成 10 年 1 月 原子力委員会委員 

平成 13 年 1 月 原子力委員会委員長代理 

平成 16 年 4 月～17 年 3 月 外務省 参与 （国際原子力機関（ＩＡＥＡ）核不拡散問題諮問委員会

委員） 

平成 16 年 6 月～17 年 3 月 財団法人 原子力安全研究協会 参与 

平成 16 年 8 月 ＵＣＮ会 幹事 

平成 18 年より 財団法人 日本国際問題研究所 シニア フェロー 

平成 22 年 7 月より 財団法人 原子力安全研究協会 研究参与、原子力政策研究会 委

員 
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コイルール フダ インドネシア原子力規制庁副長官                                                
Dr. Khoirul HUDA, Deputy Chairman for Nuclear Safety Assessment, Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN), Republic of 
Indonesia 

Academic career: 
Dr. Huda was graduated from Gajah Mada University (Indonesia) in the field of Nuclear 
Engineering (Diploma degree) in 1989, obtained Master (1994) and Doctor degrees (1999) in 
Nuclear Engineering from Kyoto University (Japan). 

 
Professional career: 

In 1989, he joined the National Nuclear Energy Agency (BATAN) Indonesia, then in 1998 moved to 
and promoted to be the Deputy Director for Licensing of Nuclear Reactor of the Indonesian Nuclear 
Energy Regulatory Agency (BAPETEN).  
In 2004, he was promoted to Director for Center of Nuclear Regulatory Safety Assessment, and in 
2006 to Director for Directorate of Nuclear Safety Regulation. In 2008, he was promoted to Deputy 
Chairman for Nuclear Safety Assessment of BAPETEN until now. 

ジョン ボングン 韓国外務・国家セキュリティ機構核不拡散センター部長                        
Prof. Bong-Geun JUN, Institute of Foreign Affairs and National Security, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea 
 

Prof. Bong-Geun Jun is a Professor and the Director of Center for Nonproliferation and Nuclear 
Security at the Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS). Before joining the IFANS, 
Professor Jun held a few government and NGO positions: Policy Advisor to the Minister of Unification 
from 2003 to 2004; Visiting Scholar at Keio University in Tokyo and Japan-Korea Cultural Foundation 
Academic Fellow from 2001 to 2002; Secretary to the President for international security affairs at the 
Presidential Office from 1993 to 1997; and a professional staffer at KEDO New York headquarters from 
1997 to 2001. Prof. Jun was a visiting scholar at Asia Foundation Center for U.S-Korea Policy in 
Washington, D.C. in 2010. Prof. Jun’s research area covers the North Korean nuclear issue, 
inter-Korean relations, non-proliferation and nuclear energy policies. Prof. Jun received a BA and MA 
in political science from Seoul National University in 1982 and 1984 respectively and the PhD in 
Political Science from the University of Oregon in 1992. 

久野 祐輔                                                                                               
Dr. Yusuke KUNO, Professor (appointed), Nuclear Non-Proliferation Research Laboratory, Department of Nuclear Engineering 
and Management, School of Engineering, The University of Tokyo / Deputy Director, JAEA/STNM 
 

旧動燃事業団(旧サイクル機構)にて 20 年にわたり再処理工場の分析所に勤務、同工場への IAEA 

保障措置対応体制の確立を始め多くの保障措置技術開発、分析技術開発に携わった。またピュー

レックス再処理プロセスの安全性に係る基礎化学的研究にも従事。1986-1987 年に英国 UKAEA の

ハーウェル研究所およびドーンレイ原子力開発事業所に研究員として留学。東海再処理工場の分析

課長を経て、1999年から 7年間にわたり IAEAに勤務。IAEAでは保障措置分析所(サイバースドルフ)

所長として核物質申告値検認のための分析並びに未申告活動有無を検証するための環境サンプリ

ングのための分析業務に従事した。その間、イラク、イラン、リビアなどの国々における未申告活動の

疑惑事象の解明に深く関与した。2006 年 7 月より日本原子力研究開発機構（JAEA）に勤務。現在、

同機構の核物質管理科学技術推進部次長（研究主席）。東京大学大学院工学系研究科教授（原子

力国際専攻）を兼任。工学博士（東京大学－放射線化学/核物質分析）。東京大学主催「国際保障学

研究会」副主査、原子力学会「核不拡散連絡会」副会長。 

東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻教授（委嘱）/日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部次長  
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ケネス ルオンゴ                                                                                       
Mr. Kenneth N. LUONGO, President of the Partnership for Global Security 
 

Mr. Luongo is the President of the Partnership for Global Security. 
Prior to this position, Mr. Luongo served as the Senior Advisor to the Secretary of Energy for 
Nonproliferation Policy and the Director of the Office of Arms Control and Nonproliferation at the U.S. 
Department of Energy. In addition, Mr. Luongo served as the Director of the Department of Energy's 
North Korea Task Force and as Director of the Russia and Newly Independent States Nuclear Material 
Security Task Force. 
He previously served as a staff member in the U.S. Congress in the following positions: 
Subcommittee Professional Staff Member on the House Armed Services Committee; Legislative 
Assistant for National Defense and International Security and designee to the Senate Armed Services 
Committee for Senator Carl Levin (D-MI); and Legislative Assistant for National Security and Foreign 
Policy and designee to the Senate Defense Appropriations Subcommittee for Senator William Proxmire 
(D-WI). 
Before joining the Department of Energy, Mr. Luongo served as the Senior Washington Representative 
for Arms Control and International Security with the Union of Concerned Scientists. 
Prior to his work in the Congress, Mr. Luongo served as the Senior Program Associate with the 
Program on Science, Arms Control, and National Security of the American Association for the 
Advancement of Science. 
Mr. Luongo also has held appointments as a Senior Visiting Fellow and as a Visiting Research 
Collaborator with Princeton University's Program on Science and Global Security. He is also the author 
of numerous articles on arms control and international security issues and co-editor of The Search for 
Security in Space. 
Mr. Luongo received his B.S. in Journalism from the School of Public Communication of Boston 
University, and holds an M.A. in International Affairs from the School of International Service of the 
American University. 
出典：http://www.partnershipforglobalsecurity.org/About Ransac/Staff.asp 

千崎 雅生 日本原子力研究開発機構 核不拡散・核セキュリティ総合支援センター長                     
Mr. Masao SENZAKI, Director, Integrated Support Center for Nuclear Non-proliferation and Nuclear Security, JAEA 

 

1977 年に動力炉・核燃料開発事業団（動燃）の Pu 燃料開発部に入り、高速炉の「常陽」や「もん

じゅ」のMOX燃料設計に関する研究開発を実施。 1982年に外務省国連局原子力課に出向し、ポス

ト INFCE、OECD/NEA、原子力技術・機器の輸出管理、日米原子力協定改定などの外交業務、そし

て 1985 年に在米国日本大使館の原子力・核不拡散分野の専門調査員として、原子力に関する日米

関係、核不拡散問題の調査・分析、日米原子力協定の改正交渉などに従事した。その後、動燃に戻

り 1992 年の Pu 粉末のフランスから日本までの海上輸送プロジェクトのグループリーダ、そして新たに

設置された核不拡散対策室長に任命され、日本の Pu 平和利用とその透明性、核不拡散などに尽力。

1998 年、核燃料サイクル機構の経営企画本部企画グループリーダ、その後東京事務所次長、国際・

核物質管理部長、核不拡散科学技術センター長を歴任。現在、核不拡散と原子力平和利用の両立

のため活躍中。 

・ 国際核物質管理学会（INMM）メンバー 

・ 日本核物質管理学会理事 

・ 日本原子力学会 海外情報連絡会前委員長 

米国核不拡散・核セキュリティ関係シンクタンク Partnership for Global Security プレジデント  
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ティムール ジャンチキン カザフスタン原子力委員会議長                                                 
Dr. Timur ZHANTIKIN, Chairman of the Atomic Energy Committee, Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of 
Kazakhstan 
 

Dr. Zhantikin graduated from the Novosibirsk State University, Russia (Soviet Union at that 
time), Physical Faculty in 1976. 
From 1976 to 1992 he worked in the Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences 
of Kazakhstan as a scientific researcher. Field of interest was radiation effects in solids. In 
1987 he was awarded a title of Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.) for 
thesis on Mossbauer spectroscopy and neutron diffraction investigations of radiation effects in 
Fe and Ni alloys and inter-metallic compounds.  
In 1992 he was invited to the Atomic Energy Agency of the Republic of Kazakhstan as the 
Head of Scientific and Technical Division. Later he was a Deputy Director, Director General of 
the Agency, and, after reforming it to the Atomic Energy Committee, a Chairman of the 
Committee. The Committee is a regulatory body in the field of peaceful uses of atomic energy 
responsible for nuclear safety and security, radiation protection and nuclear non-proliferation 
regime in the Republic of Kazakhstan. 

閉会挨拶 

高橋 浩之 東京大学大学院工学系研究科教授                                              
Prof. Hiroyuki TAKAHASHI, Professor, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo 
 

東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻・バイオエンジニアリング専攻 教授 

1987 年 3 月： 東京大学大学院工学系研究科修士課程修了 

1989 年 1 月： 東京大学大学院工学部研究助手 

1989 年 5 月： 東京大学大学院博士課程修了（工学博士） 

1993 年 10 月： 東京大学大学院工学系研究科講師 

1996 年 3 月： マサチューセッツ工科大学（MIT）客員研究員 

1996 年 10 月： 東京大学大学院工学系研究科助教授 

2002 年 10 月： 東京大学人工物工学研究センター助教授 

2005 年 4 月： 東京大学大学院工学系研究科教授（原子力国際専攻） 

2006 年 4 月： 東京大学大学院工学系研究科教授（原子力国際専攻・バイオエンジニアリング専

攻） 

遠藤 哲也 日本国際問題研究所シニアフェロー                                                           
Ambassador Tetsuya ENDO, Senior Fellow, the Japan Institute of International Affairs (JIIA) 
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STRENGTHENING NUCLEAR SAFETY WORLDWIDE 

Lessons learned from the Fukushima Daiichi Accident 

Denis Flory 

Deputy Director General of the IAEA 

Head of the Department of Nuclear Safety and Security 

Introduction 

History works in a discontinuous way, nuclear safety history works pretty much in the same way. 
Every nuclear incident carries its lessons; this is why Incident reporting and experience feedback 
processes are an essential part of a developed nuclear safety infrastructure. They allow a continuous 
strengthening of nuclear safety and security. Unfortunately, the most profound structural or cultural 
changes need exceptional events to make their way into our minds and into implementation in the 
Global nuclear safety and security framework. Those who do not learn from the past are condemned 
to repeat it 

In 1979, the Three Miles Island NPP Accident attracted the attention of many a research centre on 
man-machine interface. Seven years later, back in 1986, the most significant developments in nuclear 
safety were the results of the Chernobyl accident. The lessons learnt embraced many subjects, 
including safety culture, safety infrastructure, health effects, remediation policies, Emergency 
Preparedness and Response… This is the time when the development of IAEA safety standards and 
services saw a strong acceleration to include these lessons, at the same time when three major 
conventions - the Notification and Assistance Conventions and the Convention on Nuclear Safety - 
were adopted. A decade later, the Department of Nuclear Safety was created inside the Agency. 

The history of nuclear security saw a similar acceleration, following the terrorist attacks on 11th 
September 2001. The work to amend the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 
was promptly started, while the Agency strengthened its capabilities in nuclear security. 

Today, nuclear energy is faced with the same challenges of understanding and learning the lessons 
from the accident at Fukushima Daiichi NPP. Indeed, after 25 years without serious nuclear accident, 
following a natural disaster of extraordinary magnitude that struck the East coast of Japan March 11, 
2011, the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant was severely damaged. Today, the Japanese 
authorities, TEPCO employees and the nuclear industry are working together to gradually bring the 
damaged reactors into a stable and safe state. 

At the same time, nuclear energy actors are going through a major test of their ability to assess their 
weaknesses, to draw and implement lessons from the accident, to advance nuclear safety, and to 
rebuild public and governments’ confidence in the possibility to manage and develop the peaceful uses 
of nuclear energy in a responsible, sustainable and safe manner. 
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The accident in Fukushima 

Although many lessons are still to be learned on the course and causes of the accident, three 
substantial reports are currently available, that have already allowed drawing preliminary lessons: 

a 160-page report prepared by the IAEA International Fact Finding Mission despatched to Japan 
from May 24 to June 2, 2011i 

a 400-page report prepared by the Government of Japan in June 2011ii 

a supplementary report of700 pages prepared by the Government of Japan in September 2011iii 

In addition to these reports, an independent investigation commission was set up by the Japanese 
Government; it is expected to release its preliminary findings towards the end of the year.  

Already the IAEA fact finding mission in May identified some of the weaknesses at the origin of the 
accident concerning the natural hazard design basis: 

the underestimation of the seismic hazard from the use of recent historical seismological data, 
contrary to the need to consider prehistorical and historical data, as well established in the 
international safety requirements for assessing the natural hazards at nuclear installations; 

though it recognized that Japan has a high level of expertise and experience regarding 
tsunami hazard and provides leadership in this topic worldwide, it mentioned that 
organizational issues may have prevented this expertise to be applied. 

First lessons learned 

Fukushima confirmed if necessary that nuclear accidents do not respect borders. The atmospheric 
releases were detected in both hemispheres, and ocean releases are the subject of various assessments. 
While no transboundary release of radiological safety significance for another State was identified, it 
demonstrated again that the primary responsibility of operators and States, enshrined in IAEA safety 
standards, must be backed by an international approach to safety. The International Atomic Energy 
Agency is the privileged place where this approach is implemented. 

At the request of the Director General of the IAEA, the International Nuclear Safety Group (INSAG) 
has established a series of recommendationsiv to guide future actions related to the accident in 
Fukushima. These recommendations were made on the basis of the report of the IAEA International 
Fact Finding Mission, of the Ministerial Declaration adopted 20 June 2011 during the Ministerial 
Conference on Nuclear Safety organized by the IAEA in Vienna from 20 to 24 June, and of the content 
of the three working sessions of the Conference. INSAG identified nine issues as potential 
vulnerabilities highlighted by the accident, concerning : regulatory structure, chain of command, 
extreme events, severe accidents, loss of power, loss of cooling, accumulation of explosive gases, spent 
fuel storage pools and emergency situations management. 

INSAG also formulated broad recommendations directed at the IAEA and the Member States on 
Safety Standards, Peer review services, International Emergency Preparedness and Response, 
International Conventions, International Safety Research, Remediation. 
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How to strengthen the global nuclear safety framework?  the IAEA  Action Plan on nuclear safety 
Responding to the Ministerial Declaration, the IAEA prepared during the summer of 2011, in 
consultation with Member States, an action plan on nuclear safety which was approved by the Board 
of Governors and adopted by the General Conference on September 22, 2011. This plan consists of 12 
key actions each focusing on: safety assessments in the light of the accident at TEPCO's Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Station; IAEA peer reviews; emergency preparedness and response; national 
regulatory bodies; operating organizations; IAEA Safety Standards; international legal framework; 
Member States planning to embark on a nuclear power programme; capacity building; protection of 
people and the environment from ionizing radiation; communication and information dissemination; 
and research and development. 

The legal framework 

The question of strengthening the international legal framework was acutely raised during the fifth 
review meeting of States Parties to the Convention on Nuclear Safety (CNS), held in Vienna from 4 to 
14 April 2011. Confronted directly with the consequences of the accident, the Parties agreed to hold an 
extraordinary meeting in August 2012. Strengthening the provisions of the CNS was the focus of the 
discussions; many delegations considering that priority should be given to a strengthening of 
implementation mechanisms of the CNS, while others favoured the legal approach of amending the 
Convention. 

My experience in the long process of amending the Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material (CPPNM - the amendment process was launched around 1998, an amendment was adopted 
in July 2005, entry into force is foreseen in an optimistic perspective around 2015) convinced me ~hat 
a two-track approach: launching a carefully planned amendment process, supplemented by a variety 
of mechanisms and non-legally binding tools available to the international community is the right way 
forward to respond to the need for urgent actions to strengthen nuclear safety, without foregoing the 
longer term, more potent tools of a strengthened international legal regime. 

One of the lessons learnt from the Fukushima accident which has been widely mentioned, is that the 
effective independence of the national regulatory authorities must be ensured. Indeed, a number of 
reflections have been voiced during the Ministerial conference and during the CNS review meeting, on 
defining criteria for the effective independence of the national regulatory authorities, and on the 
possibility to include these in an amended Convention. I have myself asked the International Nuclear 
Safety Group (INSAG), to revisit its report INSAG-17 published in 2003 under the title: 
“Independence in regulatory decision making”, and see whether it needs sharpening or not in the light 
of recent lessons. In a concrete way, since the accident, the Republic of Korea strengthened the 
independence of its regulatory infrastructure, Japan is planning for increased independence of its 
safety authority, and the European Union is considering strengthening the provisions of the Nuclear 
Safety Directive in that direction. 

In the field of international legal instruments, the issue of international liability instruments in case 
of nuclear accident has been also raised, since non-participation of Japan to any such instruments was 
probably one of the limiting factors to recourse to assistance. 
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The evaluation of the safety of nuclear power plants 

In the immediate aftermath of the accident at TEPCO’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, 
many Member States launched complementary safety assessments of the safety vulnerabilities of 
nuclear power plants in the light of lessons learned to date from the accident (commonly but 
improperly called "stress tests"). This action in itself encapsulates most of the issues encountered as a 
result of the accident in Fukushima: urgency, transparency, harmonization, independence and 
international oversight. 

This is clearly an urgent action expected by the public and by governments in order to provide a 
realistic assessment of the safety of existing facilities, and a clear vision of improvements needed in 
the short term. 

At the same time, the question of harmonization of these reviews from one State to another is clearly 
needed: every Nation hoping that its neighbours (in the Global understanding of a mixed, flat world) 
will address this issue with the same seriousness as its own, and expecting to be informed in a 
transparent way of the assessments performed. To eliminate any risk of complacency, the 
independence of regulators in charge of the review of the analysis performed by the operators is, as 
always, a strongly formulated requirement, and finally a final review by peers at international level is 
an added guarantee of impartiality of the process. 

Within the Secretariat, we have developed a methodology for the evaluation of safety margins of 
nuclear power plants, based on existing experience. This will allow us to respond to requests for 
assisting our Member States in their own assessment, and possibly to organise international peer 
reviews. 

IAEA Safety Standards 

The IAEA safety standards are grounded in our Statute. Along the years we have developed a 
consistent set of more than a hundred safety standards, established through a rigorous process. They 
form today the recognised benchmark for achieving a high level of safety. A review of their continued 
relevance in the light of the accident has been promptly launched in the frame of the Nuclear Safety 
Action Plan. However, the first findings of the IAEA fact finding mission in May tend to show that 
they provide a robust basis. For example the mission identified the following findings related to the 
design basis of the plant, and covered by the IAEA Safety Standards: 

“the underestimation of the seismic hazard from the use of recent historical seismological data, 
contrary to the need to consider prehistorical and historical data, as well established in the 
international safety requirements for assessing the natural hazards at nuclear installations”; 

“…Japan has a high level of expertise and experience regarding tsunami hazard and provides 
leadership in this topic worldwide, [however the mission] mentioned that organizational 
issues may have prevented this expertise to be applied”. 

It shows that the key worth of even the best safety standards is in their implementation. 

The IAEA peer review missions 

To further facilitate their implementation, we provide an external view, in an incentive approach to 
continuous improvement, through peer review missions which address regulatory effectiveness, 
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operational safety, design safety, and emergency preparedness and response. These peer reviews are 
at the heart of the Action Plan. Their clear foundation in the IAEA Safety Standards strengthens de 
facto, if not de jure, the essence of these standards as the international reference. 

During the consultations on the way to strengthen peer reviews, Member States' views ranged from a 
desire to make these missions compulsory, periodic and automatic, to a clear preference to keep them 
voluntary. The formulation finally accepted by all is: "Member States [are] strongly encouraged to 
voluntarily host IAEA peer reviews…". Indeed, the real challenge is not to include peer reviews in a 
legally binding instrument, but to create a living process, through the incentives provided by 
transparency and the pressure it creates, but also through demonstration of the enhanced benefits for 
all of international peer reviews. 

Good news came from a recent workshop on lessons learned from past IRRS missions organised 
jointly by the IAEA and the USNRC in Washington DC in October, where senior regulators from 22 
Member States expressed their strong support for the IAEA peer reviews. There was a general 
recognition that these peer reviews provide national nuclear regulators with an objective view of their 
strengths and weaknesses and contribute to the continuous strengthening of nuclear safety. 

Emergency preparedness and response 

In the area of emergency preparedness and response, the IAEA works primarily within the two 
conventions adopted in the aftermath of the Chernobyl accident: the Convention on Early Notification 
of a Nuclear Accident and the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or 
Radiological Emergency. 

To ensure its responsibilities under these Conventions, an "Incident and Emergency Centre - IEC" 
was created in the Department of Nuclear Safety and Security. The IEC serves as a focal point for 
receiving information from the State where an emergency occurred, offers the Agency’s "good offices", 
and transmits the assistance proposals received from Member States, through the Response and 
Assistance Network (RANET). 

Today, actions have been launched inter alia to widen the rapid response capabilities provided through 
RANET, to expand the participation of Member States to the Network, and in parallel to expand the 
participation to the Joint Radiation Emergency Management Plan of the International Organizations. 

Communication 

The accident at Fukushima Daiichi NPP was the first in our era of global, instant communication. In 
1986, the first pictures of the Chernobyl accident were available to the international community a 
number of days after the accident, and I remember my demarche as a French diplomat in Moscow at 
the beginning of May 1986 to buy photographs of Chernobyl NPP from the TASS Agency. In 2011,  
the public could see live on their TV the hydrogen explosions at Fukushima Daiichi NPP, and every 
piece of information was immediately disseminated and commented on myriads of internet fora. It 
revealed a need and a hunger for clear and understandable information about the accident. 

This calls in turn for an enhanced role of the IAEA in receiving more timely information, in increasing 
its capability to federate real-time safety analysis. It also points to the need for  
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hannonization of approaches in a number of criteria to avoid a cacophony of expert advice (event 
classification, evacuation criteria, product contamination, remediation strategies…). 

A typical communication issue was highlighted on the occasion of the classification by Japan of the 
accident in the INES scale (International Nuclear Event Scale). Japan filed a preliminary accident 
classification on March 18 at level five of the scale (“accident with wider consequences”) then issued  
a new classification as level 7 on April 12 (“major accident”), the maximum level, equivalent to that of 
the Chernobyl disaster, after the Japanese experts had assessed the amount of releases of 
radioactivity into the atmosphere. In the meantime, the opinions of international experts had been 
reported in the media, some holding that the accident was indeed a major accident to ranking at level 
7, others arguing that the accident should be classified at level 6. Obviously,  the objective of 
providing the public with simple information, prompt and easy to understand, comparable to the 
magnitude of an earthquake, was widely missed. We have launched a review of the implementation of 
the INES scale to avoid such a repetition. 

Transparency and Action Plan 

In proposing to make a more systematic use by Member States of peer review missions, providing the 
widest transparency to the results of these evaluations, the Action Plan will play a decisive role 
towards harmonization of safety practices. It will also demonstrate, to the benefit of the international 
community, the adequacy of measures taken at national level to ensure the highest level of nuclear 
safety. Its effective implementation will strengthen nuclear safety worldwide. This is the necessary 
first step to rebuild trust between States and with the Public. 

Safety and security 

As current Head of a nuclear safety and security department, it would be inappropriate for me to 
avoid the issue of the relationship between safety and security in the light of the Fukushima accident. 
Yes, a nuclear accident could be the result of a malicious act, an act of terrorism. Yes, it is legitimate to 
consider the lessons of the accident in Fukushima in terms of improvements that could be made to the 
protection of nuclear facilities against such acts. But transparency, which I have just praised, is not 
easily available in the field of nuclear security. 

Nevertheless security has not been overlooked so far. It was addressed in the IAEA's contribution to 
the study launched by the UN Secretary General in preparation to the High Level Meeting organised 
in New York. Nuclear security in light of lessons learned from the Fukushima accident was also 
present in the Agenda of the Senior Regulators' Meeting during the 55th IAEA General Conference. 

Conclusion 

I have addressed only a small part of the lessons already learned and to be learned from the 
Fukushima Daiichi NPP accident. IAEA Member States recognized that the process will be a 1rmg 
one, but most actors of nuclear energy have acted promptly to draw these lessons, and to strengthen 
nuclear safety. The IAEA nuclear safety action plan will serve as the thread on this path. Last 
September, Director General Amano decided to create in my Department a Nuclear Safety Action 
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Team to ensure proper coordination among all stakeholders and to oversee the prompt 
implementation of the Action Plan. This is not a Plan only for the 2000 or so employees of the IAEA. 
As explicited in the Action Plan, stakeholders include, amongst others, governments, relevant 
international organizations and associations, regulatory bodies, operating organizations, nuclear 
industry, radioactive waste management organizations, technical support and safety organizations, 
research organizations, education and training institutions and other relevant bodies. 

One of the key tasks of the Action Team will be to gather from all Member States information and 
actions performed, to allow analysing these actions, drawing lessons, and above all, disseminating to 
all stakeholders the results and the lessons of the NSAP. 

By adopting the Action Plan on Nuclear Safety on 22 September, the IAEA General Conference took a 
historical step. This is the first time in the life of the Agency that 151 Member States gather in a 
comprehensive program all nuclear safety tools to strengthen the global nuclear safety framework at 
the national, regional and international levels. The implementation of all these tools opens a new 
period in the quest for a continuous strengthening of nuclear safety worldwide. The IAEA, its 151 
Member States, are at the heart of this work. 

                                                   
i IAEA international fact finding expert mission of the Fukushima Dai-ichi accident following the Great East Japan 
earthquake and tsunami - Tokyo, Fukushima Dai-ichi NPP, Fukushima Dai-ni NPP and Tokai Dai-ni NPP, Japan -
24 May - 2 June 2011
ii Report of the Japanese Government to the IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety - The Accident at 
TEPCO's Fukushima Nuclear Power Stations - June 2011 Nuclear Emergency Response Headquarters 
Government of Japan
iii Additional Report of the Japanese Government to the IAEA - The Accident at TEPCO's Fukushima Nuclear 
Power Stations - (Second Report) September 2011 Nuclear Emergency Response Headquarters Government of 
Japan
iv Communication from the INSAG Chairman dated 26 July 2011 
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An Integrated Approach to the 
Nuclear Safety-Security Interface

U.S. Nuclear Regulatory Commission Perspectives

Marc Dapas
Deputy Director

Office of Nuclear Security and Incident Response

2011 Japan Atomic Energy Forum
Peaceful Use of Nuclear Energy and Nuclear Security

December 8, 2011 1

Overview   

• U.S. Nuclear Regulatory Commission 
(USNRC) mission, strategic goals, and 
regulatory framework

• U.S. approach to security at nuclear power 
plants

• Safety-Security Interface:
– Importance 
– Regulatory framework/oversight
– Considerations for improvement

2

NRC Mission

To license and regulate the Nation’s civilian 
use of byproduct, source, and special 
nuclear materials to ensure adequate 
protection of

public health and safety,   
promote the common 
defense and security, and 
protect the environment.

3

Scope of Responsibility

• NRC’s regulatory mission covers three main 
areas:
Reactors: commercial reactors for generating 

electric power and non-power reactors used for 
research, testing, and training

Materials: uses of nuclear materials in medical, 
industrial, and academic settings and facilities that 
produce nuclear fuel 

Waste: transportation, storage, and disposal of 
nuclear materials and waste, and decommissioning 
of nuclear facilities from service  

4

USNRC Strategic Goals

•Safety: Ensure adequate 
protection of public health 
and safety and the environment 

•Security: Ensure adequate 
protection in the secure use and 
management of radioactive 
materials. 

5

Regulatory Framework

 Regulations

 Licensing

 Oversight
 Inspection
 Enforcement

6
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7

U.S. Approach to 
Security at 

Nuclear Power Plants

• Security Force: Paramilitary security (armed)
• Assessing the Design Basis Threat and 

Adversary Characteristics
• Physical security plan 
• Physical barriers (e.g., vehicle barriers, 

intrusion detection systems)
• Site access controls
• Assessment of insider threat mitigation 
• Behavioral observation program

A Changing Environment

• National security is dominant concern
• Redefined “adequate protection” after 

terrorist events of September 11, 2001
• What does “safety-security” interface 

mean?
– Nuclear Security 
– Nuclear Safety

8

Definitions
(IAEA Glossary)

• Nuclear Safety:  The achievement of proper 
operating conditions, prevention of accident or 
mitigation of accident consequences, resulting 
in protection of workers, the public  and the 
environment from undue radiation hazards.

• Nuclear Security:  The prevention and 
detection of, and response to, theft, sabotage, 
unauthorized access, illegal transfer or other 
malicious acts involving nuclear materials, 
other radioactive substances or their associate 
facilities.

9

Why is Safety-Security interface important?
• Ineffective management of a 

safety/security interface could potentially 
result in: 
– Delays of scheduled activities, 
– Unintended security vulnerabilities, 
– Unintended impacts to safety systems 
– Unintended impacts to emergency response 

activities
10

Importance of the 
Safety-Security Interface

11

Importance (continued)

• Physical protection measures must take into 
account safety requirements such as accessibility 
to equipment for the purpose of in-service 
monitoring and maintenance, together with 
requirements relative to safety in the workplace, 
and the effectiveness of operation, such that the 
evacuation of, or access to, site areas in the 
event of a security incident or radiological 
accident, are not adversely impacted.

12

• Access and operations by emergency 
teams (firefighting, emergency 
responders, etc.) must not be impeded 
unnecessarily for safety reasons, but 
access to certain areas of the plant must 
be continuously controlled.

Importance (continued)
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13

• Operational upgrades and maintenance 
activities for digital systems are facilitated by 
easily accessing the individual digital controllers 
or System Control & Data Acquisition systems 
with portable computers or portable media.  
When safety systems are involved, physical 
security and access control must be maintained 
to avoid the introduction of malware into safety 
systems, security systems, or systems that 
could impact emergency response.

Cyber Security Aspect Regulatory Framework for 
Safety-Security Interface

 Regulations and Guidance

 Regulatory Oversight

 Regulatory Processes

 Collaborative Efforts

14

Regulations & Guidance

• NRC established regulatory requirements1 for 
Safety-Security interface in Title 10, Code of 
Federal Regulations, Part 73.58  (10 CFR 73.58) 
– Physical Protection of Plants and Materials

• Guidance for this new requirement is published 
as USNRC Regulatory Guide 5.74, Managing the 
Safety/Security Interface

15
1  www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part073/part073-0058.html

Regulatory Requirements

• 10 CFR 73.58 requirements for the safety/security 
interface for nuclear power reactors:

Assess and manage the potential for adverse effects 
on safety and security, including the site emergency 
plan, before implementing changes 
Identify, communicate and manage the potential 

adverse impact to maintain safety and security
Establish management controls or processes, 

including reviews and audits
Communicate to appropriate licensee personnel

16

Regulatory Guidance

• USNRC Regulatory Guide 5.74, Managing the 
Safety/Security Interface1

Guidance to industry for acceptable methods to meet 
regulatory requirements
 Expectations:

– Identify potential adverse interactions between 
safety and security activities prior to implementation 
of plant changes, and

– If adverse actions are identified, consider measures 
to maintain safety and security requirements

171 www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/reg-guides/protection/rg/division-5/division-5-61.html 18

Considerations for a 
Successful Program

• Potential culture shift
• Safety and Security are equally important
• Requires enhanced planning, communication, 

and coordination at all organization levels:
– Operations, 
– Security maintenance, &
– Emergency response

• Enhanced coordination between organizations 
during document preparation

• Identify and add linkages between safety and 
security documents
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Use Existing Processes 
and Controls

• Requirements may be met by already 
established management controls or processes:

– Plant Operations Review Committees
– Safety Review Boards
– Work planning and control
– Review and audit programs
– Engineering, design, and maintenance
– Quality Assurance programs

19 20

Incorporate Reviews in 
Plant Programs

• Review of plant changes to the facility or 
procedures should be adequately addressed by 
existing processes

• Emergent activities, due to their nature, are 
more likely to result in conflicts between safety 
and security

• Focus attention on certain plant programs to 
identify and assess possible safety-security 
interface concerns

• NRC conducted extensive Lesson-Learned 
analyses Post-Fukushima

• No activities identified for improvement 
regarding security or the safety-security 
interface

• Pre-planning essential
– Emergency procedures
– Conducting drills with safety and security focus

• Deal with the emergency at hand to ensure 
protection of the public 21

Fukushima-Related 
Issues

Summary

• Safety and Security are equally important 
• Requires effective planning and 

communication at all organizational levels
• Measurable steps can be taken to improve 

safety-security interfaces
• Many countries have reorganized, 

highlighting the enhanced efficiencies of 
the safety-security interface programs

22

Contact Information

Marc Dapas, Deputy Director

Office of Nuclear Security and Incident Response
U.S. Nuclear Regulatory Commission
Washington, DC 20555
E-mail: marc.dapas@nrc.gov

23

Thank you!
Come visit us at

www.nrc.gov  
&

www.nrc.gov/security.html
24
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Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Nuclear Safety and Security 
in the European Union

Didier Haas

European Commission 
Joint Research Centre

2011 International Forum 
on the Peaceful Use of Nuclear Energy and Nuclear Security

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Content

• General situation in Europe

• Status of the NPP stress tests (safety and security)

• Nuclear security strategy approach and research programme

• The STAR European programme (State  Response to Terrorist Attack)

• International cooperation

• Conclusion

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

General situation in Europe

EU: 35%

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

General situation in Europe

• 35% of nuclear electricity generation in Europe

• Power uprates to be noted in many cases, compensating for shutdowns

• Main decision after Fukushima: shut-down of 8 reactors in Germany

• 8 reactors under construction in France, Finland, Slovakia, Bulgaria, Romania

• 24+ reactors planned in Bulgaria, Tcheq Rep., Finland, France, Hungary, 
Lithuania, Netherlands, UK, Slovakia, Slovenia

• Projection for 2025 is difficult to assess but stability of nuclear electricity
generation at 30-35% is feasible

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

• 1 June: national regulators initiate the tests process
• 15 August: operators carry out reassessments and submit progress

reports to national regulators

• 15 September: regulators consolidate the data into national progress
reports → first input to EC

• 31 October: operators’ final reports

• 9 Dec: EC report to the European Council
• End of 2011: final national reports – opening the door for the peer

reviews

• 30 April 2012: completion of peer reviews
• June 2012: consolidated EC report to the European Council

Stress test safety track implementation - Key Milestones

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Nuclear safety stress tests – process

Self-assessment by Licensees

National report by National Regulators

Peer review

EC report to the EU Council

August 2011

June 2012

Participants:
- 14 MS operating NPPs + Lithuania
- Switzerland
- Ukraine
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Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Stress tests Safety Track: technical scope  

• Definition based on - but not limited to – Fukushima
• Initiating events:

– Earthquake, flooding
– Bad weather, forest fire, other external events, …

• Consequence of loss of safety functions from any initiating 
event conceivable at the site: 
– Loss of electrical power, incl. station blackout
– Loss of ultimate heat sink
– Combination of both (dependent failures)

• Severe accident management issues:
– Licensee’s provisions related to: 

 Means to protect from and to manage loss of core cooling function
 Means to protect from and to manage loss of cooling function

in the fuel storage pool
 Means to protect from and to manage loss of containment integrity

– Off-site support for maintaining the plant’s safety functions

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Stress tests security track: status

• Objective: to analyse security threats and the prevention of, and response to, incidents due to
malevolent or terrorist acts 

• Member States, assisted by the Commission are in charge of its implementation

• The progress report shows that Member States are committed to nuclear security and ready to
make full use of and to strengthen relevant international regimes

• It emphasises the close link between nuclear safety and security dimensions. 

• Sharing best practices at both European and international levels in the field of preparadness,
nuclear security culture, emergency planning are also recommended

• Final report in June 2012

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Nuclear security strategy approach

1. Identification, analysis and prevention of the risk

- legal framework, share of responsibilites
- scenario studies, threat assessment
- integrated approach safety/safeguard-security from the design stage
- analyses of vulnerabilities, effectiveness of protection systems
- security culture, training

2. Detection (e.g. potential theft of nuclear material)

- detection and monitoring strategies
- border control and response plan
- regional cooperation in combating illicit trafficking, exchange of information, data bases (IAEA)

3. Reaction and remediation 

- ECURIE: European Union Urgent Radiological Information Exchange; reporting obligation                
- assessment of nuclear/radioactive dispersion events and their consequences
- increase international exchanges
- safeguarding aspects in NPP after accident

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

EU Nuclear Security policy & instruments

EU EURATOM Framework:  Euratom  Safeguards

EU Nuclear security policy decisions
• EC communication on non proliferation- 2009
• Council Regulation 428/2009 on export control / dual use
• New Lines for Action in combating the proliferation of WMD - 2008
• Home Affairs Council Conclusions addressing CBRN risks, 2007
• EU strategy against proliferation of WMD – 2003
• European Security Strategy -2003
• Council Regulation 1334/2000 on export control / dual use
• Common Foreign Security Policy

Instruments
• CBRN Action Plan (Dec 2009) 
• Council Joint Actions (with IAEA)
• Instrument for Pre-Accession (2007-2013)
• Instrument for Stability (2007-2013)
• Instrument for Nuclear Safety Cooperation (2007-2013)
• FP7 Security Research 2007-2013

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Science and technology support role of the JRC:

• Traditional Safeguards and Verification
– Nuclear material accountancy
– Independent verification (Euratom, IAEA)

• Strengthened Safeguards (Additional Protocol to be 
applied)

– Non proliferation
– Absence of undeclared activities

• Illicit trafficking and nuclear forensics
– Detection
– Source attribution
– Reference data

• Training: prevention, detection and response

The Euratom nuclear safeguards and security programme

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Traditional safeguards technology developments

NDA (Non Destructive Assay)

PERLA (Performance Laboratory) was established 
In 1989 in the JRC in Ispra (Italy)

- using well characterised U and Pu samples
- calibration of NDA instruments
- development of new technologies
- training

Testing of organic scintillators for neutron 
detection in security applications
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Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

NCC/ HKED for Pu control in solid waste 

Undissolved material:
• NCC             Cm
• With above Cm/Pu ratio          

Pu in solids

Input solution:
• NCC        Cm-244 mainly
• HKED           Pu
Yields Cm/Pu ratio

HKED= Hybrid K-edge technique
NCC= Neutron Coincidence Counting

Combination of NDA / DA Techniques 

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Detection of undeclared nuclear activities
through environmental sampling

Safeguarding uranium enrichment facilities
Proliferation-sensitive

Uranium enrichment

Increase of relative concentration of 235U
using UF6 gas

Reaction with atmospheric moisture

UO2F2 particles

Particles settle onto various surfaces 
inside and around the facility

Collection of particles in swipes

Environmental Sampling

Particle diameter typically < 1 μm
& among millions of other dust particles

235U/238U characteristic for process at facility
Minor isotopes (234U/238U, 236U/238U) 
indicate different feed materials
NUCLEAR FINGERPRINT

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

 Improved screening. (> 5 times faster than SG-SIMS)

 Distribution of enrichments in rich samples

 High sensitivity. (10 times higher than SG-SIMS)

 High quality minor isotope data U-234/236;
source of the material + trace isotopes

New infrastructure at JRC (ITU): High Resolution SIMS (Mass 
Spectrometer) installed in 2012

High Resolution SIMS

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Tornio Find 32 – Dordrecht, 
found in the end 
of 2008, analysis 

March – May 2009

Find 33 – Rotterdam, 
found in the mid 
2009, analysis 

December 2009 –
March 2010

Find 34 – Tornio, 
found in the early 

2010, analysis 
March – June 2010

Nuclear forensics  : Finds 32-34

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Sample 235U bulk U content Production date 235U particles

F32/1 4.1244 ± 0.0023 76.32 ± 0.24 June 2005 3.7 and 4.4 %

F32/2 4.1177 ± 0.0023 84.14 ± 0.27 May 2005 3.7 and 4.4 %

F32/3 16.7622 ± 0.0092 0.1541 ± 0.0005 - 17 % (7-21 %)

F33/1 9.0333 ± 0.0052 0.3362 ± 0.0011 April 1962 3.6 and  21 % (+90 %) 

F33/2 45.847 ± 0.017 1.4769 ± 0.0047 June 1959 0.7; 21 and 90 %

F33/3 43.800 ± 0.016 3.409 ± 0.011 June 1972 35-45 % (+90 %)

F33/4 89.730 ± 0.036 16.930 ± 0.053 October 1983 90%

F34-A 0.71112 ±
0.00043

1.2046 ± 0.0038 July 2005 0.7 %

F34-B - - - 0.7-21 %

Nuclear forensics (Finds 32-34): results 

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

~90 
%

The U-235 enrichments found in the particles could origin from 
the following reactor fuels:

VVER-type fuel – 3.6 and 4.4 % 
Fast breeder reactor BN-600 and BN-350 – 17, 21 and 26 % 

(and natural U in the breeding zone)
3rd generation submarine fuel in Russia – 21/45 % (1st and 

2nd – 21 %)
Research reactor fuel – up to 90 %

The Find-32 and -34 are from the same period of time
the Find-33 not.

The only manufacturer, which produces all these types of 
fuels is Elektrostal (MSZ) in Russia.

Nuclear forensics (Finds 32-34): conclusion
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Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Concept under discussion within

Global Initiative
for 

Combating Nuclear Terrorism

International Directory 
(Data base of data bases)

National 
Data base

Guiding Information (Material)
• Material Type
• Enrichment
• Chemical Form

Guiding Information (Country)
• Contact Point 
• Query Conditions
• Query Format
• Handling of Results

Essential Data
• Chemical Composition
• Isotopic Composition
• Physical Parameters
• Production Place
• Storage Place

Supplementary Data
• Impurities
• Produced/stored amounts
• Non-numeric information

• Photographs
• Micrographs
• Drawings

• Archive Sample

Nuclear forensics data bases

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

3D Laser based DIV (3DLR)

► Range is determined by measuring the difference in  
phase of the emitted and received laser beams

► Range < 80 m  (mm accuracy)
► Up to 500,000 points per second
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3D Laser based DIV 
Inspection Steps: 

Creation of 3D 
Reference Models 
of the facility 
(buildings, cells, 
equipment, piping) 
by scanning each 
environment from 
multiple view 
points. 

Verification of the 3D 
reference model 
versus the 
engineering 
drawings 
(dimensions, pipe 
tracing,…).

Re-verification by 
automatic 
comparison of the 
3D reference model 
with newly acquired 
scans.

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

- A large number of equipment is already in operation 
today and experience has been gathered with respect to 
innocent alarms, due to Naturally Occurring Radioactive 
Materials (NORM) and medical isotopes. 

- Shielded and masked isotopes remain being a serious 
problem. 

The EU through the JRC is organising the 
new “ITRAP + 10” project (2009-2012)

Partners: US DNDO, US DoE, IAEA

Illicit Trafficking Radiation Assessment Programme:
ITRAP+10

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

• With support of DG Home Affairs
• Ensuring high standard in detection and response
• Complementary to national training activities
• Focus on advanced training using nuclear material
• In collaboration with the EU MS, the IAEA and international initiatives
• Benefiting from expertise of the JRC in Ispra and Karlsruhe
• Target audience: front line officers, trainers, experts, decision makers

• Implementation in 2011, fully operational by mid 2012

EU Nuclear Security Training Centre

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

STAR: table top exercise 
A European Programme

STAte Response to terrorist attacks

Prevention of and Fight against Crime 2009
With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme

European Commission - Directorate-General Justice, Freedom and Security

25-26 May 2011

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011
24

Belgium

Czech  Rep.

Denmark

Finland

France

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Experts coming from:
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Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

S1
The attack

REFLEX PHASEREFLEX PHASE

 Reactor automatic shutdown
 Detection and assessment of safety events
 Emergency plan activated
 National safety emergency organisation activated

 Detection and assessment of security events
 Contingency plan activated (regional / national level)
 National response forces required

S
T
A
R

S
T
O
R
Y

B
O
A
R
D

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

S8

Assault

RESPONSE PHASERESPONSE PHASE

 National forces lead negotiation with adversaries
 Last details of assault tactics are decided
 Adversaries overpowered
 Release of hostages

 Assessment of 5 hrs to recover core cooling

S
T
A
R

S
T
O
R
Y

B
O
A
R
D

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

OBJECTIVES OF THE STAR SEMINAR

Open discussions about issues like:
Time managing 
Coherence/complementary of emergency and contingency 
plans
Management of interfaces between on-site and off-site forces
The coordination, cooperation and complementarities between 
safety and security
Issues related to the recovery phase

STAR

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Euratom International collaborations on  
Nuclear Safeguards and Security 

IAEA Euratom support programme

USA US DOE: Safeguards and Security Cooperation Agreement 
US DOE NNSA: coordination of Second Line of Defence Activities (incl. IAEA)
US DNDO: Collaboration on ITRAP+10 project

IAEA+US DOE          BMWG (Border Monitoring Working Group) 

ITWG International Technical Working Group on Nuclear Forensics

JAPAN Cooperation JRC- JAEA on nuclear safeguards and security
Main topics: Non-destructive assay on molten fuel; forensics; nuclear and environmental

material analyses; training; spent fuel surveillance 

CHINA                      Cooperation Agreement with MOST/CAEA on nuclear safeguards and security

CANADA R&D Cooperation agreement including CANDU safeguards

RF and CIS Instrument for Stability projects in the area of Nuclear safeguards, 
non-proliferation and nuclear security (e.g. project on illicit trafficking) 

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

CBRN Centres of Excellence

2010: launch of a global initiative to establish BCRN regional Centres of Excellence

• Within the framework of the Instument for Stability, one of the EU's external cooperation instruments

• Aims at building international, regional and national capacity to address trans-regional and
global threats (crisis response)

• Five regions concerned: South Caucasus / Ukraine/South East Europe, North Africa, West Africa, 
the Middle East, and South East Asia

• The Centres of Excellence will address legal, regulatory, technical, enforcement and control issues relating
to CBRN risk mitigation

• In each region, range of networks of experts will be created or reinforced for sharing best practices, reviewing
laws and regulation, developing technical capacities on the above subjects

• The projects cover a broad scope of CBRN issues. Implementation will start in early 2012

Cooperation with regional actors necessary

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011 1

Conclusion

• After March 2011, a stress test process has been started in Europe

• Interim report to be followed by peer reviews with external observers (Japan) 

• From design phase on: safety and security to be integrated 

• From both points of view, only the more advanced NPP technologies should
be implemented in the future

• International cooperation needed

• Strong EU-Japan links in particular on 
safeguards and security science and technology

JAEA-Review 2012-021

- 52 -

JAEA-Review 2012-021

- 53 -



付録 ３ 特別講演（ハン ジョンヒ氏）

55

2012 Seoul 
Nuclear Security Summit
2012 Seoul 
Nuclear Security Summit

HAHN Choong-hee, Sous-Sherpa and Spokesman 
for the 2012 Seoul Nuclear Security Summit

(December, 2011)

Ministry of Foreign Affairs and Trade
Republic of Korea

11

Significance of the Nuclear Security Summit22

33

Background: Why Nuclear Security?

Major Achievements of the Washington Summit

44

Direction of the 2012 Seoul Nuclear Security Summit55

Possible Agenda and Issues of the Seoul Summit66

Summit Preparation Overview7

New Environment Surrounding the Seoul Summit 

Table of Contents

Background: Why Nuclear Security?Background: Why Nuclear Security?
 Nuclear Security: “the prevention and detection of, and response to, theft, 

sabotage, unauthorized access, illegal transfer or other malicious acts involving 

nuclear or other radioactive substances or their associated facilities”

 “3S” ; Security: malicious acts by non-state actors, Safety: natural 

disaster/technical errors, Safeguards: check possible diversion of nuclear 

material to military purpose by states  non-proliferation issue

11 Background: Why Nuclear Security?Background: Why Nuclear Security?

 Increased concern over nuclear and radiological terrorism after 9/11: 
2000 cases reported of theft/loss/illicit trafficking of nuclear & radiological 
materials to ITDB in IAEA since 1993 (200 cases/y, 33 cases on HEU/Pu)

 President Obama's call to secure all vulnerable nuclear material in four 
years (Prague Speech, April 2009)

 Multilateral response is needed to address threats arising from malicious 
acts from non-state actors

 A sustainable base for and synergy with three pillars of the NPT: 
disarmament, non-proliferation, and peaceful uses of nuclear energy

11

Significance of the Nuclear Security SummitSignificance of the Nuclear Security Summit

 First summit level meeting on ‘nuclear security’
 highest political impetus; limitation of the existing processes and initiatives

 Shared threat perception on nuclear terrorism among 50 leaders

 Uniqueness of the composition of members: three non-NPT states

 A rare success story on non-proliferation agenda: Confidence Building 
Measures (CBM) on nuclear-related issue among 50 leaders

 New trend in addressing urgent global issues: specific agenda, multilateral but 
selective members, certain period to achieve objectives, summit-level (cf. G20)

 Not intended to compete or replace with existing processes and initiatives

22 Major Achievements of the Washington SummitMajor Achievements of the Washington Summit
 Adopted the Washington Communiqué (political declaration) and Work Plan 

(50 measures in 11 areas) 

 Summit-level attention on the seriousness of the nuclear terrorism threat; 
agreement on the political will to act and on the necessity of working together

 National Commitments ("housegifts") by around 30 countries: HEU return or 
elimination, ratification of CPPNM/ICSANT, joining GICNT, establishing Center 
of Excellence for training, and contributing more to the Nuclear Security Fund

- Substantive progress since Washington Summit: 400kg HEU(10 countr.)/15 
ratif. for CPPNM/12 ratif. for ICSANT/10 Centers of Excellence/5 joined GICNT

33
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New Environment Surrounding the Seoul SummitNew Environment Surrounding the Seoul Summit

 10 years after 9/11 and the post-Osama bin Laden security environment: 
towards converging threat assessment and threat perception

 ‘Arab Spring’: long-term democratic institutions vs. short-term instability

 Fukushima nuclear accident(3/11): weakening confidence on nuclear energy

 Nuclear renaissance: numbers of nuclear reactors could be doubled in next 30 
years (443 now) according to plan  inevitable choice due to climate change 

 Awareness on the seriousness of radiation exposure and renewed importance 
on the sabotage of nuclear facilities, particularly after the Fukushima accident

44 Direction of the 2012 Seoul Nuclear Security SummitDirection of the 2012 Seoul Nuclear Security Summit

 Review and assess the progress made since the Washington Summit

 Renew and reaffirm the principles and spirit of the Washington Summit

 With the Seoul Summit Communiqué, move from political declaration to 
practical vision for implementation and highlight prioritized key objectives

 Help restore the confidence on peaceful uses of nuclear energy over nuclear 
renaissance including nuclear power plant

 Coordination with other organizations and initiatives on nuclear security 
including UN, IAEA, GICNT, G8 Global Partnership, 1540 Committee

- energize, empower, enhance other initiatives with highest political impetus

55

Possible Agenda and Issues of the 2012 Seoul SummitPossible Agenda and Issues of the 2012 Seoul Summit

 HEU/Pu management and minimization: convert HEU based reactors to LEU 
based reactors, return unneeded materials, downblending

 IAEA's essential role in implementing nuclear security objectives

 Illicit trafficking detection and border control: smuggling control, nuclear 
forensics, information exchanges, share best practices, INTERPOL 

 Securing sensitive information: information security

 Enhance international and regional cooperation, while continue to emphasize 
national responsibilities

66 Possible Agenda and Issues of the 2012 Seoul SummitPossible Agenda and Issues of the 2012 Seoul Summit

 Synergy and Interface between nuclear safety and nuclear security                        
 Nuclear security will be the main theme; nuclear safety will be  
complementary: how and to what extent safety has implication on security 
and can help reinforce security goals? The necessity to address both safety 
and security aspects from design & construction to operation & management 
phases of nuclear power plant in the future.

 Radiological security: widely used & easily accessible, more vulnerable than 
nuclear materials, consequences are similar to nuclear terrorism events 

 Encourage and secure new sets of voluntary national commitments

66

77 Summit Preparation OverviewSummit Preparation Overview

SUMMIT PROGRAMS

• Plenary Session I
• Leader's Working Lunch
• Plenary Session II
• Chair's Press Conference

• Official Welcoming 
Reception

• Leader's Working Dinner

March 26, 2012 March 27, 2012

Summit Preparation Overview (Outreach activities)Summit Preparation Overview (Outreach activities)

 South America Regional Seminar (Santiago, Chile, June 20)

 ASEAN Regional Conference on Security, Safety, and Safeguards in 
Nuclear Energy (Bangkok, Thailand, Sept. 1-2)

 All members of IAEA (General Conference Outreach, Vienna, Austria, 
Sept. 21)

 West Africa (ECOWAS) Outreach (Vienna, Austria, Sept. 22)

 UN 1st Committee Outreach (New York, USA, Oct. 7)

 African Continent Regional Seminar on the NSS and the GICNT                  
(Rabat, Morocco, Nov. 21-22)

77
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77 Summit Preparation OverviewSummit Preparation Overview

•Nuclear Industry Summit [Seoul, March 23-24, 2012]

- Around 150 nuclear industry CEOs are participating
- Host: Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)

• Nuclear Security Experts Symposium [Seoul, March 23, 2012]

- 200 International nuclear security experts are participating
- Host: Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS),

Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Control (KINAC)

SPECIAL PARALLEL EVENTS

• Pre-Summit conferences by nuclear security stakeholders

77 Summit Preparation OverviewSummit Preparation Overview
Official Website: http://www.seoulnss.go.kr

http://www.thenuclearsecuritysummit.org

Summit Preparation OverviewSummit Preparation Overview77

The 'S' shaped line stands for 
Seoul, Security, and Summit.

The line is curved to reflect the circular movement in 
an atom, and also the international community's will 
and hope to promote nuclear security through global 
cooperation.

The colors red and blue come from the 'Taegeuk' 
(yin-yang symbol) which symbolizes Korea, the host 
for the upcoming summit.

Official Logo

Official Slogan

Thank You
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パネル１の論点及び議論の進め方

パネル１

日 時：平成２３年１２月８日１４：００～１７：００

（ブレイク３０分含む）

Discussion Points and  Scenario for Panel 
Discussion 1

Panel Discussion 1
Date and Time : 8 December, 14:00 – 17:00
( including 30 mins break )

テーマ： 原子力施設における核セキュリティ

Theme : “Assuring nuclear security at civil nuclear 
facilities”

1

パネル１のテーマ・議長・パネリスト
Theme, Facilitator, and Panelists of Panel Discussion 1
• テーマ：「原子力施設における核セキュリティ」

Theme: “Assuring nuclear security at civil nuclear facilities”
• 議長：内藤香氏 核物質管理センター専務理事

Facilitator: Mr. Kaoru NAITO, President, Nuclear Material Control Center (NMCC)
• パネリスト (Panelists) :

– マーク・ダパス氏 米国NRC 核セキュリティ・事故対応局副局長
Mr. Marc L. DAPAS, Deputy Director, Office of Nuclear Security and Incident Response, US Nuclear 
Regulatory Commission (US NRC).

– デニス・フローリ氏 IAEA原子力安全・セキュリティ局事務次長
Mr. Denis FLORY, Deputy Director General and Head of Department of Nuclear Safety and Security, 
International Atomic Energy Agency (IAEA)

– ディディア・ハース氏 欧州委員会共同研究センター(EU/JRC) 総局長顧問
Dr. Didier HAAS, Adviser to the Director General, Joint Research Center (JRC), European 
Commission

– ハン・ジョンヒ氏 韓国外交通商省2012核セキュリティサミット サブシェルパ
Mr. Choong‐hee HAHN, 2012 Seoul Nuclear Security Summit Sous Sherpa, Ministry of Foreign 
Affairs and Trade, Republic of Korea

– 持地敏郎氏 (独)日本原子力研究開発機構 核物質管理科学技術推進部長
Mr. Toshiro MOCHIJI, Director, JAEA/STNM

– 中込良廣氏 (独)原子力安全基盤機構理事長
Dr. Yoshihiro NAKAGOME, President, Japan Nuclear Energy Safety Organization (JNES)

– 上坂 充氏 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻
Prof. Mitsuru UESAKA, Professor, Graduate School of Engineering, the University of Tokyo

2

論点 (1/3)
Discussion point 

論点１核セキュリティ対策の指針としての
ＩＡＥＡ基本文書・勧告文書と国内対応

Point 1: Domestic adaptation of the IAEA 
Nuclear Security Series, Fundamentals and 
three Recommendation documents

核セキュリティ確保に対する基本的考え方を進め
るために

Realization of “Basic Policies and Principles for 
Ensuring Nuclear Security”, the Report to Japan 
Atomic Energy Commission  

3

論点

A) 国内制度へ取り込む際の課題

Challenges for Domestic Adaptation of IAEA 
Documents

• 論点：ＩＡＥＡ基本文書の近々の発刊に備えて策定された「核
セキュリティの確保に対する基本的考え方」を進める際の課
題等について議論する。

Discussion point: Possible challenges in realizing 
“Basic Policies and Principles for Ensuring Nuclear 
Security” produced in response to IAEA nuclear 
security basic documents.

4

質問
Question

• 質問の例示

Questions
 核セキュリティ文化を如何に醸成させていくか？

How to foster nuclear security culture?
 放射線利用と核セキュリティ対策（アクセス制限）との調和。

Harmonization of medical and industrial use of radiation 
sources with nuclear security requirements such as access 
control.

 基本的人権と内部脅威対策

Fundamental human rights vs. measures against insider 
threats 

5

論点 (2/3) 
Discussion point
論点２:核セキュリティの観点からの福島原子力事故の

教訓と課題
Point 2: Nuclear security challenges and lessons learned 

from the Fukushima nuclear accident 
 核セキュリティ対策を強化する必要のある施設や機

器
Vulnerabilities in nuclear security recognized from 
the accident

 緊急時対応と内部脅威への対策
Assuring nuclear security measures in radiological 
emergency and against insider threats

6
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付録 ３ パネル討論１（内藤 香氏）

B) 福島原発事故の教訓

Lessons learned from the Fukushima accident

B-1) 論点：原子力発電所の脆弱性強化に係る部分を再度提示し、

欧州のストレステストにおけるテロ攻撃対応、米国ＮＲＣのセキュリ

ティ強化に係る対応等を引合いにしながら、核セキュリティ強化の

観点から米国・欧州・韓国・日本等の間で議論する。

Discussion points: Pointing out the additional measures taken 
against nuclear security vulnerabilities of nuclear power plants, 
the consideration of nuclear security in the EU stress tests and 
additional requirements made by the US NRC on nuclear 
security response, discussions will be made among panelists

論点
Discussion Point

7

•質問の例示

Questions
 原子炉建屋以外の枢要設備（海水ポンプ等）の防護、周辺防護区域

の外側の警備区域での早期侵入検知等について。

What measures are necessary for protecting vital equipment located 
outside the reactor building of a nuclear power plant? Is there a need 
for early detection of intrusion at the access control areas outside a 
protected area?

 福島原発事故後のＥＵストレステストにおいて、飛行機墜落やテロ攻撃
等の核セキュリティ対応をどう考えているのか。

How are aircraft accidents and terrorist attacks against nuclear power 
plants considered in the EU stress tests?

 福島原発事故後の米国ＮＲＣの検討と、９．１１以降制定されたB.5.b
条項との関係。

What are the additional regulatory measures taken by the US NRC in 
view of the Fukushima accident including the B.5.b requirement? 

質問
Question

8

論点
Discussion Point

B-2) 論点：教訓としての緊急時対応、及び欧米のセキュリ
ティクリアランス制度、我が国の内部脅威対応への取り組
み等を提示し、主に、米国・欧州・韓国・日本等の間で議論
する。

Discussion point: Maintaining nuclear security function at 
the time of radiological emergency, the actual system for 
checking “trustworthiness” of workers in the US, EU and 
ROK, and Japan’s effort to cope with internal threats.

9

質問
Question

•質問の例示

Questions
 緊急時における不審者侵入防止策について。

How to prevent and respond to nuclear security threat during a 
radiological emergency?

 欧米のセキュリティクリアランス制度と我が国の基本的人権との対比、
我が国の秘密保全法制検討の取り組み。

How the “trustworthiness” checking system works in the US, EU and 
ROK? What is the argument in Japan vis‐a‐vis fundamental human 
rights? Any indication of changes in Japan?

 信頼性確認に係る制度整備、代替措置（ツーマンルール、従業員行
動の監視等）。

Any alternatives measures of “trustworthiness check”, e.g. two‐man 
rule, monitoring of staff behavior?

10

論点 (3/3) 
Discussion point
論点３:原子力施設の核セキュリティ対策のあり方
Point 3: Nuclear security strategies and measures 

for nuclear facilities 
 重大事故を引き起こす可能性のある核セキュリティ

上のリスク評価
Assessment of nuclear security risks resulting in 
severe accidents

 核セキュリティ対応における国と事業者の責任と役
割
Roles and responsibilities of the regulatory 
authorities and facility operators in response to 
nuclear security events

11

論点
Discussion Point
C) 原子力施設の核セキュリティ対策のあり方

Nuclear security strategies and measures for nuclear 
facilities

C‐1) 論点：①重大事故を引き起こす可能性のある核セキュリティ上の脆

弱性評価、②原子力発電所の核セキュリティ措置の有効性評価等の手

法について、欧米のパネリストから短く紹介してもらい、意見交換。

Discussion points: 1) Assessment of nuclear security risks/ 
vulnerabilities resulting in severe accidents , and 2) 
performance assessment methodology of nuclear security 
measure in nuclear power plants will be introduced from 
the US and the EU/JRC

12
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 米国における、核セキュリティに係る脆弱性及び性能

評価手法

Vulnerability and performance assessment in nuclear 
security in the US NRC

 ヨーロッパ連合における、核セキュリティに係る脆弱性
及び性能評価手法

Vulnerability and performance assessment in nuclear 
security in the US NRC

13

質問
Question

•質問の例示

Questions
 核セキュリティにおけるリスク評価の現状と見通し

What is the current status and the future prospect of 
security risk assessment? Any issues or challenges?

 原子力発電所の核セキュリティ措置の有効性評価上
の課題

What are the issues or challenges to be solved in 
performance assessment of nuclear security measures in 
nuclear power plant? 

14

論点
Discussion Point

C‐2) 論点：その後、国と事業者の責任と役割分担について、

主に我が国の出席者より、以下の観点から意見交換を行

い、適宜、外国からの参加者に意見を求める。

Discussion point: Mainly Japanese panelists will discuss   
the roles and responsibilities of the regulatory authorities  
and facility operators in response to nuclear security 
events in Japan. Foreign panelists will be asked for 
comments as appropriate. 

15

質問
Question

•質問の例示

Questions
 事業者と治安当局との役割分担、緊急時対応における政

府内での役割分担 及び責任体制は明確か。

What are the responsibilities and roles of regulatory 
authorities and private sectors? Are these clearly defined 
and recognized?

16

パネル１のまとめ
Summary of Panel Discussion 1

17
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Vulnerability Assessments

• Conducted evaluations and consequence 
analyses for all nuclear facilities
 Nuclear power plants
 Aircraft impact studies

 Vehicle and water-borne improvised explosive attacks

 Assessment of adversary force characteristics

– Varying weapons and characteristics

– Differing modes of attack

1 2

Revised 
Design Basis Threat 

(DBT)

• Based on available threat information
• Expanded adversary characteristics
• DBT is used to assess the level of threat 

against which licensees must realistically 
be expected to defend with high assurance

Regulatory Oversight/
Performance Assessment

• Nuclear Power Plant Orders
– Revised DBT

• Inspection Program
– Baseline
– Force-On-Force

3

• Active insider
• Attack from owner-controlled area
• Mock adversary force

– Experienced with specialized training skills
• Extensive exercise controller functions
• Use of Multiple Integrated Laser 

Equipment (MILES) 
• 3 nighttime exercises
• Target sets 4

Force-On-Force

Security Goal Strategies

• Use intelligence information and security 
assessment to maintain realistic and effective 
security requirements and mitigation measures

• Share security information with appropriate 
stakeholders

• Oversee licensee performance through 
inspections and force-on-force exercises

• Control the handling and storage of sensitive 
security information

• Use a risk-informed approach 5

Contact Information

Marc Dapas, Deputy Director

Office of Nuclear Security and Incident Response
U.S. Nuclear Regulatory Commission
Washington, DC 20555
E-mail: marc.dapas@nrc.gov

6
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IAEA
International Atomic Energy Agency

Nuclear Security @ civil nuclear facilities
International Forum on the Peaceful Use of Nuclear Energy

and 
Nuclear Security

Tokyo, 8th December 2011

Denis Flory
Deputy Director General

Department of Nuclear Safety and Security

Background
• In the report of  May 2001“informal Open-Ended Expert 

Meeting to discuss whether there is a Need to Revise the 
CPPNM”, it was concluded that there is a clear need to 
strengthen the physical protection regime by employing a 
spectrum of measures like:

• 1. Drafting a well defined amendment to strengthen the 
CPPNM

• 2.  Compiling a set of physical protection objectives and 
fundamental principles

• 3.  Review, in consultation with Member States, the 
Agency plan of activities, in the subject area

• Establish Advisory Group on Nuclear Security

Background   Cont…
• In response, a plan describing the future activities to be 

undertaken in these areas and a time schedule for their 
implementation, a Plan of Activities for the Agency’s 
Security of Material programme was prepared.

• As a result of Sept. 11 attack, General Conference 
requested DG to thoroughly review the Agency Programs 
and activities with the view to strengthening its ability to 
prevent acts of nuclear terrorism.

Background   Cont…
• DG, IAEA Convened first meeting of Legal and Technical 

Experts to draft a well –defined amendment to strengthen 
the Convention in Dec. 2001.

• Board endorsed the “physical Protection Objectives and 
Fundamental Principles” in Sept. 2001

• Agency submitted to Board its plan of activities in  2001
• Advisory Committee on Nuclear Security  (AdSec) was 

established and its first meeting was convened in Feb. 
2002. 

IAEA NUCLEAR SECURITY 
DOCUMENTS

Development

6

Nuclear Security Documents

• Nuclear Security Fundamentals (GC(45)/INF/14)

• Recommendations

• Implementing Guidelines and Technical Guidance
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7

Fundamentals of a State’s Nuclear Security Regime

• Objective and Essential Elements

• Basis for Nuclear Security Recommendations

• Essentials from international instruments and

best practices

Nuclear Security Fundamentals
8

Recommendations
• Recommendations (WHAT)

• General approaches, actions, concepts and strategies
• Applications of Fundamentals

There are three different Recommendations document:
• Physical protection of Nuclear Material and Nuclear 

Facilities (also INFCIRC/225. Rev. 5) (IAEA Nuclear 
Security Series 13)

• Recommendations on Security of Radioactive Material 
and Associated facilities (IAEA Nuclear Security Series 
14)

• Recommendations on Security of Radioactive Material 
outside of Regulatory Control (IAEA Nuclear Security 
Series 15)

INFCIRC/225/Rev5

• It provides guidance to States and their competent authority 
on how to develop or enhance, implement, and maintain a 
physical protection regime for nuclear material and nuclear 
facilities, through the establishment or improvement of their 
capabilities to implement legislative and regulatory 
programmes. 

• The goal is to address the protection of nuclear material and 
nuclear facilities in order to reduce the risk of malicious acts 
involving such material or facilities.

INFCIRC/225/Rev5

Objectives

• Protect against unauthorized removal 

• Locate and recover missing nuclear material 

• Protect against sabotage

• Mitigate or minimize effects of sabotage

11

Security of Radioactive Sources
• It provides guidance and recommended measures for 

implementing security measures on radioactive sources, 
including for the prevention of, detection of, and response 
to malicious acts involving radioactive sources. 

• It recommends that security measures be applied to 
radioactive sources in manufacture, use and short term or 
long term storage. 

JAEA-Review 2012-021

- 62 -

JAEA-Review 2012-021

- 63 -



付録 ３ パネル討論１（ドゥニ フローリィ氏）

64

• Implementing Guides (HOW)

• Broad guides on applying Recommendations

• Ways & means of implementing Recommendations at systems level

Implementing Guides Nuclear Security Series – Published as Technical Guidance
• Technical Guidance

• Reference Manuals, Training Guides, 
Service Guide

• Technical and Functional Specifications for 
Border Monitoring Equipment. NSS-1

• Nuclear Forensic Support, NSS-2

• Monitoring for Radioactive Material in 
International Mail Transported by Public 
Postal Operators, NSS-3

• Engineering Safety Aspects of the 
Protection of Nuclear Power Plants 
against Sabotage, NSS-4

• Identification of Radioactive Sources and 
Devices, NSSS-5

14

Nuclear Security Series – Published as Technical Guidance

• Combating Illicit Trafficking of Nuclear and Other Radioactive 
Material, NSS-6

• Nuclear Security Culture, NSS-7

• Preventive and Protective Measures against Insider Threats, 
NSS-8

• Security in the Transport of Radioactive Material, NSS-9

• Development, Use and Maintenance of the Design Basis Threat, 
NSS-10

• Security of Radioactive Sources, NSS-11

• Educational Programme in Nuclear Security, NS-12 

Nuclear Safety and Security
the way forward

• A Joint AdSec-CSS Task Force agreed on the following four 
principles on 03/11/2011:

• 1. Nuclear security and safety are equally important;
• 2. Nuclear Safety and Security document preparation 

profiles should be reviewed to identify/define interfaces;
• 3. Draft safety publications and draft nuclear security 

publications that have an identified interface should be 
developed in consultation;

• 4. Draft safety and draft security publications should be 
reviewed and approved to ensure that they are in accordance 
with the Safety Fundamentals and the Nuclear Security 
Fundamentals.

• The task force proposed that the Director General should 
establish a Nuclear Security Guidance Committee, with terms of 
reference consistent with the four principles above.

IAEA
International Atomic Energy Agency
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Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Nuclear Safety and Security Strategies for 
Nuclear Facilities in the European Union

Panel Discussion Items

Didier Haas

Adviser Nuclear Safety and Security

European Commission 
Joint Research Centre

2011 International Forum 
on the Peaceful Use of Nuclear Energy and Nuclear Security

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

Nuclear security strategy approach: items for discussion

1. Identification, analysis and prevention of the risk

- legal framework, share of responsibilites
- scenario studies, threat assessment
- integrated approach safety/safeguard-security from the design stage
- analyses of vulnerabilities, effectiveness of protection systems
- security culture, training

2. Detection (e.g. potential theft of nuclear material)

- detection and monitoring strategies
- border control and response plan
- regional cooperation in combating illicit trafficking, exchange of information, data bases (IAEA)

3. Reaction and remediation 

- ECURIE: European Union Urgent Radiological Information Exchange; reporting obligation                
- assessment of nuclear/radioactive dispersion events and their consequences
- increase international exchanges
- safeguarding aspects in NPP after accident

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011 1
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radioactivity

Nuclear 
Forensic:
Isotopes, 

sizes, 
populations,

…  

Integration of safeguards and security technologies

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011
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Proliferation Resistance and Physical Protection R&D evaluations
Example of methodology applied to a system of fast reactors and its fuel cycle (GIF) 

ESFR layout and safeguards equipment
Transfer/Inventory Key Measuring Points

Detectors and mass 
measurements

Output: response of the complete system

to different diversion or theft scenarios

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

• With support of DG Home Affairs
• Ensuring high standard in detection and response
• Complementary to national training activities
• Focus on advanced training using nuclear material
• In collaboration with the EU MS, the IAEA and international initiatives
• Benefiting from expertise of the JRC in Ispra and Karlsruhe
• Target audience: front line officers, trainers, experts, decision makers

• Implementation in 2011, fully operational by mid 2012

EU Nuclear Security Training Centre

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011

CBRN Centres of Excellence

2010: launch of a global initiative to establish BCRN regional Centres of Excellence

• Within the framework of the Instument for Stability, one of the EU's external cooperation instruments

• Aims at building international, regional and national capacity to address trans-regional and global threats (crisis response)

• Five regions concerned: South Caucasus / Ukraine/South East Europe, North Africa, West Africa, the Middle East, and South East Asia

• Centres will aim at developing, at national and regional levels, the necessary institutional capacity to fight against the CBRN risk

• The origin of the risk may be criminal (proliferation, theft, sabotage and illicit traffics), accidental (industrial catastrophes, 
in particular chemical or nuclear, waste treatment, transport) or natural (mainly pandemics)

• The Centres of Excellence will address legal, regulatory, technical, enforcement and control issues relating to CBRN risk mitigation

• In each region, range of networks of experts will be created or reinforced for sharing best practices, reviewing laws and regulation, 
developing technical capacities on the above subjects

• The projects cover a broad scope of CBRN issues. Implementation will start in early 2012

Cooperation with regional actors necessary
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Tokyo, Japan, 8-9 December 2011 1

Thank you for your attention !

Tokyo, Japan, 8-9 December 2011 1

Conclusion

• Nuclear security defence in depth strategy must be applied to NPPs and to
the safeguards of the materials they contain

• There is a direct link betweeen technologies applied for safeguards and security

• Safety and security must be integrated from the earliest stage of the design

• Importance of security culture, thus also education and training
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Outline of “Fundamental Approach to 
Ensuring Nuclear Security”, the Report of 
Advisory Committee on Nuclear Security to 
Japan Atomic Energy Commission (JAEC)

Toshiro Mochiji
Director, Department of Nuclear Material 

Management for Science and Technology, JAEA

1

「核セキュリティの確保に対する基本的考え方」

（原子力委員会／原子力防護専門部会作成）の概要

 The present report that shows Japan’s fundamental approach to ensuring 
nuclear security was created, referring to “Fundamentals of a State’s Nuclear 
Security Regime (draft)” that is the highest ranked paper in the IAEA Nuclear 
Security Series, written to respond to these large changes in conditions 
concerning nuclear security.
本報告書は、これらの核セキュリティを巡る状況の大きな変化に対応するため、ＩＡＥＡ

核セキュリティ・シリーズ文書の最上位文書である核セキュリティ基本文書（案）を参考に

して、我が国の核セキュリティの確保に対する基本的考え方を示したものです。

 The Government is expected to consider the improvement of nuclear security 
measures in Japan and to solidly implement it in accordance with the 
fundamental approach shown in this report. As nuclear security measures are a 
part of comprehensive security measures for Japan as a whole, it is also hoped 
that this report will contribute to deeper awareness regarding Japan’s security 
measures at each level of society.
今後、国において、本報告書に示した基本的考え方に沿って、我が国の核セキュリティ

対策が検討され着実に実施されることを期待します。また、核セキュリティ対策は、我が

国全体の包括的な安全保障対策の一部となるものです。本報告書が、我が国の安全保

障対策に係る国及び国民各層の認識が深化することに寄与することを期待します。

Purpose
目的

2

1. Introduction
はじめに

2. Competent authorities and business involved in nuclear security, 
and their responsibilities
核セキュリティに関係する行政機関及び事業者とその責任

3. Maintenance of nuclear security system
核セキュリティ体制の維持

4. Security of nuclear materials etc., associated facilities and related 
activities
核物質等、関連施設及び関連活動の防護

5. Security measures for nuclear materials and other radioactive 
materials which are out of regulatory control
規制上必要な管理の外にある核物質及びその他の放射性物質へ
の対応

6. Conclusion
おわりに

Outline
目次

3

1. Necessity and Goals of Maintaining Nuclear Security

核セキュリティを維持する必要性及び目的

2. Government’s Responsibility for Ensuring Nuclear Security
核セキュリティの確保に対する国の責任

3. Matters Covered in Ensuring Nuclear Security
核セキュリティの確保の対象

Ⅰ. Introduction
はじめに

4

1. Roles of Regulatory Bodies
The regulatory bodies should request licensees to determine rules for 
nuclear security which they comply by themselves, and inspect the 
content of such rules.

2. Independence of Regulatory Bodies
The regulatory bodies should have appropriate independence from the 
entities they regulate and from any other administrative bodies.

3. Integration and Coordination of Administrative Bodies
4. Responsibilities of Licensees

Licensees have a prime responsibility for implementation of the 
nuclear security.

5. Cooperation of Related Administrative Bodies with Licensees
6. Control of Sensitive Information

The regulatory bodies should develop mechanisms to designate the 
information that should not be disclosed.

Ⅱ. Competent authorities and business Involved in 
nuclear security, and their responsibilities
核セキュリティに関係する行政機関及び事業者とその責任

5

7.  Criminalization for the Acts Against Nuclear Security
The Government should define as offenses or violations all criminal or 
intentional unauthorized acts such as thefts or sabotage. The 
Government should establish appropriate penalties. The Government 
should take required measures to establish its jurisdiction over these 
offenses or violations.

8.  Procedures on Responsibility for Nuclear Security in Cases in the 
Absence of Licensees
The Government should develop procedures to quickly entrust or 
charge the Government or a designated person with the main 
responsibility for nuclear security.

9.  International Transport
The Government should ensure that nuclear security is solidly 
implemented in international transport of nuclear material and other 
radioactive material.

10. International Cooperation and Assistance
The Government should strive to assist countries which want to 
establish the systems for security. The Government should timely 
respond to requests for assistance on nuclear security matters.

Ⅱ. Competent authorities and business Involved in 
nuclear security, and their responsibilities (Cont.)

6
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1. Systems to Maintain Nuclear Security Systems
核セキュリティ体制の維持のためのシステム

2. Arrangement of Human Resources, Budget and Technical Abilities
人材、予算及び技術的能力の確保

3. Nuclear Security Culture
核セキュリティ文化

4. Demonstration of Leadership
リーダーシップの発揮

5. Countermeasures to Internal Threat
内部脅威対策

6. Handling of Other Issues
その他の課題への対処

Ⅲ. Maintenance of Nuclear Security Systems
核セキュリティ体制の維持

7

1. Identification of Threats
Regulatory bodies should identify and assess domestic and 
foreign threats to nuclear security.

2. Identification of Nuclear Security Objects
Regulatory bodies should assess potential dangers created by 
identified threats and identify the nuclear materials, related 
facilities, and related activities.

3. Utilization of Risk Information to Assess the Importance of 
Nuclear Security Objects
Regulatory bodies should utilize risk information to assess the 
importance of nuclear security objects.

4. Design of Nuclear Security Measures
a. Regulatory Methods of Nuclear Security Measures

i. Prescriptive‐based method
ii. Performance‐based method

b. Graded Approach
c. Defense‐in‐depth Approach

Ⅳ. Security of Nuclear Materials etc., Associated Facilities 
and Related Activities

核物質等、関連施設及び関連活動の防護

8

d. Review of Nuclear Security Measures
e. Design of Nuclear Security Measures for Other Radioactive 

Materials Using Graded Approach
5.   Detection of Nuclear Security Incidents

a. Detection and Communication
b. Measurement and Control
c. Provision of Information to the International Community

6.   Licensees’ Response Plan to Nuclear Security Incidents
a. Creation of Plans and Development of Systems
b. Implementation of Exercises and Drills and Review of Plans

7.   Response Plans of Regulatory Bodies and Related Administrative 
Bodies to Nuclear Security Incidents
a. Creation of Plans and Development of Systems
b. Shift to Crisis Management Plans
c. Mobilization of Facilities and Staff
d. Coordination and Information Sharing Among 

Administrative Bodies
e. Conduct of Exercises and Drills and Review of Plans

Ⅳ. Security of Nuclear Materials etc., Associated Facilities 
and Related Activities (Cont.)

9

1. Roles of the Related Administrative Bodies
関係行政機関の役割

2. Detection at Major Public Events or Strategic Locations
大規模イベント及び枢要な地点における検知

3. Detection of Nuclear Materials and Other Radioactive Materials 
for Investigations
核物質及びその他の放射性物質の捜索等における検知

4. Detection in the government’s Jurisdiction and its International 
Borders
国の管轄区域内及び国境における検知

5. Provision of Information to the International Community
国際社会への情報提供

6. Response Plans to Nuclear Security Incidents
核セキュリティ事案への対応計画

Ⅴ. Security Measures for Nuclear Materials and Other 
Radioactive Materials Which are Out of Regulatory Control
規制上必要な管理の外にある核物質及びその他の放射性物質への対応

10

1. Lessons Learned from the Accident at the Fukushima 
Dai‐ichi Nuclear Power Plant
福島第一原子力発電所事故の教訓

2. Study Concerning Response to the IAEA 
Recommendation Papers
勧告文書への対応に係る検討

Ⅵ. Conclusion
おわりに

11

JAEA-Review 2012-021

- 66 -

JAEA-Review 2012-021

- 67 -



付録 ３ パネル討論１（持地 敏郎氏）

69

“Flow‐chart of response sequence 
in nuclear security events”

Toshiro Mochiji
Director, Department of Nuclear Material 

Management for Science and Technology, JAEA

1

核セキュリティに係る事案の発生時の対
応について

 INFCIRC225/Rev.5/3.8 : The State should clearly define and assign 
physical protection responsibilities within all levels of involved 
governmental entities including response forces and for operators and, 
if appropriate, carriers. Provision should be made for appropriate 
integration and coordination of responsibilities within the State’s 
physical protection regime.
INFCIRC225/Rev.5/3.8: 国は、対抗部隊を含むすべてのレベルの関係政府組織内の物

理的防護の責任、及び事業者、適切な運搬人の物理的防護の責任を明確に決めて
割り当てるべきである。国の物理的防護体制内の責務を適切に統合し、調整する方
策が採られるべきである。

 As an example in response to nuclear security events, basic flow 
diagram in an event of security incident that is a finding radioactive 
materials with unclear responsibility is shown.
セキュリティ事案発生時の対応の例として、帰属先不明の放射性物質が発見された時
の対応フローについて示す。

2

Roles and responsibilities of the regulatory 
authorities and facility operators
規制行政機関と事業者との役割と責任

Finding of radioactive material with unclear responsibility
帰属先不明放射性物質発見

Health Center, Police Office, Fire Station, Local Authority
保健所、警察署、消防署、地方自治体等

Severe security incident or not ?
セキュリティ上、重大か否か

Flow diagram of 
Initial response in 
contingency plan
緊急事態における初
期対処の概略フロー

Investigation 
of the 

responsibility
帰属先の調査

No

Yes

Necessity of 
nuclear 

regulation ?
原子力関係の
規制が必要な

物質かResponsible for local 
authority

自治体の責任で処理
No need to 
respond

原子力関係の
対応不要

No

Yes Necessity of 
nuclear 

regulation ?
原子力関係の
規制が必要か

Unclear Clear

No need to 
respond

原子力関係の
対応不要

Collection by licensee or waste treatment
許可使用者、廃棄専門業者による引取等If possible

Responsible for original entity
帰属先に戻されその事業者の責任

で許可取得、管理、廃棄等

Yes
No

If possible

Basic flow in the event of finding radioactive material with unclear responsibility
帰属先不明の放射性物質が発見された場合の基本的フロー

Response Flow in Event of Security Incident
核セキュリティに係る事案の発生時の対応について

3

Communication 通報 Cabinet Intelligent Information Center (24 hours)
内閣情報集約センター（２４時間体制）

Rough flow in emergent incident
緊急事態における初期対処の概略フロー

Occurrence of 
emergent 
incident

緊急事態発生

Cabinet Emergency Control Center (24 hours)
官邸危機管理センター（２４時間体制）

Cabinet Response Office
官邸対策室

Emergency Meeting Team
緊急参集チーム

Incidence Response Expert Committee
事故対処専門委員会

Emergency Conference of Ministers Concerned
関係閣僚緊急協議

Security Council of Japan
安全保障会議

A Cabinet Meeting
閣議

Establishment of Government 
Response Headquarter
政府対策本部設置

Emergency Response Incident
緊急対処事態

Emergency Recognition & 
Determination of Response Policy
事態の認定・対処方針の決定等

4
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Why was the Security 
Information 

Opened to the Public 
at Fukushima NPP Accident ?

Japan Nuclear Energy Safety 
Organization (JNES)

President
Professor Emeritus, Kyoto Univ.

Dr. Yoshihiro Nakagome

Nuclear Safety

Japanese Sense concerning 
Nuclear Security

Nuclear  
Security

2
Int. Forum on Nucl. Sec. by 
JAEA, 2011

Int. Forum on Nucl. Sec. by 
JAEA, 2011 3

Show Humane Treatment to 
Terrorists !?

“Open everything” is Correct on Security?
On Safety----ＯＫ！

Fukushima-accident : News Media reported    
everything on the view point of Safety.

But, the report itself was to show humane 
treatment to enemy.  (Old Japanese Proverb)

Int. Forum on Nucl. Sec. by 
JAEA, 2011 4

Need Additional PP 
Countermeasures for NPP 

after Fukushima-Accidents

Installations of protecting tools to 
the Terrorists are considering.

For example : 
SECRET!!
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Current Discussions on  
Treatment of INFCIRC/225 
(Rev.5) and Insider Issues in 

Japan

Japan Nuclear Energy Safety 
Organization (JNES)

President
Professor Emeritus, Kyoto Univ.

Dr. Yoshihiro Nakagome
Int. Forum on Nucl. Sec. by 
JAEA, 2011

Discussion about INFCIRC/225
Rev.5 (Sec. Series N0.13)

in Japan

Such Discussion just started in the Atomic 
Energy Commission in Japan.

But, Reorganization of Nuclear Regulatory 
Body is now promoting.  

We need to consider such political situation.
Recognize that New Regulatory Body, 

Nuclear Safety and Security Administration(?) 
will be established and start on April 1, 2012.

Int. Forum on Nucl. Sec. by 
JAEA, 2011

Discussion about 
Insider Issues in Japan

The Information Office of the Prime 
Minister Cabinet has already been 
discussed insider issues.  Detailed 
information will be presented as a 
supplement. 
In Japan, we never carry out trust-
worthiness action anytime in legally.  
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福島第一原子力発電所事故後の核セ
キュリティ強化について

Supplement information 
補足情報

• METI’s press release: “Regarding of Reliable Control at 
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant Station, 
Tokyo Electric Power Co. INC. (Warning)”, August 1st, 
2011.
経済産業省のプレス発表：「東京電力株式会社福島第一原子力発電
所における確実な出入管理の実施について（注意）」、平成２３年８月１
日

• “Measures to strengthen countermeasures in physical 
protection based on lesson learned from the accident 
at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant” has 
been discussed by the advisory WG.
「福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた核物質防護対策の
強化について」が、顧問ＷＧで議論されている。

Efforts on ensuring nuclear security by 
Ministry of Economy, Trade and Industry 

(METI) as regulatory authority
規制庁である経済産業省原子力安全・保安院による、

核セキュリティ確保に対する取り組み

1. Report of Japanese Government to the IAEA Ministerial 
Conference on Nuclear Security – The Accident at TEPCO’s 
Fukushima Nuclear Power Stations - June, 2011
原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書 －東京電力福島原子力
発電所の事故について－ ２０１１年 ６月
 Ensuring counter terrorism, Strengthening of protection against 

suspicious intrusion, Cooperation of  security authority with 
commercial entities
万全なテロ対策、不審者の侵入防止策の徹底、治安当局と事業者との連携

2. “Fundamental Approach to Ensuring Nuclear Security”, Report of 
Advisory Committee on Nuclear Security to Japan Atomic Energy 
Commission (JAEC)  Sep. 5, 2011
「核セキュリティの確保に対する基本的考え方」（原子力防護専門部会から原子力委員会に報
告） ２０１１年９月５日

3. “Countermeasures for nuclear security concerns recognized from 
the Accident at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant”, 
Report of Advisory Working Group on Nuclear Security to JAEC  
Sep. 30, 2011
「福島第一原子力発電所事故を踏まえた核セキュリティ上の課題への対応」（原子力防
護専門部会技術検討ワーキング・グループから原子力委員会に報告） ２０１１年９月30日

福島原子力事故後の核セキュリティ対応
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内部脅威対策の一例
－秘密情報管理－

Supplement information 
補足情報

• The report about legal framework for secret information 
management was submitted to the information office of the 
prime minister cabinet , Aug. 8th and it was announced to hear 
public comments by the office, Oct. 14th. 
“202.232.146.151/jp/singi/jouhouhozen/dai3/siryou4.pdf in 
Japanese”
秘密保全のための法制についての報告書が、政府の有識者会議によって
内閣官房の情報調査室に８月８日に提出され、同報告書が１０月１４日にパ
ブッリクコメントに付された。
202.232.146.151/jp/singi/jouhouhozen/dai3/siryou4.pdf 日本語
 Scope of special secret information

特別秘密の範囲
 Management of special secret information

特別秘密の管理
• Implementation of security clearance

セキュリティ・クリアランスの実施
 Penalty

罰則
 Relation with basic human rights

基本的人権との関係

Secret information Management
秘密情報管理
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第1論点：2S,3Sシナジー （２S ３S Synergy）

1) 原子力安全と核セキュリティ、核セキュリティと核不拡散（保障措置や計量管
理も含む）のインターフェースとシナジー効果

Interface and synergistic effects between nuclear safety and 
nuclear security, and nuclear security and safeguards 

• Q１：安全‐核セキュリティ：原子力施設において、安全の改良とテロリスト、サボ
タージュ、インサイダーなどの攻撃に対する核物質防護の改良の間のシナジ
ーとは？Safety‐Security: What are the synergism between 
nuclear safety improvements and efforts to improve physical 
security of nuclear facilities against terrorist attacks, sabotage or 
insider threats?

• Q２：核セキュリティ－核不拡散（保障措置）：テロリスト、サボタージュ、インサ
イダーなどの攻撃に対する核セキュリティと保障措置対策の間のシナジーを効
果的に機能させる方法？Security ‐ Safeguards (Nonproliferation): 
How the synergism between nuclear safeguards and nuclear 
security effectively works in nuclear facilities against terrorist 
attacks, sabotage or insider threats?

• Q３：２Sおよび３Sのゴールは何か？What are the goals for 2S and 3S?

2) 新興の原子力利用国における３S（原子力安全、核セキュリティ及び核不拡散）への取
り組み一国際及び地域協力の有効性, 3S文化の醸成3S Synergy for emerging 
countries ‐ Regional (multilateral) approach for SG, develop 3S culture

• Q１:原子力導入新興国へのパーフォーマンスベースでの安全およびセキュリティ対策
を精力的に実行するとともに、安全、セキュリティ基準を適切に推進するための方策と
は？How to encourage appropriate safety and security standards, to 
ensure the proper degree of independence of regulatory agencies, and to 
vigorously implement performance‐based safety and security measures 
for newcomer countries introducing nuclear power?

• Q２：国際社会は、いかに３Sアプローチを統合的に促進するか？How can the 
international community implement such integrated 3S approach? 

• Q３：３Sの合理的な強化に向けた、先進国、新興国の協力体制 What is the 
effective and efficient cooperative regime between nuclear developed 
countries and new comer countries to strengthen 3S?

第2論点： 2010年4月の核セキュリティサミットの論点と結果レビューとそ
の後の各国の取り組み、および2012年ソウル核セキュリティサミットに
向けたメッセージReview of 2010 Nuclear Security Summit in 
Washington D.C. and follow‐up activities of each state and Message to 
2012 Seoul Nuclear Security Summit

JAEA-Review 2012-021

- 72 -

JAEA-Review 2012-021

- 73 -



付録 ３ パネル討論２（ジョー シャン チョイ氏）

75

Jor‐Shan Choi

Berkeley Nuclear Research Center
E‐mail: jorshan@yahoo.com, jorshan@nuc.berkeley.edu

JAEA International Forum on Peaceful Use of Nuclear Energy 
and Nuclear Security

9 December 2011, Tokyo, Japan

Viewpoints expressed here are those of the author, and not necessary those of his affiliations

An Integrated Approach to Nuclear 
Safety and Security : 

in the context of 3S (Safety, Security, and Safeguards)

3S (Safety, Security, & Safeguards)

Facility‐Related
Radiological or other Consequence

Accident 
due to:
• system 
failure,

• human 
error,

• natural 
disaster

Accident 
Caused by
• sabotage ,
• external 

attack,
•malicious 

act

•Material 
theft
• Dirty Bomb,
• Improvised 
Nuclear  
Device

• Diversion

•Misuse

• Break out 

Security SafetySafeguards

Material‐Related
Weapons Consequence

Host State Terrorists System

International Initiative on 3S‐based Nuclear Energy Infrastructure was First Proposed in the 
G8 Summit 2008 at Chitose, Hokkaido, Japan 

Safety 
governance,

Legal and
Regulatory 
Framework

Code of Conduct
for vendor &

customer states

Proliferation Resistance Physical Protection Export Control

Safeguards by
design,

Proliferation         
resistant 
technology,

Dual use/trigger
list requirements

2010 – Washington DC

•Material 
theft
• Dirty Bomb,
• Improvised 
Nuclear  
Device

• Diversion

•Misuse

• Break out 

SecuritySafeguards

Securing nuclear materials and and 
prevent illicit nuclear trafficking and 

nuclear terrorism 

Integrated Approaches on 2S – Security Summit

Material‐Related
Weapons Consequence

2012 – Seoul, ROK
Will focus on nuclear security and 

nuclear safety 

Accident 
due to:
• system  
failure,

• human error,
• natural 
disaster

Accident 
Caused by

• sabotage ,
• external 

attack,
•malicious 

act

Security Safety

Facility‐Related
Radiological or other Consequence

2S Interfaces – Challenge & Opportunity

3S Safety Security Safeguards

Interface with Security Safeguards Safety
Convention/ 
Agreement

Convention of Nuclear 
Safety, CNS

Convention of Physical 
Protection on nuclear 
material, CPPNM

Comprehensive Safeguards 
Agreement, additional 
protocol with IAEA

Good practice,
Membership, 

Coalition of Willing

Regulatory body, INPO, 
WANO, Export/Import 
regulations, etc

PSI, UNSC1540, GICNT, 
CPPNM/Facility, etc.

Nuclear Suppliers Group, 
Zangger, nuclear‐weapons 
free zones, MNA, etc.

Major events TMI (1979), Chernobyl 
(1986), Fukushima(2011)

9/11/2001,
Elicit trafficking

South Africa, Iraq, DPRK, 
Iran?

Specific 
Characteristics

Openness, Transparency Confidentiality, 
Vulnerability

NPT‐based, IAEA‐centric & 
confidentiality with states

Challenge Harmonizing nuclear 
safety and security

Overcoming states’ 
sovereignty on security 

Enforcing grand bargain of 
NPT and NSG export norm  

Opportunity Seoul Security Summit, 
2012

Achieving the goals of 
2010 Security Summit 
in Washington DC

Empowering IAEA roles on 
safeguards, Pursuing Code‐
of‐Conduct for export norm

Remark

• An International Initiative on 3S‐based Nuclear Energy 
Infrastructure was first proposed in the G8 Summit 2008 at 
Chitose, Hokkaido, Japan, 

• There will be many lessons to be learned from Fukushima 
(3/11/11), just as they were in previous accidents such as TMI 
and Chernobyl,

• We need a new strategic paradigm in the development and 
expansion of nuclear energy: based on 3S (Safety, Security, and 
Safeguards),

• More importantly, we need better understanding of the inter‐
relationship in the interfaces with safety‐security,  security‐
safeguards, and safeguards‐safety,

• Recovering nuclear materials in Fukushima would present Japan, 
a non‐nuclear‐weapons‐state, a 3S challenge.
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1.｢3S｣ (Safety, Security, Non-proliferation (Safeguards))
――background――

2. Leaders' Declaration at G8 Summit, Toyako, Hokkaido, 
July 2008

We reiterate that safeguards (nuclear nonproliferation), 
nuclear safety and nuclear security (3S) are fundamental 
principles for the peaceful use of nuclear energy. Against 
this background, an international initiative proposed by 
Japan on 3S-based nuclear energy infrastructure will be 
launched. We affirm the role of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) in this process.

Panel 2 
3. Interpolation of ｢3S｣ Initiative

――Three Aspects――

(１)発展途上国が原子力を新しく導入するにあたり、安全、核セキュリティ及
び核不拡散(保障措置)について先進国and /or IAEAが協力支援してゆく
こと
Developed countries and/or the IAEA are to provide cooperation and 
support in the areas of safety, security, and non-proliferation 
(safeguards) to developing countries newly introducing nuclear 
power.

(２)発展途上国が原子力を新しく導入するにあたり、三分野についての規範
を守ること
The 3S norms are to be observed for developing countries newly 
introducing nuclear power.

(３)IAEAや原子力活動を行っている国が三つの分野で効果的な規制を実施
するにあたり、三つの要素の間の調整を行うこと
Coordination among the three elements of 3S is to be undertaken 
whenever the IAEA or a country engaged in nuclear power activities 
implements effective regulations pertaining to the 3Ss.

 Prevention
of sabotage/
destruction

Prevention
of theft

Insiders Insiders

Prevention of

accidents

Prevention
of nuclear
smuggling

Protection
from

radioactive
sources

National regulatory authorities

Nuclear power companies (implementing actors)

Prevention of conversion to non-peaceful uses
 (including military uses)

Principal actor

(National
regulatory

authorities)-
Nuclear power

companies
(implementing

actors)

Offenders (terrorists, etc.)

IAEA

　

National regulatory
authorities

　
Nuclear power

companies
(subjected to
safeguards)

Interrelationships among Safety, Security, and Safeguards

Nuclear security

Objective
Prevention of

accidents

Scope of
activity

Nuclear power
safety

Protection of nuclear
material

Prevention of
conversion to military

use

 Safeguards
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Synergy between Nuclear Security & Safety 
at the 2012 Seoul Nuclear Security Summit

December 9, 2012

Prof. Bong-Geun Jun
Director, Center for Nonproliferation and 

Nuclear Security, IFANS, Seoul
jun2030@gmail.com

2011 International Forum on the Peaceful Use of 
Nuclear Energy and Nuclear Security

Contents

• Background
• Current Debates
• Nuclear Security in Comparison
• 2012 Seoul Nuclear Security Summit
• 2012 Seoul Nuclear Security Symposium

Background
• 2010 Washington Nuclear Security Summit 

- To secure all nuclear material within 4 years to 
prevent nuclear terrorism and to strengthen 
nuclear security 

- To Focus on nuclear (fissile) material, including 
HEU and separated PU, for improvised nuclear 
device(IND) and nuclear terrorism purposes 

- Nuclear terrorism is a low probability and high 
consequence event, whereas radiological 
terrorism is a high probability and low 
consequence event.   

Background
• 2011 Fukushima Nuclear Power Plant 

Accident

- nuclear safety accident 
- nuclear security consequences: “Fukushima 

radiological terrorism” will be a high 
probability and high consequence event and 
could be replicated by terrorists and criminals. 

- Big cities with 20km radius off-the-limit 
evacuation zone (Fukushima), 30km radius 
exclusion zone (Chernobyl)?

Current Debates
• IAEA Int’l Nuclear Safety Group Report “The Interface b/n 

Safety and Security at Nuclear Power Plants”(2010)
- the security regime at nuclear power plants is far less developed 

than the safety regime
- Needs for a joint management of these two traditionally 

disparate functions through communication, consultation and 
coordination

• UN Secretary-General Ban Ki-Moon (April 2011, Kiev)
- When terrorists are seeking nuclear materials and technology, 

stringent safety reinforces efforts to strengthen nuclear security. 
A nuclear power plant that is safer for its community is also 
more secure for our world.

• 2012 NSS Preparations
- Dilution of nuclear security focus vs. reinforcing
- cautions against more regulations
- agreed both to maintain nuclear security focus and to discuss 

synergy between nuclear security and safety 

Nuclear Security in Comparison
Nuclear security

Non-state actors 

Nonproliferation 

States

Nuclear security Nuclear safety

Intentional Natural, technical

Nuclear security Radiological security
Nuclear terrorism, IND

Nuclear security Physical protection
border control, export control, 
nuclear forensics, information 
security, etc

Material protection, 
fence, guards

ACTOR

CAUSE

MEANS

MEASURES

Radiological terrorism, 
RDD
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Nuclear Security as Basis of 3 NPT Pillars 2012 Seoul Nuclear Security Summit
and Side Events

2012 Seoul 
NSS

March 26(M)~27(T), 2012, Seoul
47 Heads of States + plus
4 Representatives of IOs (UN, IAEA, EU, INTERPOL)

2012 Seoul 
Nuclear Security 

Symposium

March 23(F), 2012
Hosted by KINAC and IFANS
Approx. 200 participants,
(including over 130 foreign guests)
Nuclear security policy, technical issues 
Technical exhibition 

Seoul
Nuclear Industry

Summit

March 23(F), 2012

Hosted by KHNP

2 New Issues for the 2012 NSS

• Radiological Security
- Radiological sources are more widely used and dispersed, 

thus more vulnerable to malign acts
- Stronger radiological security enables a wider, safer and more 

beneficial use for medical, agricultural industrial and research 
purposes

- 2010 NSS Communiqué: “(We) Recognize that measures 
contributing to nuclear material security have value in relation 
to the security of radioactive substances and encourage 
efforts to security these material as well.”

• Synergy/Interface between Nuclear Security and Safety
- mutually reinforcing and complementary
- Managing conflicting principles such as transparency, access 

vs. confidentiality, access control

2012 Seoul Nuclear Security Symposium

Innovating Global Nuclear Security Governance

1. Nuclear Terrorism Threats and Nuclear Security Status
‐ IPFM, NTI, FMWG, INTERPOL/IAEA, UN

2. Key Nuclear Security Challenges and Solutions 
‐ HEU, Illicit Trafficking, IAEA’s Role, Radiological Security, Forensics, Culture etc.

3.  Interface between Nuclear Security  and Safety

4. Global Nuclear Security Governance Innovation and Beyond 2012
‐ 2020 Global NS Governance: Vision and Goals
‐Coordination  and Consolidation of NS Framework
‐Coordination and Cooperation among NS actors 
‐ Principles of NS Governance 

[Subtitle]

[Program]
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Propose 
“Sustainable  Frameworks for Multi-national fuel Cycle”

 Peaceful use of nuclear energy in equal basis 
 Non-proliferation, nuclear security and safety (3S)
 Solutions for 
Stable supply of  nuclear fuel 
Spent fuel management

 Economical, functional, industrial viability
 Enhance reliability of international / regional community

1

Peaceful Use of 
Nuclear Energy

Nonproliferation, security, safety

Study on Sustainable Regional Nuclear Fuel Cycle 
Framework from Nuclear Non‐Proliferation Viewpoint

Y.Kuno (University of Tokyo and Japan Atomic Energy Agency) 1. Establish MNA  on 1) Nuclear‐ Nonproliferation, 
2) Sustainability, and 3) Feasibility.

2. Compatibility of “inalienable right  (equality)” and “nuclear non‐
proliferation” in  peaceful use of nuclear.

3. Pursue Closed Fuel Cycle with long‐term storage for regional 
energy security : open cycle  is out of our scope from the 
viewpoints of 1) NNP (to avoid worldwide proliferation of Pu‐
contained spent fuels; Pu‐mine) and 2) reduction of 
Environmental burden and 3) saving of repository space.

4. Comply with the most stringent safety, safeguards and security 
(3S) requirements

5. Hold the same (or higher) level of nuclear non‐proliferation (NNP) 
function as the existing NNP measures (including bilateral nuclear 
agreement)

6. Establish Regional Accountancy/Safeguards (RSAC) & rigid control 
of sensitive technologies

Basic Concept on Our MNA
Regional Nuclear Fuel Cycle (Front/Back End) 

Nonproliferation
NPT Article IV 

(Right of Peaceful 
Use)

Safeguards Nuclear Security Export 
Control  

within MNA 

Host State / 
Site Provision 
State:
Provision of  
services of fuel 
supply , SF 
storage & 
reprocessing 
existing/ new 
joint facilities

Member states: 
Criteria-based,
nuclear safety, 
security standards and 
NSG criteria*
Site-provision states 
(host):
any member state, not  
regarded technology 
holder.
Partners: any member 
state not possess 
facilities

Regional 
safeguards  
(RSAC) 
Accountancy: 
by utility and 
MNA 
Inspections: 
by MNA in 
cooperation 
with IAEA

International 
Standards

Security audit by 
MNA

MNA members: 
to be Members 
of NSG

NSG Criteria*
:Guidelines’ 
“objective”/ 
(excluding 
“subjective”)  
of INFCIRC 
254/Part1 - 6,7 
(revised in 
June 2011): 
CAS+AP 
(equivalent), 
Nuclear 
Security, 
Nuclear Safety 
Treaty, NSG 
Guideline. 

MNA Member 
Stats with only 
Reactor
Operation 
(partner)

National (or utility’s) 
facility

Enjoy services of 
fuel supply  & 
reprocessing 
including with 
safeguards, meet 
nuclear safety, security 
standards and NSG 
criteria*

Regional 
(MNA) 
safeguards 
Same as above but 

Accountancy by 
each state (utility)

International 
Standards

Security audit by 
MNA

Prerequisites for Formulation of MNA Table  Prerequisites for Formulation of MNA

4

Assurance  of 
Supply

Selection of 
Host States

Access to 
technology

Multilateral 
involvement

Economic
s

Host State 
/ Site 
Provision 
State:
Provision 
of  
services

MNA to provide services to 
partner states of LEU fuel 
supply, SF storage and 
reprocessing

Extra territorial
status for MNA
siting
State with
political stability 

Access should be permitted only to 
technology holder

Provision of AOS with ownership 
transfer of facilities to MNA.  
MNA for ownership; Technology 
holder, committed by MNA, for 
control and operation.
MNA for development, mainly SF 
treatment

Increase economy  
compared with the 
case by individual 
states
(Incentive to MNA on 
competitive-ness of 
economy vs individual 
states’ investment)

MNA Member 
Stats with 
only Reactor
Operation 

Partner states:
ENS and states  with small 
nuclear programs

State with political stability - Reactor Operation Only for Type 
A,B,C -Enjoy AOS without transfer of 
ownership

-Trans-
portation

Safety Nuclear 
Liability

Political and 
public 

acceptance

Geo-
politics

Legal 
Aspect

Host State / 
Site 
Provision 
State:
Provision of  
services

International 
standards on 
the 
transportation 
of  nuclear 
material
Mutual 
Cooperation 
within MNA 
Member States

International 
nuclear safety 
standards

Safety audit by 
MNA

MNA (among 
Member States) 
to cover certain 
level liability  

Significance and  
social 
acceptability  

Host state 
/ region 
with 
political 
stability

Agreement 
on MNA 

Need to 
mutually 
adjust  
variances  
among 
related 
laws/
agreements 

MNA 
Member 
Stats with 
only Reactor
Operation 

- International 
nuclear safety 
standards
Safety audit by 
host state

States to 
individually join 
international 
nuclear liability 
convention

Backend

Reactor Site Storage of SFs

Reprocessing 

International 
Interim Storage

Final Repository

Conversion 
to UF6

Mining /Yellow Cake

Frontend

Operated by Multi‐
national Consortia

Spent Fuel s (SFs)

Enrichment U Fuel Fabrication

3S Support
•Regional Safeguards
•Share Nuclear Safety
and Security Standard

Take‐
away/ 
back  SFs

U/Pu Fuel 
Fabrication

Fuel 
Supply

Any country has a right on its own nuclear fuel cycle options, if it meets 
specific prerequisites, as discussed in NSG. 

Infrastructure 
support 

Research to reduce radio‐toxicity 

Possible Regional Framework of Future Nuclear Fuel Cycle 

MOX Storage

Nuclear nonproliferation 

Nuclear safety/security 
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Creating	a	Nuclear	Security	and	Safety	
Regime	for	the	21st Century

2011 International Forum on the Peaceful Use of 
Nuclear Energy and Nuclear Security

Panel 2: Integrated Approaches to Nuclear Safety and Security

Tokyo, Japan
December 9, 2011

Kenneth N. Luongo
President, Partnership for Global Security

Building	Improved	Nuclear	Governance
• The Nuclear Security Summit (NSS) process and Fukushima crisis 
have made clear that current nuclear governance is not 
adequate for the 21st century.  

• The NSS has not aggressively pushed the boundaries
of the current nuclear material security regime.  
Fukushima illustrated the shortcomings of the 
current nuclear safety regime.  

• Today, both regimes are almost entirely nationally 
focused and voluntary. But, nuclear crises do not respect borders, 
and national approaches and regulations alone are insufficient to 
protect the global community.

• The international community needs to get and 
stay ahead of potential nuclear crisis events.

• There is much that the nuclear security regime 
can learn from the nuclear safety and both should
be better integrated as they evolve.

Three	Objectives	for	a	New	Century
• There should be three nuclear policy objectives for the international 
community.

1. Preventing nuclear terrorism using 
fissile materials (HEU & Pu)

2. Preventing nuclear terrorism using 
high intensity radiological sources

3. Preventing an unauthorized 
radioactive release from nuclear reactors

The	Evolution	of	the	Intersection	of	
Nuclear	Safety	and	Security

• The IAEA 2010 report, Interface Between Safety and 
Security at Nuclear Power Plants, concluded:
• “Nuclear power plants benefit from a sophisticated and 
comprehensive safety regime that has been established 
over the years… the security regime for nuclear power 
plants is far less developed than the safety regime.”

• In September 2011 the United Nations (UN) Secretary
General convened a high‐level conference on nuclear
safety and security during which he stated:
• “The effects of nuclear accidents respect no borders.
To adequately safeguard our people, we must have
strong international consensus and action.”

• The 2012 NSS in Seoul, South Korea in March will 
primarily focus on nuclear security, but it will also 
address the intersection of nuclear safety and security.

Five	Key	Safety	Regime	Elements
• Five elements of the nuclear safety regime have direct applicability to 
the nuclear security regime but are not yet integrated into it:

1. Regularized assessments of quality
2. Information sharing on practices
3. Peer review of national reporting
4. Periodic reviews of the implementation 

of relevant international conventions
5. Strong trade organizations

• Elements 1‐4 are embodied in the Convention on Nuclear Safety 
(CNS) and have been critical to the safety regime’s gradual 
improvement over time. 

• The World Institute for Nuclear Security (WINS) is not yet as strong as 
the Institute of Nuclear Power Operations (INPO) and World 
Association of Nuclear Operators (WANO).

At the NSS, a commitment could be made to take action 
on addressing how each of these elements could be 
applied to the nuclear security regime over time.

Four	Barriers	to	Application	
• Barriers to the effective application of the five elements of the 
safety regime into the nuclear security regime include:
1. National sovereignty
2. Lack of information transparency
3. Lack of policy consensus
4. Challenges of regime harmonization

• Increased transparency does not mean making 
sensitive information public. 
• The U.S. and Russia found ways to work together to improve 
nuclear security without compromising sensitive information. 

• IAEA and CNS reviews maintain confidentiality.

At the NSS, these barriers could be 
acknowledged as important issues to be 
addressed as the nuclear security regime 

and the NSS process evolve.
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Voluntary	and	Mandatory	
International	Standards	and	Actions

• The largely voluntary and national nature of the implementation 
of nuclear safety and security is in conflict with the fact that 
nuclear crises do not respect borders, as noted by the UN 
Secretary General.

• An optimal balance between mandatory 
international standards and voluntary actions 
should be found to supplement the national 
approaches to nuclear safety and security.

• Options might include providing advance 
consent to the IAEA for periodic evaluations 
of states’ nuclear safety and security measures.

At the NSS, participants could 
endorse the further exploration of additional 

binding and non‐binding international 
safety and security requirements.

Public	Confidence	in	Nuclear	Power
• In order to maintain public and political confidence in nuclear 
power as it expands in the 21st century, there must be greater 
confidence in the overall protection of facilities and materials.

• Steps to build confidence should include: 
1. Strengthening the independence 

of nuclear regulatory authorities

2. Harmonizing accident/incident reporting 
parameters and expanding information 
sharing and transparency in a crisis

3. Incorporating security as a fundamental 
element in new reactor designs

4. Instituting robust protection of nuclear 
facilities against cyber attack

At the NSS, participants could issue a statement 
supporting these four confidence building actions.  

After	the	Seoul	NSS
• The priority of continually improving nuclear safety and security 
must remain high in all nations whether the NSS process 
continues or not.  

• Policymakers should be thinking about how to build on the 
foundation of the NSS process, including by:
• Encouraging civilian nuclear operators to engage with their 
foreign counterparts on nuclear security best practices while 
protecting sensitive information

• Creating the opportunity for regularized 
dialogue and interactions among nuclear 
operators, regulators, international 
organizations, and policy experts

At the NSS, participants should bolster the 
objective of continual improvements by creating 
opportunities for new engagement and dialogue 
among a broader group of global stakeholders. 

One	Path	Forward
• The safety and security of nuclear materials and facilities have 
significant transnational implications.  

• States’ rights to control their nuclear infrastructure 
and materials must be better balanced with protecting 
the international community from nuclear crises.  

• This raises several questions about how best to 
innovate global nuclear governance, including:
• Is there a value of creating a binding international 
nuclear protection “standard” or “baseline”?

• How should nuclear governance guidelines,
practices, and institutions evolve?

• How to educate the public on the importance of 
strengthening nuclear governance to instill
confidence in the continued use of nuclear power?

• Who should develop the recommendations – an independent global 
Nuclear Governance Experts Group?

Contact	Information

Partnership for Global Security
1025 Connecticut Ave., NW
Suite 506
Washington, D.C. 20036

Phone: 202‐332‐1412
Fax: 202‐332‐1413

Kenneth N. Luongo
President, PGS

Email:  kluongo@partnershipforglobalsecurity.org
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8‐9 Dec. 2011,     International Forum 
on the Peaceful Use of Nuclear Energy and Nuclear Security

Masao SENZAKI
Director, Integrated Support Center

for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security (ISCN)
Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

(A) Establishment of Integrated Support Center for Strengthening of Nuclear Security 
in Asia

⇒Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security (ISCN) was 
established in JAEA in December, 2010.  The ISCN activities include providing education and 
training  on nuclear security.

(B) Development of Technology related to Measurement and Detection of Nuclear 
Material and Nuclear Forensics based on International Cooperation

⇒R&D cooperation with US

(C) Contributions to IAEA Nuclear Security Programs

⇒$ 6.1 million assistance projects, dispatching experts to IAEA

(D) Hosting of a WINS Conference 

⇒WINS Workshop was held in Tokyo in September, 2010.  ISCN will co‐host a workshop on 
nuclear security governance with WINS in March, 2012.

1

Background and Establishment
In order to implement Japan’s National Statement at the Washington Nuclear Security 

Summit held in April 2010, Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and 
Nuclear Security (ISCN) was established in the Japan Atomic Energy Agency aiming at 
strengthening nuclear nonproliferation and security mainly in Asian countries.

Cooperation with Related Agencies

Asian Countries

MEXT
(Ministry of 

Education, Culture, 
Sports, Science and 

Technology)

Related 
Governmental  

Agencies 
（AEC, 

NISA  etc.）

ROK, 
China
etc.

EU

Related 
Non-Governmental 

Agencies
(JNES, 

Universities etc.)

USA

IAEA

Forum for Nuclear 
Cooperation in Asia  

(FNCA)

Nuclear Material 
Control Center 

(NMCC)

Domestic 
Operators

Technical 
Support   etc. Technical 

support etc.

Integrated Support Center for 
Nuclear Nonproliferation and 

Nuclear Security

Coordination
Support

& 
Contribution

Support
& 

Contribution
Coordination

Technical 
cooperation,

Exchanging 
lecturers
etc.

Coordination
based on 
political needs

Technical 
cooperation,

Exchanging 
lecturers
etc.

Coordination
based on 
political needs

Activities
 Support capacity building in Asian 

countries through programs on human 
resource and institutional infrastructure 
development

 Fortify nuclear security culture through 
providing relevant information to the 
international society

 Strengthen nuclear nonproliferation and 
nuclear security internationally through 
the development of measurement and 
detection technologies

2

Development of Training Tools 
for Practical Training on Physical Protection of 

Nuclear Materials
Training Field

Conduct field exercises in order to 
hold effective protection practice 
based on actual experience.

Virtual Reality System
Learning the 
characteristics of a 
facility and its physical 
elements by examining  
a three‐dimensional 
view  of the facility. 

These tools will be 
established by the end 
of JFY2011 and be used 
in ISCN training courses.

‐ Fence
‐ Sensors
‐ Lightning 
system
‐Monitoring
camera

Security 
OfficeCentral 

Control 
Room

- Perimeter 
barriers

- Various 
sensors

Human Resource Development 
Nuclear Security Course

 Regional Training Course on Physical 
Protection of Nuclear Materials and Facilities
Cooperation:  DOE/NNSA/SNL
Duration:  October 17‐28, 2011
Location:  ISCN, Tokai‐mura
Participants: 28 participants from 14 countries

 Workshop on INFCIRC/225/Rev.5 : Elements of 
the State’s Physical Protection Regime
Cooperation: MEXT, DOE
Duration:  September 5‐6, 2011
Location:  Tokyo
Participants: 90 domestic participants from 
governmental agencies, electronics companies, 
and nuclear industry

 International Workshop on INFCIRC/225/Rev.5
Cooperation:  DOE/NNSA/SNL
Duration:  October 31‐ November 1, 2011
Location:  ISCN, Tokai‐mura
Participants: 40 participants from 16 countries

3

○ Discussion at the Advisory Committee on Nuclear Security, Japan Atomic Energy  
Commission

Fundamental Approach to Ensuring Nuclear Security (Endorsed by AEC on Sept. 13, 2011)

The report regards nuclear security enhancement as one of the critical part of national security measures.  
It defines responsibility of government and licensees, roles of regulator bodies, emphasizes importance 
of nurturing nuclear security culture, urges to implement countermeasures to insider threats, and 
discusses effective physical protection system.

○ Strengthening Prevention of Terrorism against Nuclear Facilities
Decision by Headquarters for Promotion of Measures Against Transnational Organized 
Crime and Other Relative Issues and International Terrorism, Cabinet Office (Nov. 14, 2011)

• In light of the Fukushima Daiichi NPS accident, in order to further enhance prevention of terrorism 
against nuclear facilities, the relevant ministries and agencies will cooperate and coordinate closely to 
further enhance terror‐related information gathering and analysis, and promote to counter the 
challenges below:
1. enhancement of physical protection
2. enhancement of measures against insider threats

• The relevant ministries and agencies will implement necessary measures for adopting to IAEA Nuclear 
Security Recommendations including recommendations on the Physical Protection of Nuclear Materials 
and Nuclear Facilities (INFCIRC 225/Rev 5), on Radioactive Material and Associated Facilities, and on 
Nuclear and Other Radioactive Material out of Regulatory Control.

4

 In November 2009, Japan and the U.S. issued a joint statement toward the 
nuclear ‐free world, agreeing on expanding cooperation in the filed of nuclear 
nonproliferation, safeguards and nuclear security.

 In April 2010, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
and the U.S. Department of Energy signed the Memorandum of Cooperation on 
nuclear nonproliferation, safeguards and nuclear security. 

Fields of Cooperation:
• Development of nuclear measurement and detection technologies
• Coordinate the two countries’ programs on technical supports to IAEA 
• Support the capacity building of emerging nuclear countries through 

assistance for developing safeguards implementation system and human 
resources in the field of nuclear security

• Development of the technical measurement for the physical protection of 
nuclear materials in a nuclear facility

5
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○ Japan‐US Nuclear Security Working Group (NSWG)
Agreed at Japan‐US Summit meeting in November 2010 to establish NSWG

 Identify and coordinate tangible outcomes for the 2012 Nuclear Security Summit, 
by promoting robust security of nuclear materials at civilian nuclear facilities and 
during transportation 

 Conduct joint activities in the fields of nuclear forensics, nuclear material detection 
and measurement, and the strengthening of expertise on nuclear security in the 
Asia‐Pacific region where nuclear power utilization is expected to increase. 

 Agreed on the importance of Japan’s decision to establish an Integrated Support 
Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security. 

 In connection with the establishment of the Working Group, and recognizing the 
serious dangers posed by nuclear terrorism, Japan and the U.S. reaffirmed the goal 
of securing all vulnerable nuclear material within four years.

6

“Japan will bring forward its work on nuclear security, taking into 
consideration relevant IAEA documents and lessons learned from 
the accident.  It will also continue to tackle measures against 
terrorist attack at nuclear facilities and information exchange 
with foreign authorities. Capacity building utilizing the 
‘Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and 
Nuclear Security’ will continue. Through these efforts, Japan 
believes that it will be able to contribute to the success of the 
Nuclear Security Summit in March next year.”

7
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Nuclear  safety and security
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　国際単位系（SI）

乗数　 接頭語 記号 乗数　 接頭語 記号

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

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

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

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

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(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。

（c）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。

（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。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m 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 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
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 sA
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

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

組立量

SI 組立単位

名称 記号
面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ
（ｄ） Hz s-1

力 ニュートン N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能

（ ｆ ）
ベクレル

（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト

（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

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

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ   
デ ジ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

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

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド

（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
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　国際単位系（SI）

乗数　 接頭語 記号 乗数　 接頭語 記号

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

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

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

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

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(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。

（c）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。

（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。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m 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 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
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 sA
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

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

組立量

SI 組立単位

名称 記号
面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ
（ｄ） Hz s-1

力 ニュートン N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能

（ ｆ ）
ベクレル

（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト

（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

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

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ   
デ ジ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

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

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド

（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
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　国際単位系（SI）

乗数　 接頭語 記号 乗数　 接頭語 記号

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60s
時 h 1h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648000) rad

ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2

リットル L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1u=1 Da
天 文 単 位 ua 1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

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

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

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

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(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。

（c）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。

（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。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m 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 sA
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 sA
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 sA
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

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

組立量

SI 組立単位

名称 記号
面 積 平方メートル m2

体 積 立法メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 基本単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ
（ｄ） Hz s-1

力 ニュートン N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能

（ ｆ ）
ベクレル

（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量, 方向

性線量当量, 個人線量当量
シーベルト

（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

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

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ   
デ ジ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

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

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド

（ ｃ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（第8版，2006年改訂）
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