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講演題目：『原子力テロ対策四方山話』

講演記録

これまでの経緯を述べますと、お手元にお配りした、「電気新聞」に連載しま

した記事がもとで、ＩＡＥＡからお呼びがかかって、テロ対策の論議に加わる

ことになりました。この２月に開催された原子力若手研究会に呼ばれて話をし

た際に、これを紹介したところ、本フォーラムでもう少し詳しい話をして欲し

いとのことで、今日に至ったわけです。

今日ここに集まられた方に、テロの話だけではやや物足りない面もあろうかと

思いますので、原子力発電所のテロ対策の話に加えて、安全条約、原子力シル

バーの会、浜岡原子力についてもふれることにします。

１． テロと原子力

１）対テロ耐性の現状

まず基本的なことですが、安全とＰＰ（ Physical Protection）は従来独立変数で

ありましたが、９．１１以降は、安全とＰＰが最早独立ではなく、関数系にな

ったのです。そして、方程式系はある意味で成り立っておりますが、そこに現

れる定数が国・地域によって異なるので、エライ複雑なものになってしまうの

です。

a) ジャンボジェット機の衝突のインパクト（側面からのインパクト）

b) ＰＷＲの格納容器の頭頂部へのインパクト

c) 火災（fire ball）の影響

について見ていきます。

a) ここに示したのは、サンディア研究所に委託して行ったファントムジェット

機の壁面への衝突実験の様子です。この衝突実験には１ｋｍのレールを敷設し



て、架台にファントムを据え付けて所要の衝突速度を得て実験を行いました。

今回の９．１１のテロ後も、米英のＴＶなどのマスメディアでは、この実験映

像が頻繁に紹介され、‘原発の格納容器は航空機衝突にも十分耐えうる’とい

う宣伝を熱心に行っていましたが、不思議なものですねえ、この実験を行った

当の日本では、そのような報道が全くありませんでした。

さて、では実際にこの実験に用いた壁のどの程度の深さまで影響が及んだのか

と、皆さん疑問をお持ちになるでしょうが、６０ｃｍ位まではどうもほぼ間違

いなく影響があったようです。８０ｃｍだというような話も耳にはいたしまし

たが、詳細なデータは公開されておらず、‘わからない’というのが本当のと

ころです。

この実験からも想像がつくかと思いますが、問題は航空機がどれくらいのスピ

ードで壁に激突するかであります。９．１１にツインタワーに突っ込んだ航空

機の速さは、ＮＹタイムズ紙によれば、５００ｋｍ／ｈという見積もりもあり

ますが、いずれにしても、通常の巡航スピードではなかった。さて、では原子

炉の格納容器の場合なら、どの程度のスピードが予想できるかですが。格納容

器はせいぜい高さが地上５０ｍです。私は、パイロットの方とも話をしました

が、このような高さに相当な速さで突っ込むのは神業でもないかぎりできるも

のではなく、まあ、これは完全に通常の着陸スピードと同じ程度でしかないと

いうことです。つまり、７０～１００ｋｍ／ｈくらいでしょうか。そして、こ

の速さなら、ＰＷＲもＢＷＲもその壁厚をもって十分耐えうる。大丈夫である

と見られています。詳細な構造解析は、有限要素法を用いて行いますが、格納

容器のような側面が円筒形の場合に、ものが真正面からぶち当てられるかと申

しますと、これはビリヤードのようなものですが、飛行機で突っ込むことを考

えるとなかなかそううまく真正面からぶち当てるのは難しい確率です。したが

って、ちょっと角度がずれたりしますと、衝突エネルギーは分散して壁へのダ

メージは減ります。つまり、このようなことから考えますと、たとえジャンボ

機がぶち当たっても、そんなには酷いことにはならないと考えるのです。

b) さて次に頭頂部へのインパクトですが、ジャンボは通常の着陸時の対地入射

角度は１～２°程度です。ここに示すような１２°もの急斜角度で突っ込むの

は無理とは言いませんが、ほとんど不可能です。昔、第二次世界大戦の頃、日

本の空軍は錐もみ飛行というのをあみ出しましたが、小型機の場合、錐もみ飛



行を持ってすれば、頭頂部に突っ込むことは考えられなくはないですが、十分

なインパクトを与えられるでしょうか？頭頂部へ突っ込むことは考えられても、

それが有効な十分に大きなインパクトを与えられるかは、多分無理でしょう。

ところで、仮にこのような航空機を使った原子力発電所への攻撃がフランスで

発生したとしますと、現在の仏国のテロ対策によれば、航空機は撃墜されると

思います。

c) 最後に火災ですが、衝突で燃料がいかに飛散して燃焼するのかを分析するの

は非常に難しいことです。これについては、いまのところなんとも具体的なこ

とはいえません。

さて、以上で航空機の原子力発電所（格納容器）での衝突についてお話ししま

したが、最近ではＯＥＣＤが飛行機についての検討を始めているようでありま

す。最近のニュースとして、フィンランドに１００万ｋＷ級の原子力発電所を

新しく造る話がありますが、ジェット機の衝突による耐衝撃評価を入れろとい

う requirement が出てくるかも知れません。が、はいらないかもしれません、こ

れはあくまでＩＡＥＡでちょっと耳にした噂であります。

２）テロ対策の基本的考え方

さてここで、ＩＡＥＡによるテロ対策の基本的な考え方に触れておきましょう。

それは、一言で申しますと『テロに対しては４×４ 』で考えればいいという

ことであります。テロを実行するものの目からみて、なにが効果的かというこ

とです。

まず、はじめの４ ですが、これは核の入手方法に関わるものです：

① 核爆弾の盗取

このもっとも簡単な方法は、原爆を現在所有している政府を乗っ取ると

いうことであります。

② 核燃料物質の盗取および不正申告

　旧ソ連とその衛星国、国境近くでの不正流出・密輸

プルトニウムは比較的検出しやすいが、ウランは全く持って検出が難し

い。例えば、ソ連からパキスタンを経由してアフガニスタンに持ち込ま



れるような、いわば三角貿易のようなことも考え得るわけです。

③ 放射性物質

dirty bomb や backpack bomb といわれるものに放射性物質が利用される

可能性があります。これらの内訳は、

a) 高レベル廃棄物

これは実用性に乏しい。蓋を開けて１０秒もたてば、それこそＪ

ＣＯのようなものでして、たちまち気分が悪くなりくらくらする。

b) 低レベル廃棄物

c) 医療用の放射性物質

　　半減期が非常に短いので、実際上の threat（脅威）にはならない。

d) 放射線源

これはやや真剣に考える必要があります。最近ではタイの事例を

恐らく皆さん耳にされたことがございますね。あれは結局亡くな

ったとおもいますが、同じような事例が旧ソ連の Georgia という

国でも起こっています。日本ではグルジアと言っている国ですが。

線源の名称は忘れましたが、軍用のものが放置されていたのを山

中で木こりが見つけまして、これは暖かいといって（あたりまえ

ですわな）暖をとっていて、しこたま被ばくしたようです。

④ サボタージュ

次に、４×４の後ろの４ ですが、これは原子力施設へのテロであれ、核燃物質

の盗取であれ、それがどこからやって来るかであります。

① 内部的（自国内など）

② 陸上経由

③ 海上経由

④ 空経由

これらは、国情、地政学的条件、盗取する対象物によって様々なケースが考え

られます。

３）テロ対策の処方

原子炉には設計基準事故（ＤＢＡ）というものがあります。ＴＭＩやチェ



ルノブイリは、これを逸脱するものでありましたから、それらは、実際に

は防災の局面が重要になります。ＤＢＡの考え方は、プラント内に発生し

た軽微な欠陥が一体どこまでなら許されるかというものであります。

さて、核燃料の場合は、大体これまで輸送においてＰＰ１）が図られてきた

わけであります。今回のテロの余波で、ＩＡＥＡでは、『Design Basis Treat

（ＤＢＴ：設計基準脅威）』２）というものを考える必要があろうというこ

とで方向が定まって来ています。

ＤＢＴが一体どこまでをカバーするのかその詳細は秘密であります。とも

うしますのも、逆にそれがテロリストに知られると言うことは、まさに、

相手に弱みを握らせることになりますから。また、ＤＢＴの概念は共通の

ものとなりましても、具体的な対策は、先ほどの４×４を省みれば分かり

ますように、国の事情やプラントがどのような条件にあるかによって、個々

異なってきます。当然、コストに反映しますから、国情によってはできな

い場合もあるわけです。

テロ対策はどこまでやるか？

まずやるべきは、原因の排除であります。破壊活動防止。これができるの

は、国家権力しかありえません。すなわち、ＤＢＴは国がどの程度の認識

をして、どの程度の決意をするかに大きく関わって来ます。電力も、迅速

に対応すればよいものを、随分とぐずぐずしているというのが私の印象で

す。例えば、想定条件として、何人ぐらいがトラックに乗って武装してや

って来るかと言うことを考えたりするわけです。これは、ＩＡＥＡのセキ

ュリティーに関する advisory を参考にして、そのようなものが決まってく

る。例えば、

　　　－仏：ラ・アーグの地対空ミサイル配備、

　　　－米：アルカイーダ相当の攻撃、

　　　－日：不審船。

（不審船についていえば、日本の対応は、まったくもってテロリストを勇

気づけています。）

今後の原子力発電所では、「物理的分離」が重要になってくるのです。

原子力安全は、ご存じのように、‘止める’、‘冷やす’、‘閉じこめる’で

成り立っています。この観点から、テロリストによるアタックを考えます



と、‘うまく壊さないと、テロリストが意図しないままに、原子炉が自動

停止してしまう可能性が非常に高い’のです。

さて、このテロ対策は、これからの若い研究者・技術者にとっては、なか

なかチャレンジングで面白いテーマであるといえるかもしれません。発電

用原子炉は、むしろ多様性が少ないですが、研究用原子炉や核燃料施設に

は多種多様なものがあります。また、これからは、先ほどのＤＢＴの考え

方に基づいて対策がとられれば、当然警備が強化され、これまで原発とは

関係のなかった警備会社がその任に当たるようになります。そうすれば、

警備・セキュリティーの人々に原子力の知識を与えていかなければならな

いでしょう。大学などで原子力工学の教育を受けてこなかった方たちへの

教育が必要になるわけです。

９．１１のテロは、現代文明に大きなショックを今後の不安を与えた訳で

すが、この災いを転じて福となす、その先に『多価値化の世紀の原子力』

があるということではないでしょうか。

２． 安全条約３）

次に、安全条約について簡単に触れておきます。安全条約に向けての活動は、

チェルノブイリ事故から５年後に始まったわけですが、この安全条約は、私は、

大変な成功を収めたと考えております。

その、もっとも基本的な理念は、『原子力を持つ国は最低の倫理というものを

持たなければならない』ということです。

この作業では、原子力がいくつあるか、安全の担保はどうなっているか、安全

文化、品質管理等々に関して、各国が回答し、そのシートを相互にチェックす

る。Peer review をすることから始まりました。Peer review といえば聞こえが良

いですが、その実態はいちゃもんのつけあいですね。

前回は、４４カ国から約１００人があつまり、今回は、４５カ国から約４００

人が集まりました。米国のメザーブ委員長は始めの１週間詰めっぱなしで、自

ら陣頭指揮をとっていましたし、仏からはラコステ局長、スペインからも女性

のよく知られた方が来ていまして、各国とも相当な力の入れようだったと実感



しました。

そもそも安全条約のはじめの目論見は、旧ソ連の原子炉を何とかして停止に追

い込みたいというのがありましたが、それは結局うまくいきませんでした。弱

小国（例えばアルメニア）は、止められたら死活問題ですから、改善はするか

ら、なんとか時間だけは欲しいと、これはもう凄まじい決意のほどでした。前

回の時は、それこそ怒鳴り合いの様相でしたが、今回は極めて紳士的な対応で

して、相当大きな改善が成されたことが皆に理解されたわけです。また、第一

回目に判明したことのなかには、驚くべきことにあのスエーデンさえ‘原子力

安全の基本法’を持っていなかったので、それを慌てて作ったという話もあり

ます。アジアの国でも相当に怪しいところはあります。安全条約に入っていな

い国は、インド、台湾、カザフスタンの三カ国で、その原子炉は総計２０とい

われています。

次の peer review の焦点は、電力の運転がまともに行われているか、規制がチャ

ンとなされているかになるようです。例えば、フランスの規制には、ドイツや

ベルギーが既にコミットしているんですね。逆もあります。これに比べると、

日本はローカルに閉じているかも知れない。

また、ドイツの原子力撤退の動きに関しては、規制や原子炉の運転などに関す

るモラールの低下に結びつかないかと懸念されている。前回は、規制当局だけ

ではなく、ＫＷＵなど民間の組織からも参加があったが、今回は規制を担当し

ている緑の党だけが出席していて、このような危惧がされたわけです。

３． その他

原子力シルバーの会を立ち上げ、マスメディアの誤った報道などに対して意見

を発信している。

浜岡に関しては、根本原因が分からないので口が重いが、あれが、安全にとっ

て重大な危機的問題ではないとはっきり言うべきであろう。下記に反論を載せ

ている。

http://www.engy_sqr.com/

高経年劣化であるということに反論している。

４． 質疑

1) 柏崎に長く勤務していたが、テロの時は海から（北朝鮮）が来



るのではないかということはかなりシミュレーションした。そ

のなかで、ひとつ気づいた重要なことは、発電所長宅を襲って

人質とし、原発の不正運転を強要する事態のかのうせいであっ

た。

2) 米国は、原発を国家安全保障の基盤としてしっかり捉えている。

翻って我が国はどうか。

3) 意志決定に関して、日本政府はどうなのか？

国際交流は、no-contribution=no-gain であるということが必ずし

もよく分かっていない人がいる。合意に向けてのディスカッシ

ョンが得意でない。

原子力も現代の十字架と捉えるような精神風土がある。原子力

発電を原爆と同じと捉えて、戦争に負けた罪悪感から、どうよ

うの後ろめたさを原子力にも感じそれを忌み嫌う精神があるの

ではないか。

4) なぜ原子力発電所がテロに襲われなければならないのか、とい

うのを一時深く考えた。そこで、比較文明学会にも顔を出して、

いろいろ討議した。そこで得た一つの見識は、文明論的に見て、

イスラムは西洋文明の発展に貢献したにも関わらず、実は西洋

からは長く無視されてきた。‘無視する’というのは最大の差

別なのですね。そうすると、無視された側には、何とかそれを

覆したいという感情が興ってくる。ルサンチマン４）ともいい

ますが。まあ、そういうことがテロの根にある。韓国語で言え

ば恨（ハン）というような感情が根強くあって、それがテロの

動機になり、その攻撃対象は現代西洋文明を象徴するものにな

る。

5) 原発の核物質だけではなく、放射線源に対しても包括的な枠組

みができないか？

6) 米国の risk-informed regulation５）というのは新しい流れで、良い

やり方かもしれない。また、この裏で密告を勧めていることも

忘れてはならない。

7) テロによって学問体系そのものに影響が表れつつあるのではな

いかと考える。



8) その他の質問（要フォローアップ）：柳澤、加藤、鈴木、田尻、

金子（または畠山）

                                                
１） 核物質防護 （ＰＰ：Physical Protection）
国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が 1977 年６月に公表した勧告（INFCIRC/225Rev.1）によれば、「核物質
の盗取又は不法移転及び個人又は集団による原子力施設の妨害行為に対する防護」のことをいいます。
核物質防護対策には、一般に次の３つの機能があるといわれます。
（ａ）核物質の盗取などによる不法な移転を防止すること
（ｂ）妨害破壊行為を防止すること
（ｃ）不法な移転又は妨害破壊行為の発生する恐れがある場合や、発生した場合に迅速な対応処置を講ず
ること
＊（ａ）と（ｂ）は「予防機能」、（ｃ）は「対応機能」とよばれています。　核物質防護対策は次の範囲
に及びます。
　1　原子力施設の核物質をテロリストなどによる盗取や不法移転から守るための対策及び万一の場合の
回収措置
　2　原子力施設を妨害破壊行為による放射能、放射線災害から防護する対策及び万一の場合の事故拡大
防止措置
　3　輸送中の核物質を盗取などによる不法移転、妨害破壊行為から防護するための対策及び万一の場合
の回収措置、事故拡大防止措置
　　＊1 は核不拡散に、2 は放射線安全に、3 は核不拡散と放射性安全の分野に関係しています。
　核物質防護対策の手段は、封じ込め／監視などいくつかの保障措置手段と重複しています。 また、平
和利用の核物質が国際間移転する際等の核物質防護基準を定めた条約として核物質防護（ＰＰ）条約があ
ります。
http://www-atm.jst.go.jp/nmcc/KAKU04/yougo.HTM (accessed on 08 June, 2002)
http://www.iaea.or.at/worldatom/program/protection/inf225rev4/rev4_content.html
(accessed on 08 June, 2002)

２） Design Basis Threat に関する NRC の定義：

As quoted from NRC's page
(1) Radiological sabotage. (i) A determined violent external assault, attack by stealth, or deceptive actions, of several
persons with the following attributes, assistance and equipment: (A) Well-trained (including military training and
skills) and dedicated individuals, (B) inside assistance which may include a knowledgeable individual who attempts
to participate in a passive role (e.g., provide information), an active role (e.g., facilitate entrance and exit, disable
alarms and communications, participate in violent attack), or both, (C) suitable weapons, up to and including hand-
held automatic weapons, equipped with silencers and having effective long range accuracy, (D) hand-carried
equipment, including incapacitating agents and explosives for use as tools of entry or for otherwise destroying reactor,
facility, transporter, or container integrity or features of the safeguards system, and (E) a four-wheel drive land
vehicle used for transporting personnel and their hand-carried equipment to the proximity of vital areas, and
(ii) An internal threat of an insider, including an employee (in any position), and
(iii) A four-wheel drive land vehicle bomb.
(2) Theft or diversion of formula quantities of strategic special nuclear material. (i) A determined, violent, external
assault, attack by stealth, or deceptive actions by a small group with the following attributes, assistance, and
equipment:
(A) Well-trained (including military training and skills) and dedicated individuals;
(B) Inside assistance that may include a knowledgeable individual who attempts to participate in a passive role (e.g.,
provide information), an active role (e.g., facilitate entrance and exit, disable alarms and communications, participate
in violent attack), or both;
(C) Suitable weapons, up to and including hand-held automatic weapons, equipped with silencers and having
effective long-range accuracy;
(D) Hand-carried equipment, including incapacitating agents and explosives for use as tools of entry or for otherwise
destroying reactor, facility, transporter, or container integrity or features of the safe-guards system;
(E) Land vehicles used for transporting personnel and their hand-carried equipment; and
(F) the ability to operate as two or more teams.



                                                                                                                                              
(ii) An individual, including an employee (in any position), and
(iii) A conspiracy between individuals in any position who may have: (A) Access to and detailed knowledge of
nuclear power plants or the facilities referred to in ｧ 73.20(a), or (B) items that could facilitate theft of special nuclear
material (e.g., small tools, substitute material, false documents, etc.), or both.
http://www.tmia.com/DBT.html (accessed on 08 June, 2002)
同様の記述は上記ＩＡＥＡのＰＰのＵＲＬにも見られる（第７章：Requirements for Physical Protection
Against Sabotage of Nuclear Facilities and Nuclear material during Use and Storage 参照）。

３） http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/atomreport_2001.html (accessed on 08 June, 2002)

４） ressentiment (仏：怨恨)。哲学用語としては、以下のような意。

ルサンチマンとは、現実の行為によって反撃することが不可能なとき、想像上の復讐によってその埋め合

わせをしようとする者が心に抱き続ける反復感情のこと。
５） http://www.nrc.gov/what-we-do/regulatory/rulemaking/risk-informed/ririp.pdf　(accessed on 08 June,

2002)


