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国際機関等における原子力緊急事態に対する準備と対応に関する最新の動向を調査し、原子力安全
委員会が示す「原子力施設等の防災対策について（以下、防災指針）
」の技術的、専門的事項に関する
課題の検討を行った。
まず、国際放射線防護委員会（ICRP）による原子力緊急事態に対する放射線防護の考え方について
概要をまとめるとともに、国際原子力機関（IAEA）の原子力防災に関する安全基準文書に示される原
子力緊急事態に対する準備と対応の基本的な考え方を整理した。次に、これらの調査結果を参考にし
て、防災指針の技術的、専門的事項に関する課題として、緊急事態に対する準備と対応の基本要件、
、防護措置のための指標、防護措置実施の考え方、専門家支援体制のあり方に
緊急時計画区域（EPZ）
ついて検討した。
防災指針がこれまで以上に実効性の高いものになるためには、事故の初期段階から解除段階までを
予め見据え、緊急事態に対する準備と対応の基本的考え方を示すことが重要である。そして、緊急事
態に対する計画段階では、施設に対する脅威の評価方法、緊急事態区分に対する緊急時活動レベル
（EAL）
、予防的活動範囲（PAZ）及び緊急防護措置計画範囲（UPZ）
、また、対応段階では、防護措
置実施の基本的考え方や運用上の介入レベル（OIL）を整備する必要がある。
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This review report describes survey results on current status of nuclear emergency preparedness and response
in international organizations such as ICRP and IAEA, and consideration results of technical issues on the
“Guideline for Nuclear Emergency Preparedness” issued by the Nuclear Safety Commission of Japan (NSC).
First, we summarized the following points.
The principle of intervention for protection of the public in radiological emergency indicated by ICRP
recommendations.
The basic concept on nuclear emergency preparedness and response shown by IAEA Safety Standard
Series.
Next, we considered technical issues on the guideline, such as basic requirements for nuclear emergency
preparedness and response, development of EPZ, intervention level for protective measurement, decision criteria
for selecting the proper protective action measurement and concept for the support system of experts, based on
these survey results.
In order to respond to nuclear emergency more effectively in Japan, the guideline should show the basic
concept of nuclear emergency preparedness and response for the period between the beginning of the nuclear
emergency and the termination of early protective actions. Then, it is important to develop the method of the
threat assessment for nuclear facilities, emergency action level (EAL) for the emergency classification, the range
of precautionary action zone (PAZ) and urgent protective action planning zone (UPZ) in emergency planning
phase, and the basic concept on the implement of protective measurements and operational intervention level
(OIL) in emergency response phase.
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1.

はじめに

1.1 背景
原子力事故が発生し、その進展に伴い放射性物質が環境に放出される事態が生じた場合、その被害
の拡大を防ぐための対策が実施されなければならない。我が国における原子力防災対策については、
「災害対策基本法」
及び「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
（原子炉等規制法）
」
、
そして1999年に起きた株式会社ジェー・シー・オー（JCO）のウラン加工工場における臨界事故（以
下、東海村臨界事故）を契機に制定されたこれらの特別法である「原子力災害対策特別措置法（以下、
原災法）
」に基づき、整備が進められている。また、災害対策基本法に基づき中央防災会議が作成した
防災基本計画の第10編「原子力災害対策編」には、原子力災害対策の基本的考え方が示されている。
これによれば、原子力災害対策の技術的、専門的事項については、原子力安全委員会の定める「原子
力施設等の防災対策について（以下、防災指針）
」
（原子力安全委員会, 2008）等を十分尊重するとして
いる。
防災指針は、同委員会が1979年に発生した米国スリーマイル島原子力発電所2号炉（TMI-2）での事
故を契機に原子力災害特有の事象に着目し、原子力発電所等の周辺における防災活動が円滑に実施で
きるよう技術的、専門的事項の検討を行い、翌年にとりまとめた報告書である。これは、国や地方自
治体、事業者が原子力防災に係る計画を策定する際、また、緊急時における防護措置を実施する際等
の指針となるものである。さらに、1995年のもんじゅナトリウム漏えい事故及び1997年のアスファル
ト固化処理施設における火災爆発事故を契機として、原子力安全委員会では防災対策の実効性向上に
向けた具体的方策の検討が行われ、東海村臨界事故の直前である1999年9月13日に「原子力防災対策の
実効性向上を目指して（以下、実効性向上報告書）
」と題する報告書が示された（原子力安全委員会,
1999）
。これには、原子力防災対策の実効性向上のために実施すべき主な方策として、次の事項が提言
された。
(1) 事故発生から緊急時までの初期対応の強化
事業者と安全規制担当省庁の現地における体制の強化のため、1）常駐職員の防災対応能力強化、
2）国の迅速な派遣体制の構築、3）事態の推移に応じた適切な対応の確保、の3点が挙げられた。
(2) 緊急時対応機能の強化
緊急時における指示・調整機能の重要性が指摘されたことから、国、地方自治体、事業者が一堂
に会する対策本部として、オフサイトセンター構想が示され、また、現場での防災実施機能の強
化として、1）事業者の防災体制の充実強化、2）事業者と関係機関との連携・協力の推進、3）国
の積極的関与、4）原子力レスキュー機能の強化が示された。
(3) 平常時からの防災対応の強化
地域、施設の特性を踏まえた具体的な地域防災計画の策定の重要性が指摘されたことから、1）計
画作成のための方策を示したガイドラインの提示等の国による地方自治体への支援や災害時の施
設外の活動に関する事業者の役割の明確化、2）災害想定等への国の支援、3）緊急時判断基準の
明確化が強調された。
そして、さらに原子力防災対策の実効性の向上を確実にするため、国、事業者、地方自治体が一体と
なった実践的な防災訓練の実現及び原子力対策についての周辺住民の理解増進に必要な方策の検討が
求められた。この他、防護措置指標の合理化・明確化、緊急時医療体制の強化等、国の積極的関与が
提言された。
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これらの提言に示された課題は、東海村臨界事故においても顕在化し、事故後の1999年12月に災害
対策基本法及び原子炉等規制法の特別法として先に述べた原災法が新たに制定された。それと共に、
オフサイトセンターの設置や防災訓練の強化等、関係機関によって上記の提言の多くがその後、着実
に実行に移されてきた。また、防災指針も、原子力防災対策の内容がより実効性の高いものになるよ
う、事故で得られた教訓や国際的な動向等の最新の知見を取り入れるため、見直しが継続的に行われ
てきた。
現在の防災指針は、以下の事項で構成されており、それぞれ災害対策に係る技術的、専門的事項に
ついて、その考え方が示されている。
① 防災対策一般
原子力災害の特徴と被ばく低減のための考え方、異常事態の把握と対応の考え方、周辺住民への
情報提供、防災業務関係者等の教育及び訓練、諸設備や関係資料の整備、オフサイトセンターの
整備等
② 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲
範囲の考え方、範囲の選定についての考え方、地域防災計画の策定等に当たっての留意点
③ 緊急時環境放射線モニタリング
放射性物質又は放射線が異常に放出あるいはその恐れがある場合に行われる環境モニタリングを
実施する際の考え方
④ 災害応急対策の実施のための指針
緊急事態が発生した際の通報基準と緊急事態の判断基準、防護措置の種類と特徴、防護措置のた
めの指標
⑤ 緊急被ばく医療
緊急事態の発生時における被ばく医療の考え方と医療体制の整備
一方、国外における原子力防災の最近の動向に視野を向けてみると、2002年、国際原子力機関（IAEA）
」
は、安全基準文書の一つとして「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応（安全要件、GS-R-2）
（IAEA, 2002）を刊行した。これは、今までに発生した原子力及び放射線緊急事態における教訓を踏
まえ、あらゆる事態に対応してその被害を最小限にするため、加盟国における対応能力の強化・維持
を支援し、公衆の混乱や不信を回避するための各国のアプローチを調和させることを目的とした緊急
事態に対する準備と対応に関する基本要件である。これには、ハザードのある施設や放射線源を予め
脅威の評価に基づき区分すること、予防措置を行う地域の範囲（以下、PAZ）及び緊急防護措置を計
画する地域の範囲（以下、UPZ）を予め定めること、緊急防護措置を実施するための運用上の介入レ
ベル（以下、OIL）を定めること等、我が国の防災指針には含まれていない新しい概念が示されてい
る。その後、2007年にはGS-R-2の下位文書として「原子力又は放射線緊急事態に対する準備のための
」
（IAEA, 2007）が示された。さらに、もう一つの安全指針「原子力
取り決め（安全指針、GS-G-2.1）
又は放射線緊急事態に対する準備と対応に用いる判断基準」については、現在、ドラフト版DS44とし
て検討が進められているところである。また、国際放射線防護委員会（ICRP）は、これまで数多くの
（ICRP,
緊急事態における計画や対応に関する勧告を示しているが、最近、1990年勧告（Publication 60）
（以
1991a）に代わって刊行された新勧告「放射線防護に関する委員会の2007年勧告（Publication 103）
」
（ICRP, 2007）では、緊急事態に対応する緊急時被ばく状況に対する新たな放射線防
下、2007年勧告）
護の考え方が示された。
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以上のように、最近の原子力防災分野における国際的な動向を考慮すると、実効性向上報告書に示
された地域防災計画作成のための方策を示したガイドラインの提示のような課題を解決するためには、
緊急事態に対する準備と対応の技術的、専門的事項を示すべき現在の防災指針の課題を検討する必要
があると考えられる。
1.2 目的
そこで、本研究では、実効性向上報告書で提言されている「平常時からの防災対応の強化」におい
て原子力固有の技術的、専門的事項に関する課題として取り上げられている具体的な地域防災計画策
定のためのガイドラインの提示や災害想定、緊急時判断基準、さらに防護措置指標の合理化・明確化
という観点に着目して国際機関等における原子力防災に関する最近の動向を調査し、それを参考に、
防災指針に示すべき技術的、専門的事項に関する課題として、以下の項目について検討した。
緊急事態に対する準備と対応の基本要件
緊急時計画区域（EPZ）の策定
防護措置のための指標
防護措置実施の考え方
専門家支援体制のあり方
2章では、ICRP及びIAEAにおける緊急事態に対する準備と対応の最近の考え方を示す。ICRPについ
（ICRP, 1977）以後、最近の2007年勧告（Publication 103）
（ICRP, 2007）
ては、1977年勧告（Publication 26）
までの緊急事態に対する放射線防護の考え方を整理する。また、IAEAについては、IAEAの緊急事態
管理の基本的考え方を述べるとともに、前述した安全基準文書の概要をまとめる。3章では、これらの
調査で得られた知見を基に、防災指針の技術的、専門的事項に関する課題について検討した結果を述
べる。
また、付録として、付録Iでは米国、英国、フランス、ドイツといった主要4ヶ国における原子力緊
急事態に対する準備と対応の現状を、IAEAの原子力安全条約に基づく国別報告書の第16条「緊急事態
に対する準備」等を参考に、緊急時計画と対応に係る法的基盤、事故想定と緊急時計画区域、防護措
置と介入レベル、訓練、関係機関の役割といった事項について整理した結果を示す。付録IIでは確率
論的安全評価（PSA）手法を用いた緊急時計画策定のための事故シナリオの選定例、付録IIIでは本報
告書で用いられている略語のリストをそれぞれ示す。
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2.

国際機関における原子力防災に関する最近の動向

2.1 国際放射線防護委員会（ICRP）
ICRPは、専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際機関であり、主委員会と5つの専門
委員会（放射線影響、放射線被ばくによる線量、医療による放射線防護、委員会勧告の適用、環境の
防護）で構成されている。ICRPに勧告を強制する権限はないが、発行された勧告はIAEAの安全基準や
各国の放射線障害防止に関する法令の基礎にされている。我が国でも放射線防護の考え方や法令に取
込まれている数値は、ICRPの勧告が基本となっている。
ここでは、ICRPにおける緊急事態に対する防護の考え方について、その経緯と概要を示す。
2.1.1 1990年勧告以前の緊急事態に対する防護の考え方
放射線防護の第一の目的は、放射線被ばくの原因となる有益な行為を不当に制限することなく、人
を防護するための適切な標準を与えることである。そのため、ICRPは、防護の基本的な枠組みとして、
線量を確定的影響のしきい値よりも低く保つことによってその発生を防止し、確率的影響の誘発を減
。
らすためにあらゆる合理的な手段を確実にとることを求めている（ICRP, 1991a）
1977年勧告（ICRP, 1977）では、放射線防護の基本的枠組みは、線量制限体系（正当化、最適化、線
量当量限度）として主に制御可能な線源に適用することによって被ばくの制限が図れるとした。一方、
制御されない線源は、線量制限体系を適用することができず、様々な救済措置によってのみ被ばくの
低減が図れるとした。そして、救済措置に伴う社会的費用は、救済措置によるリスクの低減によって
正当とされることが必要であるとした上で、事故や緊急事態の状況は多岐にわたるので、全ての状況
に適用可能な“介入レベル（intervention level）”を勧告することはできないが、ある程度予想可能な状
況には、これ以下では救済措置をとることが適切でないというレベルは設定可能で、そのようなレベ
ルの設定や緊急時計画の策定は、国の責任であることを明確にしている。一方、線量当量限度は、線
源が制御されている場合に適用するための概念である。勧告された限度は低いリスクレベルであり、
限度をかなり超えることにならない限り多少超えたとしてもリスクは十分低いので、著しいリスクや
不当な費用を伴うような救済措置は必ずしもとらなくてよいとしている。
その後、1984年にICRPは、大規模原子力施設の事故時における公衆防護のための計画立案の際の基
」
（ICRP,
本的事項をまとめた「大規模放射線事故の際の公衆の防護：計画のための原則（Publication 40）
1984）を刊行した。ここで、事故の場合に介入措置を計画する際の原則は、
① 対策の導入によって個人線量を確定的影響のしきい値以下に抑えることで、重篤な確定的影響の
発生を防止すること
② 対策の導入によって個人に正味の利益をもたらすように、確率的影響のリスクを制限すること
③ 集団線量当量を低減することによって、合理的に実行可能な程度に確率的影響の発生率を制限す
ること
であるとし、①の確定的影響防止のための臓器及び組織のしきい線量を示すとともに、②及び③に関
連する対策導入のための線量レベルの一般的なガイダンスを示した。対策導入の判断は、影響を受け
る対象とする集団、その地理的分布、社会的条件、気象条件、事故の状態などによって異なるので、
特定の対策を導入するための一般的に適用可能な一つの介入レベルを示すことはできない。そこで、
図2.1に示すように、放射線防護の観点から各対策に対して、これ以下であれば対策の導入は正当とさ
れない下限値と、これ以上であればほとんどいつでも対策の実施が必要となる上限値の考え方を示し、
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具体的な数値を提案した。そして、この上下限値にはさまれる範囲において、国などによる緊急時計
画の中でOILを設定すべきであるとしている。
ここでは、緊急時計画に関する放射線防護の原則を展開するため、問題を全ての事故に共通する3
つの時期（早期、中期、復旧期）に分けて考察している。この分類は、各時期での被ばく経路の違い
によって異なる対策が必要となることから有用であるとしている。提示された早期（放射性物質が放
出されてから最初の数時間）及び中期（事故発生後数時間経ってから数日までの期間）の防護措置に
対する上下限値を表2.1、2.2に示す。
2.1.2 1990年勧告以後の緊急事態に対する防護の考え方
ICRPは1977年勧告以後、上に述べたPublication 40で制御されない線源の一つとして、大規模原子力
施設の事故の際の公衆の防護の基本的考え方を示した。また、他に制御されない線源として住居内の
ラドンによる被ばくを取り上げ、Publication 39で自然放射線源に対する公衆の被ばくを制限するため
の諸原則を勧告した。さらに、Publication 46では放射性固体廃棄物処分に関する放射線防護の諸原則
を取り上げ、長期の廃棄物管理に関連する確率的状況、すなわち被ばくの可能性を放射線防護計画の
策定段階で考慮するための潜在被ばくに対する考え方を示した。
こうした考え方の結果として、1977年勧告で主として制御される線源を対象として確立した「線量
制限体系」を、1990年勧告（ICRP, 1991a）では、より広い条件でも適用できるように「放射線防護体
系」として拡張した。ここでは被ばくに関連する人間の活動を、新しい活動の導入や既存の線源から
の経路の変更によって全体の放射線被ばくを増加させる“行為（practice）”と既存の線源の撤去や経路
の変更によって放射線被ばくを減少させる“介入（intervention）”に分け、行為に対する防護体系と介
入における防護体系をそれぞれ勧告した。
原子力施設等の事故や放射線源に関連した緊急事態に対する準備と対応には、住居内ラドンなどの
自然放射線源及び過去の活動による残存放射能からの被ばく状況とともに、基本的にこの介入におけ
る防護体系が適用される。ただし、原子力施設の導入自体は行為であって、操業などの計画策定の段
階では、事故などによる計画外被ばくは潜在被ばくとして扱われる。
1990年勧告では、介入における防護体系として、以下の3つの原則を勧告した。
① 介入のプログラムを構成する対策は、常に幾分の不利益を有するが、それらが害よりも大きな益
をもたらすべきであるという意味で、正当化されるべきである。
② 対策の形と規模及び期間は、正味の便益を最大にするように最適化されるべきである。
③ 行為の管理を意図した線量限度を介入決定の根拠として使うことは、得られる便益と全く釣り合
わない方策を含むかもしれず、正当化の原則に矛盾するので、重篤な確定的影響を回避するため
に介入が必須となる場合を除いては、介入の必要性あるいは規模の決定に線量限度を適用しない。
上記のように、介入の立案に際しても行為に対する防護の体系と同様、正当化と最適化の考え方は必
要であるが、線量限度は適用されないとした。
その後、1992年には「放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則（Publication
」
（ICRP, 1991b）として、緊急事態に対する放射線防護の基本的考え方が採択され、また1999年に
63）
」
（ICRP, 1999）の中で、事故後の残留
は「長期放射線被ばく状況における公衆の防護（Publication 82）
放射能による長期被ばくに対する介入の中止に関する考え方や適用可能な一般参考レベルが示された。
表2.3にはPublication 63に示された緊急時の介入措置に対する介入レベルを、表2.4にはPublication 82に
示された介入に対する一般参考レベルを示す。
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2.1.3 2007年勧告の緊急事態に対する防護の考え方
ICRPは1990年勧告を発行した後も、この勧告を定期的に見直し、いくつかの補足的な報告書を発行
してきた。しかし、新たな科学的データが示されたことで、生物学的・物理学的な仮定や考え方につ
いて幾らかの更新の必要性が明らかとなり、また、放射線リスク管理における個人の放射線防護や利
害関係者（ステークホルダー）の関与などの社会的整備、人以外の環境の放射線防護といった評価も
必要となってきた。そこで、ICRPでは1999年に当時の主委員会R.H. Clarke委員長から新勧告策定の意
向が示され、2006年にドラフト版を公開し、各国からのコメントを求めた。その後、2007年1月にコメ
ントを基に修正したドラフト最終版が示され、同年3月の主委員会で新勧告の刊行が承認された。ICRP
はこれまでに放射線緊急事態における介入計画策定のための一般原則としてPublication 60及び63、ま
た、これに関連して放射線攻撃事態における人の防護についてPublication 96（ICRP, 2005）を示してい
る。2007年勧告（ICRP, 2007）は、これらの経験と緊急事態に対する準備に関する最近の進展に基づき、
防護措置の適用に関する指針を拡張したものである。
1990年勧告では、被ばくに関連する人間の活動について、全体の放射線被ばくを増加させる行為と
放射線被ばくを減少させる介入に分け、それぞれに対する放射線防護体系を勧告した。ICRPでは、こ
れらの原則は2007年勧告でも基本的な防護体系とみなし、引き続き適用されている。ただし、”行為”
と”介入”といった区別は人為的なものと考えられたため、2007年勧告では、放射線被ばくが起こりう
る状況を以下の3つに区分し、防護体系の原則（正当化、最適化、線量限度）がどの状況に適用される
のか明確にしている。
計画被ばく状況（planned exposure situation）
線源の計画的な導入及び運用を含む状況。この状況は、被ばくが予想される状況（通常被ばく）
や予想されない状況（潜在被ばく）を引き起こす。
緊急時被ばく状況（emergency exposure situation）
計画状況、あるいは悪意のある行為、予期せぬ状況において発生し、望ましくない影響を低減す
るための緊急事態活動が必要になる状況。
現存被ばく状況（existing exposure situation）
緊急事態後の長期被ばく状況を含め、管理方法を決めなければならない時に存在する被ばく状況。
ここでは、正当化と最適化は全ての被ばく状況、また、線量限度は計画被ばく状況のみに対して適用
されるものとしている。このうち、最適化は、防護体系の中心となるものである。ICRPは、最適化を
「個人線量の規模、被ばくした人数、被ばくを受けるかどうか分からない場所で被ばくが発生する可
能性を、経済的・社会的要因を考慮して、合理的に達成可能な限り低くすること」と定義している。
この最適化の原則をどのように適用するかについての委員会の勧告は以前に示されており（ICRP, 1983,
、それらは引き続き有効としている。
1989, 1991a, 2006）
全ての被ばく状況において、防護活動を計画し、一般的な状況下で適切な防護レベルを確立するた
め、線量拘束値（被ばく線量を低減するための措置をほぼ必ず行わなければならないレベル）又は参
考レベル（被ばくが生じるような計画を立てることが一般的に不適切であると判断される線量又はリ
スクのレベル）を用いた最適化プロセス、つまり、線量拘束値又は参考レベルと予測線量（又は残留
線量）との比較が適用される。表2.5に被ばく状況の区分と被ばくのカテゴリー（職業被ばく、公衆被
ばく、医療被ばく）との関係を示す。
このうち、緊急事態において重要となる緊急時被ばく状況とは、緊急防護措置及び長期防護措置の
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実施が必要となるような予期せぬ状況である。このような場合、潜在的な緊急時被ばく状況は、正確
さの大小はあるが予め評価することができるので、委員会は対応措置を計画すべきであるとし、また、
緊急時被ばく状況で適用できるように防護戦略の正当化と最適化を行うことが重要であり、参考レベ
ルによって最適化プロセスが導かれるべきであると強調している。この際、全ての被ばく経路からの
全被ばくに着目することが重要であり、放射線状況の評価と様々な防護措置の実施を考慮した防護戦
略が必要である。防護措置が一切採用されない場合、緊急時被ばく状況が原因で発生すると予測され
る総被ばくを予測線量（projected dose）という。一方、防護戦略が実施された場合に結果として生じ
る被ばくを残留線量（residual dose）という。また、各防護措置は、特定量の被ばくを回避する。これ
を回避線量（averted dose）と呼び、包括的防護戦略を構成するPublication 63で示した個々の防護措置
を最適化する時の概念である。委員会は現在、個々の措置よりも包括的な戦略に関する最適化に重点
をおいて勧告を行っている。しかしその一方で、個々の防護措置という点から見ると、防護の最適化
のためにPublication 63で勧告された回避線量のレベルは、総合的な対策を策定するための入力情報と
して、なお有用であるとしている。
2007年勧告では、全ての被ばく状況と、線量拘束値又は参考レベルとの関係が表2.6のように示され
ている。緊急事態に対する参考レベルは、通常、予測線量20 mSvから100 mSvの幅にある。戦略の適
否を最初に評価する際、防護戦略全体として予想される残留線量と参考レベルを比較する。つまり、
図2.2(a)に示すように、計画段階では、参考レベルは事前に計画された防護戦略オプションの選択に用
いられる。残留線量を参考レベルより下に減らせない防護戦略は、計画段階で退けなければならない。
一方、対応段階では、参考レベルは、実際の環境に対処する際に対策を追加する必要性について評価
するために用いられる。図2.2(b)に示すように、緊急事態において計画段階での防護戦略を実施した際、
予想される残留線量の分布を定期的にレビューし、時間とともに残留線量が低下する対応を取るよう
な防護計画の最適化を再度実施する。
緊急時計画は、全ての可能なシナリオに対して整備されるべきで、緊急時計画の策定は、評価、計
画立案、資源割当、訓練、演習、監査及び修正からなる複数段階の繰り返しのプロセスであることが
強調されている。そして、放射線に対する緊急時計画は、全てのハザードに対する緊急時管理プログ
ラムに統合されるべきであるとしている。また、利害関係者との対話は、緊急事態に対する準備段階
及び対応段階での必須の要素であると強調されている。
緊急時被ばく状況に対して防護の戦略を準備する際、それぞれ具体的な防護措置を必要とする様々
な人々が同定されるかもしれない。例えば、施設からの距離は、考慮すべき被ばく規模、防護措置の
種類や緊急性の観点で重要かもしれない。そこで、防護措置の計画は、被ばく者の多様性を考慮し、
識別された様々な人々からPublication 101（ICRP, 2006）で記述されている代表的個人に対する被ばく
に基づくべきであるとしている。また、緊急事態の発生後は、予め計画された防護措置を考えられる
全ての被ばく者に対する実際の被ばく条件を十分適切に扱うことができるように展開すべきとした。
また、意思決定者は、あらゆる段階において、将来の影響に関する状態、防護措置の有効性、他の
要因の中で直接・間接的に影響を与える心配について、完全に理解しているわけではない。従って有
効な対応は、影響の規則的な検討と柔軟に整備しなければならない。参考レベルは、この検討に重要
な入力を提供し、対策を比較できることによって提供される状況や防護について何を知っているかと
いう基準を与える。
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2.2 国際原子力機関（IAEA）
IAEAは、原子力の平和利用のために1957年に設立された国際機関であり、総会、理事会及び6つの
事務局（管理、原子力科学・応用、保障措置、技術協力、原子力エネルギー、原子力安全・安全保障）
から構成されている。主な活動は、保障措置と検証の促進、原子力の安全とセキュリティの促進、科
学技術の促進である。このうち、原子力の安全については、その活動の一部として、原子力施設や放
射線源、放射性物質の輸送等に関する国際安全基準・指針の作成を行っており、加盟国における国内
法令の整備に貢献している。また、あらゆる原子力事故及び放射線緊急事態に対応し、その被害を最
小限にするため、国際的に合意を得た基準や区分を提供するとともに、加盟国、地域及びサイトの対
応能力の強化及び維持を支援することによって、公衆の混乱や不信を回避するための各国のアプロー
チを調和させることを目的として、緊急事態に対する準備と対応に関する活動を進めている。
2.2.1 防災関連の主な活動
(1) 緊急事態への対応システム
1986年4月に発生したチェルノブイリ発電所事故後の同年9月、IAEA加盟国は、IAEA総会において
以下の国際条約を採択した。これらの条約では、原子力又は放射線緊急事態におけるIAEA及び加盟国
の義務が規定されている。
「原子力事故の早期通報に関する条約」
（以下、通報条約）
：1986年10月発効
国境を越えるような放射線の影響を最小限にするため、早期に適切な情報を提供する国際協力の
強化を目的としている。原子力施設又は放射性物質の輸送等に関連する事故が発生した場合、加盟
国は影響を及ぼす恐れのある国々やIAEAに対し、事故の種類、発生時刻、位置の他、事故の関連情
報を提供する義務を負っている。また、IAEAは受け取った通報及び関連情報を加盟国等に速やかに
提供しなければならない。
「原子力事故又は放射線緊急事態における援助に関する条約」
（以下、援助条約）
：1987年2月発効
原子力事故又は放射線緊急事態が発生した際、その影響を最小限に抑え、放出された放射性物質
から生命・財産・環境を保護するため、加盟国に対して、加盟国間及びIAEAとの迅速な援助の協力
を求めている。IAEAは加盟国間の協力を確立し、その促進や支援に最大限努力する責務として、具
体的には、専門家、資機材等の資源情報の収集・提供、加盟国間の斡旋、調整を行う。また、緊急
時計画や法整備、訓練プログラム及び放射線モニタリングプログラムや手順の作成支援等の活動も
行う。
これらの条約には、IAEAの他に、世界保健機関（WHO）
、世界気象機関（WMO）及び国連食糧農
業機関（FAO）の国際機関も加盟している。IAEA、加盟国及び他の国際機関の準備については、
「緊
」
（IAEA, 2004a）に記載されている。また、IAEA
急通報及び援助の技術運用マニュアル（ENATOM）
は、他の国際機関と協力して、緊急事態における対応の目的、対応機関名、役割と責任、運営概念等
を記載した「国際機関の合同放射線緊急事態管理プラン」
（IAEA, 2004b）を作成している。
通報条約及び援助条約により、IAEAには原子力事故や放射線緊急事態が発生した時の対応が求めら
れている。これらの条約の責務を履行するため、1986年、24時間体制での監視及び運営拠点として、
緊急事態対応センター（ERC）がIAEA事務局に設置された。ERCは、原子力及び放射線緊急事態にお
ける情報提供あるいは援助要請はもとより、その通報に関する一切の活動の中心組織となる。このERC
は、2005年2月、放射線・廃棄物安全課から原子力安全・セキュリティ部の直属組織に変更され、名称
も事故・緊急事態センター（IEC）に変更された。これは、これまでの原子力関連施設や放射線源が係
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わる事故の緊急事態に加え、テロ等セキュリティ関連の緊急事態や身元不明線源等が絡む比較的小さ
な事象に対応する準備に取り組むためである。
IECは、情報や経験の共有、事象や事故への準備や対応への支援展開を調整することによって、加盟
国や加盟組織とIAEA間の統合について中心的役割を果たすことを目的としており、1）事象や緊急事
態情報の受信、検証及び初期評価、2）IECの維持、3）加盟国の能力向上の支援、4）加盟国、国際組
織間の協力調整といった機能を有する。また、IECは、従来のERCの運営を含めた緊急事態に対する準
備と対応ユニットの役割を果たす他に、原子力施設等の事故・故障等に係る事象に対する国際原子力
事象評価尺度（INES）の報告、原子力セキュリティ事象時における要請国への迅速な支援の調整、安
全もしくはセキュリティ事象時におけるメディアへの対応についてのIAEA広報部への技術的支援と
いった役割も含まれる。
(2) 原子力防災関連の安全基準文書の整備
IAEAでは、1975年に原子力安全基準のプロジェクトが発足して以来、平和目的の原子力エネルギー
の発展と適用における健康、生命、財産の保護という目的を果たし、加盟国を支援するため、安全基
準の確立及び適用が進められてきた。その後、原子炉施設以外の放射線安全、放射性廃棄物、輸送の
分野における安全基準類の整備も進み、1996年のIAEA事務局の改組とともに、各分野を包括した整合
性の取れたIAEA安全基準類を策定する新たなプロジェクトが進行している。IAEAは、安全基準文書
の整備にあたり、国際的な同意を得た文書とすることを重視し、手続きの透明性を図ることを目的と
、放射線安全基準委員会（RASSC）
、廃棄物安全基準
して、分野別に原子力安全基準委員会（NUSSC）
、輸送安全基準委員会（TRANSSC）を設置して検討を行い、さらに上位に位置する
委員会（WASSC）
安全基準委員会（CSS）で承認を得るという一連の策定手順の改定を行った。
現在、改定作業が進められている安全基準文書は、安全原則、安全要件、安全指針といった3つの階
層で構成される。
安全原則（Safety Fundamentals）
安全の概念、目標、基本原則等を記述した最上位の文書。既に安全シリーズ（SS）として刊行さ
、SS No.111-F「放射性廃棄物管理の基本原
れている3つの安全原則、SS No.110「原子力施設の安全」
則」
、SS No.120「放射線防護と放射線源の安全」を一つにまとめ、輸送も含めた4分野の最上位文書
として、基本安全原則（SF-1）が2006年に刊行された。
安全要件（Safety Requirements）
安全を確保するための基本的な安全要求を記述（shall：
「しなければならない」で表現）した文書。
既に原子力発電所の安全については、設計、運転、立地の分野毎に、また、放射性廃棄物について
は、地表層近傍処分、処分前管理等、各分野でいくつかの安全要件が刊行されている。
安全指針（Safety Guides）
安全要件に規定された基本事項のうち重要なものについて、これを満足するための方法を具体的
「すべきである」で表現）した文書。
に記述（should：
これらの安全基準文書は、加盟国に対して法的な拘束をするものではない。しかし、国の規制に用い
るため、自身の活動に関して自身の裁量で適用され得るものであることから、IAEAの活動については
IAEA自身、IAEAの支援を受ける活動については加盟国がそれぞれ拘束されることになる。安全基準
文書の枠組みを図2.3に示す。各文書は安全原則の下に「テーマ別分野」及び「施設と活動別分野」の
2つに振り分けられている。なお、複数の分野にまたがる文書は、各分野に共通する共通安全基準文書、
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又は複数の委員会が策定にかかわる共同策定文書として刊行される。
IAEAにおける原子力防災の活動の基本となるのは前述した「通報条約」及び「援助条約」であるが、
これらは緊急事態への実質的な機能を示したものではない。そこで、第1章にも記したように、IAEA
は安全基準文書の一つとして安全要件GS-R-2（IAEA, 2002）を刊行し、緊急事態に対する準備と対応
に関する基本的な要件を示した。さらに、GS-R-2の下位文書として新たに策定された安全指針GS-G-2.1
（IAEA, 2007）は、GS-R-2が規定した要件に適合するための指針（ガイド）として位置づけられるも
ので2007年に刊行された。これは、今までに安全シリーズとして刊行された3つの文書、SS No.50-SG-G6
「原子力発電所の緊急事態に対する公共機関の準備」
、SS No.50-SG-O6「原子力発電所の緊急事態に対
する運転機関（許可者）の準備」
、SS No.98「原子力施設の事故時における施設内居住適性」に置き換
わるものである。
また、IAEAが計画しているもう一つの安全指針DS44「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と
対応に用いる判断基準」は、既に安全シリーズとして刊行されたSS No.109「原子力又は放射線緊急事
態における介入基準」
（IAEA, 1994）の改定版となるものである。これは、2005年にドラフト作成の基
となるべき技術文書TECDOC-1432「緊急事態対応基準に対する拡張された枠組みの整備」（IAEA,
2005）がコメントを求めるための中間報告書としてIAEAとWHOの共同で刊行された後、2007年にド
ラフト第2版が示されたところであり、正式版は2010年頃に刊行される予定である。また、これに関連
して、現在、IAEAでは放射線防護分野の安全要件として1996年に出版されたSS No.115「電離放射線
に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準」
（IAEA, 1996）の改定に向けた議論が行わ
れているところである。これらの緊急事態関連の安全基準文書の関係を図2.4に示す。
これらの文書とは別に、原子力事故や放射線緊急事態の対応に関する方法論、技術、有用な研究結
果に関する情報の収集及び配布、適切な放射線モニタリングプログラムと手順の整備を行うため、
IAEAでは安全報告書（SR）
、技術報告書（TR）
、技術文書（TECDOC）及び事故報告書を出版してい
る。これまでにIAEAが刊行した原子力防災関連の主な文書を表2.7に示す。これらの文書には実施例
が記載されており、安全基準に合致し利用可能な実用例や詳細な方法が得られるようになっている。
その中で、特に防護措置の決定やモニタリングの手順を示した4つのTECDOCについて、その概要を表
2.8～表2.11に示す。

2.2.2 緊急事態管理の基本的考え方
GS-R-2に示された緊急事態に対する準備と対応の要件のうち、特に原子炉事故の初期段階における
緊急事態管理の基本的考え方については、2003年10月に欧州委員会（EC）及び米国エネルギー省（DOE）
の共催で開催された「第5回オフサイト原子力緊急事態管理に関する国際シンポジウム」でIAEAが発
表した「早期段階における緊急事態管理」
（Crick, M. et al, 2004）と題する論文に詳細に述べられてい
る。ここでは、その考え方の概要を示す。
(1) 管理的手法
これまでの緊急事態への対応のための準備は、技術的・分析的な手法に基づくものであった。つま
り、緊急事態のシナリオをモデル化し、被ばく線量低減のためのオプションを分析して、介入の原則
を用いて実施する防護措置の最適解を選択するものである。しかし、近年、それが管理的手法に変化
している。
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管理的手法では、まず、緊急事態への対応の目標を設定する。つまり、介入の原則よりも緊急事態
への対応で達成される結果に焦点をあてる。次に、介入の原則に基づき（ただし、それだけではなく、
過去の事故や防災演習の経験、特定のタイプの施設や行為に対する各々の緊急事態の詳細な分析や理
解、国際法から導かれた原則も含め）対応の戦略を定め、そこから緊急時計画及び対応の詳細な要件
を導出する。そして、設定した目標を達成するのに最も効率的で効果的な方法で要件を満たすよう、
システムを整備するというものである。この手法は、単に実際の状況に対応するというより、目標を
達成するため効果的に対応する計画に重点を置くものである。図2.5に両手法の比較を示す。
(2) 緊急事態への対応の目標
管理的手法は、原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応の基準に関する国際社会の合意とし
て、GS-R-2に反映された。これには緊急事態への対応の目標が以下のように具体的に示されている。
事態の制御を回復する。
現場の影響を防止、又は緩和する。
作業者及び公衆の確定的影響の発生を防止する。
応急措置を行い、放射線障害の処置を行う。
集団における確率的影響の発生をできる限り防止する。
個人及び集団における非放射線（放射線以外）影響の発生をできる限り防止する。
財産及び環境をできる限り保護する。
通常の社会・経済活動への復帰をできる限り準備する。
これらの目標は、過去の緊急事態の経験、特にチェルノブイリ事故の経験に基づくもので、被ばく
線量の低減以外の目標も含まれる。これらは今後適宜改定されるであろうが、計画策定者に着目点を
明確に示すという重要な変化をもたらすものである。
(3) 早期段階における対応の戦略
実際的な対応の目標を満たすことを目的とすれば、それぞれの原子力施設への対応の戦略が計画段
階の一部として整備される。ここではPWRを例に、一般的な対応の戦略の立て方を説明する。
1) 原子力発電所におけるシビアアクシデントの様相
① 炉心損傷による放出量・放出時間の不確実さ
緊急事態が発生した際、運転員は事故の影響を緩和するため、燃料の核分裂反応を停止させて崩壊
熱を除去するといった炉心を保護する措置を取るであろう。しかし、炉心を保護するための安全系（例
えば、緊急炉心冷却系）が故障していれば、燃料が過熱して、その温度は毎秒0.5～1℃上昇するので、
燃料被覆管は数分～数時間で損傷する（この時、燃料の温度は一様でないこと、また、温度上昇率は、
利用可能な冷却系や、蒸気－ジルカロイ反応のレベルに依存することに注意しなければならない）
。さ
らに、炉心が露出する時間は大雑把な仮定でしか分からないであろう。従って、炉心から放出される
放射性核種量の時間変化や放出停止時間を予測することは、ほぼ不可能といってよい。
運転員は、燃料被覆管の損傷が迫っていることを示す直接の指標（例えば、炉水レベルの低下や温
度の上昇）
、さらに、被覆管の損傷に伴う放射線レベルの上昇により、燃料の深刻な損傷を予測、ある
いは少なくとも検知することは可能であるが、放出量を推定することは極めて不確かであろう。
② 格納容器破損に伴う環境への放出の不確実さ
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現在稼動中のほとんどのプラントにおける格納容器は、核燃料の重大な損傷・溶融を伴う事故に耐
えられるよう、設計されなかった。そのため、シビアアクシデント時に格納容器が破損することは、
幾らでも考えられる。例えば、事故初期段階における格納容器内バルブの閉鎖失敗、高圧下の格納容
器直接過熱あるいは溶融炉心の圧力容器貫通による爆発に起因する格納容器の破損である。様々な事
故シーケンス、例えば、米国原子力規制委員会（NRC）による米国プラントの広範な研究では、全交
流電源喪失や冷却材喪失等の早期格納容器破損の確率は、ほとんど0と10～70%との間と推定されてい
。実際には、ほとんどの運転員は、シビアアクシデント時に格納容器が破損するかど
る（NRC, 1990）
うか、いつ破損するか、そして、破損した場合の漏えい率について正確に予測することはできない。
また、格納容器からの放射性核種の放出を低減させるため、通常、スプレイ、フィルタ、プール、ア
イスコンデンサーのような安全系が存在するが、シビアアクシデントが不確かで極端な状況下では、
低減される規模を予測することは困難である。さらに、これらの系統自体の失敗や放出の格納容器バ
イパスも考えられる。
以上をまとめれば、シビアアクシデント時に起こる物理的・化学的なプロセスの理解は非常に限ら
れ、また、利用できる情報も限定されているため、外部に放出される放射性物質の規模や組成につい
て精度を持って予測することは困難である。例えば、NRCによるリスク研究では、たとえ炉心損傷が
あり、早期の格納容器破損があったとしても、ヨウ素の全放出量は1～20%と推定されており、他の主
。この不確実さというのは、非
要な核種に関しては、その幅はもっと大きいとしている（NRC, 1990）
常に重要である。なぜなら、ヨウ素の1%放出ではオフサイトで早期死亡には至らないかもしれないが、
20%では仮に防護措置がとられないとしたら、多数の死亡者が生じる可能性があることになるからで
ある。
大放出に至る典型的な事故シーケンスは、次のように考えられる。
1)

システムの失敗又は操作員の過誤

2)

燃料保護のために設計された安全系の失敗

3)

炉心の露出

4)

燃料の過熱と損傷

5)

燃料から格納容器あるいは他のプラント領域への放出

6)

格納容器破損又はバイパスによる大気中への放出

7)

事故緩和措置の実施と放出の抑制及び停止、及びプラントの制御

制御室の計器では、このシーケンスの第5段階までの事象の検知が可能であるが、放出のタイミングと
大きさに対して非常に影響を与える第6段階の事象を正確に予測することはできない。大放出は、格納
容器破損のように、ほとんどの場合、検知されない場所で起こり、そして、いつ、どの程度の放出が
起こるかは、制御室では多分測定できないからである。
③ 環境への放出による影響の不確実さ
近年、広域の大気拡散予測の精度は、かなり改善されているが、狭域又は中領域の予測は、その領
域の大気パラメータに関する知識の限界のため、依然として不確かなものである。また、放出率、放
出高さは非常に不確かで、気象パラメータも連続的に変化し、放出物の初期の輸送はその地域の局所
的な地形に左右されることを考慮すると、環境測定が行われていない状況下で核種濃度を予測するこ
とは極めて困難と言わざるを得ない。放出が一旦起こったと分かれば、地域住民への到達時間を推定
することは可能かもしれないが、それが致命的な放出で大量被ばくをもたらすならば、早期死亡を避
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けるために取らなければならない防護措置を決定するには遅すぎる状況である。
シビアアクシデントのほとんどの事故シーケンスで早期死亡に寄与する被ばく経路は、地表沈着か
らの外部被ばくである。従って、降雨の生起とその規模に大きく依存することになる。さらに、チェ
、距離が数
ルノブイリ事故の評価によれば、放射性物質の沈着パターンは極端に非一様で（EC, 1998）
100 m違っただけで、一桁以上違うこともある（ICP, 1991）
。このような変動を予測することは不可能
である。欧州委員会（EC）とNRCの支援で実施された研究（EC and NRC, 1994-1998）では、事故時の
線量推定に関連する主要な因子の不確実さ推定が行われた。仮にソースターム（放出率とその組成）
が正確に分かっていたとしても、環境におけるこれらの不確実さを考慮すると、事故初期の予測線量
は最善でも正確な値のファクター10～100の範囲となる。
以上を踏まえると、事故の進展を仮に予測できたとしても、オフサイトの影響を正確に予測するこ
とは困難であるといえる。事故初期には、正確な情報は非常に限られている。そのいくつかは誤って
いるだろうし、矛盾し、不完全でもある。過去の事故は、“完全に理解できる”のに、数ヶ月、数年を
要している。
④ 結論
これまでに述べてきた主要な放出の開始、大きさ、継続、オフサイトの影響について、どれも事故
の初期に予測することは不可能であり、さらなる情報を待っても、多くの場合、評価の質が改善され
ることは期待できないであろう。いくつかのシビアアクシデントは、起因事象から数時間内に放出に
至ることから、住民の防護には迅速さが求められる。事故に先立ってなされるべき決定は、現実の事
故の際に貴重な時間を浪費しないために、準備段階で決定し、実行に移さなければならない。これに
は、仮想的な概念よりもむしろ測定可能な情報でなければならない入力情報に対して、明確な戦略や
判断基準、権限及びツールを準備することが含まれる。
2) 確定的影響の防止
シビアアクシデント解析（NRC, 1990）によれば、オフサイトで確定的影響が生じるような放出条件
として、
重大な燃料損傷（被覆管の損傷と冷却系の失敗により核燃料が過酷に過熱された状態）
格納容器の早期破損
を挙げている。この研究では、早期死亡のリスクは、放出1時間前にプラントから数km以内で住民の
避難を開始することでほとんどゼロにでき、また、プラントから約5 km以内の頑丈な建物に屋内退避
することで極端に低減できることも示している。
早期の防護措置が実効的であるためには、被ばくがもたらされる前に対策を迅速に行う必要がある。
実際、対策の実施には、緊急支援部隊の立ち上げと組織化が必要なため、いつでもいくらかの遅延が
あり、また、地域住民へのプルームの到達は比較的短時間であることから、プラント状態に基づく警
告が非常に重要であることは明らかである。NRCによる事故研究によれば、運転員は、炉心損傷の前
に少なくとも1時間、主要な放出の開始前に2時間、警告のための時間を要するとされる（NRC, 1990）
。
例えば、米国の多くのプラントでは、全交流電源喪失の場合、4時間以内に炉心損傷が起こるとされて
いる。従って、運転員は炉心を保護するために必要な系の失敗を検知した時に通報を行えば、放出さ
れる何時間か前にオフサイト担当官に警告することが可能である。しかし、それには、温度計測値の
ような制御室におけるシビアアクシデントの指標を予め定め、対応の起動手順に含めていなければな
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らない。“起因事象”や“ソースターム”は、それ自体観察可能でも測定可能なものではないので、この
ような活動のトリガーにはなり得ないことに注意しなければならない。
また、これまでの緊急事態や訓練の経験によれば、運転員は混乱した情報あるいは対立した情報が
示されるような状況、特に重大な事態に発展する可能性がある場合、効果的でない対応を行うことが
ある。彼らは、しばしば、事態が実際より重大ではないと誤って信じてしまう。たとえ事態の重大さ
を正確に評価したとしても事態を制御できると非現実的なほど楽観的であり、また、防護措置を勧告
するにあたり、オフサイト機関が活動を開始して人を動員し、地域住民に警告して、住民を支援する
。
のに必要とする時間を非常に短く見積もることがある（Lindell and Perry, 1992）
以上をまとめると、シビアアクシデント時に確定的影響を避けるためには、放出が起こる直前ある
いは直後に活動を開始しなければならない。また、防護措置を準備し、実施するには時間を要するの
で、その決定はプラント状態によって行われなければならない。前述したように、炉心損傷は観察可
能な条件によって予測できるが、格納容器破損は予測できない。放出量やオフサイトでの線量も意思
決定が必要な時に正確に予測することは、不確実さが非常に大きいため、ほとんど不可能である。炉
心損傷後、環境測定によって放出の規模が示されるまでは、不確実さの大きさに変化はない。そのた
め、意思決定の遅れや意思決定の質を改善することにならない情報を待つことは、貴重な時間の浪費
となる。準備プロセスの一部として、明確な方針が予め承認される必要がある。一般的に、意思決定
者は死を受け入れることはできないが、炉心損傷に基づく限定された避難は、たとえ放出がなかった
としても受け入れられると判断するだろう。従って、炉心損傷の予測あるいはその事実に基づいて活
動を誘起するキーとなる明確な基準が必要である。
このような論理は、現在多くの国で用いられている緊急事態区分スキームの基礎を与えている。こ
れは、GS-R-2に反映されており、作業者と公衆を防護するための緊急の介入が必要となる全ての原子
力緊急事態を区分するための一般的な緊急事態区分スキームを記述している。区分の基準は、予め決
められたEALであり、施設の異常な状態、保安関連事項、放射性物質の放出、環境測定、その他の観
測可能な指標に関連する。このスキームは、通報要件の基礎を与えると共に、事態の異なる区分に対
する権限と責務を規定するので、宣言された事態の区分に基づいて、全ての対応機関が迅速に活動を
開始することが可能となる。なお、観測可能な兆候に基づき防護措置の必要性を予期するスキームと、
国際原子力事象尺度（INES）とを混同すべきでない。INESは、事象が理解された段階で、その安全上
の重要性を表すために用いられるものである。
主要な放出が起きた場合、早期死亡をもたらすような被ばくは、数時間で約4-5 km、数日では25 km
の範囲となる可能性がある（NRC, 1990）
。これは、プラント近傍では早期死亡を防止するため迅速な
防護措置が必要であること、主要な放出後には、さらに遠方までのモニタリングを迅速に実施し、個
人の予測線量が早期死亡のしきい値を超え、避難が必要となるような箇所（ホットスポット）を検知
することに焦点を当てる必要があることを実証している。固定式モニターはホットスポットの兆候を
示すが、その箇所を特定するには、可搬型空気モニタリング、自動車モニタリングが主な手段となる
であろう。
3) 確率的影響及び非放射線影響の最小化
緊急事態への対応の目標には、確率的影響を低減するための防護活動を実施することによって、財
政的、社会経済的、心理学的影響などの影響が生じるといった幾分矛盾した点がある。しかし、放射
線及び非放射線両方の影響をもたらす重大事故の損害が長期間にわたることは明白である。事故後の
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復旧の速度は、様々な要因に依存する。その中には、公衆の信頼の回復、維持、確定的影響の発生及
び確率的影響の増加の兆候、医療追跡調査を受ける人の数、緊急事態の際の当局の活動に対する認識、
及び国際基準との整合性等がある。
① 食物摂取制限
チェルノブイリ事故では、その当時、子供であった住民に甲状腺がん発生の著しい増加が見られた。
この過剰な甲状腺がんは、チェルノブイリのサイトから数100 km離れた非常に遠方の場所で発生した
。これは、事故から数週間、放射性ヨウ素に汚染された食物とミルクを摂取し
（E. Buglova et al, 1999）
たことに起因する被ばくが主な原因である。従って、炉心損傷後の主要な放出の際、少なくとも数
100kmの範囲内の住民は、予防的措置として放出時に屋外にあった野菜、果物やその他の食物を汚染
検査の実施前に摂取しないように警告を行う計画を検討することが重要である。さらに、汚染された
牧草地で飼育された可能性のある乳牛やヤギのミルクを検査前に摂取しないよう指示するべきである。
飲料水は、雨水を直接飲料することを除いて、心配する必要は無い。農民による自家農園の覆いや飼
育動物の屋内への搬入といった低コストの予防的な汚染防止策があるが、効果を持つには適切な計画
が必要であろう。
食物摂取制限は、食物やミルクに予め定めたレベル以上の汚染のないことが試料検査等で確認され
るまで続けるべきである。検査に要する資源は膨大であるので、現地でのγ線モニタリングのような
簡便な測定量に基づく運用上のレベルを整備すべきである。なお、予防的な食物摂取制限は、実施す
ることで極端な食糧不足に至る場合には実施するべきでない。
② 安定ヨウ素剤の配布
放射性ヨウ素の吸入による甲状腺被ばく線量は、経口摂取に比べて二次的なものであるが、炉心損
傷事故ではガス状のヨウ素が大量に放出されるので、発電所近傍では重要である。放射性ヨウ素の吸
入による被ばく線量は、安定ヨウ素剤の服用によって低減できる。安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素の
吸入前又は吸入時に服用すれば非常に有効であるが、吸入後では、その効果は急激に低下する。従っ
て、プルームの到着前又は直後に配布する必要があり、それが効果的であるためには、緊急時計画の
一部でなければならない。シビアアクシデントの場合、吸入による線量は相当高いので、かなりの距
離まで安定ヨウ素の服用は効果的であるものの、実用上の理由から安定ヨウ素剤の配布は制限される
（例えば、最大のリスクを伴う狭い領域への配布）
。
安定ヨウ素剤は甲状腺だけを防護するものであり、原子炉事故による早期死亡のほとんどの原因は、
骨髄線量であることに注目すべきである。そのため、安定ヨウ素剤を配布することによって避難や屋
内退避の実施が遅れないよう、注意しなければならない。
③ 医療追跡調査
長期的な医療追跡調査における住民登録は、事故と自身の安全についての住民の理解にとって重要
な要因である。定期的な医療追跡調査の目標は、放射線によるがんを迅速に判定し、効果的に治療を
行うことである。国際的な基準は、現在のところ承認されていないが、シビアアクシデントで被ばく
した代表的集団の中で確率的影響の人数が検知できる程度に増加する線量レベルの考察によれば、100
mSv程度の実効線量が適切な基準として示されている。これは、理想的には国際的に調整され、実施
手順が組み込まれた計画の一部として事前に決定されるべきである。このような基準は、実際、早期
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から中期の防護活動戦略における重要な拘束条件となるであろう。
④ 防護活動の計画作成
防護活動を実施するための計画作成は、細心の注意を持って行われるべきである。実際の事故では、
メディアは防護活動の実施方法における失敗を強調し、それが当局の信頼を損ねる結果となることが
懸念される。十分注意深く計画を作成することが目標であるべきで、その結果、メディアは当局の能
力と専門性を信頼することができる。
着目すべきいくつかの課題がある：約10%の住民は避難の助言に従わないこと、避難の必要な地域
の近傍でその障害となる必要のない同調的避難が発生すること、家族単位で一緒に留まること、化学
事故の例では屋内退避を勧告された50%の住民が避難してしまうこと、管轄権の重複が調整の問題を
困難にすること等である。必要な場合には、ある程度の柔軟性をもって避難及び屋内退避の堅固な計
画を設定し、それに合った意思決定プロセスを調整することが重要である。病院や刑務所のような施
設については、特別の手配が行われなければならない。精密であるが不正確な線量推定を行うための
複雑な方法より、ペットの世話のために良い手配をすることの方が、人々を復帰させるにはより重要
であるという議論がある。実質的な活動の調整に注意を向ける必要がある。
⑤ 運用上の介入レベル（OIL）
国際基準は、健康リスクを避けるため、通常、社会が使う資源のレベルに基づく様々な防護活動の
介入レベルを与えている。介入レベルは、個々の拘束条件ではなく、むしろ確率的影響を防止するた
め、最も効果的に資源を配置するための対応に用いられるツールである。しかし、ツールとして意図
されても、実際に使用される測定器で測れる量で表現することができない。計画の一部として、測定
可能な量で表されるOILを作成し、緊急時に、必要ならばOILを更新する手順を用意する必要がある。
これにより、必要な場合に柔軟性のある簡便な防護システムが提供されうる。
⑥ 住民への助言
事故時には、住民に対して、国際的に承認された技術ガイダンスに基づき、明解で簡便な助言を与
えるべきである。これは、住民の信頼を高め、事故によるストレスや心配を緩和する助けとなる。住
民に対して明解で矛盾のない情報を提供し、なぜ、異なる場所や集団に対して、別の防護活動を勧告
するのかを説明するシステムを持つことが重要である。このような情報は、家族の安全に焦点をあて
た普通の言葉で与えるべきである（回避線量の概念は役立たない）
。間違った情報は、見つけ出して修
正すべきである。
4) 検討結果と防護活動の戦略
これまでに示した検討結果をまとめると、シビアアクシデントによる健康影響を実質的に低減させ
るためには、以下の措置をとるべきである。
(a) 発電所近傍の住民（3-5 km）は、主要な放出の前又は直後に避難するか、屋内退避すべきである。
さらに、サイト近傍で屋内退避した住民に対して、主要な放出の前又は直後に安定ヨウ素剤を与
えるべきである。これらの決定は、発電所の状態に基づき実施されるべきであり、放出されるの
を待ってはならない。
(b) 300 kmあるいはそれを超える範囲内では、汚染された可能性のある食物を摂取することを回避す
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るための警告が、主要な放出の前又は直後に発せられるべきである。
(c) 沈着による高線量率（ホットスポット）を回避するため、直ちに避難を実施した地域の周辺に対
して、放出後、迅速なモニタリングを実施すべきである。モニタリングに基づく防護活動の決定
は、予め決められたOILを用いて、迅速に実施されるべきである。

2.2.3

防災関連安全基準文書の概要

上記の2.2.2で述べた緊急事態に対する早期対応の基本的考え方は、IAEAが整備した安全要件GS-R-2
（IAEA, 2002）及びGS-R-2の下位文書である安全指針GS-G-2.1（IAEA, 2007）
、安全指針ドラフト版DS44
（IAEA, 2008）に反映されている。以下では、これらの主要文書の概要を示す。
(1) 安全要件「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応（GS-R-2）
」
（IAEA, 2002）
IAEAは第44回通常総会（2000年）において、前述した「通報条約」及び「援助条約」の下で、加盟
国に対し、原子力又は放射線緊急事態に対応するための国際的、国内及び地域的な能力を強化し、さ
らにその能力をより矛盾のない一貫したものとするよう奨励した。そして、その目的を達成するため、
第46回通常総会（2002年）において、加盟国にこの安全要件を履行することを奨励した。
原子力又は放射線緊急事態への対応には、通常の緊急事態への対応と同様、多くの関係機関が含ま
れると同時に、高度に専門化された機関や技術専門家も含まれる。従って、その対応は実効的である
ように十分調整され、対応のための取り決めは通常の緊急事態における場合と適切に統合しておかな
ければならない。そのためには、放射線防護と安全の確立された原則に基づく事前計画の策定が本質
的に重要であり、それは予め調整された方法によってのみ達成できる。そこで、この安全要件では、
全ての対応関連機関に対し、共通の概念と期待、明確な責務分担、組織間で十分に明確にされた合意、
統合化された対応を調整するための取り決めに関する要件を規定している。
本要件は、他のIAEA安全基準文書で規定した緊急時管理に関する要件を拡張し、組織立てて詳細に
、国連人道問題調整事務所（OCHA）
、経済協力開発機構/原
述べたもので、国連食糧農業機関（FAO）
、国際労働機関（ILO）
、パンアメリカン保健機関（PAHO）
、及び世界保健機
子力機関（OECD/NEA）
関（WHO）と共同で作成された。この要件を履行すれば、いかなる原子力又は放射線緊急事態におい
ても、住民、財産及び環境への影響を最小に留め、また、これらの要件を満足すれば、国境を越える
緊急事態の発生時においても対応の取り決めの調和に寄与できるとしている。そして、加盟国の担当
機関が法の整備や規制の確立及び責任の分担に、この安全要件を適用することを意図して作成されて
いる。
本要件は表2.12に示すように、5章から構成されている。2章では、防護と安全のための緊急事態に
対する準備と対応の基本目標が、この目標を達成するための活動を行う際に適用される介入の原則と
共に与えられている。3章では、有効な準備を行うための前提となる一般要件を定め、要件を定めるべ
き脅威区分が定義されている。4章では、実効的な緊急事態に対する準備と対応に関する必須の機能要
件が、それぞれ対応の各段階に対して定められている。準備の機能要件は、対応要件を満足する能力
を確実にするために、緊急事態以前に行われるべき準備に適用され、また、対応の機能要件は、緊急
事態における必須の機能又は作業の遂行時に適用される。5章では、対応のために適切に整備、維持す
る必要のある支援基盤に対する要件を定めている。また、緊急事態における介入及び介入を行う作業
者の防護に関する国際的に合意された判断基準については、付属書I、II及びIIIに与えられている。
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緊急事態への対応の実際的な目標として、以下の8項目を挙げている（2.3項）
。
事態の制御を回復する。
現場の影響を防止、又は緩和する。
作業者及び公衆の確定的影響の発生を防止する。
応急措置を行い、放射線障害の処置を行う。
集団における確率的影響の発生をできる限り防止する。
個人及び集団における非放射線（放射線以外）影響の発生をできる限り防止する。
財産及び環境をできる限り保護する。
通常の社会・経済活動への復帰をできる限り準備する。
これらの目標を達成するため、本文書では原子力及び放射線関連の脅威を表2.13に示される区分に従
って分類し、その脅威のレベル（ハザードの潜在的な大きさと性質）に応じた準備と対応を整備する
。脅威の評価では、
ため、脅威の評価を一般要件として求めている（3.13-3.20項）
どんな状況でも介入の実施が期待されるレベル以下に線量を保つことによって、重篤な確定的
影響を避けるための予防的緊急防護措置
国際基準に従って線量を回避することにより、確率的影響を防止するための緊急防護措置
国際基準に従った農業関連対策、食物摂取対策及び長期防護措置
国際基準に従った（介入の実施に）対応を行う作業者の防護
が必要となる施設や行為及びその区域を決めることを要求している。
機能要件では、脅威の各区分に対して緊急事態の程度を分類するための体系を表2.14のように示し、
。また、分類の判断基準は、施設や関連する行為の異常
この体系に応じた対応を求めている（4.19項）
状態、セキュリティ関連事象、放射性物質の放出等、環境測定やその他の測定可能な指標に関連して
。また、緊急防護措置の実施に関連して、
予め定義されたEALでなければならないとしている（4.20項）
脅威区分I及びIIの施設に対して、以下の2つのゾーンを定義し、その防護措置を効果的に実施するため
の整備を要求している（4.48項）
。
脅威区分Iの施設に対して、確定的影響のリスクを低減するため、施設の状況（緊急事態区分）に
基づいて放出前もしくは直後に予防的緊急防護措置を実施するための整備がなされていなければ
ならない予防的活動範囲（PAZ）
脅威区分I及びIIの施設に対して、国際基準に従って線量を回避するため、緊急防護措置を迅速に
実施するための整備がなされていなければならない緊急防護措置計画範囲（UPZ）
これらの範囲においては、防護措置を効果的に実施するため、放出された放射性物質に対する環境モ
ニタリングや住民の汚染モニタリングを迅速に実施して評価するための整備やOILの適用及び必要に
。
応じたOILの修正に関する整備が含まれる（4.71項）
また、脅威区分Vの活動に伴う農業関連対策、食物摂取制限及び長期防護措置のための介入レベル
や対策レベルは、国際基準との適合を考慮するとともに、介入による個人及び集団線量の回避、放射
線以外の健康リスク、経済的及び社会的費用と便益を考慮して各国の条件で修正しなければならない
としている。
(2) 安全指針GS-G-2.1「原子力又は放射線緊急事態に対する準備の整備」
（IAEA, 2007）
GS-G-2.1は、安全要件GS-R-2の下位文書として2007年に策定された安全指針であり、GS-R-2が規定
した要件に適合するための指針（ガイド）として位置づけられている。
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全体は6章で構成されている。2章の基本概念では、GS-R-2に示された緊急事態に対する準備におけ
る実際的な目標のうち、放射線防護の目標である作業者及び公衆の重篤な確定的影響の発生防止と全
住民の確率的影響の発生防止を明記すると共に、それらの具体的な説明を行っている。さらに、緊急
事態に対応するため、脅威区分、予防的活動範囲、緊急防護措置計画範囲等の区域について説明して
いる。3章の一般要件では、緊急事態に対する準備と対応の基本的な責務をオンサイトの事業者とオフ
サイトの組織別に具体的に明記し、脅威区分を具体的に決定するための判断基準を示している。4章の
機能要件では、緊急事態を分類するシステムを規定する際に基準となるEAL及び緊急防護措置の決定
にあたり測定可能な量で定義されたOILを策定するためのガイダンスを与えている。5章の支援基盤要
件では、緊急事態に対する準備や対応の際に必要と考えられる支援基盤の要素及び支援基盤要素を整
備するにあたり、考慮すべき緊急事態の特性を示している。最後の6章では、脅威区分に基づき緊急事
態への対応を実施していく上での具体的なガイドを提供している。また、付属書には具体的な脅威区
分や緊急事態区分の判断基準等、詳細な手引きが含まれている。
以下、各章で述べられている内容について、その概要を示す。
1) 目的と範囲
本指針は、GS-R-2から選定した要件（加盟国が指針を求めた項目、要件を満たすための国際的合意
があった項目）に関する指針を示すこと、緊急事態に対して適切な対応を説明すること、安全要件の
基礎となった過去の経験についての基礎情報を示すことを目的としている。
また、本指針で対象とする緊急事態は、原子炉の重大な緊急事態から放射性物質の紛失あるいは盗
難まで非常に広範囲なものである。ここでは、国特有の要因、サイト特有の要因、緊急事態特有の要
因全てを考慮できないため、緊急時計画の作成者は、本指針の使用にあたり、地域の社会政治、経済、
その他の要因を考慮しなければならない。また、緊急事態に効率よく対応するために必要な準備や運
用基準を示す詳細なガイダンスではないこと、テロリストあるいはその他の犯罪行為に対する戦術的
又は捜査的な対応についての手引きを示すものではなく、そのような対応と実際又は可能性のある放
射線影響への対応との調整を扱っているということに注意する必要がある。
2) 基本概念
GS-R-2では、緊急事態への対応の実際的な目標のうち、放射線による健康への影響に関する目標と
して、以下の項目を掲げている。
作業者及び公衆における（重篤な）確定的影響の発生を防止する。
応急処置を行い、放射線障害の処置を行う。
集団における確率的影響をできる限り防止する。
確定的影響については、一般にしきい値レベルの線量が存在し、それ以下の線量では何ら影響がな
いが、それ以上の場合には、受けた線量によって影響の重大さが増す。しきい値は、臓器や影響によ
って異なる。確定的影響は、致命的又は生命を脅かす場合、あるいは、生活の質を落とすような永久
的な傷害をもたらす場合に、
「重篤な」ものとして記述される。重篤な確定的影響は、脅威区分I、II、
IIIの施設での緊急事態において作業員及び対応者に生じる。また、脅威区分Iの施設から大量の放射性
物質が放出されることで、オフサイトに生じることがある。この脅威は、再処理施設のように大量の
揮発性物質を有する大規模な原子力施設に限定されることがほとんどである。
また、確率的影響については、被ばく線量が増加するにつれて発生確率が増し、
（発生した場合の）
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重大さは、線量とは無関係である。線量のしきい値レベルに関係なく発生し、がん（甲状腺がんや白
血病など）や遺伝的影響が含まれる。線量がどれほど少量であっても、確率的影響の発生リスクは増
加すると想定されるので、線量及び緊急事態に関連するリスクをゼロ近くに削減しようとしても非現
実的であり、有害な面が多くなるであろう。確率的影響のリスクを減らすための措置として実行可能
で合理的なものは何か判断するため、GS-R-2は、放射線防護を根拠に様々な防護措置を正当化する一
般介入レベル及び活動レベルを示した。このレベルよりかなり低い防護措置は、有益な面よりも有害
な面が多くなる可能性がある。
これらの放射線影響をもたらす原子力又は放射線緊急事態への対応方法は、緊急事態の特徴によっ
て異なるため、本指針では、緊急事態に対する準備と対応に関する手引きを次の2つに区分することに
した。
原子力緊急事態
オンサイト又はオフサイトでの脅威に応じて、脅威区分I、II、IIIに分類される。原子力緊急事態
は、以下の施設で生じる可能性がある。
大規模な照射施設（例：工業用の照射装置）
原子炉（研究炉、船舶用、発電用）
大量の使用済燃料又は液状・気体状放射性物質の貯蔵施設
核燃料サイクル施設（例：再処理施設）
産業施設（例：放射性医薬品の製造）
大量の線源を持つ研究施設又は医療施設（例：遠隔治療施設）
放射線緊急事態
脅威区分IVとして分類される。あらゆる場所で生じる可能性があるため、全ての国に対して適用
される。放射線緊急事態には、以下のものが含まれる。
管理されていない（放棄、紛失、盗難あるいは発見された）危険な放射線源
危険な放射線源の産業や医療での誤用
未知の放射線源からの公衆の被ばく
放射性物質を搭載した衛星の再突入
重篤な過剰被ばく
テロリストの脅威/活動
輸送における緊急事態
ここで示した脅威区分はGS-R-2で示されたものであり（表2.13）
、緊急事態の評価や対応の基本とな
る。I～Vの五段階に区分され、数字の小さい区分の方がより脅威が高い区分となる。I～IIIは原子力・
放射線施設を対象としたもので施設の規模を基準として区分している。IVは予期しない場所での原子
力又は放射線緊急事態、VはI又はIIに区分される施設における事象によって汚染の発生する地域であ
る。
また、防護措置に係る区域も脅威区分に対応させており、以下に示すようなオンサイト及びオフサイ
ト区域に対する防護措置範囲が設定されている。オンサイト区域の概要と範囲を表2.15、オフサイト
区域の概要を表2.16、脅威区分に対するPAZ及びUPZの提案範囲を表2.17に示す。
オンサイト区域：運転者又は初期対応者の管理下におかれる区域
脅威区分I～IIIの施設：施設運転者の直接管理下にあるセキュリティ境界、フェンス、その他
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の指定所有地指標内の施設の周辺区域
脅威区分IVの放射線源を使用する許可を受けた作業については、使用者の管理下にある区域
輸送、管理されていない線源又は局所的汚染を含む放射線緊急事態については、初期対応者
がオンサイト区域を明確にする防護境界を設定
オフサイト区域：オンサイト区域を超える区域
予防的活動範囲（PAZ）
脅威区分Iの施設に対する区域。確定的影響のリスクを低減するため、施設の状況（緊急事態
区分）に基づき、放射性物質の放出前もしくは直後に予防的緊急防護措置を実施するための
取り決めが整備されなければならない区域
緊急防護措置計画範囲（UPZ）
脅威区分I及びIIの施設に対する区域。国際基準に従って線量を回避するため、緊急防護措置
を迅速に実施するための整備がなされていなければならない区域
3) 一般要件
GS-R-2では、緊急事態に対する準備と対応についての責任分担を明確にするよう求めている（3.3項）
。
そこで、責任分担を事業者レベル、オフサイトレベル、国際レベルといった3つに割り当て、各レベル
での関係機関の基本的な責務を明記した。事業者及びオフサイトレベルでは、脅威区分毎に具体的な
。国際レベルでは、IAEAや国連人道問題調整部（OCHA）
、
内容の取り決めが示されている（表2.18）
、国連食糧農業機関（FAO）などが関係機関となり、加盟国やその他の国際機
世界保健機関（WHO）
関と協力して、技術的、人的、医療面での支援を行う。
この他に国の調整機関として政府や行政機関を設立又は認定することを求めている（3.4項）
。調整
機関の機能は、以下の通りである。
国における脅威の評価を調整
運転者及び対応機関の責任の明確な割り当て
上記内容を全ての対応組織に理解させる
また、事業者、国の調整機関、その他の適切な機関には、どの脅威区分を適用するか決めるため、
施設、線源、行為、オンサイト区域、オフサイト区域、場所によってもたらされる脅威を定期的に評
。さらに、緊急事態が以下の項目を正当できるような施設、
価することを求めている（3.13 - 3.20項）
。
線源、行為、オンサイト区域、オフサイト区域、場所を同定することも求められている（3.17項）
「あらゆる環境で行われると予想される介入レベル以下に線量を維持することで、重篤な確定的
影響を防ぐための予防的緊急防護措置
国際基準に従って線量を回避することによって、実施できる範囲で確率的影響を防ぐための緊急
防護措置
国際基準に基づく農業、摂取、長期防護措置
国際基準に基づき対応する（介入を行う）作業員の防護
本指針では、施設及び行為に対する脅威区分を判断するための基準が示されている（表2.19）
。また、
。
付属書Iには、施設毎に脅威区分の具体的な事例が示されている（表2.20）
4) 機能要件
原子力緊急事態の重大度については、明白な兆候がある場合であっても、運転員は当初、必ずしも

－21－

JAEA-Review 2010-011

認識又は把握できるわけではない。原子力緊急事態において公衆の防護措置を含めた様々な措置を選
定して実施するには、数時間～数日を要する。さらに、緊急事態の最中、対応の調整にもかなりの時
間を要し、多くの場合、オンサイトやオフサイトでの対応による効果は著しく低下した。こうした失
敗には、主に次の原因が挙げられる。
緊急事態の取り決めが、想定される全ての事態に対応していない。
事象の重大度の決定及び対応に関する意思決定のための基準が決まっていない。
数分から数時間以内でオンサイト及びオフサイトでの対応を調整できる緊急事態の取り決め（即
時に意思決定するための条項など）がない。
このような状況から、GS-R-2は、以下の要件を定めている。
脅威区分I、II、III、IVの施設の運転員又は行為に対して、実際又は潜在的な原子力又は放射線緊
急事態を即時に特定し、適切な対応レベルを決定するための取り決めを作成しなければならない
。
（4.19項）
分類基準は「施設又は行為の異常状況、セキュリティ関連の懸念、放射性物質の放出、環境測定
。
値、その他観測可能な兆候に関連し、予め定義したEAL」でなければならない（4.20項）
特定のクラスの緊急事態宣言によって、調整、計画された適切なレベルの緊急事態への対応が直
ちに開始されるようにすること。全ての対応組織の責任及び初期対応措置は、緊急事態のクラス
。
ごとに定義しなければならない（4.25項）
これらを受けて、本指針では、EALは、非常に低い発生確率の事象まで含めた緊急事態の全範囲につ
いて考慮したものでなければならず、また、運転者が最小限の努力で迅速に事態の適切なレベルを宣
言できるよう、容易に利用可能な情報に基づくべきとしている。
また、GS-R-2は、実施できる範囲で重篤な確定的影響の発生を防ぎ、線量を回避するため、国際基
準に従う緊急防護措置を実施することを求めている（4.42項）
。緊急防護措置とは、緊急事態が生じた
場合に直ちに（通常、数時間以内）採用しないと有効でない措置であり、以下のものを挙げている。
放射線緊急事態における汚染エリア又は放射性線源の隔離
不用意な摂取の防止
避難
屋内退避
呼吸器の保護、皮膚や眼の保護
個人の除染
安定ヨウ素剤の予防服用
食品供給の保護及び汚染の深刻な食品と水の消費の防止
医療対応の管理
国際取引の保護
このうち、屋内退避、避難、移転及び食物摂取制限等の緊急防護措置の決定にあたって参照すべき
国際基準に従った介入レベルは、施設又は環境において直接測定できる量として定義されていない。
そのため、緊急事態において被ばく率又は汚染レベルが防護措置及びその他の対策の採用を正当化す
る時期を判断するための準備プロセスの一環として、以下の項目について測定可能な量で定義された
OILを予め作成する必要がある。
汚染されたエリア又は危険線源の隔離
屋内退避又は避難
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安定ヨウ素剤の予防服用
人々の除染
重要な装置、車両、個人の不動産の除染又は管理
緊急医療対応
長期的医療モニタリング
摂取に伴う過剰な被ばくに備えた対策
国際的な取引、商品、製品の管理
OILは、現実的な想定を用いて、脅威区分I、II、IIIの施設を含む緊急事態、また、放射線緊急事態によ
り生じた放出及び直接被ばくに対して作成する必要がある。また、緊急事態の最中に支配的な状況に
合わせて、適宜、OILを改定するため、現実的な想定を用いて、取り決めを含める必要がある。
EAL及びOILの詳細は、IAEA TECDOC-955「原子炉事故における防護措置決定のための一般評価手
順」
（IAEA, 1997）に記載されている。
5) 支援基盤要件
ここでは、緊急事態に対する準備や対応の際に必要と考えられる支援基盤の要素及びそれを整備す
るにあたり考慮すべき緊急事態の特性について記述されている。
支援基盤の要素として、権限者、組織、緊急事態への対応の調整、計画及び手順、物流支援及び施
設、訓練、演習及び練習、品質保証プログラムが挙げられている。緊急事態において不適切な対応が
幾つか見られたが、これらの要素の欠点に由来したものである。
支援基盤の要素を整備するにあたり考慮すべき緊急事態の特性として、以下のことに注意しなけれ
ばならない。
緊急事態は稀であり、多くの場合、あり得そうもないと考えた事象から起こる。
対応者は、ほとんど又は全く緊急事態の経験を有していない。
実施しなければならない役割と実施する状況は、対応者の通常の職務とは大きく異なる。
対応の実施は非常にストレスのかかった、また、場合によっては危険な状況下で行わなければな
らない。
措置は迅速に行われなければならない。
6) 運用の概念
GS-R-2は、各対応組織が、各自に割り当てられた対応職務を調整、実施するための緊急時計画を準
。ここでは、脅威区分に基づき緊急事態への対応を実施していく
備するよう求めている（5.13-5.14項）
上での具体的な手引きを示している。対応能力の整備に関与する全員が共通のビジョンを持つことを
確実にするため、
「運用の概念」を最初に作成しなければならないとしている。運用の概念とは、緊急
事態における理想的な対応を簡潔に説明したものである。緊急事態には、1) 統合事象指揮システム
、2) 公衆への情報提供の取り決め、といった2つの運用の概念がある。統合事象指揮システム
（ICS）
とは、全ての緊急事態に対処する全組織を指揮する責任を有する指揮者が存在し、この責任が緊急事
態の進捗に応じて、運転者又は対応者から地方当局、国家当局へ移っていくシステムである。また、
公衆への情報提供の取り決めについては、メディアを通じて有用で調整済の情報を迅速に提供するこ
と、早期に単一の場所を公共情報センターとすることで達成されるとしている。
本指針では、脅威区分毎に運用の概念について幾つか具体例が示されている。ここでは、その一例
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として「脅威区分I及びIIの施設に対する運用の概念」について概要を示す。
① 放出又は臨界前又は直後
施設のスタッフ
所定のEALを基準にして、通常の緊急事態を宣言する。
緊急事態の宣言を受けて、PAZ内、UPZ内、農業対策が正当化される可能性のあるエリア内の
管轄区に通報する（他の諸国内の管轄区を含む）
。
② 緊急事態の宣言後
関係機関への通報及び防護措置の実施
施設のスタッフ
緊急事態の宣言からおよそ15分以内に、オフサイト当局に対して付属書VIIに明記されている
防護措置を実施するように勧告する。
施設のスタッフは、
放出又は被ばくを防止又は削減するために可能な全ての措置及び付属書IV
に明記されているその他の緊急措置をすべて実施する。
オフサイト当局によって救済措置がとられるまで、追加の防護措置が必要かどうかを判断する
ために、施設のスタッフは、直ちにPAZ及びUPZについて監視する。
地方当局
要請があれば治安維持、消防活動、医療支援を提供し、公衆に勧告する防護措置を決定する。
PAZ及びUPZの住民に（サイレンなどで）警告し、30分以内に（ラジオやTV報道などで）緊
急事態を通知することを知らせる。
放出又は臨界の後、当局は初期設定のOILを使用して、直ちに環境データを評価し、追加の防
護措置が正当化されるかどうかを判断する。
全ての環境モニタリング、サンプリング、評価を調整する放射線モニタリング・評価センター
を開設する。
国家当局
IAEA及び影響を受ける可能性のある全ての国々（食物制限が正当化される国など）に通報す
る。
モニタリング
施設のスタッフ
施設のオペレータは、オンサイトの人々又はオフサイトからの対応者が、起こり得る全ての危
険から確実に保護されるようにする。
オンサイトで所定の基準以上に汚染又は被ばくした人々は、地域の病院に搬送し、手続きに従
って治療する。被ばくした人々を治療する医師は、重大な過剰被ばくの処置経験を持つ医師に
相談する。
地方当局
国家当局の応援を受け、必要であればIAEAを通して、被ばくした人々の専門的な治療を受け
る支援をする。
被害者を選別し、過剰被ばくした公衆及びオンサイトの人々の治療レベルを判断するために、
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24時間以内に避難エリアの外側にトリアージセンターを開設する。
所定の基準以上に汚染又は被ばくした人々は、影響を受けるエリアの外に位置する予め決めら
れた準備の整った病院に割り当てられる。
国家当局
地方当局を支援し、敷地から離れてモニタリングを行い、長期的な防護措置を調整する。
（サイレンなどで）公衆への警告が行われた直後に、ただ一人の政府スポークスマンがメディ
アに要点の説明をする。オペレータ、地方当局、国家当局の参加の下に、合同記者会見を定期
的に行う。
(3) 安全指針DS44「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応に用いる基準」
（IAEA, 2008）
DS44は、前述したGS-G-2.1と同様、安全要件GS-R-2の下位文書となる安全指針のドラフト版であり、
現在、検討が進められているところである。GS-R-2及びGS-G-2.1の作成にあたり、緊急時計画や対応
に関する既存のIAEA文書で扱われていない多くの技術的側面が明らかになったため、IAEA事務局は、
本指針では安全シリーズSS109に示された放射線防護の一般的な介入のための判断基準の改定に留ま
らず、緊急事態における意思決定プロセスの新しい枠組みを示すことを考えている。
（IAEA, 2000b）が承認された後、2001
DS44の検討状況については、2000年に文書策定概要書（DPP）
年の技術委員会会合（TCM）を経て、ドラフト作成の基となるべき技術文書TECDOC-1432「緊急事態
対応基準に対する拡張された枠組みの整備」
（IAEA, 2005）がコメントを求めるための中間報告書とし
て出版された。TECDOC-1432は、2005年7月の技術会合（TM、以前のTCM）で議論され、いくつかの
修正がなされ、DS44のベースと位置づけられた。その後、2006年8月にRASSC及びWASSCによるレビ
ューのため、DS44のドラフト（Version 1.0）が作成された。基本的な構成はTECDOC-1432と同じであ
るが、付属書が一部修正された。特に、一般参考レベル（GRL）に代わり、実用上のレベルの一つに
位置づけられるEALの例が付属書に掲載されたことが大きな変更点である。さらに、同年10月の
RASSC及びWASSC会合でのコメントを受け、RASSC、WASSC及びNUSSCの各委員会によるレビュー
のため、事務局による修正が行われ、2007年2月にドラフト（Version 2.0）が作成された。その後、各
委員会によるレビューが終了し、ドラフト最新版（Version 2.3.2）について、加盟国にコメントを求め
ているところである。
ここでは、まず、DS44作成の背景を詳しく記述しているTECDOC-1432を参考に、本指針作成の背
景と基本的な考察を述べ、次に、ドラフト最新版（Version 2.3.2）の概要を示すことにする。
1) 背景と基本的な考察
IAEAは、原子力又は放射線緊急事態への対応、原則への取り組み及び対応区分に関する勧告を含め
た安全基準文書として、
これまでに安全シリーズSS109「原子力又は放射線緊急事態における介入基準」
（IAEA, 1994）及びSS115「電離放射線に対する防護及び放射線源の安全のための国際基本安全基準」
（IAEA, 1996）を発行した。その後、近年の緊急事態から得られた教訓に注目し、緊急事態への対応
に関する技術的観点を整備するため、2001年に技術会合を開催した。この会合では、チェルノブイリ
やゴイアニア等の過去の事故での対応を調査し、得られた教訓を以下のようにまとめた。
防護措置等の活動を実施するのは非専門家（公衆やステークホルダー）である。彼らの関心は自
分及び近親者の安全であり、放射線防護の原則である費用便益や回避線量のみに基づく論理的根
拠は役に立たない。
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緊急事態の最中やその後において、放射線防護の原則に一致する判断基準を効果的に整備するこ
とはできない。なぜなら、公衆は役人に対して不信感を抱くであろうし、また、そうした判断基
準は科学に基づくものではなく、政策的に都合の良いものと考えられるからである。
非専門家が理解できる指針を予め示さなければ、放射線の影響より放射線以外の影響（経済的、
社会的、心理的）が大きくなるかもしれない。
多くの対応の決定は、現時点では適切な国際指針でサポートされていない。
そして、これらの教訓を基に、上記の安全基準文書で改定が必要な項目を以下のように見出した。
緊急事態への対応システムで重要な要素が欠けると重大な放射線・非放射線の影響が生じる。そ
のため、緊急時計画、手順、一貫した運用上の基準を含めた効率的な対応システムが重要である。
国同士で対応措置が一致していないと公衆は不信感を抱くことになる。そのため、予め緊急事態
への対応に関して、国際的に同意を得た基準や指針をもつことが重要である。
DS44の作成にあたっては、以下に示すように、① 現在の基準と指針との関係、② 現在の基準の欠
点、③ 不確実さ、④ 一貫性といった4つの項目から考察が行われた。
① 現在の基準と指針との関係
これまでに発行された原子力又は放射線緊急事態への対応のための勧告を以下に示す。
IAEA SS109「原子力又は放射線緊急事態における介入基準」
（IAEA, 1994）
介入（防護及び他の措置）を決めるための基本を形成する一般原則が記述されている。また、緊
急事態に対する準備を作成する際、避難や屋内退避などの防護措置に対する一般介入レベル
（GIL）及び食品に関連して実施される防護措置に対する一般措置レベル（GAL）の整備や適用
を考える上で必要な要因を議論している。本文書は、緊急事態における介入に関する基本安全基
準の適切な放射線防護の要件の基礎を形成したものであり、1996 年には SS115「電離放射線に対
する防護及び放射線源の安全のための国際基本安全基準」
（IAEA, 1996）が出版された。
ICRP Publication 82「長期放射線被ばく状況における公衆の防護」
（ICRP, 1999）
公衆に影響を及ぼしている長期被ばく状況に ICRP の放射線防護体系を適用する上での手引きを
与えるものである。この中には、長期的な放射線被ばくに対して、公衆の防護に関する一般参考
レベル（GRL）が含まれる。
IAEA GS-R-2 「原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応」
（IAEA, 2002）
防護及び他の措置の考え得る範囲と、緊急事態への対応の全ての段階にわたる緊急事態の条件に
ついて、運用上の基準を確立することを求めている。
IAEA WS-R-3 「過去の活動及び事故により汚染された地域の修復」
（IAEA, 2003b）
長期被ばくに対する公衆の防護に対する ICRP 勧告（Publication 82）に一致した修復が必要と思わ
れる地域を識別するために GRL を提案している。
② 現在の基準の欠点
前述したSS109及びSS115に含まれる防護やその他の措置を実施するための基準は、以下の項目を扱
っていない。つまり、これらの安全基準文書は全ての防護措置やその他の措置を扱っていないため、
包括的で一貫したシステムを整備できるだけの基礎を示しておらず、また、防護措置の実施を決める
意思決定者や公衆を支援するための平易な説明が含まれていない。
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緊急事態への対応の目標
救急及び放射線傷害の治療の管理
実行できる範囲で住民の確率的影響の予防
実行できる範囲で通常の社会経済活動を再開するための準備
防護及び他の措置
医療措置（個人の除染、迅速な医療措置、長期にわたる医療追跡調査、医療相談）
困難な条件下での防護措置の実施
防護及び他の措置がより効果的であるため、放射性物質の放出開始前又は直後に措置を実施しな
ければならない緊急事態
確定的影響の発生に関連する全ての重要器官又は被ばく経路
③ 不確実さ
緊急事態への対応に関する決定には不確実さが常に存在する。それにもかかわらず、多くの場合、
緊急時のデータを詳細に分析して不確実さを大幅に減らす前に防護措置を決める必要がある。そのた
め、防護措置が効果的である時期に決定し、害より効果が大きくなるよう、不確実さを考慮した防護
措置の戦略が必要となる。
緊急事態の施設又は現場の観測結果に基づく決定は、重篤な確定的影響を防止するための予防的緊
急防護措置を実施する目的のためになされる。予防的緊急防護措置は、放射性物質の放出前又は直後
に開始するのが効果的であるが、トムスクでの経験（IAEA, 1998）やNRCの研究（NRC, 1987）によれ
ば、防護措置に関する意志決定を行うための根拠となる放出の大きさやタイミング（ソースターム）
、
プルームの移動、沈着及びその結果となる被ばく線量を十分に早く、又は正確に予言するのは不可能
である。そのため、予防的緊急防護措置は、以下の場合に不確実さを考慮し、正当化される。
深刻な被ばく（例えば、炉心損傷）に関して非常に低い確率の条件が存在又は疑わしい場合。
重篤な健康影響が発生しないという十分な条件（早期格納容器喪失又は爆弾の爆発）を予測又は
保証することが難しい場合。
その後、被ばくが起こらなかったという結果になっても、予防措置の実施自体の影響が許容され
る場合。
また、回避線量から導出されたOILに基づく決定には、以下に関連する不確実さがある。
ある特定の人々に対する運用レベルの計算で用いた仮定の妥当性
運用上の量の測定値と解釈
防護措置の実施効率に関する仮定
④ 一貫性
緊急事態への対応の枠組みには以下のものが必要となる。
可能な限り単純に、必要性に応じて複雑にすること
内部的に一貫していること
公衆及び意志決定者の視点で理論的に一貫していること
加えて、この枠組みは、以下のような様々な防護措置を適用する上で共通の理論的制約に従う必要
がある。
地表に沈着した放射性物質による皮膚汚染の線量を回避するための緊急除染は、避難が正当化さ
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れる地域からの人々に限定すべきである。緊急でない除染は、汚染者が制限なく行動できるだけ
の許容汚染レベルに保つようにし、移転が保証された地域からの人々に限定すべきである。
長期の医学的追跡調査又は妊婦のカウンセリングのための登録は、緊急又は長期防護措置が効果
的であれば必要とすべきでない。
長期の医学的追跡調査又は胎児の被ばくに関するカウンセリングのための医療登録が正当化され
るだけの線量を受けた可能性のある人（例えば、緊急作業者）には、インフォームドコンセント
を与えるべきである。
2) DS44の概要
(i) 目的と範囲
本指針では、以下に示すような緊急事態への対応の目標に対応する防護措置等の意思決定に必要と
なる運用上の基準を整備するにあたり、その根拠となる一般的基準（generic criteria）を示す。また、
放射線被ばくによる健康リスクに対処する公衆や役人に対し、共通の言葉で説明するための原則を提
案し、既知のリスクに一致した対応を行うための基盤を示す。
過去の緊急事態から得られた教訓に対処する。
安全要件GS-R-2に対処する。
緊急事態への対応の全段階において防護措置等や緊急事態条件の想定範囲に対し、放射線防護の
原則や考えを適用するための整合性のある基盤を示す。
また、本指針で取り扱う範囲は、以下の内容である。
公衆及び緊急作業者に防護措置を実施するための実用上の判断基準の策定に必要な一般的基準に
関わるものである。
防護措置に関する意思決定プロセスは、放射線防護に係わる属性の考察に限定されるものではな
く、社会的、心理的要素も検討する必要があるが、ここでは放射線防護の情報にのみ重点をおく。
多くの場合、意思決定者や公衆は、放射線防護原則や放射線被ばくに伴うリスク、及びリスク低
減のための適正な措置について、ほとんど把握していない。そこで、コミュニケーションの点で
意思決定者や公衆を支援するため、平易な表現で放射線防護指針の根拠を説明する。
本指針は、本文5章と4つの付属書で構成されている。2章では、本指針の作成に適用した基本的考察、
3章及び4章では、これらの考察事項に応じた公衆及び緊急作業者に対する判断基準の枠組みについて
述べている。また、5章では、運用上の基準を考察している。以下、各章の概要を示す。
(ii) 基本的考察
緊急事態への対応に関するこれまでの経験によれば、緊急事態において公衆の安全を保証できるよ
うな一貫した防護措置を実施するためには、国際的に承認された総合的なシステムが必要であること
を明確に示している。そこで、既存の指針に基づき国際的な合意を得た後、国レベルで互換性のある
システムを施行すれば、緊急事態への対応の目標を満たし、また、緊急事態に対する準備と対応に関
する調和したシステムの設定に役立つと思われる。
本指針で示した緊急事態への対応の判断基準の枠組みは、
これまでにIAEAやICRPが示した指針を基
に拡張したものである。これは、特定の標的器官への外部・内部被ばくによる健康影響に対処するも
のであり、これらの被ばくに対する一般的基準（後述するように、予測線量や受けた線量）を策定し

－28－

JAEA-Review 2010-011

た。これは、確定的影響及び確率的影響の発現に関する最新の知見に基づく値である。
(iii) 公衆に対する判断基準の枠組み
これまでの緊急事態への対応の判断基準の枠組みを拡張するにあたり、公衆を対象とした基準の枠
組みについては、以下の原則を考慮した。
原子力又は放射線緊急事態の対応は、以下に示す緊急時被ばくを考慮した上で計画し、実施すべ
きである。
–

予防的緊急防護措置によって抑制又は最小化できると予想される被ばく（projected exposure）

–

医学的措置や公衆への情報提供又はカウンセリングなどによって結果を最小化できるよう
な実際の被ばく（received exposure）

原子力又は放射線緊急事態の対応は、緊急時被ばくで起こりうる以下の結果を考慮に入れた上で
計画し、実施すべきである。
–

被ばくした個人における重篤な確定的影響の発生

–

被ばく集団において検知しうる確率的影響の増加

–

公衆の懸念に放射線以外の有害な影響

非常に高い線量による重篤な確定的影響の発生を防ぐため、事象が発生する前の状況を問わず予
防的緊急防護措置を実施し、そして/あるいは直後に緊急防護措置と対応活動を実施すべきである。
重篤な確定的影響が発生するリスクを無視でき、確率的影響のリスクが主な関心事である場合、
確率的影響のリスクを合理的に低減するため、正当化され、最適な防護措置及び対応活動を実施
すべきである。
ある特定の一般的基準で、個人に医療措置、長期医療追跡調査及び心理カウンセリングを含む適
切な医療活動を行うべきである。
緊急事態の状況で生じるかもしれないあらゆるレベルの線量に対し、公衆及び意思決定者が情報
を得た上で講じるべき措置を決定できるよう、これらの人々に対し、平易な表現を用いてリスク
を説明すべきである。これは、放射線以外の影響を軽減することを目的とするものである。
システムは、可能な限り既存の手引きに基づいて作成されるべきである。
これらの原則に基づき、放射線緊急事態における被ばくによる健康影響と防護措置を実施するため
の線量評価との関係を表2.21に示す。また、一般的基準と運用上の基準との関係を図2.6に示す。一般
的基準は、
「予測線量」あるいは「受けた線量」で表される。これは、緊急事態に生じうる条件の範囲
を考慮した一般最適化に基づき設定したもので、これまでにIAEA文書で用いた一般介入レベル（GIL）
と一般措置レベル（GAL）に代わるものである。また、運用上の基準は、施設における異常事象の緊
急事態区分を決定するために予め決められた施設での測定量であるEALや野外での測定量のような
OIL、また、緊急事態において意思決定する際に用いられる現場での観測値や指標であり、適切な防
護活動を迅速に決定するのに用いられる。
予測線量は、GS-R-2で定義されているように、少なくとも次の3つの目標を達成するのに意思決定を
行う運用上の基準として用いられる。なお、個人の予測線量を評価する際、評価の不確実さ及び対象
住民の線量分布の両方を考慮することが重要である。
あらゆる状況下で防護措置が正当とされ予防的に行われるべきである一般的基準（表2.22）以下
に被ばく線量を保つことで深刻な確定的影響を防止するため。
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表2.23に示される一般的基準以下に被ばく線量を保つことで確率的影響をできる限り低減させる
防護措置を取るため。
表2.24に示される指針値を用いて行われる作業に伴う緊急作業者の安全を保障するため。
また、受けた線量は、緊急時や長期間に及ぶ医療活動に対する決定を支援するために用いられるも
のであり、以下の決定を支持するための運用上の基準である。
受けた線量が表2.23に示されるレベルを超えた場合、深刻な確定的影響に対処するための医療介
入を規定するため。
早期発見を目的とした医療追跡に対する必要性、そして受けた線量が表2.23に示されるレベルを
超えた時、放射線によるがんに対する効果的な治療を検討するため。
表2.24に示される指針値を用いて行われる作業に伴う緊急作業者の安全を保障するため。
原子力又は放射線緊急事態において防護措置及びその他の措置を行うための一般的基準を表2.22及
び表2.23に示す。表2.22に示される深刻な確定的影響に対する一般的基準は、緊急防護措置を実施する
ためのOILを導出するために使われるべきであるとしている。また、表2.23は、予測線量又は受けた線
量から導出したOILに基づき緊急事態の初期に開始される緊急、早期対策及びその他の対策を決定す
る一般的基準の勧告値を示している。これらの値は、TECDOC-1432で示された数多くの数値を単純化
し、ICRPの2007年勧告での検討に基づき整備されたものである。なお、この数値のファクター2以内
であれば、各国が用いる判断基準を修正する必要はないが、それを超えるようであれば再度見直す必
要があるとしている。また、一般的基準の設定は、計画段階で行うべきとしている。
(iv) 緊急作業者に対する判断基準の枠組み
緊急作業者は、放射線緊急事態への対応に関与する可能性がある者として事前に特定できる個人と
考えられている。しかし、緊急作業者には、予測できない場所や時間に対応する人々が含まれる場合
がある。例えば、警察や人命救助員、消防士、医療に関わる人員などである。
「国際基準に準拠する国の手引きは、緊急作業者が受けた被ばく線量を管理、抑止、記
GS-R-2では、
録するために採択されるものでなければならない。このような手引きは、様々な種類の対応活動に従
事する緊急作業者に対する線量レベルの初期設定値を含めなければならない。これらの設定値は、活
動を遂行する間、直接モニタリングできる量とし、また、あらゆる被ばく経路からの被ばく線量を考
。
慮しなければならない。
」としている（4.60項）
原子力又は放射線緊急事態に対応する緊急作業者に適用される指針値を設定するためのガイダンス
を表2.24に示す。これは、以下の点において、表2.22及び表2.23に記載した公衆に対するガイダンスと
一致するものである。
緊急作業者の被ばくについて、重篤な確定的影響のしきい値にほぼ等しい線量（表2.22）が許容
されるのは、公衆への重篤な確定的影響や壊滅的状況を防ぐための活動を行う場合のみである。
作業者が長期間に及ぶ医療モニタリングを必要とするような線量（表2.23）が許容されるのは、
大規模な集団線量を回避するための活動を行う場合のみである。
1）他者への利益が救助者自身のリスクを明らかに上回り、2）
、緊急作業者が志願者で、3）緊急作
業者が自らのリスクに関する情報を得た上で決断することができるような場合、人命救助活動に線量
制限を設けないことが許容される。人命救助や全面的緊急事態を防止できると考えられる場合、1）の
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条件が存在するものと仮定される。長期医療追跡が必要となるレベルの線量（表2.23）で被ばくする
かもしれない全ての作業者には、情報を提示した上での同意が得られるよう、被ばくのリスクに関す
る十分な情報を提示することが望ましいとしている。また、緊急作業者は、表2.23に概要を示す活動
によって被ばくした可能性のある線量に対応する医療処置を受けることが望ましいとしている。
(v) 運用上の基準
予測線量や受けた線量は、測定できる数量ではない。放射線緊急事態では迅速に行動する必要があ
ることから、様々な防護などの措置を実施するための一般的基準に代わる運用上の基準（測定できる
量、あるいは観測値）を予め規定しておく必要がある。これらの運用上の基準は、施設がオンサイト
もしくはオフサイトで防護措置を実施しなければならないような状況にあるかどうかを評価するため
の既定の実用上の量であるEAL、介入に関わる決定を行なう際に容易に評価できる数量を用いるOIL、
そして現場での観測値や指標である。
① EAL
EALは、GS-R-2に示される緊急事態区分（表2.14）のうち、全面的緊急事態、サイト緊急事態、警
告に対して確立されている。各区分の定義は、以下の通りである。
全面的緊急事態
脅威区分I又はIIの施設において、オフサイトの緊急防護措置の実施を正当とする放射性物質の放
出や放射線被ばくの実質的なリスクが含まれる事態。このクラスの緊急事態宣言に基づき、事象
の影響を緩和し、オンサイトと予防的活動範囲及び緊急防護措置計画範囲内の人を適宜防護する
ための活動が迅速に行われなければならない。
サイト緊急事態
脅威区分I又はIIの施設において、オンサイト及び施設近傍の人を対象とするが、防護のレベルは
大幅に低い事態。このクラスの緊急事態宣言に基づき、事象の影響を緩和し、オンサイトの人を
防護し、必要ならオフサイトの防護措置を準備するための活動が迅速に行われなければならない。
警告
脅威区分I、II又はIIIの施設において、公衆あるいはオンサイトの人を対象とした、防護のレベル
が不確かか、大幅に低減した事態。このレベルの緊急事態宣言に基づき、事象の影響を評価、緩
和し、オンサイト及びオフサイトの対応機関の準備を適宜進めるための活動が迅速に行われなけ
ればならない。
DS44の付属書IIには、軽水炉（LWR）を対象としたEALの例が示されている。これは、TECDOC-955
に示される例を基にしたもので、以下に示すような炉の異なる稼動状況を想定した緊急事態区分表で
ある。
表II-1：運転中、待機、又は温態停止（hot shutdown）モードにおける緊急事態区分
表II-2：冷態停止（cold shutdown）又は燃料交換における緊急事態区分
表II-1に示されるEALの例を表2.25に示す。実際の適用にあたっては、サイトの特性及び、個々の施
設における計器の指示値や機器の状態、あるいはその他に観察できるものに置き換えたEALに適合す
るよう、ガイダンスを見直し、修正しなければならない。
② OIL
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緊急事態の対応における柔軟性は必要であるが、過去の経験が示すようにOILの初期値を設定する
ことで、どのような防護措置が必要になるか決めるための直接的な土台を確保しておくべきである。
GS-G-2.1によれば、OILは、以下の項目について整備すべきであるとしている。
線量率（プルーム、沈着物）
汚染密度
放射能濃度（大気、土壌、食料品、牛乳、水、排泄物）
臓器の線量率（甲状腺、肺）
医学的症状と検査結果
現場において観測される状況と条件（例えば「危険物品」の標識やプラカードなど）
なお、OILの整備にあたり、全ての構成群について考察したことを公衆に保証する必要がある。そ
の結果として、OILをどのような状況で適用するか、安全上、健康上の懸念にどのように対処するか、
また、個人やその家族へのリスクという観点からどのような用途が重要であるか、などの点について
平易な言い回しによる説明を添付しなければならない。
付属書IVには、DS44におけるOILの指標が示されている（表2.26）
。また、OILを用いて防護措置を
実施するかどうかの評価を行う手順が示されている。その一例として大規模な汚染（数100 km2の範囲）
となった緊急事態に対する評価手順を図2.7に示す。このうち、OIL1～4については、表2.23に示され
た一般的基準（予測線量や受けた線量）を下回るため、また、OIL5～6については、実効線量10 mSv/
年を下回るために示された値である。ここでの必要なパラメータ及び仮定は、
「標準的構成員（Reference
」に対して検討し、習慣（食物摂取、住居、生活様式等）
、生物学的観点（年齢、性別）及び
Member）
様々な被ばく経路に対する線量係数に関する条件を考慮する必要があるとしている。
このようにOILは、多くの仮定を含めて導出した値であることから、緊急事態を正確に反映してい
ない可能性のある状況に基づき構築されることになると考えられる。そのため、GS-R-2は、OILの初
期設定値とともに、緊急事態における支配的な状況を考慮し、以下の測定結果に応じてOILを修正す
るための手段を確立するよう求めている。
作業者と公衆を保護するための緊急防護措置の実施を決定もしくは導入するために行う環境及び
個人汚染のモニタリングの結果
その地域で生産された食品並びに農作物の消費や流通、販売の制限を含め、効果的な農業対策の
実施を決定するために行なった環境測定値や食品中の放射性核種濃度
効果的な一時的移住の実施を決定することを目的とした沈着による線量率並びに沈着密度
がんの発生がわずかに増加し続けるリスクのある特定のグループに対し、長期医療追跡が妥当で
あると考えられる人々の特定
ただし、緊急事態におけるOILの修正は、混乱を招く場合があるため、状況を十分に把握し、やむを
得ない事情がある場合にのみ行うべきである。また、公衆には、OILを変更した理由を知らせる必要
がある。
さらに、OILの数を最小限に抑えることでシステムを簡易なものに維持できるよう、最大限の努力
を払うべきである。原則として、OILの初期設定値は、各作業に関わる最小限の数量（例えば皮膚の
汚染による線量など）とする。この時、不確実さ、
（緊急除染などの）防護措置及び該当する一般的基
準とこれらに関わる前提条件（例えば、緊急事態の種類や放射線に関わる危険性）を考慮すべきであ
る。
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表2.1 早期対策に対する線量当量レベル
線量当量（mSv）

対策

器官、全身

肺*、甲状腺、全ての単一器官

屋内退避及び安定ヨウ素剤服用
上限レベル

50

500

下限レベル

5

50

上限レベル

500

5000

下限レベル

50

500

避難

* 肺へのα線照射では、生物学的効果比（RBE：relative biological effectiveness）の結果を適用し、吸収
線量mGyで示す。RBEは、10より十分小さいことが予想される。
（ICRP, 1984, Table C1より）

表2.2 中期対策に対する線量当量レベル
対策

初年度の予測線量当量（mSv）
全身

単一器官

上限レベル

50

500

下限レベル

5

50

食品管理

移転
上限レベル

500

下限レベル

50

予想されない
（ICRP, 1984, Table C2より）
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表2.3 Publication 63で勧告された介入レベル
回避線量に関する介入レベル（mSv）
介入措置の種類

ほとんど常に

最適値の範囲

正当とされる値
屋内退避

50

安定ヨウ素剤の服用
甲状腺に対する等価線量

500

避難（1週間未満）

正当とされる値の
1/10以下にはならない

全身線量

500

皮膚に対する等価線量

5000

移転

1000

長引く被ばくに対して
月あたり5-15mSv

1種類の食品に対する制限

10（1年間に）

100-10,000Bq/kg（β/γ）
10-100Bq/kg（α）
（ICRP, 1992, Fig. 3より）

表2.4 Publication 82で勧告された一般参考レベル
概念
量
介入がほとんど常に正当とされる 現存年線量
一般参考レベル
（ある与えられた場所における長
期被ばくの全ての線源に起因する
全ての「長期」年線量の総和
介入が正当とされない一般参考レ 現存年線量
ベル
（ある与えられた場所における長
期被ばくの全ての線源に起因する
全ての「長期」年線量の総和

数値（mSv）
＜～100

＜～10

（ICRP, 2000, Table 1より）
表2.5 委員会の防護体系に用いられる線量拘束値と参考レベル
被ばく状況のタイプ
計画被ばく
緊急時被ばく
現存被ばく

職業被ばく

公衆被ばく

医療被ばく

線量限度
線量拘束値
参考レベルa)

線量限度
線量拘束値
参考レベル
参考レベル

診断参考レベルd)
（線量拘束値e)）

c)

b)
b)

a) 長期的な回復作業は計画された職業被ばくの一部として扱うべきである。
b) 該当なし。
c) 長期的な改善作業や影響を受けた場所での長期の雇用によって生じる被ばくは、たとえ、その被
ばくが“現存する”としても、計画職業被ばくの一部として扱うべきである。
d) 患者。
e) 介助者、介護者及び研究における志願者のみ。
（ICRP, 2007, Table 4より）
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表2.6 全ての被ばく状況に対する線量拘束値又は参照レベル
線量拘束値又は参照レベ

被ばく状況の特徴

放射線防護の要件

例

a

ルの帯域（mSv）
20から100 b,c

個人が管理できない線源 線量を低減するために考 放射線緊急事態で計画さ
に被ばくする、又は線量 慮すべきである。線量が れた最も高い残留線量に
を低減するための措置が 100 mSvに近づいた場合 設定された参照レベル
不釣合いに破壊的であ は線量を低減するために
る。通常、被ばくは、被 なお一層努力すべきであ
ばく経路に対する措置に る。個人に放射線リスク
と線量を低減するための

よって管理される。

措置に関する情報を提供
すべきである。個人線量
の評価に取り組むべきで
ある。
1から20

個人は、通常、被ばく状 可能であれば、個人が線 計画された状況における
態から直接的な利益を得 量を低減するために一般 職業被ばくに対して設定
るが、それらが必ずしも 情報を利用できる状態に された線量拘束値。
被ばく自体とは限らな すべきである。計画され 放射性医薬品を処置した
い。被ばくは線源、ある た状況に対し、個人のモ 患者の慰安者や介護者に
いは被ばく経路における ニタリングや訓練を実施 対する線量拘束値。
措置により管理できる場 すべきである。
居住でのラドンに対して

合がある。

計画された最も高い残留
線量に対する参考レベ
ル。
1以下

個人に直接的な利益をも 被ばくレベルに関する一 計画された状況における
たらさないが、社会全体 般情報を利用できる状態 公衆被ばくに対して設定
に利益をもたらす線源に にすべきである。被ばく された線量拘束値。
被ばくする。

レベルについては、被ば

被ばくは通常、放射線防 く経路を定期的にチェッ
護の要件が事前に計画可 クすべきである。
能な線源に対して直接実
施する措置によって管理
される。
a：急性又は年間。
b：例外的な状況では、情報に通じたボランティア作業者は、命を救い、放射線による重篤な健康影響
を防ぎ、あるいは大災害の状況を防止するため、この帯域以上の被ばくを受ける。
c：確定的影響に対するしきい値を超えた状況では、常に活動が求められるべきである。
（ICRP, 2007, Table 5より）
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表2.7 IAEAの原子力防災関連の主な文書
種別
安全基準

タイトル

発行年

安全要件GS-R-2

原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応

2002

安全シリーズ86

原子力施設の事故のオフサイト影響評価における

1989

技術と意思決定
安全シリーズ109

原子力又は放射線緊急事態における介入基準

1994

安全シリーズ115

電離放射線に対する防護と放射線源の安全のため

1996

の国際基本安全基準
安全指針TS-G-1.2

放射性物質を含む輸送事故に対する緊急事態への

（ST-3）

対応の計画と準備

安全指針GS-G-2.1

原子力又は放射線緊急事態に対する準備のための

1996
2007

整備
安全指針ドラフト版 原子力又は放射線緊急事態に対する準備と対応に
シリーズ

DS44

用いる基準（検討中）

EPR-METHOD

原子力又は放射線緊急事態への対応のための整備

2010
（予定）
2003

開発手法－IAEA-TECDOC-953の更新
原子力緊急事態

安全シリーズ73

原子力施設の緊急事態に対する準備演習：準備、実

1985

施、評価（改定中）
TECDOC-955

原子炉事故における防護活動を決定するための一

1997

般評価手順
TECDOC-1432

緊急事態対応基準に対する拡張された枠組みの整

2005

備
放射線緊急事態

TECDOC-1162

放射線緊急事態における評価と対応に関する一般

2000

手順（E/R）
緊急時モニタリング TECDOC-1092

原子力又は放射線緊急事態におけるモニタリング

1999

に関する一般手順
医療準備と対応

安全報告書シリーズ2 放射線障害の診断と処置（IAEA/WHO）

1998

安全報告書シリーズ4 放射線事故に対する医療対応の計画（IAEA/WHO） 1998
広報管理

マニュアル

国際原子力事象基準（INES）－ユーザーズマニュ

2001

アル（IAEA及びOECD/NEA）
過去の事故

TECDOC-1009

1997年のゴイアニアにおける放射線事故の線量計

1998

測及び医療状況
TECDOC-1300

急性事故放射線被ばくの遅発性健康影響の追跡調
査、医療管理から学んだ教訓
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表2.8 EPR-METHOD「原子力又は放射線緊急事態への対応のための整備開発手法」
目的

範囲
概要

原子力あるいは放射線緊急事態への対応に関する研究に関し、方法論、技術、利用できる
結果について情報を与える。また、緊急事態への対応に向け統合された事業者、地方や国の
機能を整備するための実用的で段階的な方法も規定する。
放射線緊急事態に向けた準備に関する計画について、主な原子炉の緊急事態から放射性物
質の紛失又は盗難を含む緊急時までの全ての範囲を対象とする。
緊急事態への対応の準備は、主に2つのレベルで遂行しなければならない。まず、事業者
は、発生源における緊急時の潜在的影響を緩和し、サイト外の職員に知らせるよう準備する。
次に、サイト外の職員は、公衆や環境の影響を管理して、低減させる準備を行う。本技術文
書では、両方のレベルでの対応能力の整備に取り組んでいる。以下、2章は、十分な緊急事
態への対応能力を確立するため、基本概念を見直し、続いて全体的な手順を示している。ま
た、全ての国における行為に適用できる脅威の分類を適切に選択する方法も説明している。
3章は、危機的な緊急時の準備や対応能力の同定と配置に対するワークシートとなっている。
4章は、深刻な緊急時に関する記述、これらの緊急時に対する理想的な対応（事業概念）に
関する記述、放射線緊急時への対応能力の整備や維持に関して緊急時計画者が考慮するべき
項目の詳細なチェックリストが示されている。付属資料には、さらに詳細な説明がなされて
いる。
（IAEA, 2003a）を基に作成

表2.9 TECDOC-955「原子炉事故における防護活動を決定するための一般評価手順」
目的
範囲

概要

原子力発電所において事故が発生した場合、放射性物質の放出前から放出後に至る全ての
段階で、事故の影響を評価するために必要なツール、手順及びデータを提供する。
事故に対して、公衆への防護活動の決定や緊急作業者の被ばく線量の管理を行うための技
術的な手順を扱う。これには、事故の分類、結果の予測、環境モニタリングの調整、環境デ
ータの解明、公衆の防護活動の決定、緊急作業者の被ばく線量の管理に対する手順が含まれ
る。
事故時の早期段階における防護活動の実施について、本技術文書では、事故の全過程を対
象とし、発電所の情報と適切な防護措置に対する環境モニタリングデータに関する手順に従
う。発電所の状況は、放出の潜在リスクや特徴を決定する制御室の計測値やその他の測定可
能な情報を用いて評価される。また、環境データは、主に野外測定器で直接測定される量に
基づく運用上の介入レベル（OIL）の使用を通して、評価される。OILの既定値は、シビア
アクシデントの特性に基づき予め計算されている。これらの既定値は、十分な環境試料を収
集し、それが改定する根拠を与えるために分析されるまで、環境データの評価及び防護活動
の実施の判断に用いられる。この方法によって、データをすばやく評価し、防護活動に関す
る決定を迅速に行うことが可能となる。
本技術文書における評価プロセスは、以下に示す6つのセクションで構成されており、セ
クション毎に手順を含めた評価方法が示されている。
セクションA：プラント状況評価の管理手順
セクションB：防護活動の管理手順
セクションC：放射線防護の管理手順
セクションD：環境分析の手順
セクションE：予測分析の手順
セクションF：試料分析の手順
（IAEA, 1997）を基に作成
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表2.10 TECDOC-1092「原子力又は放射線緊急事態におけるモニタリングに関する一般手順」
目的
範囲

概要

原子力あるいはその他の放射線緊急事態における放射線モニタリング、環境試料の採取、
実験分析に対する技術要求や手順を規定する。
主な原子炉事故から少量の放射性物質を含む事故まで対象とする。ここでは、サイト外の
モニタリングを焦点とし、プラントのモニタリングは扱わない。規定される指針は、環境調
査、大気試料採取、現場でのγスペクトル測定、個人被ばくモニタリング/除染、放射性同位
体分析を扱う。
最初のセクションでは、緊急時のモニタリング、試料採取プログラムの設計、モニタリン
グ班とその資格及び訓練、モニタリング装置や機器、緊急時のモニタリング班に対する防護
措置、品質保証及び品質管理に関する概観が述べられている。以下、各セクションには、そ
の詳細が記述されている。
セクションA：現場での放射線や汚染のモニタリング
セクションB：現場での試料採取
セクションC：全α測定と全β測定
セクションD：γスペクトロメトリー
セクションE：放射化学分析
セクションF：基本データの評価
ワークシートや装置のチェックリスト、付属資料は、緊急時の監視に適切な実用例や有用
なデータを表す手順を支援するものである。
（IAEA, 1999）を基に作成

表2.11 TECDOC-1162「放射線緊急事態における評価と対応に関する一般手順」
目的
範囲
概要

緊急事態の対応について実用的な指針を規定する。
原子力以外の様々な種類の放射線緊急事態を対象。例えば、密封、非密封の放射性物質、
放射線発生装置、輸送に関する事故。
本技術文書では、原子力以外の放射線緊急事態において公衆や緊急作業者を防護するため
の初期対応に必要となるツール、一般手順、データが示されている。この報告書は、仮定さ
れた一般対応組織に基づくセクションで体系化させており、セクション毎に独立した手順が
含まれる。各セクションの内容は、以下の通りである。
セクションA 初期対応：事故の通告後、最初に行うことを扱う。
セクションB 事故対応の管理：全面的な緊急事態管理手順を扱う。
セクションC 場面毎の対応：事故現場で緊急事態への対応者に対して一般的な手続きを
扱う。
セクションD 放射線対応：事故の現場で放射線対応の管理手順を扱う。
セクションE 線量評価：計算プログラムが利用できない場合に、基本的な被ばく線量の計
画や評価を行う為の手順を扱う。
この他に付属資料やデータの記録や情報の転送を支援するワークシートが示されている。
この報告書で示されている指針は、一般手順の形式で与えられている。そこで、効果的に
するためには、与えられた手順を使用する国における国や地方の組織、支援基盤組織に統合
するように合わせるとともに、訓練して何度も練習した人員だけが使用するべきである。
（IAEA, 2000a）を基に作成
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表2.12 安全要件GS-R-2の構成
章

内

容

1.文書の背景、目的、範囲、構成 本文書は以下を目的とし、原子力又は放射線緊急事態における十
分なレベルの準備と対応の要件を確立した。
住民、財産及び環境への影響を最小とする
当局が法の採用、規制の確立及び責任の分担に適用
2.原則と目的

緊急事態への対応の実質的な目標を達成するため、対策の実施
は、介入の正当化及び介入の最適化の原則に従わなければならな
い。

3.一般要件

以下の項目に関して、20項の要件からなる。
基本的責務
脅威の評価

4.機能要件

以下の項目に関して、各々対応と準備について分け、100項の要
件を挙げている。
緊急時管理と運営の確立
同定、通報及び初期活動
緩和措置の実施
緊急防護措置の実施
公衆への情報伝達、指示及び警告の発令
緊急作業者の防護
初期段階の評価
医療対応の管理
公衆への情報公開
農業関連対策、食物摂取対策及び長期防護措置
非放射線影響の緩和
復旧措置の実施

5.支援基盤要件

以下の項目に関して、39項の要件からなる。
権限、組織、調整
計画と手順
ロジスティク支援と施設
訓練、演習、実習
品質保証計画
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表2.13 脅威区分
脅威区分

内

容

原子力発電所のように、オフサイトにおいて重篤な確定的影響を生じ得る（極めて発

I

生確率の低い事象を含む）オンサイトの事象が仮定される施設。

II
III

研究炉のように、国際基準に従って緊急防護措置を正当とするようなオフサイト住民
への線量を生じ得るオンサイトの事象が仮定される施設。
産業用放射線施設のように、オンサイトの緊急防護措置を正当とするような線量又は
汚染を生じ得るオンサイトの事象が仮定される施設。
予期されない場所で、緊急防護措置を正当とするような原子力又は放射線緊急事態を

IV

生じ得る活動。これらには、違法に入手した危険線源に関連した活動のような許可さ
れていない活動が含まれる。また、危険な移動線源が含まれた輸送も含まれる。

V

脅威区分I又はIIの施設における事象の結果、国際基準に従って作物の迅速な制限が必
要となるレベルの汚染を高い確率で生じる活動。
（IAEA, 2002, Table Iより）
表2.14 緊急事態区分

区 分
全面的緊急事態

内

容

脅威区分IまたはIIの施設において、サイト外の緊急防護措置の実施を必要とす

（General Emergency） る放射性物質の放出や放射線被ばくの実質的なリスクが含まれる事態。このク

ラスの緊急事態宣言に基づき、事象の影響を緩和し、サイト内と予防的活動範
囲（PAZ）及び緊急防護措置計画範囲（UPZ）内の人を適宜防護するための活動
が迅速に行われなければならない。
サイト緊急事態

脅威区分IまたはIIの施設において、サイト内及び施設近傍の人を対象とするが、

（Site Area Emergency） 防護のレベルは大幅に低い事態。このクラスの緊急事態宣言に基づき、事象の

影響を緩和し、サイト内の人を防護し、必要ならサイト外の防護措置を準備す
るための活動が迅速に行われなければならない。
施設緊急事態

脅威区分I、IIまたはIIIの施設において、サイト内の人を対象とするが、防護の

（Facility Emergency） レベルは大幅に低い事態。このレベルの緊急事態宣言に基づき、事象の影響を

緩和し、サイト内の人を防護するための活動が迅速に行われなければならない。
このクラスの緊急事態は、決してサイト外への脅威を生じ得ない。
警告

脅威区分I、IIまたはIIIの施設において、公衆あるいはサイト内の人を対象とし

（Alerts）

た、防護のレベルが不確かか、大幅に低減した事態。このレベルの緊急事態宣
言に基づき、事象の影響を評価し緩和し、サイト内外の対応機関の準備を適宜
進めるための活動が迅速に行われなければならない。

その他

線源が制御されていない緊急事態のような、その他の事態。これには、危険線

（Other Emergency）

源を搭載した衛星の再突入を含め、危険線源の紛失、盗難または制御喪失が含
まれる。
（IAEA, 2002, 4.19項を基に整理）
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表2.15 オンサイト区域の概要
状況

初期の封鎖範囲

初期対応（屋外の線源）
非密封又は破損により危険な可能性がある線源

流出範囲（流出があるとき）とその周囲30 m

危険な可能性がある線源からの広範囲な流出

流出範囲とその周囲100 m

危険な可能性がある線源を含む火災、爆発又は噴煙

半径300 m

爆発物（放射性拡散装置 RDD：Radiological Dispersal 爆発から身を守るために、半径400 m以上
Deviceの可能性）
初期対応（屋内の線源）
危険な可能性がある線源を含む破損、密封性の損失又 影響のある部屋及び隣接エリア（上下階も含
は流出

む）

危険な可能性がある線源を含む火災、不審なRDD又は 建屋全体と上記に示した適切な屋外の範囲
建屋内に危険線源を拡散させるようなその他の事象
（換気装置による建屋内への拡散）
放射線モニタリングによる封鎖範囲（初期対応後）
周辺線量率：100 μSv/h a

これらのレベルが測定された場所全て
2

b,c

地表への沈着物濃度：1000 Bq/cm （β/γ）
地表への沈着物濃度：100 Bq/cm2（α）c
a: 地面から1 mの高さでγ線測定。

b: これらの値は直接測定できないので、この濃度に相当するOILを整備しなければならない。
c: 放射線評価の資格をもつ者しか評価できない。
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区域の種類
目的
実施時期
対策
脅威区分
半径
範囲の根拠

確定的影響の防止又は低減
放出前又は放出直後
屋内退避、避難
I（原子力発電所等）
0.5～5 km
放出前又は放出直後にこの範囲内で講じ
る緊急防護措置により早期致死を超える
線量を回避でき、また、一般的介入レベル
（GIL）を超える線量を防止。
チェルノブイリ事故ではこのような距離
で数時間以内に死亡するおそれのある線
量率が測定された。
PAZの最大半径は、次の理由により5 kmと
仮定する。
最も重大な緊急事態を除いて早期致
死が想定される距離の限界である。
オンサイトでの線量に比べて1/10に低
減する。
この距離を超えた場所では緊急防護
活動が正当化されることは、まず、あ
りえない。
放出前又は放出直後に屋内退避や避
難が速やかに行える実用上限界の距
離と考えられる。
これよりも大きな半径で予備的な緊
急事態措置を実施すると、サイト近傍
の人々への緊急防護活動の有効性が
減少すると考えられる。

PAZ

UPZ
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（IAEA, 2007, 付属書II）を基に作成

線量の回避
放出後数時間以内
環境モニタリング、避難所の設置
I（原子力発電所等）
II（研究炉等）
5～30 km
0.5～5 km
原子力発電所を想定した最も重大な緊急
大気中への放出
事態の場合に早期死亡のリスクを大きく
平均的な気象条件でUPZを超える場
低減するため、数日間又は数日以内にホッ
所では、最も重大な緊急事態について
トスポットを特定し、避難するためモニタ
のみ、個人の総実効線量が避難のため
リングを行う必要のある半径。
の緊急防護措置GILを超える。
このような半径では、放出による濃度は
この半径内における準備は、必要な場
合、範囲外部において有効な緊急防護
PAZ境界での濃度に比べておおよそ1/10に
措置を実施するための十分な基盤に
低減する。
なる。
この距離は、対策拡大のための十分な基盤
建物が原因となる航跡効果（wake
となる。
effects）を考慮して、最も小さい半径
5～30 kmの距離は、数時間以内にモニタリ
ングを実施して適切な緊急防護活動を行
として0.5 kmが選択された。
臨界状態にある核分裂性物質
う実用上の限界と考えられる。
平均的気象条件でこの半径を超える場所
臨界による放射線リスクは、γ線及び
では、ほとんどの重大な緊急事態に対し
中性子線からの外部被ばくがほとん
て、個人の総実効線量が避難のための緊急
どの原因となる。
防護措置のGILを超えることはない。
この半径を超えると、ほとんどの臨界
事故では、個人に対する実効線量は避
難の緊急防護措置GILを超えない。
過去の臨界事故によるオフサイトで
の線量は、0.5～1 kmを超える緊急防護
措置を正当化しない。

表2.16 オフサイト区域の概要
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表2.17 PAZとUPZの提案範囲
施設

PAZの半径a,b,c

UPZの半径a,d

3～5 km

5～30 kme

0.5～3 km

5～30 kme

3～5 km

5～30 kme

0.5～3 km

5～30 kme

脅威区分Iの施設
出力＞1000 MW(th)
出力 100～1000 MW(th)
A/D2≧105 f
A/D2≧104～105 f
脅威区分IIの施設
出力 10～100 MW(th)

0.5～5 km

出力 2～10 MW(th)
3

4f

2

3f

A/D2≧10 ～10
A/D2≧10 ～10

0.5 km
0.5～5 km

設定しない

0.5 km

サイト境界の500 m以内にある核分

0.5～1 km

g

裂性物質

（IAEA, 2007, 付属書II Table 8より）
a： 半径は、区域の境界を設定しなければならない施設からのおおよその既定距離である。適用している
間、2倍以上に変化しても差し支えない。詳細な安全解析により実証される場合に様々な距離が用いら
れる。
b： 提案された半径は、骨髄や肺への重篤な被ばく（2日間）により生命を脅かす線量レベルに達するおお
よその距離である。最大半径5 kmが推奨される。原子力緊急事態で用いられるソースタームは、オフ
サイトで重篤な確定的影響を及ぼすかもしれないような低い可能性の事故を想定している。
c： 半径はRASCAL3.0の計算モデルで行った計算を基に選択した。計算にあたり、平均的な気象条件、無
降雨、地表面放出、グランドシャインによる48時間の被ばくを仮定する。48時間、外にいた人の被ば
く線量の中央値を計算する。
d： 提案された半径は、吸入・クラウドシャイン・グランドシャインによる実効線量の48時間での合計が
避難に対するGILの1～10倍を超えないおおよその距離である。
e： 5～30 kmの距離は、サイト特有の解析によって支持されれば、妥当と考えられる。
f： インベントリーの10%が大気に放出されたものとする。
g： 半径500mは、避難のGILを超える距離である。臨界（核分裂物質）を含む建屋は、重大な遮へいがな
く、臨界により1019回の核分裂とする仮定に基づく。これは、外部放射線による線量を含み、RASCAL3.0
の計算モデルを用いて計算したものである。
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表2.18 緊急事態に対する準備と対応の基本的な責務
脅威区分I及びII
運転者
迅速に行う処置
緊急事態の分類
サイト及び緊急作業員の防護
緊急事態の緩和
オフサイト当局への通知と公衆の防護措
置に関する勧告
オフサイト支援の取得
施設近くの環境モニタリングの実行
広報活動維持に関するオフサイト当局の
支援

脅威区分III
運転者
迅速に行う処置：
緊急事態の分類
サイト及び緊急作業員の防護
オフサイト当局への通知
オフサイトの支援の取得
オフサイトリスクが無いことの確認
広報活動維持に関するオフサイト当局の
支援

脅威区分IV
運転者（危険な線源）
迅速に行う処置：
緊急事態の認識
近くにいる人に対する防護措置
緊急事態の緩和
オフサイト当局へのリスク通知
必要な場合、
オフサイト当局への技術的支
援提供

脅威区分V
農場主及び食品加工業者
迅速に行う処置
食物／水供給を防護し、
汚染した可能性の
ある食物／水の管理に関し当局の指導に
対応する。

緊急ゾーン内で対応に責任を有するオフサイト当局
迅速に行う処置
緊急ゾーン内の緊急防護措置の実施
環境モニタリングの実行
食物制限計画半径内での汚染した食物の消費管理
施設に対する緊急対応サービスの提供
汚染や過剰被ばくした個人に対する医療処置の提供と所定の基準に
基づく長期間の医療追跡調査に関する登録
平易な言葉による公衆及びメディアに対するリスクの説明
必要な措置の実施
不適切な公衆の反応に対する対応
IAEAに対する国境を越えた緊急事態の報告
IAEA通知の対応
必要な場合にはIAEAに対する支援要請
施設近くのオフサイト当局
迅速に行う処置
緊急時サービスの提供
緊急作業員の防護
汚染や過剰被ばくした個人に対する医療処置の提供と所定の基準に
基づく長期間の医療追跡調査に関する登録
オフサイトに影響が無いことの確認
平易な言葉による公衆及びメディアに対するリスクの説明
必要な措置の実施
不適切な公衆の反応に対する対応
IAEAに対する国境を越えた緊急事態の報告
IAEA通知の対応
必要な場合にはIAEAに対する支援要請
オフサイト当局（国家レベル）
処置
現在進行中のプログラムの一環として、医療実行者、スクラップ金
属販売業者及び国境検問所に放射線緊急事態に対する認識と対応に
ついての通知
国際的手引きに一致した防護処置についての迅速な決断
放射線状況の評価及び対応に関する地区当局者への支援
汚染や過剰被ばくした個人に対する医療処置の提供と所定の基準に
基づく長期間の医療追跡調査に関する登録
オフサイトに影響が無いことの確認
平易な言葉による公衆及びメディアに対するリスクの説明
必要な措置の実施
不適切な公衆の反応に対する対応
IAEAに対する国境を越えた緊急事態の報告
IAEA通知の対応
必要な場合にはIAEAに対する支援要請。
オフサイト当局
問題点に対する処置
国際基準に基づき、食物／水供給を防護し、汚染した可能性のある
食物／水の管理に関して指導する。
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表2.19 脅威区分の判断基準
脅威区分

基準

I

緊急事態により、オフサイトで深刻な確定的影響をもたらす結果となると想定される施設であ
り、以下を含む。
出力レベルが100 MW(th)を超える原子炉（発電炉、原子力船及び研究炉）
合計でCs-137が約0.1 EBq以上存在する最近取り出した照射済燃料（3000 MW(th)の炉心イン
ベントリーに相当）を含む施設や場所
オフサイトに深刻な確定的影響をもたらす結果となるのに十分な飛散性放射性物質のイン
ベントリーを有する施設

II

緊急事態により、オフサイトでの線量が緊急防護措置をとる結果となると想定される施設で、以
下を含む。
出力レベルが2 MW(th)を超え100 MW(th)以下の原子炉（発電炉、原子力船及び研究炉）
アクティブ冷却を必要とする最近取り出した照射済み原子炉燃料を含んでいる施設や場所
オフサイト境界の内側0.5 km以内で、非制御下で臨界に至る可能性のある施設
オフサイトでの線量が緊急防護措置をとる結果となるのに十分な飛散性放射性物質のイン
ベントリーを有している施設

III

緊急事態により、サイトでの線量が緊急防護措置をとる結果となると想定される施設で、以下を
含む。
遮へいがなくなった場合には、外部線量率が100 mGy/hを超える可能性のある施設
オフサイト境界の内側0.5 km以上で、非制御下で臨界に至る可能性のある施設
出力レベルが2 MW(th)未満の原子炉
サイトでの線量が緊急防護措置をとる結果となるのに十分な放射性物質のインベントリー
を有している施設

IV

移動可能な危険な線源に関する作業で、以下を含む。
i)遮へいがなくなった場合には直接外部線量率（シャイン）が1 mの距離で1 mGy/hを超え
る可能性があるか、あるいは、ii)付属書IIIに従い、危険な線源を有する移動可能な線源
付属書IIIに従い危険な線源を有する衛星
付属書IIIに従い、管理されていない場合は危険な線源となる放射性物質量の輸送
以下のような、管理されていない危険な線源に遭遇するかなりの可能性を有する施設／場
所型スクラップ金属処理場・国境検問所、空港及び海港
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表2.20 脅威区分の具体的な事例
事例

脅威のまとめ

典型的な
脅威区分

工業、医療又は科学研究において放射性同位体を加工又は使用する施設
放射性製薬の製造

オフサイト：確定的影響発生の可能性はない。施設周辺において緊急時の一般介入レベル
（GIL）を上回る放出可能性がわずかに存在する。主要施設及び倉庫の火災は緊急時GILを上
回る放出をもたらす可能性が高い。この脅威はインベントリーと可燃性の関数である。爆発、
竜巻、流出及び漏洩のリスクはほんどない。

限定的1
又はIII2

オンサイト：オンサイトにおいて重篤な確定的影響が発生する可能性は非常に低いが、職業上
の線量限度を上回る可能性はある。
放射性薬剤

オフサイト：緊急時GILを上回る放出の可能性はない。
オンサイト：緊急時GILを上回る放出の可能性はない。職業上の限度を上回る被ばくの可能性

病院

オフサイト：緊急時GILを上回る放出の可能性はない。
オンサイト：密封線源（例えば、密封小線源療法又は放射線ビーム）が誤用又は制御/安全で

限定的1

がわずかに存在する。
III又はIV

ない場合、重篤な確定的影響がスタッフに発生する可能性がある。加えて、適切に制御又は管
理されていない場合、放射性薬物治療や放射性診断薬は危険性を示しうる。
密封線源の製造

オフサイト：確定的影響発生の可能性はない。施設周辺において緊急時GILを上回る放出可能

III2

性がわずかに存在する。主要施設の火災は緊急時GILを上回る放出をもたらす可能性が高い。
この脅威はインベントリーと可燃性の関数である。爆発、竜巻、流出及び漏洩のリスクはほん
どない。

オンサイト：遮へいの喪失、経口摂取又は吸入により製造過程で重篤な確定的影響がスタッフ
に発生する可能性がある。
研究施設

オフサイト：大量の放射性又は核分裂性物質が貯蔵されているか単一の場所で使用されている
場合を除き、緊急時GILを上回る被ばくの可能性はない。

低レベル廃棄物の貯蔵
又は地層処分

オンサイト：重篤な確定的影響が発生する可能性がある。これはサイト依存である。
オフサイト：低レベルの地層処分に関し、緊急時GILを上回る可能性はない。
オンサイト：オンサイトにおいて緊急時GILを上回る可能性はない。廃棄物が放射性ヨウ素を

限定的1
又はIII2
限定的1

含む場合、廃棄物の貯蔵に関する大規模な火災について職業上の被ばく限度を上回る可能性が
わずかに存在する。
劣化ウラン製品

オフサイト：緊急時GILを上回る可能性はない。フッ化水素（六フッ化ウラン放出の生成物）

限定的1

の化学毒性のため六フッ化ウラン放出による死亡の可能性がある。大量の物質の入った加熱タ
ンクの破裂には非常に大きなリスクが存在する。

オンサイト：緊急時GILを上回る可能性はない。
線源
－消毒
－照射装置
－産業用
－X線写真
－遠隔治療装置
－高及び中線量率密封
小線源療法
－RS-G-1.9におけるカ
テゴリー1及び2の
線源
－測定器
－検層
－RS-G-1.9におけるカ
テゴリー3
－水分・密度計
－静電気除去装置

1
2
3

オフサイト：制御下では緊急時GILを上回る可能性はない。非制御下(紛失又は盗難)では、非

III又はIV3

遮へい時に数分間で致死的な被ばくが発生する可能性があり、所持時に重篤な組織損傷の可能
性がある。

オンサイト：非遮へい時に数分間で致死的な被ばくが局所的に発生する可能性がある。

オフサイト：非制御下（紛失又は盗難）では、非遮へい時に致死的な被ばくが発生する可能性

IV3

があり、所持時に重篤な組織損傷の可能性がある。

オンサイト：非遮へい時に致死的な被ばくが発生する可能性がある。
オフサイト：緊急時GILを上回る可能性はほとんどない又はない。

限定的1

通常の放射線防護プログラムが必要とされる場合を除き、放射線上の危険に対し特別な緊急時準備を必要としない。
セクション 3 に記載された方法が脅威カテゴリーの決定に用いられるべきである。
脅威カテゴリーⅣ：危険な可搬性線源
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－トリチウム避難誘導
灯
－プルトニウムペース
メーカ
－消費者製品

オンサイト：緊急時GILを上回る可能性はほとんどない又はない。

燃料サイクル
ウラン粉砕及び採掘

オフサイト：緊急時GILを上回る放出の可能性はない。排水の失敗により介入を正当化する汚

限定的1

染（例えば、水汚染）が発生する可能性がある。

オンサイト：緊急時GILを上回る可能性はない。
イエローケーキ工程

ウラン粉砕及び採掘と同様。

限定的1

六フッ化ウラン転換施
設

オフサイト：フッ化水素（六フッ化ウラン放出の生成物）の化学毒性のため六フッ化ウラン放

限定的1,4

濃縮施設
ウランを用いる燃料加
工

出による死亡の可能性がある。その可能性は六フッ化ウランのインベントリーの関数である。
大量の六フッ化ウランの入った加熱タンクの破裂には非常に大きなリスクが存在する。

オンサイト：オフサイト同様。
オフサイト：六フッ化ウラン転換施設同様。
オンサイト：六フッ化ウラン転換施設同様。
オフサイト：六フッ化ウランに対するリスクは六フッ化ウラン転換施設同様。非遮へいの場所

限定的1
II又はIII2

で核分裂物質の工程が行われた場合、サイト境界から200-500mの範囲において臨界事故によ
り緊急時GILを上回る線量の可能性がある。

オンサイト：六フッ化ウランに対するリスクは六フッ化ウラン転換施設同様。臨界事故により
オンサイトでは確定的影響の発生及び緊急時GILを上回る線量の可能性がある。
プルトニウムを用いる
燃料加工

オフサイト：非遮へいの場所で核分裂物質の工程が行われた場合、サイト境界から200-500m

II又はIII2

の範囲において臨界事故により緊急時GILを上回る線量の可能性がある。大規模火災又は爆発
により施設周辺で緊急時GILを上回る線量の可能性がある。

オンサイト：臨界事故によりオンサイトでは確定的影響の発生及び緊急時GILを上回る線量の
可能性がある。火災又は爆発による吸入のため緊急時GILを上回る線量の可能性がある。
未使用燃料（未照射）
使用済燃料、プール貯
蔵

オフサイト：緊急時GILを上回る線量の可能性はない。
オンサイト：緊急時GILを上回る線量の可能性はない。
オフサイト：プール中（水中）の燃料の損傷により、緊急時GILを上回る線量の可能性はない。

限定的1
I、II又はIII2

プール中の燃料が完全に覆われていない場合には、緊急時GILを上回る線量の可能性がある。
影響の度合いはインベントリーに依存する。プールが排水され、数ヶ月以内に炉心から取り出
した燃料を保持していた場合、重篤な確定的影響が発生する可能性がある。可能性と影響の度
合いは量とプールの設計に依存する。

オンサイト：プール中（水中）の燃料の損傷により、Kr-85の線量がプールエリア内で緊急時
GILを上回る可能性がある。排水されたプールでは、プールからの直接被ばくによる線量はプ
ール周辺で数Sv/hに達し得る。燃料が覆われていない場合、プール周辺の線量は重篤な確定的
影響を発生させ得る。
使用済燃料、乾式容器
貯蔵

オフサイト：緊急時GILを上回る線量の可能性はない。
オンサイト：吸入により緊急時GILを上回る線量の可能性はない。遮へいが失われた場合、直

使用済燃料の再処理

オフサイト：臨界事故により緊急時GILを上回る線量の可能性がわずかに存在する（臨界の場

III

接被ばくは緊急時GILを上回る可能性がある。
I、II又はIII2

所に依存する）
。大規模な火災又は爆発はインベントリーとその可燃性に依存して施設から数
kmにおいて緊急時GILを上回る線量をもたらし得る。巨大な液体貯蔵タンクの破裂は費用のか
かる介入を保証することになる汚染をまねき得る。これはインベントリーと可燃性の関数であ
る。

オンサイト：臨界事故により重篤な確定的影響及び緊急時GILを上回る線量の可能性がある。
火災及び爆発は緊急時GILを上回る吸入線量をもたらし、重篤な確定的影響をまねき得る。遮
へいが失われた場合、直接被ばくは緊急時GILを上回るか、重篤な確定的影響をもたらし得る。
原子炉(発電、船舶、研究)

4

高濃度ウランの場合でさえも、六フッ化ウラン放出による化学毒性は放射線量よりはるかに重要である。オフサイト
でもフッ化水素が(化学毒性により)致死濃度に達する可能性がある。
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＞100 MW(th)

オフサイト：深刻な炉心損傷を伴う緊急事態は死を含む重篤な確定的影響を引き起こす可能性
がある。緊急時GILを上回る線量は施設から5km以遠に及ぶ可能性がある。移転のGIL及び経
口摂取GALを上回る線量をもたらす沈着は施設から非常に離れた地点でも発生しうる。炉心
損傷を伴わない緊急事態は緊急時GILを上回る可能性が少しある存在するだけである。

I又はII

オンサイト：炉心損傷の緊急事態について、死を含む重篤な確定的影響をもたらすのに十分な
線量に達する可能性がある。
2～100 MW(th)

オフサイト：炉心の冷却系喪失(炉心溶融)の場合、緊急時GILを上回る短半減期ヨウ素の吸入

II又はIII

による線量の可能性がある。5

オンサイト：燃料冷却系が喪失した場合、緊急時GILを上回る線量の可能性がある。遮へいが
失われた場合、直接被ばくの線量は緊急時GILを上回る又は重篤な確定的影響をもたらし得
る。
＜2 MW(th)

オフサイト：緊急時GILを上回る線量の可能性はない。
オンサイト：燃料冷却系が喪失した場合、吸入により緊急時GILを上回る線量の可能性がある

III

(設計に依存する)。遮へいが失われた場合、直接被ばくの線量は緊急時GILを上回る又は重篤
な確定的影響をもたらし得る。
輸送*
除外パッケージ
UN2910
UN2911
UN2909
UN2908

これらの積荷は微量の放射性物質のみを含む。これらはいかなる特別な防護措置を必要とせ
ず、放射性影響のリスクはない。緊急事態により除染の必要な表面汚染が発生するかもしれな
い。

なし

工業用パッケージ
UN2912
UN3321
UN3322
UN2913

これらのパッケージは、
「低放射性」物質又は「表面汚染物」に適するもののみ含む。損傷を
受けたパッケージの周囲において緊急時GILを上回るかもしれないが、工業用パッケージは事
故に耐えうるように設計されていないからであり、非遮へい時の外部放射線限度は3mの距離
で10mSv/hになるような内容物となっている。緊急事態により除染の必要な表面汚染が発生す
るかもしれない。

なし

タイプAパッケージ
UN2915
UN3332

タイプAパッケージとして許容される放射性物質は放射性のハザードを制限する。パッケージ
の極近傍を越えて緊急時GILを上回る線量となる可能性がある。緊急事態により除染の必要な
表面汚染が発生する。

IV6

タイプBパッケージ**
[B(U)and 8M]]
UN2916
UN2917

タイプBパッケージは通常大量の放射性物質を含む。タイプBパッケージは全ての陸上及び海
上輸送事故に耐えうるよう設計された。空輸されるタイプBパッケージの放射性の内容物は制
限されている。
「低散逸性放射性物質」について、パッケージ設計に関する権限を有する当局
により限度が定められている。他の物質について、特別形であれば3000A1又は100000A2のいず
。他の全ての放射性物質に
れか低い方、又特別形でなければ3000A2となる（IAEA, RS-G-1.9）
ついて制限は3000A2となる。緊急時GILを上回る線量は、陸上又は表面モードの輸送について
は考えられてないが、空輸事故について考え得る。しかし、緊急事態事象時にはこれはモニタ
リングにより確認されるべきである。

IV6

タイプCパッケージ
UN3323

タイプCパッケージは通常大量の放射性物質を含む。それ故、タイプCパッケージは全ての陸
上、海上、及び空輸事故に耐えうるよう設計された。緊急時GILを上回る線量は考えられてな
い。しかし、緊急事態事象時にはこれはモニタリングにより確認されるべきである。

IV6

特殊分類
UN2919

特殊分類下で輸送される放射性物質を除く非核分裂性又は核分裂性の輸送物は関連する両国
の権威当局に7日前に通知する必要がある。緊急事態においては、緊急時GILを上回る可能性
がある。緊急事態により除染の必要な表面汚染が発生するかもしれない。

限定的又はIV6

核分裂性物質を含むパ
ッケージ
UN2977
UN3324
UN3325
UN3326
UN3327

工業用、タイプA、タイプB及びタイプCパッケージはすべて核分裂性物質を含む可能性があ 限定的又はIV6
る。核分裂性物質を含むそのようなパッケージは内容物の制限を加えて設計され、輸送時の通
常及び事故状態のどちらの間も臨界未満が維持されるようになっている。リスクのまとめはそ
れ故関連のある工業用、タイプA、タイプB又はタイプCパッケージと同様である。タイプIF、
タイプAF、タイプB(U)M又はタイプB(M)Fパッケージは空輸事故に関するもので、核分裂性の
六フッ化ウランのみを含む。しかし、六フッ化ウランのみを含むパッケージはいかなる特殊な
放射線防護措置を必要とする放射線影響のリスクはない。緊急事態により除染の必要な表面汚

5

6

研究炉について、設計やこれらの装置の運用における多様性により、オフサイトに重大なエアボーンの放出をもたら
すインベントリー及びエネルギーが存在するかを決定するためサイト固有の分析が実行されなければならない。
厳密な制御が供給され、厳密な監督条件下を除きパッケージから取り出せないような設計及び内容物の制限によりこ
れらは危険な可搬性線源とは考えられていない。しかし、それらが紛失、盗難又は不注意にもパッケージから取り出
された場合（非制御下）
、危険な線源と考えられる（付属書 III 参照）
。
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染が発生するかもしれない。

UN3328
UN3329
UN3330
UN3331

空輸事故に関して六フッ化ウラン以外は非核分裂性又は核分裂性物質を含むパッケージは化
学ハザードを伴う六フッ化ウランの放出の可能性がある。それらはいかなる特殊な放射線防護
措置を必要とする放射線影響のリスクはない。緊急事態により除染の必要な表面汚染が発生す
るかもしれない。

限定的4

核兵器事故(プルトニ
ウムの散逸)

兵器からのプルトニウムの散逸をもたらす火災又は爆発が有る場合、約1km以内でプリューム
の吸入又は沈着物質の再浮遊により確定的影響の可能性がある。明らかに汚染した領域は平方
km単位になるであろう。通常の放射線測定機器ではエアボーン汚染の危険なレベルを検知出
来ない可能性がある。

IV

危険線源の紛失/盗難

非遮へいの危険線源を所持する人について、致死線量に達する可能性がある（用語集及び付属
。致死線量及び緊急時GILを上回る線量をもたらす考え得る汚染が破裂した線源に
書III参照）
より起こりうる。人間活動により拡散され、考え得る領域が汚染される。

IV

越境放出による汚染

移転のGIL及び経口摂取GALを上回る線量をもたらす沈着は脅威カテゴリーI又はIIの施設か
ら非常に離れた地点でも発生しうる。

V

原子力衛星の落下

このリスクは非常に小さく、合理的な防護措置が取られるべき領域を制限することは事実上不
可能である。残骸を所持することは確定的影響をもたらし得る。

IV

汚染食料又は物質の輸
入

オフサイト：非制御下の（知らずに）汚染された鉄及び他の製品の利用は職業上の限度を超え
る線量を招きうる（非常に小さなリスク）が、緊急時防護ドリルが実施されるような事態では
ない。食料汚染は食料防護に対するGALを超える可能性がある。

V

六フッ化ウランを含む
パッケージ
UN2978
その他

オンサイト：リスクはサイトに知らずに放射性物質又は線源を持ち込むことによるものであ
る。当該施設はハザードを最初に認知するかもしれない。

* 輸送の項目で区分に利用されているUN Numberは、国連の危険物輸送基準勧告をまとめた文書「Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations」
（通称オレンジブック）に示される危険物リスト（約3,000品目）
に掲載されている危険物に対し付されている4桁の数字のことをいう。危険物の分類と定義、判定基準、危険物品名
リスト、ラベル、積荷書類の統一様式等が掲載されており、各国がこの規定を組み入れて道路、鉄道、海上、航空
輸送規則を制定するよう勧告している。
** 付属書IIIにおいて、危険線源の分類も示されている。制御不可能になり重篤な確定的影響を引き起こす線源を危険線
源と定義し、危険の程度をA/D値で示している。ここでAは制御不能な線源の放射能量[TBq]、Dは寿命を減少させる
ような生涯の損傷を引き起こす可能性のある放射能量[TBq]である。D値については、IAEA EPR-METHOD（IAEA,
2003a）に以下のように定義されている。
D1値：外部被ばく吸収線量係数（中性子線源を除く）から計算された重篤な損傷を生じる放射能量[TBq]（2.0 cm
の距離から10時間照射したときに吸収線量が25 Gy）
D2値：内部被ばく吸収線量係数（Cf-252を除く）から計算された重篤な損傷を生じる放射能量[TBq]（低LET放
射線：2日間に肺6Gy、赤色骨髄1Gy、甲状腺5Gy）
、
（高LET放射線：1年間に肺25Gy）
これより、危険の程度A/Dの定義は、以下のようにまとめられる。

全ての物質： A / D1
i

Ai
D1,i

、

分散性物質（粉体、ガスなど）
： A / D2
i

Ai
D2,i

ここで、Aiは核種iの放射能量[TBq]、D1,i，D2,iはGS-G-2.1付属書III表9に示される核種iのD値である。
A/D値に基づいて、1以上の線源を危険線源と分類している。

（IAEA, 2007, 付属書 I Table 6より）
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表2.21 放射線緊急事態における防護活動及びその他の対応活動システム
被ばくによる健康影響の可能性

防護及びその他の活動を実施するための線量測定の原則
予測線量

深刻な確定的影響(a)

受けた線量

深刻な確定的影響を防ぐため、 深刻な確定的影響に対処し、管
悪条件下でも予防的緊急防護活 理するためのその他の対応活動
(b)

動を実施。
確率的影響の検出可能な増加

確率的影響のリスクを合理的に 確率的影響を早期に検出し、効
減らすため、緊急事態において 率よく管理するためのその他の
予防的緊急防護活動を実施し、 対応活動(c)
早期防護措置を開始する。悪条
件の下でも実施。

(a) 一般的基準は、深刻な確定的影響のしきい値に近い線量レベルで設定される。
(b) 医療検査、診察及び兆候による処置、汚染管理、迅速な除染（適用可能な場合）
、長期医療追跡の
ための登録、包括的心理カウンセリングを含む。
(c) 医療追跡のための登録の必要性を考慮するため特定臓器に対する個人線量に基づくスクリーニン
グ、個々の状況で告知に基づく決定を実施するためのカウンセリングを含む。
（IAEA, 2008, Table 1より）
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表2.22 緊急事態で取り組むと期待される防護措置及びその他の対応活動における一般的基準
一般的基準
短時間（10時間未満）での外部被ばく
ADTorso(a)：
1 Gy-Eq
ADFoetus：
0.1 Gy-Eq
(b)
ADTissue ：
25 Gy-Eq（深部0.5cm）
ADSkin(c)：
10 Gy-Eq（100cm2）

防護措置あるいは他の措置の例
線量が予測されたら、以下の対策を取る
（困難な状況下においても）
、一般参考レベ
ル以下に線量を保つための予防的緊急防護措
置、公衆への情報提供及び警告、緊急除染

線量を受けたら、実施する
急性摂取による内部被ばく（Δ=30日間(d)）
迅速な医療検査、診察及び兆候による処置
AD(Δ)Red marrow： 0.2 Gy-Eq（原子番号≧90の核
汚染管理
種）
迅速な除染(g)（適用可能な場合）
2 Gy-Eq（原子番号≦89の核種）
長期医療追跡のための登録
AD(Δ)Thyroid： 2 Gy-Eq
包括的な心理カウンセリング
AD(Δ)Ling(e)： 30 Gy-Eq
AD(Δ)Colon：
20 Gy-Eq
AD(Δ)Foetus(f)： 0.1 Gy-Eq
(a) 均一な放射場での強い透過性放射線の照射によって生じる赤色骨髄、肺、小腸、生殖腺、甲状腺、
水晶体に対する外部被ばく。
(b)（手やポケットに入れて携帯される放射源などとの）接触により、組織の深さ0.5 cmにもたらされ
る線量。
(c) 線量は、長期的影響が予想される表皮から50 mg/cm2の深度（すなわち0.5 mm）の皮膚組織におけ
るものである。
(d) AD(Δ)は、被ばくした人の5％に健康影響を生じるような摂取量（I05）によって期間Δの間にもたら
される線量を指す。
(e) 本文書の目的上、
「肺」とは、気道の肺胞－間質領域（AI）を意味する。
(f) Δは、子宮内での成長期間。
(g) 除染に対する一般的基準は、除染なしの予測線量に基づく。
（IAEA, 2008, Table 2より）
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表2.23 防護措置及びその他の対応活動で取られる一般的な基準
一般的な基準(a)
防護措置あるいは他の措置の例
以下の一般的基準を超える予測線量：確率的影響のリスクを合理的に低減するため、効果的な(b)緊急
防護措置をすぐに実施する
HThyroid
50 mSv（最初の7日間）
安定ヨウ素剤予防服用(e)
(d)
(c)
ETotal
100 mSv（最初の7日間）
屋内退避、避難、除染(f)、食物やミルク、水の摂
取制限、汚染管理、公衆への保証(g)
HFetus
100 mSv（最初の7日間）(d)
以下の一般的基準を超える予測線量：確率的影響のリスクを合理的に低減するため、緊急時段階で効
果的な(b)早期防護措置を実施する
ETotal (c)
100 mSv/年
食物、ミルク及び水(h)の代替、一時移転、公衆へ
HFetus
100 mSv/年
の保証(g)
以下の一般的基準を超える受けた線量：放射線に起因する健康影響を検出し効率よく対処するため、
長期医療対策を実施する
ETotal (c)
100 mSv/月
医療追跡のための登録の必要性を考慮するため
の特定臓器(i)に対する個人線量に基づくスクリー
ニング
HFoetus
100 mSv
個々の状況で告知に基づく決定を実施するため
のカウンセリング
(a) これらの一般的基準は、
国の基準ガイダンスがない場合の基準として用いることができる。
しかし、
線量が確定的影響に近づく場合、活動は常に保証される。
(b) 大量の放射線被ばくを回避する活動。
(c) 総実効線量は、ある特定期間における外部被ばく線量及び同期間での摂取による預託線量の合計で
ある。預託線量を計算する期間は、大人で50年、子供で70年である。
(d) 防護措置を実施することが危険であれば、より高いレベルを適用すべきである。
(e) 安定ヨウ素剤は、以下の場合に処方される。i) 緊急事態において放射性ヨウ素を伴う場合、ii)放射
性ヨウ素の放出前あるいは直後、iii) 放射性ヨウ素を摂取してから短期間の場合。
(f) 除染は不注意な摂取を減らすためであり、適切な防護措置（例えばシャワーを浴びる）を取るよう
公衆に勧告することを含む。
(g) 防護活動を効率的に実施すれば、放射線に起因する健康影響は予想されないことを公衆に保障す
る。
(h) もし代替の食料や水が得られなければ、さらに高い一般的な基準を適用すべきである。
(i) 放射線感受性臓器に対する等価線量を評価する必要がある。
（IAEA, 2008, Table 3より）
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表2.24 緊急作業者に適用される指針値を設定するためのガイダンス
指針値(a)

作業の内容
以下に示すような人命救助活動

Hp(10)<500 mSv

生命に差し迫る脅威からの救助

原則として、
他者への利益が救助者

生命に関わるような傷害に対する応急処置の提供

自身のリスクを上回り、
救助者がそ

脅威区分Iの施設において全面的緊急事態に至るような状況 のリスクを理解し、
容認する場合に
の防止又は緩和

限り、この値を越えられる。

以下に示すような重篤な確定的影響の防止活動
困難な状況下での遂行を含めた、緊急防護措置の実施
重篤な傷害の潜在的脅威からの救助
以下に示すような壊滅的状況の形成を防止するための活動
壊滅的影響を伴う有害行為を防止するための情報収集又は

Hp(10)<500 mSv

容疑者の逮捕
サイト緊急事態を生じるような状況の防止又は緩和
容疑者の逮捕又は証拠の収集
以下に示すような大規模な集団線量を回避するための活動
重篤な傷害の応急処置
人々の緊急除染
緊急防護措置を実施する上で必要であれば、サンプルの収集
と分析

年間線量限度の2倍

（困難な条件下でさえ実施する）緊急防護活動、長期防護活 Hp(10)<100 mSv
動又は食料制限が必要であると考えられるケースを同定す
るため、居住地域の環境モニタリング
緊急防護措置の実施を支援する上で必要であれば、地域の局
所的な除染
(a) これらの値は、外部からの透過放射線による被ばくのみに適用される。外部からの非透過放射線、
摂取あるいは皮膚の汚染による被ばく線量は、あらゆる手段によって防止する必要がある。
（IAEA, 2008, Table 4より）
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一次系の崩壊熱除去が不十分－炉心温 炉出口温度の指示値が370℃以上
度

通常の停止作業の一環として完全な停
止はできない（中性子フラックスの増
加）が、余熱を十分除去できる（最終的
に、ヒートシンクが利用でき、かつ、十
分である）
。

警告の宣言に該当する条件

サイト緊急事態の宣言に該当する条件

全面的緊急事態の宣言に該当する条件

炉出口温度の指示値が650℃以上

注：
緊急炉心冷却システム又は格納容器損
失の検討は、さらなる追加基準として検
討される。
炉出口温度の指示値が800℃以上

出力が5％以上（あるいはサイト個別の 出力が5％以上（あるいはサイト個別の
出力レベル）の状態において緊急停止を 出力レベル）、かつ、以下のいずれかに
失敗し、自動又は手動による緊急停止が 該当する状態で緊急停止を失敗。
参考資料Iによって求められる加圧
必要となる異常な状態であることを示
水型炉（PWR）の冷却裕度がマイナ
唆している。
スである。
あるいは
圧力容器の水位が、有効燃料の液面
よりも低い。
あるいは
複数の放射線モニターにおいて規
模の大きな（100～1000倍）放射線
の増加が認められる。
あるいは
実際の炉心損傷もしくはその危険
性を示す徴候が見られる。
炉心の冷却が不十分－圧力容器の水位
システムが設計したとおりに応答して 圧力容器の水位が有効燃料の先端を下 圧力容器の水位が15分以上にわたって
いる間、予想される以上の長期間にわた 回る、あるいは予想される。
有効燃料の先端を下回る、あるいは予想
注：上記の水位について
り圧力容器の水位が減少する。
される。
事故の条件下で、PWRの加圧器の水
圧力容器の水位が有効燃料の先端を下
位が圧力容器の水位を示す有効な
回る、あるいは予想される。かつ、次の
指標でない場合がある。
いずれかの状態に該当している。
圧力容器で測定されたPWRの水位
圧力容器への注入量が小さい（参考
にはかなりの不確実さ（30％）があ
資料II及び運転ポンプの能力vs圧力
るため、傾向を評価することのみに
曲線を用いる）
。
使用すべきである。
あるいは
BWR に お け る ド ラ イ ウ ェ ルの 高
複数の放射線モニターにおいて規
温・低圧事故（例えば冷却材喪失事
模の大きな（100～1000倍）放射線
故）により、水位が誤って高く計測
の増加が認められる。
されてしまう場合がある。
あるいは
実際の炉心損傷もしくはその危険
性を示す徴候が見られる。

発生した状態の内容
重大な安全機能障害
原子炉の停止失敗

表2.25 緊急時活動レベル（EAL）の例
運転中、待機、温態停止モードにおける緊急事態区分
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発生した状態の内容
警告の宣言に該当する条件
サイト緊急事態の宣言に該当する条件
一次系の崩壊熱除去が不十分－崩壊熱 崩壊熱を除去するための通常の給水シ 炉心を防護する機能に影響を及ぼす可
除去（ポンプ、配管、熱交換器（HXs）
能性のある、崩壊熱を環境に除去する機
、 ステムが利用できない。
能が長期間にわたって実際に故障、ある
ヒートシンク、電源供給、補助流体）
いは、このような故障が予測される。
PWR一次系の温度が異常（炉心の冷却が PWRの一次系の圧力と温度に基づき、参 PWR－参考資料Iから求められる冷却裕
不十分）
。
考資料Iから求められる冷却裕度が5分以 度が15分以上（あるいは、冷却材喪失事
上にわたってマイナスを示す。
故によって炉心損傷が起こりうるサイ
注：
トの特定期間を挿入）にわたってマイナ
温度は圧力容器内で測定するべきであ 注：
スである。
る。大部分のPWRには、圧力容器内の温 原子炉冷却系（RCS）の安全設定圧力で
度 を 測 定 す る た め の 炉 心 出 口 温 度 計 システム温度が飽和温度よりも高けれ
（CET）が装備されている。CETから得 ば、冷却裕度はマイナスである。
られた最も高い四つの計測値の平均値
を使用すること。CETが計測できない場
合には、ホットレグ温度（Thot）を適用
することも可能である。炉心の損傷が生
じると、CETを正確に測定することはで
きない。
BWRの場合、炉心温度を適正に測定でき
る計器はない。
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注：
RCS又は格納容器損失の兆候を検討する
ことは、さらに基準を追加するとみなせ
る。

PWR－参考資料Iから求められる冷却裕
度がマイナスであるか、あるいは一次系
の温度が15分以上（あるいは、冷却材喪
失事故によって炉心損傷が起こりうる
サイトの特定期間を挿入）にわたって基
準を超過している。かつ、次のいずれか
の状態に該当している。
圧力容器への注入量が沸騰に伴う
水の減少量より小さい（参考資料II
及び運転ポンプの能力vs圧力曲線
を用いる）
。
あるいは
容器内の水位が、有効燃料の液面よ
りも低い。
あるいは
複数の放射線モニターにおいて規
模の大きな（100～1000倍）放射線
の増加が認められる。
あるいは
実際の炉心損傷もしくはその危険
性を示すその他の徴候が見られる。

全面的緊急事態の宣言に該当する条件
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交流（AC）又は直流（DC）電源の損失 システムの安全な稼動に必要なAC又は 30分以上（あるいは炉心が露出するのに
DC電源が喪失、あるいは単独の電源のみ 必要なサイトの特定期間を挿入）にわた
り、システムの安全な稼動に必要な全て
に減少している。
のAC又はDC電源が喪失、あるいはその
ように予想される。

発生した状態の内容
警告の宣言に該当する条件
サイト緊急事態の宣言に該当する条件
容器内の水位が異常（炉心の冷却が不十 システムが設計通りに応答している場 圧力容器の水位が有効燃料の液面以下、
分）
。
合に予想されるよりも長時間にわたっ もしくはそのような事態が予想される。
て、圧力容器の水位が減少している。
注：
事故の発生時において、PWRの加圧
器の水位が圧力容器の水位を示す
有効な指標でない場合がある。
圧力容器で測定されたPWRの水位
にはかなりの不確実さ（30％）があ
るため、動向評価にのみ使用すべき
である。
BWR に お け る ド ラ イ ウ ェ ルの 高
温・低圧事故（例えば冷却材喪失事
故）により、水位が誤って高く計測
されてしまう場合がある。
炉 心 損 傷 が 生 じ た 場 合 、 PWR も
BWRも、水位の計測値は信頼でき
ない。
圧力容器の水位が有効燃料の液面以下
である、もしくはそのような事態が予想
される。かつ、次のいずれかの状態に該
当している。
圧力容器への注入量が参考資料I未
満である（施設のポンプ容量と圧力
の比）
。
あるいは
複数の放射線モニターにおいて規
模の大きな（100～1000倍）放射線
の増加が認められる。
あるいは
実際の炉心損傷もしくはその危険
性を示す徴候が見られる。
おそらく45分以上（あるいは15分以上に
わたり炉心が露出するのに必要なサイ
トの特定期間を挿入）にわたり、システ
ムの安全な稼動に必要な全てのAC又は
DC電源が喪失、あるいはそのように予想
される。

全面的緊急事態の宣言に該当する条件
15分以上にわたって、圧力容器の水位が
有効燃料の液面以下、もしくはそのよう
な事態が予想される。
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警告の宣言に該当する条件

サイト緊急事態の宣言に該当する条件

全面的緊急事態の宣言に該当する条件
システムの安全な稼動に必要なすべて
のAC又はDC電源が喪失し、かつ、次の
いずれかの状態に該当している。
容器内の水位が、有効燃料の液面よ
りも低い。
あるいは
複数の放射線モニターにおいて規
模の大きな（100～1000倍）放射線
の増加が認められる。
あるいは
実際の炉心損傷もしくはその危険
性を示す徴候が見られる。

安全システムに影響を及ぼす不可解な 十分に把握できておらず、安全システム
状態が発生
に影響を及ぼす可能性のある状態が生
じている。
過去の事故装置を含めた安全システム 15分以上にわたり、制御室における安全 15分以上にわたり、制御室における安全 制御室又は遠隔制御箇所における安全
の制御の損失又は低下
システムの計器や制御の機能が信頼で システムの計器や制御の機能が利用で システムの計器や制御が利用できない。
きない。
きない。また、炉心を保護する機能に影 かつ、以下のいずれかの状態に該当して
響を生じると考えられる規模の大きな いる。
容器内の水位が、有効燃料の液面よ
過渡が進行している。
りも低い。
あるいは
複数の放射線モニターにおいて規
模の大きな（100～1000倍）放射線
の増加が認められる。
あるいは
実際の炉心損傷もしくはその危険
性を示す徴候が見られる。
核分裂生成物障壁の喪失
炉心又は使用済燃料の損傷リスクが著 炉心や使用済燃料の損傷、もしくは大規 補助的な安全システム部品の故障によ 45分以上（あるいは15分以上にわたり炉
しく増大
模な放出のリスクが著しく増大、あるい って、炉心又は使用済燃料が復旧できな 心が露出するのに必要なサイトの特定
はそのような事態が予想される。
い可能性がある。
期間を挿入）にわたり、炉心や使用済燃
注：15分以上にわたり炉心が露出した場
料を保護するのに必要な全てのシステ
合、炉心損傷が起こる可能性がある。
ムが喪失した。

発生した状態の内容
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一次系からの漏洩

注：
個人線量が高くなるような場合、冷却材
のサンプルを採取すべきではない。
事象開始後に採取したサンプルの
濃度のみを使用すること。
冷却材の濃度は、代表値でない場合
がある。
10％溶解すると、炉心の冷却できな
いものと仮定する。
炉心の損害を確認

発生した状態の内容
一次冷却材のI-131の濃度が高い。

通常用のすべての充填ポンプを少なく
とも継続運転させることによって、一次
系の水位（サイトの特定値を挿入）を維
持しなければならないような一次系の
漏洩率が15分以上にわたり認められる。

（ギャップインベントリーの1％の放出
を示す過去の事故サンプリングシステ
ムからのサイト特定の指示値を挿入）
通常及び高圧非常用炉心冷却システム
によって、一次系の水位（サイトの特定
値を挿入）を維持しなければならないよ
うな一次系の漏洩が15分以上にわたり
認められる。
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注：格納容器損失の兆候を検討すること
は、さらに基準を追加するとみなせる。

（ギャップインベントリーの20％の放
出を示す過去の事故サンプリングシス
テムからのサイト特定の指示値を挿入）
一次系からの漏洩が認められる。通常及
び非常用（ECCS）の炉心冷却システム
はすべて稼働できる状態にあり、かつ、
次のいずれかの状態に該当している。
圧力容器への注入量が参考資料II
に示す量に満たない。
あるいは
圧力容器の水位が、有効燃料の液面
を下回り、さらに低下している。
あるいは
複数の放射線モニターにおいて規
模の大きな（100～1000倍）放射線
の増加が認められる。
あるいは
実際の炉心損傷もしくはその危険
性を示す徴候が見られる。

警告の宣言に該当する条件
サイト緊急事態の宣言に該当する条件 全面的緊急事態の宣言に該当する条件
I-131の濃度が（技術仕様もしくはその他 I-131の濃度が（炉のインベントリーの I-131の濃度が（炉のインベントリーの
の運用上の限界値の100倍を示すサイト 20％の放出を示すサイトの特定値を挿 10％の放出を示すサイトの特定値を挿
の特定値を挿入）を上回っている。
入）を上回っている。
入）を上回っている。
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BWR：タービンかつ/あるいはコンデン
サーへの蒸気配管の完全性を失うこと
のないMSIVの損失

警告の宣言に該当する条件
サイト緊急事態の宣言に該当する条件
PWR：一次系の水位を維持するのに一つ 一次系の大気への直接的な漏洩。
以上の通常用の充填ポンプを継続運転
しなければならないような、二次系への PWR：一次系から二次系への重大な漏
洩。
一次系の漏洩。

－59－

廃水モニターに表示された値が、15分以
上にわたり超過している。
（1時間におけ
るオフサイトの線量が、平均的な計測条
件において緊急の防護措置を必要とす
る介入レベルを超過する可能性がある
ことを示す、サイト特有の廃水モニター
とその表示値の一覧を挿入）
放射線レベルが10 mSv/hを超過してい
る。

全面的緊急事態の宣言に該当する条件
大気への直接的な一次系の漏洩が認め
られ、かつ、次のいずれかの状態に該当
している。
圧力容器の水位が、有効燃料の液面
を下回ることが予想される、あるい
はこのような事態が確認されてい
る。
あるいは
複数の放射線モニターにおいて規
模の大きな（100～1000倍）放射線
の増加が認められる。
あるいは
実際の炉心損傷もしくはその危険
性を示す徴候が見られる。

注：
モニターに矛盾する値が表示される場
合、モニターの故障、もしくは周辺にあ
る汚染されたシステムからの放射線の
測定などが原因になっている場合があ
る。モニターが故障していれば、高レン
ジや低レンジ、もしくは中心のレンジを
表示する場合があるためである。地域外
でハンドモニターを使用することで指
示値を確認できる。
安全システムの維持と制御のため、時折 放射線レベルが1 mSv/hを超過し、数時間 放射線レベルが10 mSv/hを超過し、数時 放射線レベルが100 mSv/hを超過し、数時
入らなければならない区域において、高 にわたり継続する可能性がある。
間にわたり継続する可能性がある。
間にわたり継続する可能性がある。
いレベルの放射線が認められる。

廃水の放出率が放出限界値の100倍を超 廃水モニターに表示された値が、15分以 廃水モニターに表示された値が、15分以
えている。
上にわたり超過している。（放出限界値 上にわたり超過している。
（4時間におけ
の100倍を超えるサイト特有の廃水モニ るオフサイトの線量が、平均的な計測条
件において緊急の防護措置を必要とす
ターとその表示値の一覧を挿入）
る介入レベルの0.1倍を超過する可能性
があることを示す、サイト特有の廃水モ
ニターとその表示値の一覧を挿入）
安全システムの運転や保全のため、継続 放射線レベルが0.10 mSv/hを超過し、数 放射線レベルが1 mSv/hを超過し、数時間
的にアクセスしなければならないよう 時間にわたり継続する可能性がある。
にわたり継続する可能性がある。
な制御室やその他の区域において高レ
ベルの放射線が認められる。

放射線レベル

発生した状態の内容
以下のような、大気への直接的な一次系
の漏洩が認められる。
PWR ： 蒸 気 発 生 器 伝 熱 管 破 損
（SGTR）
BWR：格納容器外での主蒸気隔離
弁（MSIV）の故障
隔離のための格納容器の損傷によ
る漏洩
格納容器を持たない施設
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サイト緊急事態の宣言に該当する条件 全面的緊急事態の宣言に該当する条件
1 Gy/h（又は1％のギャップインベントリ 5 Gy/h（又は20％のギャップインベント
ーの放出より大きなサイト特有の表示 リーの放出より大きなサイト特有の表
値を挿入）を超過している。
示値を挿入）を超過している。

施設における複数の放射線モニターが、 施設における複数の放射線モニターが、
100倍以上あるいはそれ以上の計画外又 100倍以上あるいはそれ以上の計画外又
は予想していない上昇を示すとともに、 は予想していない上昇を示すとともに、
炉心の保護機能に影響が生じると考え 実際に炉心損傷が生じたことを示す他
られる規模の大きな移行が進行してい の徴候が見られる。
る。
区域の境界外で高い周辺線量率が見ら 区域の境界外における周辺線量率が、10 区域の境界外における周辺線量率が0.1 区域の境界外における周辺線量率が1
μSv/hを超えている（又はバックグラウ mSv/hを超えている（又はサイト特有の mSv/hを超えている（又はサイト特有の
れる。
ンド値の100倍であることを示す表示値 避難に対する運用上の介入レベルの1/10 避難に対する運用上の介入レベルを挿
を挿入。
（IAEA, 1997）の手順B1を参照。 入。
（IAEA, 1997）の手順B1を参照。
を挿入）
。
安全保障、火災、自然災害、その他の事象
安全保障に関わる事象（侵入者やテロリ 安全システムの稼働、又は不確定の安全 安全システムもしくは安全システムへ 炉心保護に必要な安全機能を監視し、管
ストによる攻撃）
保障上の状態に影響する可能性がある のアクセスに損害を生じる安全保障上 理するための機能の喪失に至る安全保
安全保障上の事象が発生。
の事象が発生。
障上の事象が発生
火災又は爆発（タービンの故障を含む） 安全システムを収容する区域に影響を
生じる可能性のある火災や爆発が発生。
有毒又は可燃性ガスの発生（BWRの場 施設内に有毒又は可燃性ガスが発生。
安全システムの管理や保全を妨げるよ
合、ドライウェル内の水素）
うな濃度の可燃性ガスが発生。
主制御室の避難
プラントが緊急事態管理室から制御で 主制御室あるいは緊急事態管理室も居
きる。
住できない。

発生した状態の内容
警告の宣言に該当する条件
格納容器（BWRの場合、ドライウェル） 格納容器の放射線レベルが0.10 mGy/h
の放射線レベルが上昇
（又は10％の冷却材蓄積量の放出を示
すサイト特有の表示値を挿入）を超過し
注：
ている。
モニターに矛盾する値が表示される場
合、モニターの故障、もしくは周辺にあ
る汚染されたシステムからの放射線の
測定などが原因になっている場合があ
る。モニターが故障していれば、高レン
ジや低レンジ、もしくは中心のレンジを
表示する場合があるためである。地域外
でハンドモニターを使用することで指
示値を確認できる
施設で計画外の放射線レベルの上昇が 施設における複数の放射線モニターが、
100倍以上あるいはそれ以上の計画外又
認められる。
は予想していない上昇を示している。
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広範な期間にわたりサイトへの通信が
失われる、あるいはその可能性がある事
象
オンサイトの作業人員に対して、迅速な
追加支援を必要としなければならない
異常事態が発生している。
あるいは
オフサイトの職員の準備態勢を強化し
なければならない異常事態が発生して
いる。

警告の宣言に該当する条件
以下に挙げるような、施設に脅威を及ぼ
すような自然災害又は規模の大きな事
象が発生している。
施設の設計基準を超える事象
長期間にわたりサイトへのアクセ
スが失われる、もしくはそのような
事態が予想される事象

全面的緊急事態の宣言に該当する条件

－61－

（IAEA, 2008, Appendix II Table II-1より）

完全に排水したプールに、過去3年の間
に炉心から剥離した炉心が1/3以上含ま
れている。
あるいは
プール区域の放射線レベルが3 Gy/hを超
えている。

公衆を緊急防護措置の実施に備えさせ オフサイトでの緊急防護措置の実施を
る必要がある状態が発生している。
必要とする状態が発生している。
あるいは
オンサイトで緊急防護措置の実施を必
要とする状態が発生している。

サイト緊急事態の宣言に該当する条件
安全システムもしくは安全システムへ
のアクセスに損害を生じるような、もし
くは長期的な作業に影響を生じるよう
な自然災害又は規模の大きな事象が発
生している。

使用済燃料プールに関わる事象
燃料交換もしくは使用済燃料の状態に 水位を使用済燃料より上に維持するた 水位が照射済燃料の液面以下である。
あるいは
異常が生じている。
めの機能が喪失している。
あるいは
プール区域の放射線レベルが30 mGy/h
使用済燃料の損傷が生じている。
を超えている。
あるいは
燃料プールの温度を80℃以下に保つ能
力を損失。

プラント当直長の意見

発生した状態の内容
以下に挙げるような、自然災害又はその
他の災害が発生している。
地震
トルネード
洪水
強風
車両の衝突
暴風
津波
高潮
渇水
落雷
通信の損失
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参考資料I 冷却裕度－飽和曲線
一次系の温度が飽和温度を超えている場合、炉心の水が沸騰していることを示している。任意の一
次系圧力における飽和温度から冷却材温度を差し引くことで、おおよその冷却裕度を求めることがで
きる。PWRの場合、マイナスの冷却裕度は、水が容器内で沸騰し、炉心が露出している可能性がある
。
ことを示している（NRC, 1996a）
図の利用方法
一次系における絶対圧力と温度を求める。その後、下記のグラフを用いて飽和温度を求めてから、
下式によって冷却裕度を特定する。

冷却裕度＝TSAT－TPS
この場合、
TPS＝一次系の温度

飽和温度[℃]

飽和温度[℃]

TSAT＝下図から求めた飽和温度

絶対圧力[MPa]

絶対圧力[MPa]

－62－
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参考資料II 3000MW(th)の発電所において崩壊熱による沸騰で失われた水の補充に必要な注入量
これらの曲線は、崩壊熱によって失われた水を補充するため、圧力容器に注入しなければならない
水の量を示したものである。下記の曲線は、3000MW(th)の施設を無制限の時間、一定の出力で運転さ
せ、その後、瞬時に停止させるという条件に基づくものである。これは、停止後、冷却するため、炉
。
心に注入しなければならない最小限の水量である（NRC, 1996a）
手順1
以下の式によって、必要な水の注入量を確定する。
Wi

Wi3000

PPLANT [ MW(th)]
3000[ MW(th)]

ここで、
Wi＝必要な水の注入量（m3/h）
Wi3000 ＝下図から求めた3000MW(th)の施設に必要な水の注入量（m3/h）
Pplant＝MW(th)で示した施設の規模（MW(th)＝3 x MW(e)）
手順2
15分以上にわたって炉心が露出した場合、Zr-H2O反応と蓄積された（貯蔵された）エネルギーから
生成された熱に対処するため、注入量を3倍にしなければならない。

停止後の時間（h）

停止後の日数

－63－
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表2.26 DS44におけるOILの指標
OIL
OIL 1(b)

OIL 2(b)

OIL 3

OIL 4 (b)

OIL 5

OIL6

OILを超えた場合の対応措置
OILの指標
地表面の汚染（放射性核種又は核分裂生成物の混合物(a)）
1 mの地点で1,000 μSv / h（γ）
迅速な避難もしくは頑丈な退避施設の準備(c)
ベータ（β）10,000 cps
避難者の除染に対する準備(d)
アルファ（α）500 cps
不注意な摂取の低減(e)
現地生産物(f)、雨水、現地の動物によるミルクの摂取停止
避難者の医学的評価の手続きと準備
1 mの地点で100 μSv / h（γ）
試料を採取し、OIL5とOIL6を用いた汚染の評価を行うま
ベータ（β）1,000 cps
で、現地生産物(f)、雨水、現地の動物によるミルクの摂取
停止
アルファ（α）100 cps
不注意な摂取の低減(e)
現地に住む人の一時的な移転
1 mの地点で1 μSv / h（γ）
試料を採取し、OIL5とOIL6を用いた汚染の評価を行うま
で、必需でない現地生産物(g)や現地の牛(h)によるミルクの
ベータ（β）20 cps
アルファ（α）2 cps
摂取停止
必需である現地生産物(g)やミルクの代用品がすぐ利用でき
ない場合、安定ヨウ素剤(i)の準備を検討
皮膚や衣類の汚染
10 cmの地点で1 μSv / h（γ）
皮膚除染(d)のための準備を行い、
不注意な摂取(e)を限定する
ベータ（β）1,000 cps
OIL4の10倍の汚染レベルであれば、医学的評価を受けるべ
アルファ（α）100 cps
きである
食品、ミルク、飲食水の濃度に対する通常のスクリーニングのOIL
総ベータ（β）100 Bq/kg
緊急時における摂取は、OIL5以下であれば安全である。
あるいは
OIL5以上では、OIL6を用いて評価する。
総アルファ（α）1 Bq/kg
Co-60：8.0×102 Bq/kg
食品、ミルク、飲食水に含まれる放射性核種iの濃度(Bq/kg)を
Cs-137：2.0×103 Bq/kg
OIL6で割った値について全核種の総和（Σ（Ci/OIL6i）
）が1を
等、374核種について設定
超えた場合、以下の措置をとる。
必需でない食品やミルク又は飲料水の摂取を止め、実際の
消費率に基づく評価を行う。必需である食品やミルク、又
は飲料水を取り替えるが、もし代用品が利用できない場
合、公衆の移転を行う。
必需である食品やミルク、又は飲料水の代用品がすぐ利用
できない場合、安定ヨウ素剤の準備を検討

(a) 原子炉燃料の溶融により放出された放射性核種（核分裂生成物）の混合物。
(b) 関係する放射性核種が分かった時点で、OILの初期値は、もし正当化されるなら再評価して、修正すべ
きである。
(c) 巨大な高層建屋あるいは石造りの建屋の締め切ったホール内で、壁や窓から離れる。
(d) もし迅速な除染が現実的でなければ、避難者に対し、出来るだけ早く衣類を交換しシャワーを浴びるよ
う助言する。
(e) 手を洗うまで、飲食や喫煙をせず、手を口に近づけないよう、助言する。
(f) 現地生産物は、放射性物質の放出により直接汚染されてしまうような野外で育てられ、数週間以内に消
費される（野菜など）食品である。
(g) 必需である食品とは、制限されると深刻な健康影響（例えば、深刻な栄養失調）をもたらすものであり、
代用品が利用できる場合にのみ、制限すべきである。
(h) 現地のヤギによるミルクに対しては、OIL3の1/10を使用する。
(i) 1日のみであり、代用食品が利用できない場合のみである。

（IAEA, 2008, Table IV-1、-2、-3）を基に作成
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対策の導入は
ほぼ確実である
線量の上限レベル
運用上の介入レベルが

線量

設定される範囲
線量の下限レベル
対策の導入は
正当化されない

（ICRP, 1984, Fig.1より）
図2.1 各対策に適用すべき線量スキーム

残留線量

(a) 計画

（mSv/年）

(b) 対応

オプションBを選択
オプションC

予定された防護計画
を実施した時の実際
の線量分布

オプションA

この部分の線量
分布に着目

代表的個人の
線量の平均

参照レベル

オプションB
代表的
個人の
線量の
範囲

最適化

さらに最適な防護
計画を適用した後
の実際の線量分布

（ICRP, 2009, Fig.6.1, 6.2より）
図2.2 緊急時計画及び緊急事態への対応における参考レベルの適用
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安全原則

テーマ別分野

施設と活動別分野

法的基盤及び政府基盤（*1）

原子力発電プラント：設計（*2）

緊急事態への準備と対応（*1）

原子力発電プラント：運用（*2）

管理システム（*1）

研究炉（*2）

安全評価と検証（*1）

燃料サイクル施設（*2）

サイト評価（*2）

放射線に関連する施設と活動（*3）

放射線防護（*3）

廃棄物処理・処分施設（*4）

放射性廃棄物の管理（*4）
*1：一般安全（複数分野にわたるテーマ）
*2：原子力施設の安全
*3：放射線防護と放射線源の安全
*4：放射性廃棄物の安全管理
*5：放射性物質の安全輸送

廃止措置（*4）
汚染地域の修復（*4）
放射性物質の輸送（*5）

図2.3 IAEAにおける安全基準文書の枠組み
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安全要件GS-R-2（2002）

安全シリーズSS115（1996）

原子力又は放射線緊急事態に対

電離放射線に対する防護と放射線安

する準備と対応

全のための国際基本安全基準（BSS）
安全シリーズSS109（1994）
原子力又は放射線緊急事態

安全指針GS-G-2.1（2007）

安全指針ドラフト版DS44（整備中）

原子力又は放射線緊急事態に対

原子力又は放射線緊急事態に対す

する準備のための整備

る準備と対応に用いる基準

における介入基準

TECDOC-1432（2005）
緊急事態対応基準に対する拡張さ
れた枠組みの整備（DS44の基礎）

図2.4 IAEAの緊急事態関連の安全基準文書

緊急事態

社会的・分析的

管理的

シナリオの設定

アプローチ

アプローチ

線量低減の
選択肢の分析

介入の原則

目標
設定

戦略の定式化

国際法
最適解の実施

安全研究（解析）
過去の経験

詳細計画と
対応要件の同定

費用効果のある
システムの作成

目標
達成
（Crick, M. et al, 2004, Fig.1より）
図2.5 緊急事態への対応の基本的アプローチの比較
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対象となる問題

参照例

に対して
運用上の

現場及び

介入レベル

Appendix IV

施設での測定

（OIL）

緊急時
一般的基準

活動レベル

異常な施設状況

Appendix II

現地での条件

Appendix III

（EAL）

観察値/
指標

（IAEA, 2008, Fig.1より）

図2.6 一般的基準と運用上の基準との関係
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モニタリングの前に
観測と緊急事態区分
に基づき措置を取る

OIL1を
超える

はい

できる限
り迅速に

OIL1の緊急対
応活動を実施

OIL4を用いて
避難者のモニタ
リングと除染

いいえ

いいえ

OIL2を
超える

はい

はい

可能な時に摂取を管理し、
除染する指示を与え、避難
者を解放

OIL2の早期対
応活動を実施

いいえ

OIL3を
超える

はい

OIL3の食品とミ
ルクの対応活動を
実施

いいえ

OIL3を超えた場囲飲料水
の試料採取

OIL5 と 6
を超える

はい

OIL6の食品とミ
ルクの対応活動を
実施

状況評価の後、利害
関係者とともに整備
した基準を基に、長
期防護措置を取る
（IAEA, 2008, Fig. IV-1より）
図2.7 OILを用いた評価プロセス（大規模汚染の場合）
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3.

防災指針の技術的、専門的事項に関する課題の検討

3.1 緊急事態に対する準備と対応の基本要件
2章で述べたように、TMI-2事故以後に原子力発電所の緊急事態に対処する防災対応のアプローチが
多くの国で整備されたが、チェルノブイリ事故やゴイアニアあるいは東海村臨界事故といった原子力
施設あるいは放射線源に関連する緊急事態を経験することにより、IAEAを中心として国際的に共通な
要件及びガイダンスが整備された。
IAEAの安全要件GS-R-2（IAEA, 2002）に示された緊急事態に対する準備と対応の基本要件から緊急
事態の計画段階及び対応段階の手順をまとめると、図3.1のようになる。これは、米国における緊急事
態に対する準備と対応の基本的な考え方を踏襲していると言える。
計画段階では、以下に示すような緊急事態に対する準備がなされる。
1.

脅威の評価
事業者は、表2.13に示す脅威区分に従い、放射線源、行為あるいは施設の種類や規模、サイトの内
外に応じた脅威の評価を行う。脅威区分はハザードの潜在的な大きさと性質に対応した要件を規
定することによって、緊急事態に対する準備と対応を適切に整備及び維持するための等級別の扱
い（graded approach）を実施するために用いられる。
脅威区分I～IIIは、施設の規模に応じて区分する。
脅威区分IVは、危険線源起因のような実質的にはどこでも起こり得る緊急事態に対して適用
する。
脅威区分Vは、脅威区分I又はIIの施設からの放射性物質の放出に起因する汚染を処理するた
めに準備と対応の整備が求められるオフサイト区域に適用する。
脅威区分I～IIIの施設の設計においては、被ばくをもたらすあらゆる線源を同定し、施設の作業者
及び公衆の受ける放射線量、並びに環境への潜在的影響を評価するため、包括的な安全解析が行
われる。安全解析では、緊急事態に至る事象シーケンスを検討する。この解析をもとに、緊急事
態に対する準備と対応の要件が確立できる。緊急事態に対する準備と対応の取り決めの性質と範
囲は、施設あるいは活動に関連する脅威の潜在的大きさとその性質に対応したものでなければな
らない。脅威の評価では、全ての範囲の仮想事象を考慮しなければならない。脅威の評価は、脅
威区分に対応して施設や行為を区分することにより、準備と対応の整備に関する詳細な要件を規
定するための基礎が提供できるように実行されなければならない。
脅威の評価では、原子力又は放射線緊急事態が以下の項目を正当とする施設、線源、行為、オン
サイト区域、オフサイト区域と場所が同定されなければならない。
(a) どんな状況でも介入の実施が期待されるレベル以下に線量を保つことによって、重篤な確
定的影響を避けるための予防的な緊急防護措置
(b) 国際的な基準に従って、線量を回避することにより確率的影響を防止するための緊急防護
措置
(c) 国際基準に従った農業関連対策、食物摂取対策及び長期防護措置
(d) 国際基準に従った対応を行う作業者の防護

2.

緊急事態区分に対する判断基準の設定
事業者は、緊急事態の同定のための緊急事態区分と判断のためのレベルの決定に関する整備をし
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なければならない。これには、表2.14に示した様々な緊急事態を対象とした国際基準に従って、作
業者と公衆を防護するための緊急時介入を正当とする全ての可能な原子力又は放射線緊急事態を
準備する体系が含まれなければならない。
緊急事態区分の判断基準として、施設に関連する異常状態、放射性物質の放出、環境測定等に関
連して予め定義されたEALを設定しなければならない。
3.

緊急時計画区域の整備
脅威区分I又はIIの施設に対しては、オフサイトでの迅速な措置に関する効果的な決定と実施のた
めの整備がなされなければならない。

(i)

脅威区分Iの施設に対する「予防的活動範囲：PAZ」
。この範囲内では、重篤な確定的影響の
リスクを実質的に低減するため、緊急事態区分のような施設の条件に基づいて、放射性物質
の放出以前又は放出開始後直ちに予防的防護措置が取られることを目標とした整備が行わ
れなければならない。

(ii) 脅威区分I又はIIの施設に対する「緊急防護措置計画範囲：UPZ」
。この範囲内では、国際基準
に従ってオフサイトの線量を回避するために、迅速に緊急防護措置が取られるように整備が
行われなければならない。
このように計画段階で整備された緊急事態に対する準備を基礎に、実際の事故時の対応段階では図
3.1に示す以下のような対応がなされる。
1.

EALに基づき、緊急事態区分を決定する。

2.

全面的緊急事態に分類された場合、PAZに対して予め決められた防護措置を実施する。

3.

UPZに対しては、モニタリング測定を基に被ばく線量の推定を行い、介入レベル（又はOIL）に
基づき適切な防護措置を実施する。

4.

事故後の防護措置の解除についても同様に、モニタリング測定に基づく被ばく線量の推定を行い、
介入レベル（又はOIL）に従って解除措置を実施する。

3.2 技術的、専門的事項に関する課題の検討
東海村臨界事故では、施設として、また、事故事象としても、緊急時計画の想定外であったことが、
初動段階での現地における事故状況の把握、的確な防護措置の検討及び決定を行う上で大きな制約と
なった。そのため、事故後、これまでの防災体制が、原子力発電所等からの大量の放射性物質の放出
に備えた対応一辺倒であったことを改め、原災法では第2条で対象施設を原子力発電所以外の施設まで
含むように明記された。また、防災指針も、従来の原子力発電所、再処理施設に加え、対象施設とし
て研究炉、核燃料関連施設に対応できるように一部改定された。これらの施設の種類や規模によって、
事故の形態や公衆に影響を及ぼす可能性のある事故の範囲は様々である。また、これまで述べたよう
に、事故時における放射性物質の放出量や事故進展等のソースターム予測、放出プルームの拡散及び
沈着、それに基づく線量に関する不確実さを考慮すると、原子力又は放射線緊急事態に対しては、そ
の計画及び対応について予め計画段階で詳細に検討しておくことが重要である。
防災指針には、防災対策に係る技術的、専門的事項が各章に示されているが、防災対策の実効性を
さらに向上させるためには、図3.1に示したように、事故の初期段階から対策の解除段階までを予め見
据えた一貫した緊急事態に対する準備と対応の基本的考え方を示す必要がある。GS-R-2に示された基
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本的考え方を参考にすると、今後検討すべき課題として以下の点が挙げられる。
緊急時計画においては様々な施設や事故を同列に扱うのではなく、対象とする施設や事故の形態
に応じた事前の計画が最も重要である。IAEAの安全要件に示されるように、施設のもつハザード
がどのような対策を必要とするレベルなのか、脅威の評価を行い、その大きさから脅威区分をし
ておく必要がある。
脅威の評価は、第一に施設を持つ事業者の責務である。原災法に基づく事業者の防災業務計画の
中で、あるいはその基礎資料として、事業者は、事業所内に存在するハザードを認識し、その脅
威を評価しておく必要がある。次に、脅威の評価に基づき区分した各対象施設に対して、オンサ
イトあるいはオフサイトに影響を及ぼすような事象として何を想定し、それに対してどのような
対策が考えられるかを、施設の設計段階における包括的安全解析を基に、個別に検討することが
重要である。事業者が行うべき個別の事象の分類、評価及びそれに対する対策の検討については、
地方自治体による地域防災計画の中で、避難や屋内退避といった具体的な防護措置の計画に適切
に反映される必要がある。そのため、防災計画の作成段階における事業者、地方自治体、国の緊
密な連携が重要となる。
対策を検討する上で、起こり得る緊急事態を区分するためには、IAEAや米国で示されているよう
な緊急事態区分が必要となる。原災法では、第10条の通報基準と第15条の原子力緊急事態宣言に
該当する特定事象が明確にされている。しかしながら、緊急事態宣言と同時に必要となる緊急応
急対策については、予め施設内の事象や測定に基づく結果、あるいは環境モニタリングの指標に
よって区分された緊急事態区分に基づいて決められているわけではない。不確実な状況の下で迅
速な対応をとらなければならない緊急時においては、施設の状態に基づいて緊急事態を判断する
EALと、それに基づいて分類された緊急事態区分を定めるためのガイダンスが必要である。
対応段階においては、屋内退避、避難及び安定ヨウ素剤配布等の防護措置のための指標は示され
ているが、緊急防護措置を決定するための基本的考え方は十分に示されていない。そのため、防
災訓練等においては、予測された事故シナリオと、線量のモデル予測結果を基に防護措置範囲が
決められ、その結果に地域の実情が勘案されて防護措置の決定がなされているのが現状である。
しかしながら、IAEAや米国では、緊急事態の対応段階においてソースターム予測や線量予測を防
護措置決定の単独の根拠として用いるには不確実さが大きく、ほとんど不可能であるとし、緊急
事態区分に該当する予め定めた防護措置を着実に（予防的に）実行する基本的考え方が示されて
いる。このような考え方について十分検討する必要がある。
また、放射性物質の放出後の段階では、環境モニタリングの結果とOILとの比較に基づいて、防護
措置の修正や拡大、解除等の段階的アプローチが必要になる。国際的な動向も参考に、新たにOIL
の検討も必要な課題である。
以下では、特に防災指針に示すべき技術的、専門的事項に関する課題として、緊急時計画区域（EPZ）
の策定、防護措置のための指標、防護措置実施の考え方、専門家支援体制のあり方について取り上げ
る。
3.2.1 緊急時計画区域（EPZ）の策定
IAEAの安全要件GS-R-2（IAEA, 2002）及び安全指針GS-G-2.1（IAEA, 2007）では、脅威区分に対応
させてオフサイト領域に対して、以下のように予防的活動範囲と緊急防護措置計画範囲という2つの
EPZが設定されている。
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予防的活動範囲（PAZ）
：脅威区分Iの施設に対して、確定的影響のリスクを低減するため、施設の
状況（緊急事態区分）に基づいて放出前もしくは直後に予防的緊急防護措置を実施するための整
備がなされていなければならない区域。
緊急防護措置計画範囲（UPZ）
：脅威区分I及びIIの施設に対して、国際基準に従って線量を回避す
るため、緊急防護措置を迅速に実施するための整備がなされていなければならない区域。
これらは各々、重篤な確定的影響の防止と確率的影響の低減という2つの具体的な目標を達成するため
に整備を実施しておくEPZということができる。
諸外国におけるEPZの範囲とその考え方を表3.1に示す。EPZの大きさはそれぞれの国によって様々
であるが、基本的には、これはEPZ設定で想定する事故の規模に依存する。原子力発電所の場合、そ
の考え方は以下のように大きく2つに分かれる。
事故の発生確率は非常に小さいと予想されるが、格納容器の機能喪失まで考慮したシビアアクシ
デントを対象とする。
そのような発生確率の極端に小さな事象は除き、格納容器は健全とし、一部漏えいを対象とする。
ただし、防災は公衆の健康と安全を守る、深層防護の考え方における最後の層であり、どの国も潜在
的なシビアアクシデント発生の可能性を排除しているわけではない。相違は、シビアアクシデントを
基本とするか、それとも、シビアアクシデントは通常の防災計画の拡張で対処するかの立場の違いで
ある。
前者の例として、米国の場合、その緊急時計画は設計基準事故（DBA）を超えるような事故範囲を
想定したものである。DBAでは軽微な放出があったとしても、公衆を避難又は屋内退避させるような
対応策をほとんど必要としないが、DBAより発生確率は遥かに小さいDBAを超える事故でのみ、この
よ う な 対 応 が 重 要 と な る か ら で あ る 。 EPZ に つ い て は 、 NRC 及 び FEMA の 共 同 資 料
NUREG-0654/FEMA-REP-1, Rev.1「原子力発電所支援のための放射線緊急事態への対応計画及び準備
の作成・評価の判断基準」
（NRC, 1980：現在、Rev.3まで改定されているが、EPZの記述は変わらない）
で規定され、さらにNUREG-0396/EPA520/1-78-016「軽水炉発電所支援のための州政府及び地方自治体
放射線緊急事態への対応計画の策定に関する計画の根拠」
（NRC, 1978）をその技術的根拠を示す文書
として参照している。また、防護措置の介入レベルについては、米国環境保護庁（EPA）のEPA
（EPA, 1991）が判断
400-R-92-001「原子力事象に伴う防護活動指針（PAG）及び防護活動マニュアル」
基準となる。このように、米国のプルーム被ばく経路に関するEPZは、緊急時計画において、最悪の
炉心溶融事故時による死亡又は障害という重篤な早期健康影響の大幅な低減及び全ての事故範囲での
線量低減が求められ、オフサイトでPAGの規定を超える線量を出す可能性のある一連の事故の線量低
減を緊急時計画の全体的な目標としている。
一方、後者の例として、フランスの場合、サイトのあらゆる施設の潜在的事故の可能性を考慮して
いるが、緊急時計画策定に際しては、水蒸気爆発等による格納容器の早期破損を伴うシビアアクシデ
ントのような極端に確率の低い事象は、除外できるものとしている。これは大型格納容器を用いてい
るというプラントの特徴から起こりえないと考えられているためである（F. Charpin, 2008）。フラン
スでは、EPZの設定にあたり、米国のリスク研究（WASH-1400）の結果を基に選定した標準ソースタ
ームを用いている。ここでの事故想定は、例えば、配管の破断により冷却材が喪失するが、給水系は
作動せず炉心損傷し、さらに格納容器内に放射性物質が放出されるスプレイ系も作動しないものとし
ている。そして、格納容器からの放出は、最大の漏えい率での漏えい及び事故発生から24時間後での
フィルターベントとしている。ただし、このソースタームは、このような特定の事故シナリオを対象
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としたわけではなく、可能性のある様々な事故シナリオを十分包含できるものとしている（F. Charpin,
2008）。このような事故想定を基に、事故進展と介入基準に照らして設定されたオフサイト計画の緊
急時計画区域は、2 km以内の即時対応領域（Reflex area）、5 km以内の避難領域（Evacuation area）、
10 km以内の屋内退避領域（Sheltering area）に区分されている。
各国における現状でのEPZの設定手法を表3.1に示す。米国、ドイツ、オランダのように一部に確率
論的安全評価（PSA）による分析を用いる国もあるが、設計基準事故あるいは選択された基準シナリ
オを考慮した決定論的手法を用いている。従って、EPZの範囲は、想定する事故シナリオ及びソース
タームにより様々である。しかしながら、イギリスを除いて、表3.1に挙げた全ての国が主に防護措置
の種類によって各々EPZの範囲を設定していることに注意しなければならない。フランス、ドイツ、
スイス、オランダでは、2～5 kmの範囲に対して、前述したIAEAのPAZの概念に等しい確定的影響を
回避するための予防的避難範囲を設定している。また、後述する3.2.3「防護措置実施の考え方」で示
すように、米国もプルーム被ばく経路のEPZ（10マイル）内の全方位約2マイル及び風下5マイルを予
防的避難範囲として設定している。
一方、我が国では、
「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」であるEPZは、原子力発電所のほ
、原子力発電所に対して
か、再処理施設等の核燃料施設、研究炉等、施設ごとに定めており（表3.2）
は、8～10 kmがめやすとされている。防災指針によれば、EPZのめやすは、施設の安全審査において
現実には起こりえないとされる仮想事故等の際の放出量を相当程度上回る放射性物質の量が放出され
ても、この範囲の外側では屋内退避や避難等の防護措置は必要がないこと等を確認し、またTMI-2事
故との関係も検討して決められている。
今後は、IAEAのGS-R-2に示されるPAZ及びUPZの考え方を考慮し、PAZ導入の必要性について十分
検討する必要があると考えられる。この時、事故の全体のスペクトルを分析できるPSA手法は有用で
あり、潜在的な危険性を把握できるレベル2PSA及びレベル3PSAが重要な情報を与え得る。そのため、
リスク情報の活用の一環として、事故想定や防護措置実施範囲の検討等、PSAに含まれる不確実さを
十分考慮した上で、緊急時計画の立案にPSA手法を役立てていく必要があるといえる。
3.2.2 防護措置のための指標
緊急事態における防護措置の目的は、事故による放射線影響を緩和することを確実にすることであ
り、具体的には公衆や作業者の確定的影響の発生を防止し、集団における確率的影響の発生をできる
限り防止することにある。この目的を達成するための対策の実施は、防護措置すなわち提案されるい
かなる介入も、害より益をもたらさなければならなく（正当化の原則）
、正味の益が最大となるように
最適化されなければならない（最適化の原則）
。
この放射線防護体系の介入における原則に基づいて、防災指針に示されている防護措置のための指
標（いわゆる介入レベル）は、各国ともICRPやIAEA等の国際機関によって示された回避線量（avertable
dose）の値などを参考にして定められている。表3.3にICRP Publication 63「放射線緊急時における公衆
の防護のための介入に関する諸原則」
（ICRP, 1991b）及びIAEA「電離放射線に対する防護及び放射線
」
（IAEA, 1996）に示された各防護措置の介入レベルと我
源の安全のための国際基本安全基準（BSS）
が国の防災指針に示された値を記載した。防災指針では、モデル予測等で推定される予測線量
（projected dose）がこの指標レベルに達する場合、防護措置が実施される。また、防災指針では、線
量のみで防護措置が決定されるべきではなく、その対策の実現可能性やリスク等、地域の状況を勘案
して柔軟に対応するため、その予測線量レベルには幅を持たせている。
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回避線量と予測線量の概念を図3.2に示す。回避線量は左図のように、放出や被ばく後に防護措置の
決定が下され、防護措置の実施によって終了までに回避された積算線量を表すのに対し、予測線量は
右図のように、放出あるいは被ばくの開始から防護措置終了までの積算線量を表す。従って、これら
の概念を適用するには防護措置の継続期間という時間の概念が必要である。
回避線量に関する介入レベルで示されたICRPの値の根拠は、ICRP Publication 63には十分述べられて
（ICRP,
いない。以前のICRP Publication 40「大規模放射線事故の際の公衆の防護：計画のための原則」
1984）には、屋内退避について、その導入は公衆の年線量限度（1 mSv）より低い線量では正当とはさ
れず、また確実に正当とされるレベルはこれより1桁高く設定されるべきとして全身50 mSvが示されて
いる。また、避難については、それ以下ならば確定的影響が避けられるレベル全身500 mSvを正当とさ
れる値（上限値）として推奨している。一方、IAEAのBSSで示された値は、一般介入レベル（GIL）
と呼ばれ、対策の導入による費用と線量低減等による便益とのバランスから一般的に導出された最適
。
値であることに注意しなければならない（IAEA, 1994）
地域防災計画の策定にあたっては、地域の条件を勘案して、様々な介入状況に対して最適な介入レ
ベルを計画策定段階で定めておくことが有効である。しかしながら、事故状況がどのように変化する
か分からない対応段階で、予測（あるいは回避）といった線量で表される屋内退避や避難の指標に基
づき対策の実施の判断を行うことは、東海村臨界事故の経験を踏まえると、かなりの専門家でも難し
。そのため2章で言及したように、適切な防護措置が適切な時点で決定
い（JCO事故調査委員会, 2005）
できるよう、放射性物質の放出以前あるいは直後の予防的措置の実施には、プラントの状態に応じた
EALを、また、放出後に実施される防護措置については、線量率、放射性物質の空気中濃度、地表面
濃度、あるいは環境試料中の濃度といった直接測定できる量を基にしたOILを、予め検討しておく必
。
要がある（JCO事故調査委員会, 2005）
IAEAは、表2.26に示すように安全指針ドラフト版DS44にて、地表面の汚染、皮膚や衣類の汚染等に
対する6つのOILを定義している。これらの値は、技術文書TECDOC-955等で示された値を基に設定さ
れたものである。モニタリングの測定値がOILを超えているならば、防護活動を実施する、又は、既
に実施されている時には、今後も実施しなければならないかの判断を行うこととなる。しかし、放出
状況や気象状況によって、環境の放射性核種量は変動するため、それに伴い防護活動範囲も変動する
と考えられる。そのため、OILの修正が必要になる。諸外国の一部においてはOILの導入が図られてお
り、緊急事態への対応の実効性向上の観点からも、今後、検討が必要になる。
また、防災指針では、屋内退避、避難、安定ヨウ素剤予防服用及び飲食物摂取制限といった緊急防
護措置の指標は示されているが、地域の汚染が生じた場合の除染あるいは移転等の中長期的な防護措
置に関する指標は示されていない。今後、これらについても国際基準等を参考に事前の計画段階で十
分検討し、整備すべきである。
3.2.3 防護措置実施の考え方
防災指針では、屋内退避、コンクリート屋内退避あるいは避難という防護措置を実際に適用する場
合、防護措置のための指標に応じて異常事態の規模、気象条件を考慮した上で、ある範囲を定めて段
階的に実施される必要があるとしている。また、安定ヨウ素剤予防服用については、屋内退避や避難
等の防護措置とともに、その実効性を高める必要があるとして防護措置のための指標が示されている。
しかしながら、屋内退避や避難及び安定ヨウ素剤予防服用といった短期防護措置を具体的にどのよう
に決定し、どのように運用していくかといったガイダンスは示されていない。

－75－

JAEA-Review 2010-011

ここでは、短期防護措置実施のガイダンスが示されている米国の考え方を示すとともに、防護措置
の実施戦略を検討する上で重要な原子力発電所の事故の全体像を明らかにし、今後の防護措置実施戦
略の検討に資するために、我が国の原子力発電所の確率論的安全評価で示された事故シーケンスの特
徴について整理した。
(1) 防護措置の選択基準
米国では、事業者がプルーム被ばく経路に対するEPZ（10マイル）内での公衆の防護措置の勧告を
作成する際に、屋内退避も考慮に含めるよう規制要件を明確にするため、NRCはRegulatory Issue
。
Summary（RIS）2004-13「防護措置勧告の事業者範囲における屋内退避の考慮」を発行した（NRC, 2004）
NRCは、2003年8月のPoint Beach発電所の検査後、事業者が州政府及び地方政府機関に防護措置を勧
告する際に屋内退避をどの程度考慮しているのか評価するため、緊急時計画、実施手順書及び通報様
式のレビューを行った。その結果、屋内退避は、
① 避難の代替方法として考慮（避難よりも屋内退避）
② 避難の補助として考慮（風下地域は避難、その他は指示があるまで屋内退避）
③ 全く考慮していない
のいずれかであることが明らかになった。また、複数の事業者では、緊急時計画では屋内退避を避難
の代替方法としているが、実施手順書あるいは通報様式ではオプションとして含まれていないなど、
屋内退避の扱いが一貫していないことが明らかとなった。
防護措置勧告の作成に関する連邦ガイダンスによれば、屋内退避や避難の実施について表3.4のよう
に記載されている。事業者は、これらのガイダンスに従って防護措置勧告を作成しなければならない
が、屋内退避を含めることを規定したNRCの規制要件（10 CFR 50.47(b)(10)）の内容が、上記のレビュ
ー結果のように一般に誤解されていることをNRCは認識した。そのため、プルーム被ばく経路に対す
るEPZ内の公衆への防護措置勧告の作成にあたり、事業者は屋内退避も考慮するよう求められている
ことを認識すべきであると本RIS 2004-13において明確にしたのである。
その後、NRCは2005年6月のRIS 2005-08（NRC, 2005）で原子力エネルギー協会（NEI）のガイダン
ス「原子力発電所事故に対する防護措置の範囲」を是認した。NEIのガイダンスは、EPAのPAGに基づ
く早期防護措置の範囲に関して、連邦ガイダンスに沿って産業界の立場を明確にする目的で作成され
たもので、連邦ガイダンスを整理し、避難及び屋内退避についての課題に対し以下のような産業界の
立場が表明されている。図3.4に産業界の立場をまとめた防護措置の範囲に関するフローチャートを示
す。なお、安定ヨウ素剤として用いられるヨウ化カリウム（KI）の服用については、その実施は産業
界の課題ではないとしている。
課題1：避難決定時点
全面的緊急事態（General Emergency）の際に最低限行われなければならない勧告は、プラント周辺
約2マイルと風下約5マイルの避難である。その後の勧告は、EPAのPAG、プラント状態、野外データ
あるいは気象条件の変化に基づくべきである。さらに、プルーム経路EPZ内の他の住民には、屋内に
入り、緊急警報システム（EAS）の放送を聞くように助言すべきである。
課題2：短時間放出に対する避難代替措置としての屋内退避の利用
事業者は、防護措置勧告スキームの中に短時間放出に対する屋内退避の利用を含めなければならな
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い。仮に放出期間及び予想される線量やプラント状態を迅速かつ正確に決定できない場合、避難を勧
告すべきである。
課題3：避難に障害がある場合の屋内退避の利用
事業者は、緊急時計画の中に障害で避難できない公衆に対する屋内退避の利用を含めなければなら
ない。特殊な状況において、事業者は、産業界の見解より保守的な事前計画措置（例えば、全面的緊
急事態以外の緊急事態区分レベルでの避難）を組み込む。
課題4：屋内退避の実施
事業者は屋内退避実施選択のスキームに、以下を利用できる。
屋内退避の実施を決定するための定性的方法の利用。例えば、特定のプラント状態あるいは放射
線の状況が生じたら、屋内退避とする。
あるいは、屋内退避の実施を決定するための定量的方法を利用する。例えば、屋内退避の線量と
避難の線量の比較。
以上のように、米国では原子力発電所の事故の場合、緊急事態区分で全面的緊急事態に相当すると、
基本的にはサイト周辺の約2マイル及び風下約5マイルの範囲を対象とした予防的避難が実施される。
屋内退避は、短時間放出が明確である場合、避難に障害がある場合の代替手段、あるいは避難領域以
外の住民の防護措置となっている。ただし、安定ヨウ素剤予防服用の措置についての権限は州にある
ものの、避難や屋内退避との関係はこれまでの調査では明らかではない。
(2) 防護措置実施の考え方を検討するための事故想定
IAEAのGS-R-2に示されるように、原子力発電所のような脅威区分Iに分類される施設の設計段階で
実施されるPSAや包括的安全解析を基に、緊急事態の準備と対応の要件を検討しておくことは有効で
ある。ここでは、屋内退避、避難、安定ヨウ素剤予防服用等の防護措置の実施範囲や実施時期等の具
体的な実施戦略を検討するための基礎として、レベル2PSAにより得られる我が国の原子力発電所にお
ける様々な事故シナリオの特徴を整理する。事故時に予測される線量レベルやそれをもたらす被ばく
経路によって、被ばくのリスクを低減する防護手段が選択されなければならない。従って、計画策定
のための事故シナリオの選択は、サイト外での防護措置を要しないものから、発生頻度が小さくても
サイト外へ重大な影響を及ぼす可能性のあるものまで、広範なシナリオを網羅すべきである。ただし、
計画の詳細さについては発生頻度を考慮すべきである。計画の策定にあたっては、環境へ放出される
可能性のある放射性物質の量と種類、放出開始までに防護措置の実施に使用できる時間、放出の継続
時間といった、いわゆるソースターム情報を考慮すべき事故シナリオごとに検討しておく必要がある。
具体的な例として、ここではBWR-5/Mark-II型格納容器をもつ110万kWe級BWRプラントを対象とし
た日本原子力研究開発機構のソースターム解析（石川 他, 2005）と原子力発電技術機構のレベル2PSA
結果（INS, 2003）を用いて、様々な事故シナリオの特徴をまとめた（詳細については付録IIを参照）
。
環境への放射性物質の放出割合及び放出開始時刻等のソースターム解析にあたり、レベル2PSAで用い
られ、プラント全体を対象として事故の進展及び放射性物質の移行挙動を考慮可能な解析コードであ
るTHALES2コード（石川 他, 2005）及びMELCORコード（Summers, et al, 1994）を用いた。PSA結果
で得られた事故シナリオの特徴を図3.5に示す。この図は、環境への放射性物質の放出割合の代表とし
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て初期炉内内蔵量に対する環境へのヨウ素の放出割合、環境への放出開始時刻、発生頻度を事故のシ
ナリオ毎に示したものである。ここで、発生頻度については、全格納容器破損頻度に対する割合で示
した。環境へのヨウ素の放出割合は、以下に示す大規模放出、中規模放出及び微小な漏えいの3つの放
出パターンに分類できる。
大規模放出
エナジェティック現象、過圧破損、インターフェースLOCA（ISLOCA）の事故シナリオが属する。
炉心が溶融し、格納容器の破損により初期炉内内蔵量の10%程度のヨウ素が環境へ放出される。
、高圧溶融物噴
エナジェティック現象による格納容器破損については、水蒸気爆発（TQUV-α他）
、DCH（TQUX-σ他）が該当する。発生頻度はかなり低いが、環境への放出開
出（TQUX-μ他）
始時刻が早く、早期大規模放出シナリオと呼ばれる。過圧破損については、非凝縮性ガス及び水
蒸気による格納容器の過圧破損と水蒸気による過圧破損があり、環境への放出開始にはある程度
（10時間以上）猶予があることから、後期大規模放出シナリオと呼ばれる。また、炉心溶融前に
格納容器が破損する格納容器先行破損シナリオのTW-θは発生頻度が最も高いが、環境への放出
開始時刻が40時間以上と極端に遅いことを考慮すると、個人リスクの観点からは重要ではない。
中規模放出
格納容器の過圧破損を防止するために、運転員の管理の下に格納容器内雰囲気を、圧力抑制プー
ルを経由させて雰囲気中の放射性物質を低減させた後に、排気筒から環境へ放出させる格納容器
ベントと呼ばれる管理放出が含まれる。放出量は格納容器ベントを実施するタイミングに依存す
るが、10-5～10-4程度である。格納容器ベントの実施は運転員の判断に委ねられるため、実施のタ
イミングは事故のシナリオやそれまで実施した事故復旧操作によって異なるが、10数時間程度の
時間的猶予は存在する。
微小な漏えい
格納容器スプレイの作動等の事故復旧操作により格納容器内の圧力を低く抑えることで事故終息
に至る。格納容器は破損しないことから、環境への放射性物質の放出割合は設計漏えいのみで10-8
～10-7程度である。放出開始時刻は比較的早いが、長時間で放出されるので放出率としては微小で
ある。
上記の結果から、防護措置検討のためにソースタームの放出パターン全体をカバーできるような代
表的な事故シナリオとして以下の4つの放出パターンを選定した。ここで選定した炉心損傷事故シーケ
ンスTQUVは、炉心注入が全く作動せず、事故が早く進展するケースである。
早期大規模放出：炉内水蒸気爆発（TQUV-α）
後期大規模放出：水蒸気及び非凝縮性ガスによる過圧破損（TQUV-δ）
管理放出：格納容器ベント作動（TQUV-υ-l）
事故終息：格納容器スプレイ作動による事故終息（TQUV-ψ-l）
早期大規模放出の場合、発生頻度は極めて小さいが、揮発性のヨウ素やセシウムが炉内内蔵量の10%
程度放出され、しかも環境に放出されるまでの時間がおよそ3時間程度と早い。このような放出におい
ては、サイト近傍では確定的影響を回避するため、第一に迅速な避難が必要となるであろう。これに
対し、後期大規模放出の場合には、早期大規模放出に比較すると発生頻度は大きく、ヨウ素やセシウ
ムの放出量も数%程度と大きいものの、放出までに1日以上の時間的余裕がある。そのため、サイト周
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辺住民の避難に要する時間及び補助的手段としての安定ヨウ素剤配布に要する時間について十分な検
討が必要である。一方、管理放出における放射性物質の環境への放出割合は、屋内退避や避難の介入
レベルに達するか気象条件によって変わり得る程度である。
このように事故シナリオの種類によって放出の規模や時期が異なることから、これらのソースター
ム情報を用いてレベル3PSA手法による環境影響評価を実施し、防護措置の詳細な実施戦略を事前の計
画段階で検討しておく必要がある。例えば、防護措置を実施する範囲や時期、実施方法（屋内退避や
避難：退避場所の指定や避難手段等、安定ヨウ素剤の服用：個別配布又は集合場所での配布）等につ
いて検討を要すると考えられる。
3.2.4 専門家支援体制のあり方
原子力災害における緊急事態への対応では、自然災害以上に専門家の役割が重要である。東海村臨
界事故では、特に臨界事故の終息については、原子力安全委員会、地元東海村の日本原子力研究所、
核燃料サイクル開発機構の専門家集団の果たした役割は非常に大きい。また、東海村が比較的事故の
早い段階で、独自の判断でJCO事業所からおよそ350m圏内の住民に避難の要請を行った経緯において
。
も、専門家の助言の役割が大きかった（JCO事故調査委員会, 2005）
東海村臨界事故後の防災体制のスキームでは、オフサイトセンターにおいて関係機関が情報を共有
し、防護措置等の意思決定の協議が行われることになっている。しかしながら、オフサイトセンター
における意思決定プロセスで重要な役割を果たすと考えられる機能班のメンバーは、多くが関係省庁、
地方自治体の職員で構成され、必ずしも原子力の専門家ではない。また、現在、国が防災訓練で実施
しているようなオフサイトセンター立ち上げまでの時間的余裕のある事故進展シナリオ以外の臨界、
火災爆発等、十分な時間的余裕のない事故シナリオでは、住民保護の観点から緊急事態への対応の迅
速な判断が地元自治体に要求される。
こうした様々な状況を想定して、地元自治体内、オフサイトセンター機能班内、オフサイトセンタ
ーに対し、外部から各々専門家による助言体制を再検討する必要がある。どのような機関、組織がそ
の責務を果たすかを明確にすると共に、それら組織等における原子力安全委員会緊急技術助言組織の
役割を明確にする必要がある。
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表3.1 各国のEPZとその設定の考え方
米国
プルーム被ばく経路（10 a.
マイル：約16 km）
：主に
避難と屋内退避を実施
b.
c.
d.
食物摂取経路（50 マイ a.
：食糧や水
ル：約 80 km）
の管理、家畜飼料の管理
b.
措置を実施
c.
d.

イギリス（REPPIR, 2001）
施設によって異なる
DEPZの例
GCR:2.5 km（Sizewell）
AGR:1 km（Heysham）,
3.5 km（Hinkley Point）

DBA の予測線量はこの範囲外で PAG（甲状腺 25 rem（250 mSv）
、
）を超えない。
全身 5 rem（50 mSv）
ほとんどの炉心損傷事故シーケンスでも、この範囲外で PAG を超
えない。
最悪の炉心損傷事故シーケンスの場合、生命が問題となるような短
期線量はこの範囲外で起こらない。
10 マイル内の詳細計画が対応措置の拡張のベースとなる。
通常 PAG（甲状腺 1.5 rem（15 mSv）
）を超えないであろう汚染の風
下距離は放出期間中の風向きの変化等を考慮すると約 50 マイルに
制限される。
大気中のヨウ素は、長期間には簡単に食物摂取経路に侵入しない化
学形に変化する可能性がある。
放射性プルームに含まれる粒子状物質の多くは、50 マイル以内に
沈着するであろう。
50 マイルで食物摂取経路の PAG を超える可能性（確率）は、10 マ
イルでプルーム被ばく経路の PAG を超える可能性と同じくらいで
ある。

詳細な緊急時計画を準備すべき範囲は、DEPZ（Detailed Emergency
Planning Zone）と呼ばれ、セーフティーケースに基づき最も重要な設計
基準事故を考慮して、合理的に予想できる（reasonably foreseeable）事故
による公衆の被ばく線量が、この領域外で1年間に5 mSvを超えない。
DEPZ の 概 念 は 、 こ れ 以 下 の 発 生 頻 度 の 事 故 に 対 し て は 拡 張
（extendibility）して対処する。

フランス
即時対応領域（2 km）
避難領域（5 km）
屋内退避領域（10 km）

PWR炉における標準ソースタームを用いて決定論的方法で設定してい
る。対象範囲を設定する条件として、以下の項目を考慮している。
1. 事故で放射性物質が放出される範囲に対し、短期間に公衆が受ける
被ばく線量が様々な介入レベル以下という合理的保証があること。
2. 緊急時計画に対して実用的な距離であること。
3. サイト特有の要因を考慮する（例：住宅の種類。計画した対策は学
校や病院などの施設を含むかどうか）
。
ドイツ（OECD/NEA, 2003）
中心区域（最大2 km）
原子力の商業利用の初期に決定し、ドイツのリスク研究（フェイズA）
により裏付けされた。ここでは、米国のWASH-1400と同様な手法で、原
子炉安全協会（GRS）により代表的な130万kW級PWRプラントを対象と
してPSAによる評価が実施された。
中間区域（約10 km）
早急かつ柔軟な対応をするため、特定区域で予め対策を取る。特定地域
は、サイトや施設の状態、放出状況等に依存することから、地域は円周
方向に12分割される。
外部区域（約25 km）
測定及びサンプル採取の場所を規定し、警報計画を準備する地域で、中
間地域と同様、円周方向に12分割される。
スイス（HSK, 1998）
地域1（3-5 km）
事故が発生した場合に住民への危険が生じるため、直ちに防護措置を要
する発電所の周辺地域である。対象地域は、放射性プルームからの放射
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線による外部被ばくが最大1Svとなる範囲を発電所毎に計算し、その後、
。
自治体の地域境界に合わせて設定される（HSK and RD-BFE, 2002）
地域2（20 km以内）
プルームの通過に伴い防護措置が必要になる地域である（HSK and
RD-BFE, 1999）
。対象地域は、地域1に隣接し120度毎に分割した地域の
うち、風下方向の箇所である。風向きによって6つの重複区域に分かれ
る。実際には自治体の境界に合わせて設定される。
地域3（20 km以上）
プルームが通過する最中でも防護措置が要求されることはありえない
が、一時的な屋内退避、食物摂取制限といった防護措置を実施すべき地
域である。
オランダ（OECD/NEA, 2003）
避難（放射性物質の放出 国内緊急事態への対応計画で設定されている以下の介入レベルを基に
前）
（5 km）
して、WASH-1400の事故シナリオ（PWR5）のソースタームを用いたPSA
手法で範囲を決定している。
予防的避難（24時間の線量）
：実効線量1 Sv、等価線量（甲状腺5 Sv、赤
色骨髄1 Sv、皮膚5 Sv）
避難（24時間の線量、放出後）
：実効線量1 Sv、甲状腺1.5 Sv
安定ヨウ素剤（10 km）
甲状腺：1 Sv（大人）
、0.25 Sv（子供）
（24時間の線量）
屋内退避（20 km）

実効線量：0.05 Sv（6時間の線量）

フィンランド（STUK, 2000）
防護区域（5 km）
土地の使用制限を実施する区域であり、居住又は訪問施設（病院等）は
認められない。また、事故時に影響を受けるような重要な生産活動は禁
止。
詳細緊急時計画区域（20 計画を実施するにあたり、サイト周辺の環境を考慮する区域。
km）
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表3.2 我が国における原子力施設の種類毎のEPZのめやす
施設の種類
EPZのめやすの距離（半径）
原子力発電所、研究開発段階にある原子炉施設及び50MWより大き
約8～10 km
い試験研究の用に供する原子炉施設
再処理施設
約5 km
試験研究の用に供する原子
熱出力≦1kW
約50 m
炉施設
1kW＜熱出力≦100kW
約100 m
（50MW以下）
100kW＜熱出力≦10MW
約500 m
10MW＜熱出力≦50MW
約1500 m
特殊な施設条件等を有する施設
個別に決定
加工施設及び臨界量以上の 核燃料物質（質量管理、形状管理、幾
約500 m
核燃料物質を使用する使用 何学的安全配置等による厳格な臨界
施設
防止策が講じられている状態で、静的
に貯蔵されているものを除く。）を臨
界量以上使用する施設であって、以下
のいずれかの状況に該当するもの
不定形状（溶液状、粉末状、気体
状）、不定性状（物理的・化学的
工程）で取り扱う施設
濃縮度5％以上のウランを取り扱
う施設
プルトニウムを取り扱う施設
それ以外の施設
約50 m
廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設
約50 m
（原子力安全委員会, 2008より）

表3.3 ICRP、IAEA及び我が国における各防護措置の介入レベル
防護措置
屋内退避

避難

安定ヨウ素剤予
防服用
移転

ICRP Pub.63
正当とする値
最適な範囲
50 mSv
正当とされる値
の1/10以下にな
らない

50 mSv

500 mSv
（全身）
5000 mSv
（皮膚）
500 mSv
1000 mSv

IAEA BSS
一般介入レベル
10 mSv

100 mGy
月当り
5-15 mSv
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30 mSv
（最初の月）
10 mSv
（以後の月）

防災指針
防護措置指標
10-50 mSv
（外部、実効線量）
100-500 mSv
（内部、甲状腺等）
50 mSv以上
（外部、実効線量）
500 mSv以上
（内部、甲状腺等）
100 mSv
（小児甲状腺）
－
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表3.4 短期防護措置に関する連邦ガイダンスの記載
EPA 400-R-92-001「原子炉事故の防護措置基準と防護措置に関するマニュアル」
（EPA, 1991）
5.5.3「避難及び屋内退避に関する一般的なガイダンス」では、避難や屋内退避の評価、勧告及び
実施は厳密な科学の問題では無いとした上で、その有効性は計画の策定及び訓練の実施によって大
幅に改善することが可能であるとしている。
基本的には、過酷事故の場合、避難が施設周辺で最も有効な措置であり、プルームの到達前に完
了していれば完全な防護が成し得るとしている。一方、過酷事故時に即座に避難する計画が策定さ
れていない区域については、公衆に追加情報を提供することができ、避難と同等あるいはそれ以上
の防護効果となる可能性があるため、屋内退避が適切な措置であるかもしれないとしている。また、
屋内退避は、短時間放出の場合や天候、道路事情といった避難自体に危険が存在する場合、避難の
代替措置として推奨している。
NUREG-0654/FEMA-REP-1, Rev.1, Supp.3「原子力発電所支援のための放射線緊急事態への対応計画
及び準備の作成・評価の判断基準」
（NRC, 1996b）
本文書はEPA（1991）後のもので、既刊のガイダンスNRC（1980）を簡潔明瞭に示すことを意図
したものである。EPA（1991）では線量ベースの防護措置概念が示されているが、本文書は防護措
置判断の指標として第一に施設状況を取り上げている。EPA（1991）と同様、屋内退避は短時間放
出あるいは避難が困難な場合の代替措置として推奨されている。
旧版NRC（1980）付属書1では、全面的緊急事態（General Emergency）で避難について検討してい
る間はサイト近辺の公衆に対する最初の防護措置を屋内退避とすることとしていた。更に、炉心損
傷が進展し、格納容器破損の発生の可能性が高い場合は、プルーム到着までに避難できない区域の
公衆に対して屋内退避を勧告することが望ましいとしていた。
本文書の付属書1では、過酷事故時の防護措置について、避難が危険であるとする状況が確認され
なければ、プラントから2マイル（全方位）及び5マイル（風下方向）については即座に避難するこ
「過酷な炉心損傷あるいは
とが好ましい防護措置であるとしている。また、本文書図1（図3.3参照）
施設の制御不能状態における公衆の防護措置」の注釈5では、放射性物質の放出が短時間（パフ放出）
というように格納容器からの放射性物質の放出が制御できる場合には、プルーム到着前に避難でき
ないプラント近傍の区域では屋内退避が適切な措置であるかもしれないとしている。
10 CFR 50.47(b)(10),（66 FR 5440, Jan 19, 2001）
この規制要件には2001年、適切な場合のヨウ化カリウム（KI）の使用が含まれた。正式には、州
に対して甲状腺ブロックのためのKIの使用の考慮と緊急時計画への反映を求めたため、州の計画に
含まれた場合のみ、事業者は防護措置の範囲にKIを含めることになる。

－83－

－84－

区分のための施設の状態や環境測
定に関する判断基準の設定

線 源 、行 為 、オ ン サ イ ト

外の区域や場所を同定

た措置を実施

事態区分を決定

線量推定

線量推定

緊急防護措置
措置実施に拡大

防護措置の解除

運用上の介入レベル

モニタリング

モニタリング

介入レベル

緊 急 防 護 措 置 計 画 範 囲（ UPZ）内 の 整 備

IAEA安 全 要 件 の 緊 急 事 態 に 対 す る 準 備 と 対 応 の 基 本 的 考 え 方

PAZ内 で 予 め 決 め ら れ

EAL に 基 づ き 緊 急

図 3.1

予防的防護措置

緊急事態区分

緊急時活動レベル

防護措置の整備

緊急時計画区域

予 防 的 活 動 範 囲 （ PAZ） 内 の 整 備

UPZ 内 で の 防 護

緊 急 時 活 動 レ ベ ル （ EAL） の 設 定

脅威の評価

対応段階

緊急事態区分

脅威区分

計画段階
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線量率

線量率
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回避線量

予測線量

バックグラウンド
線量率

事故発生後の時間

事故発生後の時間

図3.2 回避線量と予測線量の概念
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実際又は予測される深刻な炉心損傷1

いいえ

又は施設の管理喪失

はい
避難が危険な状況でなければ、半径2マイル（約3.2km）及び風下5マイル（約8km）で
は避難する。プルームEPZ内における他の地域には、緊急警報システム（EAS）の放送
を聞くため、屋内に入ることを勧告2-5。

利用可能な全てのプラント及び現場のモニタリング情報を基に、評価を継続。

必要に応じて防護措置を修正6。ホットスポットを探し、避難させる。脅威となる線源
が管理下に置かれるまで防護措置を緩和しない。

注
1.

2.
3.
4.
5.

6.

炉心損傷は、次の事項を示す。
（1）炉心防護に要求される重大機能の損失（例えば、LOCA発
生時におけるインジェクションの損失）
、
（2）炉心高温：PWR、又は部分的な炉心の露出（covered
：BWR、
（3）地域やプロセスモニタで非常に高い放射線レベル
core）
距離は概算。実際の距離は、現地の地政学的区域を基にして事前に計画された地域の大きさに
よって決定される。
もし移動が非常に危険な状況であれば、状況が改善されるまでの間、避難より屋内退避を行う。
もし可能であれば、交通機関に依存する住民に対して、交通手段が到着するまでの間、屋内に
留まることを勧告すべきである。
屋内退避は、格納容器からの放射性物質の管理放出に対し、適切な措置である。もし放出が短
期間であること（パフ放出）が確実であれば、プラント付近の地域ではプルームの到達前に避
難できない。
最初の防護措置を修正するにあたり、EPA-PAGsを考慮する。
（NRC, 1996b, Fig.1より）

図3.3 過酷な炉心損傷あるいは施設の制御不能状態における公衆の防護措置

－86－

JAEA-Review 2010-011

「一般緊急事態」を宣言

炉心損傷が発生してお

はい

り、放出中か？

放出期間を正確に決定
でき、それは短期間の放

いいえ

出であるか？

はい

いいえ

避難への障害が

はい

あるか？

影響を受ける地域又は、住
民は屋内退避。

いいえ
少なくとも半径2マイル（約3.2km）及び風下5マ
イル（約8km）では避難。EPZ内における他の地
域には、緊急警報システム（EAS）を聞くため、
屋内に入ることを勧告。

オフサイト計画に従い、特定の住民は屋内退避。

プラント、気象及び放射線の状況を継続的に評
価。

EPA-PAGs、現場のデータ気象状況の変更に基づ
く初期のPARsを改定。

（NRC, 2005より）

図3.4 NEIの防護措置の範囲に関するフローチャート
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4.

まとめ

本報告書では、我が国における原子力防災対策の実効性向上のため、実効性向上報告書で提言され
た「平常時からの防災対応の強化」という観点に着目し、IAEA等における原子力防災に関する動向を
調査し、今後、防災指針に示すべき技術的、専門的事項に関する課題として、緊急事態における準備
と対応の基本要件、緊急時計画区域（EPZ）の策定、防護措置のための指標、防護措置実施の考え方、
専門家支援体制のあり方といった項目について検討した。
防災指針がこれまで以上に実効性の高いものになるためには、以下に示すような本検討結果で得ら
れた課題に取り組むことが重要である。これらの課題については、我が国における原子力防災体制の
現状を踏まえ、また、国際機関及び諸外国における動向を継続的に調査し、検討を進めるべきである。
事故時における放射性物質の放出量や事故進展等のソースターム予測、放出プルームの拡散及び
沈着、それに基づく線量に関する不確実さを考慮すると、原子力又は放射線緊急事態に対する計
画及び対応について予め詳細に検討しておくことが重要である。そのため、IAEAの安全要件
GS-R-2に示されるように、事故の初期段階から解除段階までを予め見据えた一貫した緊急事態に
対する準備と対応の基本的考え方を示す必要がある。
GS-R-2に示される予防的活動範囲（PAZ）及び緊急防護措置計画範囲（UPZ）の考え方を考慮し、
PAZ導入の必要性について十分検討する必要があると考えられる。この時、事故の全体のスペク
トルを分析できる確率論的安全評価（PSA）手法は有用であり、潜在的な危険性を把握できるレ
ベル2PSA及びレベル3PSAが重要な情報を与え得る。リスク情報の活用の一環として、事故想定
や防護措置実施範囲の検討等、PSAに含まれる不確実さを十分考慮した上で、緊急時計画の立案
にPSA手法を役立てていく必要があるといえる。
地域防災計画の策定にあたり、地域の条件を勘案して、様々な介入状況に対して最適な介入レベ
ルを計画策定段階で定めておくことが有効である。そのため、適切な防護措置が適切な時点で決
定できるよう、放射性物質の放出以前あるいは直後の予防的措置の実施には、プラントの状態に
応じた緊急時活動レベル（EAL）を、また、放出後に実施される防護措置に対しては、線量率、
放射性物質の空気中濃度、地表面濃度、あるいは環境試料中の濃度といった直接測定できる量を
基にした運用上の介入レベル（OIL）を予め検討しておく必要がある。
また、地域防災計画の策定にあたり、防護措置（屋内退避、避難、安定ヨウ素剤予防服用等）の
実施範囲や実施時期等の具体的な実施戦略を検討する際、レベル2PSAを用いて、サイト外での防
護措置を要しないものから発生頻度が小さくてもサイト外へ重大な影響を及ぼす可能性のあるも
のまで、広範な事故シナリオを網羅すべきである。ただし、計画の詳細さについては発生頻度を
考慮すべきである。また、計画の策定にあたっては、環境へ放出される可能性のある放射性物質
の量と種類、放出開始までに防護措置の実施に使用できる時間、放出の継続時間といったソース
ターム情報を考慮すべき事故シナリオごとに検討し、これらの情報を用いてレベル3PSAによる環
境影響評価を実施することで、防護措置の詳細な実施戦略を検討する必要がある。
原子力災害における緊急事態への対応では、自然災害以上に専門家の役割が重要である。現在、
国が防災訓練で実施しているようなオフサイトセンター立ち上げまでの時間的余裕のある事故進
展シナリオ以外の臨界、火災爆発等、十分な時間的余裕のない事故シナリオでは、住民保護の観
点から緊急事態への対応の迅速な判断が、地元自治体に要求される。こうした様々な状況を想定
し、地元自治体内、オフサイトセンター機能班内、オフサイトセンターに対し、外部から各々専
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門家による助言体制を再検討する必要がある。どのような機関、組織がその責務を果たすかを明
確にすると共に、それら組織等における原子力安全委員会緊急技術助言組織の役割を明確にする
必要がある。
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付録I 主要国における原子力防災の動向
IAEAは、1994年、原子力の高い安全性を世界的に達成・維持すること、原子力施設での放射線によ
る潜在的な危険性に対して効果的な防護を確立・維持すること、放射線による事故を防止・緩和する
こと等を目的として、「原子力の安全に関する条約」
（Convention on Nuclear Safety）を採択した。本条
約の締約国は、2009年現在、65ヶ国及び欧州原子力共同体（EURATOM）である。締結国は、本条約
に基づく義務（例えば、設計、建設、運用、財的・人的資源、安全の評価と検証、品質保証、緊急事
態に対する準備）を履行するため実施した措置について、原則として3年に一度、報告する義務がある。
提出された報告書は、IAEAで開催される締約国の検討会合において専門家による評価（peer review）
を受ける。検討会合は、これまでに4回行われている。
ここでは、米国、英国、フランス、ドイツといった主要4ヶ国がこれまでの検討会合に提出した国別
報告書（NRC, 2001, 2004、HSE, 2001, 2004, 2007、ASN, 2004, 2008、BMU, 2005, 2008）の第16条「緊急
事態に対する準備」等を参考に、原子力緊急事態への準備や対応に係る事項として、緊急時計画と対
応に係る法的基盤、事故想定と緊急時計画区域、防護措置と介入レベル、訓練、関係機関の役割につ
いて整理した。
I.1 米国
(1) 緊急時計画
1) 法的基盤と関係機関の役割
米国では、1954年の原子力エネルギー法及び1974年のエネルギー再編成法に基づき、放射線緊急事
態に対する準備に関する責任を原子力規制委員会（NRC）の許認可権限に求めている。そのため、NRC
には広範な法的権限が与えられており、特に、両法に基づく責任を全うするために必要と思われる規
則を公布することが認められている。
原子力発電所の緊急時計画に関する規則要件は、主にNRCが定める連邦規則（10 CFR）のPart 50「生
産と利用施設の国内許認可」における50.47「緊急時計画」及び付属書E「生産と利用施設に対する緊
急時計画と準備」に示されている。これらは、1979年3月に起きたスリーマイル島発電所2号機（TMI-2）
での事故により全面的に見直され、1980年8月19日付で公表されたものである。TMI-2事故以前には、
州政府及び地方自治体が放射線事故に対する緊急時計画を策定することは明確に義務付けられておら
ず、また、連邦政府は支援したり指針を示したりする役割にすぎなかった。しかし、TMI-2事故によ
り、NRCと公衆がオンサイトやオフサイト緊急事態対応組織による原子力緊急事態への対応を信頼す
るためには、優れた調整力及び総合的な緊急時計画や手順が必要であることが明らかになった。そこ
で、NRCは、これまでの緊急時計画及び準備に対して大幅な変更を求めるため、規則要件の改正を行
った。その結果、NRCの緊急時計画の規則は、公衆の健康と安全を守るための規制体系の重要部分で
あると見なされ、深層防護の考え方を進めるものとして用いられている。NRC規則では、全出力運転
の認可を出す前に、緊急事態において公衆の健康と安全を守るための十分な対策を講じることが保障
。
できる所見を求めている（10 CFR 50.47 (a)）
緊急時計画は、許認可発給条件の一つとなっており、建設許可申請時に提出する予備安全解析書
（PSAR）には予備的な計画が、また、運転認可申請時に提出する最終安全解析書（FSAR）には最終
的な計画が必要となる。緊急時計画には、事業者がサイト内で実施するオンサイト緊急時計画と地元
の州・地方自治体が公衆の防護のために実施するオフサイト緊急時計画がある。このうち、オフサイ
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ト緊急時計画については、事業者に対し、NRCが定めた区域（後述する「プルーム被ばく経路」及び
「食物摂取経路」
）内の州・地方自治体が作成した計画を提出することが求められている（10 CFR 50.33
。事業者及び州・地方自治体が緊急時計画を準備し、評価するための主な指針は、NRC
(g)及び50.54 (s)）
及び連邦緊急事態管理庁（FEMA）が作成した共同資料NUREG-0654/FEMA-REP-1, Rev.1「原子力発
電所支援のための放射線緊急事態への対応計画及び準備の作成・評価の基準」
（NRC, 1980）である。
この文書には、NRC規則10 CFR 50.47 (b)及びFEMA規則44 CFR 350における緊急時計画基準への適合
を評価するための判断基準が与えられており、緊急時計画を策定するための基礎となっている。
提出されたオフサイト緊急時計画について、FEMAは、その容認可能性に関する所見をNRCに提示
する。NRCは、原子力発電所の緊急時計画及び準備を容認できるかどうか総合的に判断する最終責任
を持つ。緊急事態が発生した際、適切な防護措置が講じられる保証がオンサイト及びオフサイト緊急
事態に対する準備で示されない限り、NRCは運転認可を与えない。つまり、NRCが示す所見は、州・
地方自治体のオフサイト緊急時計画が適切で実行可能かどうかについてのFEMAの所見と判定を検討
した結果に基づくものであると同時に、オンサイト緊急時計画が適切で実行可能かどうかについての
。
自らの評価にも基づくものになる（10 CFR 50.47 (a)）
なお、シーブルク（Seabrook）発電所やショーハム（Shoreham）発電所のように地元の州・地方自
治体がオフサイト緊急時計画の作成に協力しないために運転認可の発給が妨げられたことがあった。
そこでNRCは、州・地方自治体の協力が得られない場合、代わりに事業者がオフサイト緊急時計画も
作成することを認める改定規則を、1987年11月3日付で公表した。この改定に関連して、FEMAによる
援助を規定した大統領命令（1988年11月18日付）及びNRC/FEMAのガイダンスの補足版（NUREG-0654,
Rev.1, Suppl.1、1988年9月付）も示された。
原子力発電所に対する緊急時計画に関する規制文書の一覧を付表I.1.1に示す。
2) 事故想定と緊急時計画区域
米国の緊急時計画は、公衆の健康と安全に重大な影響を与えることのない設計基準事故（DBA）を
超える事故スペクトルがあることを認めている。DBAでは、軽微な放出があったとしても公衆を避難
又は屋内退避させるような防護措置をほとんど必要としない。このような対策は、発生確率がDBAよ
り遥かに小さいDBAを超える事故でのみ重要となるからである。NUREG-0396/EPA520/1-78-016「軽水
炉発電所支援のための州政府及び地方自治体放射線緊急事態への対応計画の策定に関する計画の根
拠」及び前述したNUREG-0654は、緊急時計画の基礎を示している。NUREG-0396は、緊急時計画で規
定すべき成果として、最悪の炉心損傷事故における早期の重篤な健康影響（死亡又は障害）の大幅な
低減及び全ての事故スペクトルでの線量低減を定めている。
「事故において公衆を保護するため、迅速かつ効果的な措置が講じら
NRCによる緊急時計画区域は、
れるように計画を策定する必要がある区域」と定義されている。緊急時計画区域の大きさは、適切な
対応を確実に行わなければならない詳細計画の程度を判断した上で選択される。特定の緊急事態にお
いて、防護措置は計画区域の一部分に限定される場合がある一方、最悪の事故については、計画区域
外にて防護措置を講じなければならない場合もあるとしている。
TMI-2事故後、NRCは原子力発電所周辺に2つの緊急時計画区域を設置することを求める規則改定を
。発電所の中心から半径約10マイル（16 km）の「プルーム被ばく経路」
行った（10 CFR 50 付属書E.1）
といわれる第一の緊急時計画区域では、主に避難と屋内退避により、最も過酷な炉心損傷事故に起因
するプルームからの被ばくによる死傷者を低減し、かつ、より軽度の事故による公衆の不必要な放射
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線被ばくを抑えるために講ずる防護措置が計画される。この区域は一般的にサイトを中心とした円形
状であるが、実際の形状は人口統計、地形、道路状況や行政上の管轄境界等、サイト特有の要素に基
づいて決定される。また、
「食物摂取経路」と言われる第二の緊急時計画区域は、発電所の中心から半
径約50マイル（80 km）の区域で、主に汚染食物を摂取することによる公衆の被ばくを低減させるため、
家畜には貯蔵飼料を与え、食料及び水を管理する防護措置が講じられる。
3) 緊急事態区分システム及び緊急時活動レベル
NRCの規則では、事故の深刻度が小さい順に（1）異常事象（Unusual Event）
、
（2）アラート（Alert）
、
、
（4）全面的緊急事態（General Emergency）といった4つ
（3）サイト緊急事態（Site Area Emergency）
の緊急事態区分が設定されている。これらの緊急事態区分は、施設の状態によって定められた緊急時
活動レベル（EAL）に基づき、宣言される。事業者は、緊急事態区分毎に予め定めた緊急時計画を実
行する手順を決めており、事象の分類後、オフサイト当局への通報、オンサイト及びオフサイト緊急
事態への対応組織の動員、また、必要に応じて、公衆への防護措置の勧告などが実施される。州や地
方自治体の緊急時計画においても、同一の緊急事態区分が使用される。
NUREG-0654には、EALを設定するための基礎となる緊急事態区分の開始条件の例が挙げられてい
る。EALは施設固有の測定可能な判断基準で、機器の状態表示、測定パラメータ、独立した測定可能
事象、分析結果、特定の緊急時操作手順等が挙げられる。これらのレベルは、事態の可能性を迅速に
識別し、敷地内の緊急事態対応組織やオフサイト当局に緊急事態の発生を通報するための明確な根拠
を示すものである。NRC規則によれば、事業者及び州・地方自治体は、これらのレベルを議論して合
意しなければならず、NRCはそれを承認しなければならない｡
さらに、2003年7月に示されたRegulatory Guide 1.101（第4版）
「原子炉のための緊急時計画及び準備」
によれば、NRCは、EALを設定するためのNUREG-0654の代案として、産業界を代表する産業界を代
表するNEI（米国原子力エネルギー協会、旧NUMARC）が示したNUMARC/NESP-007「原子炉のため
の緊急時計画及び準備（1992年1月第2版）
」及びNEI99-01「緊急時活動レベルの策定方法（2003年7月
」を使用できることを承認した。
第4版）
4) 防護措置と介入レベル
深刻な炉心損傷を伴う事故の防護措置を決めるための技術的根拠及び指針は、NUREG-0654
Supplement 3「重大事故に伴う防護措置勧告基準」（NRC, 1996a）及び環境保護庁（EPA）のEPA
（EPA, 1991）に示されて
400-R-92-001「原子力事故に対する防護活動指針及び防護活動のマニュアル」
いる。これらの資料は、NUREG-1150「過酷事故によるリスク：5つの米国原子力発電所に対する評価」
（NRC, 1990）等の過酷事故調査から得られた以下のような結論を反映している。
早期の重篤な健康影響を引き起こす程の被ばく線量をもたらす可能性のある事故は、炉心損傷や格
納容器破損を引き起こす極めて過酷な事故のみである。過酷事故の場合、運転員は、
（1）炉心が損傷
していること、
（2）もし格納容器が破損した場合、格納容器内にある多量の核分裂生成物が放出され
る可能性があること、を認識していなければならない。しかし、過酷事故の状態では、格納容器の性
能について確信をもって予測することはできない。このような過酷事故に関する知見及び防護措置の
効果から次の結論が得られた。
危険を大幅に低減させるには、放出前もしくは直後に避難を開始しなければならない
短距離の移動であっても、移動することによって危険は大幅に低減する
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発電所の近くに長時間、屋内退避することは、効果的な防護措置とはいえない
従って、所定の緊急事態で公衆に勧告すべき早期の初期防護措置は、計画策定時に予め定める必要が
あるが、計画済みの活動に修正を加えることは、特定の地域条件で起こり得る。発電所近傍の早期避
難は最も有効な防護措置であり、過酷事故の場合、発電所から約2～3マイル（約3.2～4.8km）で放射
線防護の基本目標を達成できる防護措置は早期避難だけである。
これらの情報は、NRC要員向けの対応手順指針及び研修マニュアルNUREG/BR-0150「対応技術マニ
（NRC, 1996b）に盛り込まれている。また、避難及び屋内退避に関するNRCの指針は、IAEA
ュアル96」
のTECDOC-953「原子力事故又は放射線事故に伴う緊急事態への対応準備の整備方法」
（IAEA, 1997a）
（IAEA, 1997b）で
及びTECDOC-955「原子炉事故における防護活動を決定するための一般評価手順」
示された指針に準拠している。
以上のように、NRCは避難及び屋内退避を2大防護措置と考えており、過酷事故の場合には、発電所
近辺の住民には迅速な避難を推奨している。しかし、状況によっては屋内退避を実施したほうが良い
場合も考えられるので、現在検討が行われている。
また、補足的な防護措置として、甲状腺被ばく線量を低減させるための安定ヨウ素剤の服用につい
て数年間検討し、その結果、NRCは緊急時計画の規則を修正した。Federal Register Vo. 66, No. 13「緊急
」によれば、各州が公衆への防護措置と
時計画におけるヨウ化カリウムについての考察（2001年1月）
して、また、避難及び屋内退避の補足的対策として、安定ヨウ素剤の配布を考慮するよう求めている。
NRCは、安定ヨウ素剤が特定の区域の条件にとっては、避難及び屋内退避に対する妥当かつ慎重で安
価な補足対策であると判断した。さらに、NRCは、緊急時計画の一環として公衆向けに安定ヨウ素剤
の配布を選択する州、又は場合によっては地方自治体のために安定ヨウ素剤供給の資金援助をするこ
とに同意した。これまでのところ、安定ヨウ素剤を請求・受け取ったのは21州である。
介入レベルについては、前述したNUREG-0654及びEPA400-R-92-001の中で、防護措置指標（PAG）
が示されている。PAGは、安全かそうでないかの区分を示したものではなく、防護措置の実施を正当
とするおおよその放射線レベルである。つまり、対応を決定するための指標を与えるもので、線量限
度とみなすべきではないとしている。そのため、PAGは、緊急時計画の整備やその計画の訓練に用い
られることが期待されている。実際の事故では、前述したような予防的措置が行われた後でPAGが適
用されるが、この時、事故の特徴や局地的な状況を予想できず、PAGを一律に適用できるとは限らな
いため、専門家の判断が必要になる。例えば、避難を実施しようとしても、気象状況やその他の条件
の影響により、不可能な場合がある。そのような場合、予測線量が避難に対するPAGを上回っても屋
内退避を選択することになる。
避難や屋内退避のPAGは、外部被ばくによる実効線量と汚染や摂取による放射性物質の吸入に伴う
預託線量を合計した予測線量で示される。また、安定ヨウ素剤の服用に対するPAGは、放射性ヨウ素
による甲状腺預託線量で示される。
(a) 避難
PAGは、予測線量1-5 rem（10-50 mSv）で設定されており、通常1 rem（10 mSv）で開始される。1 rem
で開始するのは望ましくない状況として、
厳しい天候
災害の競合
施設に入れられた人々で、直ちに移動できない場合
避難を妨げる局所的な物理的要因
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が挙げられる。
(b) 屋内退避
屋内退避は、幾つかの状況において避難より望ましい防護措置となる。つまり、公衆の中には避難
のリスクの高い集団（例：直ちに移動することができない集団）がいるので、そのような集団に対し
て予測線量5 rem（50 mSv）まで代案として屋内退避が望ましい。さらに、異常に危険な環境状況で屋
（特別な集団に対して予測線量10 rem）
内退避を実施することは、公衆に対して予測線量5 rem（50 mSv）
まで正当化される。
一方、屋内退避の開始に関する具体的な最低レベルは、設定されていない。屋内退避は低コスト・
低リスクな防護措置であるが、その効果は環境に応じて大きく異なる。必要があれば住民との意思疎
通が行えるように人々を配置することを保証するのは有用であるため、計画作成者と意思決定者は、1
rem（10 mSv）以下の予測線量で実施することを考慮すべきであるとしている。ただし、あまりに低
いレベル、例えば0.1 rem（1 mSv）で実施するのは合理的でない。予測線量1 rem（10 mSv）以上で避
難が実施されない時、屋内退避は常に実施されるべきである。
(c) 安定ヨウ素剤の服用
避難を実施できない、又は、避難中に被ばくする状況において、安定ヨウ素剤を服用することは、
放射性ヨウ素の吸入による甲状腺への被ばくを防止するのに効果的である。放射性ヨウ素を吸入する
前に服用することが最も効果的であるが、吸入した後でも1-2時間以内に服用することが重要である。
もし、緊急時計画の中に安定ヨウ素剤の服用が含まれていれば、甲状腺預託線量が25 rem（250 mSv）
以上で実施する。
なお、現在、EPAは、EPA400-R-92-001の改定を進めている。改定のポイントは、以下の通りである。
1992年発行の旧版で示唆した飲料水摂取基準や復旧期の対策を含め、食物汚染及び安定ヨウ素剤
の使用基準を食品医薬品局（FDA）の新しいガイダンスに合致させることである。
また、管理のためのガイダンスとするため、本文は平易な言葉を用いて、状況に関する議論、選
択枝、推奨される行動、最低限の技術情報や計算式を記述する。数値基準に関わる技術的議論、
図表や推奨される行動の理由については、付属書で示す方針である。
早期対策における介入レベルに関しては、屋内退避の下限レベルが設定されていない点が新しい。
屋内退避は負担をかけず直ちに取ることが可能な対策との位置づけとしている。また、避難には1
rem（10 mSv）の総実効線量当量（TEDE）を用い、安定ヨウ素剤の使用にはFDAの新しいガイダ
ンスを取り入れ、基準となる予測線量は引き下げられる。
中間期の対策に関しては、初年度の予測線量が2 rem（20 mSv）以上かつ各年0.5 rem（5 mSv）未
満、50年で5 rem（50 mSv）を超えない場合において移転が行われ、初年度の予測線量が2 rem（20
mSv）未満の場合は除染により線量低減策がとられる。
FDAの新しいガイダンスに基づき、食物摂取制限は、預託実効線量当量0.5 rem（5 mSv）
、又は、
器官もしくは組織に対する預託線量当量5 rem（50 mSv）のいずれかにより制限される。飲料水の
摂取は、摂取率2リットル/日とし、初年度の預託実効線量当量0.5 rem（5 mSv）で制限される。
長期対策については、許容レベルに関して意思決定に係わる関係者（ステークホルダー）の同意
を得る手順を重視するという放射線防護分野における新しいアプローチが取られている。
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5) 訓練
稼働している全ての原子力発電所は、10 CFR 50の付属書E第IV章F.2により、2年毎に防災訓練を実
施するよう求められている。これらの完全参加型訓練は、同じ緊急時計画のもとで、役割を有する事
業者及び州、地方の緊急事態対応組織のすべてが集結して取り組むものである。場合によっては、連
邦レベルの様々な対応機関が訓練に参加することもある。訓練では、NRCは事業者の行動を、FEMA
は州及び地方機関による対応をそれぞれ評価する。防災訓練の結果、NRC又はFEMAによって指摘さ
れた弱点や欠陥については、適切な是正措置によって修正しなければならない｡各州は、プルーム被ば
く経路区域内の計画に関する2年毎の防災訓練以外に、州内にある原子力発電所について6年毎に食物
摂取経路内の防災訓練に参加しなければならない｡いずれの訓練も公衆が関与する必要はない。
(2) 緊急事態への対応と組織
1) 事業者
緊急事態において、事業者がすべき第一優先事項は、重要な安全機能を確実に維持して炉心を保護
することであり、それによってオフサイトへの影響を防止又は軽減しなければならない｡この作業と並
行して、事業者は15分以内に州及び地方自治体のオフサイト当局に対して緊急事態宣言を通報し（10
、その後直ちにNRCにも通報しなければならない｡次に、炉心及び格納容器
CFR 50の付属書E第IV章D）
の状態について事業者の理解を基に、初期の防護措置をオフサイト当局に勧告することが求められる｡
この時、事業者には、緊急事態の状態を宣言したり、発電所周辺区域からの避難を命令したりする権
限はなく、オフサイト当局の担当者に防護措置を勧告することができるのみである。さらに、放射性
核種がオフサイトへ放出された場合には、オフサイト組織とともに監視し、オフサイト当局に勧告し
た活動が適切であること（すなわち、初期防護措置の勧告と決定が実際の監視データに照らして有効
であること）を確認しなければならない。
緊急事態における現場責任及び権限は、当初、制御室の交代勤務管理監督者（当直長）にある。そ
の中には、緊急事態を宣言し、宣言後15分以内にオフサイト当局に通報し、かつ防護措置を勧告する
権限も含まれる。NRCへの通報は、担当の州・地方自治体への通報後、それも緊急事態の宣言後1時間
以内に行わなければならない｡緊急事態の宣言後、オンサイト緊急事態対応責任者は、発電所対応担当
者に任命される。この役割は、最初に制御室の上級要員である当直長が努める。緊急事態の宣言後、
、
適切な要員補強が行われると、通常、この責任（及び職位）はオンサイト技術支援センター（TSC）
次にオフサイト緊急時運営施設（EOF）へと委譲される。
TSCは、事故発生時にプラント管理及び制御室に対する技術支援を行う。通常、保護・遮断区域内
の制御室近くにあるが、これは、制御室の要員との直接討議を迅速に行うためである。TSCの要員は、
発電所の技術情報にアクセスして、原子炉運転の技術支援を担当する。これにより原子炉の操作担当
者は、発電所の運転に直接関係のない雑務や通信から解放される。EOFが活動を開始するまでは、TSC
が施設の機能も果たす。
EOFは、事業者の全体的な緊急事態への対応を管理し、放射線及び環境評価を調整し、公衆の防護
措置を推奨し、連邦、州及び地方機関との緊急事態への対応活動を調整するための施設である。EOF
はオフサイトに設置されており、NUREG-0737 Supplement 1「TMI行動計画要件の説明」
（NRC, 1983）
によれば、サイトから10～20マイル（16～32 km）の場所に設置することを推奨している。しかし、こ
れより近い場合も（適切な遮へい及びバックアップつき）
、かなり遠い場合もある。EOFは、連邦、州
及び地方の緊急事態への対応者の受け入れに備えている。
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2) 州及び地方自治体
州及び地方自治体は、事故によるオフサイトへの影響から公衆を保護するという責務を担っている。
これらの機関は、防護措置についての意思決定を行うと同時に、過酷事故の際に公衆に防護措置を取
るよう通報しなければならない｡また、事業者の勧告及び自身の状況判断に基づき、公衆に何らかの防
護措置を実施するよう通報すべきかどうかを決定しなければならない｡
NRC規則では、防護措置を実施する決定が一旦下されたならば、警報を発し、直ちにプルーム被ば
く経路に対する緊急時計画区域における公衆に通報する行政的かつ物理的手段を講じる旨を求めてい
る。オフサイト当局が管理する警戒・通報システムは、通常、サイレン警報システムで構成されるが、
これは、公衆に緊急事態情報を聞くように注意を促すためのものである。また、規定の緊急時警報メ
ッセージも送出して、公衆に取るべき行動を通報する。本システムは、原則として、事業者が迅速な
防護措置を必要とする緊急事態が発生した旨をオフサイト当局に通報してから約15分以内に初期通報
を行う能力がなければならない。
州及び地方自治体の対応組織は、始動後直ちに1つ（又は複数の）緊急時運営センター（EOC）を設
置する。サイトによっては、同じプルーム被ばくに対する緊急時計画区域内の中に複数の自治体が含
まれるところもあるが、各サイトともEOCは1箇所である。通常、州は、州都又は地域機関にあるEOC
から運営の指揮を取る。場合によっては、発電所施設の近くに前衛のEOCを設ける州もある。オフサ
イト当局の所在地は一定ではなく、施設固有の事情によるところが大きい。
3) 連邦政府
放射線緊急事態に対する連邦政府の対応能力は、TMI-2の事故以来、大幅に改善された。その改善
点とは、連邦政府対応計画の策定、原子力発電所とNRCとの直通通信、NRCにおける常勤の運営担当
官の任命、特定の発電所パラメータを自動送信するオンサイト・コンピューターシステムとNRCとの
間の直通リアルタイム電子データ回線などである。
NRCは、原子力発電所の事業者（認可取得者）及び州又は地方自治体を、原子力発電所の放射線緊
急事態における2大意思決定者と認めている。運転者はまず、事象の影響を軽減し、州及び地方自治体
に対して迅速に適切な防護措置を勧告しなければならない｡州又は地方自治体は、公衆の健康及び安全
のための適切な防護措置の実施について最終的な責任を負う。
連邦政府は、主として施設運転者及びオフサイト当局の取り組みを支援するように規定されている。
放射線の影響を与える可能性のある緊急事態については、連邦政府の対応活動は、
「連邦放射線緊急事
」に従って実行される。これは、NUREG/BR-0230「連邦調整マニュアル96」
態への対応計画（FRERP）
（NRC, 1996c）の第V章に公表されている。この資料は、放射線緊急事態に対応する連邦主務機関
（LFA：Lead Federal Agency）及び他の連邦機関の役割について述べている。NRCは、NRC認可の原子
力施設又は核物質に対する放射線による緊急事態を担当するLFAである。原子力発電所の緊急事態に
おけるLFAの主な役割は、以下の通りである。
（1）認可取得者が防護措置に関する勧告を州及び地方自治体に適切に伝達したことを確認する。
（2）原子炉の状態、事故の進行状況、影響の可能性を独自に調査し、その結果を州に報告する。
（3）連邦政府の緊急事態に対する対応を調整し、州を支援する。
公衆の健康と安全を保護するための法的命令に従い、NRCは認可物質及び活動に係わる事象への対
（NRC, 2003）を策定した。
応を詳述した計画及び手順として、NUREG-0728 Rev.3「NRC事故対応計画」
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NRCは、この計画に従って、まず報告された事故を評価した上で、一機関として対応し、NRC地方局
からチームを現場に派遣するかどうか決める。重大事故の場合、全て、チームを派遣している。一機
関として対応することが決定すると、ワシントンDCにあるNRC本部のオペレーションセンター及び地
方の事故対応センターは活動を始める。本部のオペレーションセンターの役割は、
（1）施設との継続
（3）施設運転者とオフサイト当局に助言を与え、
的な通信を維持し、
（2）事故についての評価を行い、
、EPA等）と調整
（4）連邦政府の放射線対応について他の連邦機関（FEMA、エネルギー省（DOE）
を行い、
（5）全国メディアからの問い合わせに答えることである。ここには、施設、施設の緊急時計
画、事故対応、調整活動の専門家たちが配置される。
事故の初期段階では、通常、NRC地方局の職員が施設の詳細について最も通じているので、地方局
に運営権限がゆだねられる。NRCが現場に必要な場合には、地方局から現場チームが派遣される。NRC
本部のオペレーションセンターは、主導権が現場チームに委譲されるまでNRCの対応を指揮する。現
場チームが現場に到着し、機関の指導的役割を引き受ける旨を宣言すると直ちに、同チームに対して
連邦政府の対応を指揮する権限が付与される。現場チームは、施設及びオフサイト当局が使用してい
る対応センターに代表者を派遣して対応の調整を行うとともに、DOEを通じて、野外測定チームや空
中モニタリングを含む大規模放射線モニタリング機能を活用する。州及び地方自治体の係官を支援す
る連邦政府の放射線モニタリング対策は、連邦放射線モニタリング・評価センター（FRMAC）で調整
される。現場チームは、施設あるいは地方自治体が設置した共同情報センター（JIC）にも代表者を派
遣し、全メディアの問い合わせに対処する。
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付表I.1.1 米国の原子力発電所に対する緊急時計画に関する規制文書
I．NRC 規則
10 CFR 50「生産及び利用施設の許認可」
50.33(g)申請の内容：一般情報
- 申請書の中で、緊急時計画区域（EPZ）内の州と地方政府の緊急時計画を提出すること
- EPZとしては、プルーム被ばくEPZを約10マイル､食物摂取EPZを約50マイルとする
（NUREG-0396をベースとする）
申請の内容：技術情報
(a)(10)： PSARの中にApp.Eに示す緊急時計画の予備的計画を記述すること
(b)(6)(v)：FSARの中にApp.Eに示す緊急時計画を記述すること
50.47 緊急時計画
(a)：運転認可発行にはNRC/FEMAによる緊急時計画の承認が必要
(b)：オンサイト・オフサイト緊急時計画の基準（NUREG-0654 Rev.1を参照）
：例外措置（州と地方政府が不参加の場合でも、NRCが承認すれば運転認可発給可能）
(d)：低出力認可発給にはオフサイト緊急時計画の承認は必要ない
50.54 認可の条件
(q)：緊急時計画の維持を要求
(r)：研究炉・試験炉に対する要件
(u)：緊急時計画の提出を要求（運転中プラントは1981年4月1日までに緊急時計画を実施可能と
すること）
(t)：緊急時計画の定期的レビューを要求
10 CFR 50, Appendix E「生産及び利用施設の緊急時計画及び対策」
I．緒論
II．予備安全解析書（PSAR）
III．最終安全解析書（FSAR）
IV．緊急時計画の内容
A. 組織
B. アセスメント行動
C. 緊急時組織の発動
D. 通報手続
E. 緊急時用設備及び機器
F. 訓練
G. 緊急時体制の維持
H. 復旧
V．実施手順
VI．緊急事態への対応データシステム（ERDS）
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付表I.1.1 米国の原子力発電所に対する緊急時計画に関する規制文書（続き）
II NUREGガイダンス（NRCの発行レポート）
NUREG-0654 Rev.1：設置者、州及び地方政府の緊急時計画の作成及び評価の基準（FEMA-REP-1）
(11/80)
NUREG-0654 Rev.1 Suppl.1：同上（州及び地方政府の協力が得られない場合の基準）(9/88)
NUREG-0654 Rev.1 Suppl.2：同上（早期サイト許可申請時の基準）ドラフト(4/96)
NUREG-0654 Rev.1 Suppl.3：同上（苛酷事故時の防護措置の基準）ドラフト(7/96)
NUREG-0396 (12/78)：州及び地方政府のオフサイト緊急時計画要件（EPZのベースを示す）
NUREG-0610 (9/79)：緊急時活動レベル（ドラフト）
（後にNUREG- 0654 Rev.1のApp.1に組み込ま
れた）
NUREG-0696 (2/81)：緊急事態への対応施設（ERF）の機能基準（TSC, OSC, EOF）
NUREG-0981 Rev.1 (2/85)：原子炉事故におけるNRC/FEMAの対応手順
NUREG-0660 (5/80)：TMIアクションプラン
NUREG-0737 (11/80)：TMIアクションプラン要件の解説（緊急時計画実施スケジュールの要求）
NUREG-0737 Supp.1 (12/82)：緊急事態への対応機能要件（ERFに係る基本要件）
NUREG-0782 Rev.2 (6/87)：NRCの事故対応計画
NUREG-1394 Rev.1 (6/91)：ERDS設置ガイド
IE Inspection Procedure 82301：NRCスタッフの演習の評価手順
III．NRC Regulatory Guide
Reg.Guide 1.23 (2/72)：原子力発電所の気象測定プログラム
Reg.Guide 1.97 Rev.3 (5/83)：事故時モニタリング計装
Reg.Guide 1.101 Rev.2 (10/81)：原子力発電所の緊急時計画 - NUREG-0654 Rev.1を参照
IV．連邦緊急管理庁（FEMA）の規則
MOU（覚書）
：緊急時計画に関するNRC とFEMAの役割分担 (4/85)
44CFR350：州及び地方政府の緊急時計画と対策のレビュー及び承認 (9/28/83)
FRERP：州及び地方政府を援助するための連邦政府の緊急時計画 (11/8/85)
ヨウ化カリウムに関する指針 (7/24/85)
V．その他関係省庁の指針類
EPA防護措置（PAG）マニュアル（EPA-520/1-75-001）
食品薬品庁（FDA）の指針（21CFR1090）
同上：ヨウ化カリウムに関する指針（43FR58798, 45FR11912）
VI．ANSI/ANSの基準
ANSI/ANS-3.8.1-1995：緊急事態への対応機能及び組織の基準
ANSI/ANS-3.8.2-1995：緊急事態への対応施設の機能上及び物理的な要件基準
ANSI/ANS-3.8.3-1995：緊急事態への対応計画及び実施手順の基準
ANSI/ANS-3.8.4-1995：緊急事態への対応能力維持に関する基準
ANSI/ANS-3.8.5-1995：緊急時放射線モニタ・サンプル・解析基準
ANSI/ANS-3.8.6-1995：緊急事態への対応のための所外放射線評価基準
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I.2 英国
(1) 緊急時計画
1) 法的基盤と関係機関の役割
英国では、1959年に示された最初の原子力施設法（NIA）において、原子力施設での緊急事態に対
1965年の修正NIA法で原子力施設の許認可条件
（LC）
する準備の重要性が既に認識されており、
その後、
の中で緊急時計画を策定することが規定されている。許認可条件の一つであるLC11は、事業者が軽微
なオンサイト事象から放射性物質の大量放出までのあらゆる事象に効果的に対応できるよう適切な準
備や対策を講じるとともに、予行演習を行い、その効果を確認することを求めている。事業者は、保
健安全管理局（HSE）が定めている準備対策の一部をHSEに提出し、承認を受けなければならない。
また、TMI-2事故及びチェルノブイリ事故で得た教訓の一部として、事故への対処や緊急事態への
対応について公衆の不安を招かぬよう正確な最新情報を維持することが重要であるとの認識から、緊
急事態で影響を受ける可能性のある施設周辺の住民に対して事業者が情報を提供することを規定した
」が1992年に策定された。その後、PIRERを包括し、原子力施
「放射線緊急事態情報公開法（PIRER）
設を有する地方当局がオフサイト緊急時計画を策定する法的根拠を与える「放射線緊急事態に対する
」
（REPPIR, 2001）が2001年に示された。
準備及び情報公開法（REPPIR）
オフサイト緊急時計画の作成及び試験についての要求事項は、REPPIRの対象となっており、HSEが
規制している。REPPIRは、地方当局が緊急事態への対応者と協議した上、放射線緊急事態が予想され
る場所に対してオフサイト緊急時計画を策定することを求めている。また、緊急時計画を再検討し、
試験する責任もREPPIRに定められている。
原子力緊急事態に対する防災計画の立案と事故への対応については、オンサイトでは事業者、オフ
サイトでは県（Council）がそれぞれ中心的な役割を果たす。政府の対応については、国内での調整を
担当する政府の主務省は1つだけであり、緊急事態における様々な側面を担当する多くの政府省庁と関
わる。また、大臣に概要報告を行い、議会及び公衆にも十分に情報を伝達しなければならない｡主務省
は発電所の所在地によって異なり、イングランド又はウェールズの場合、事業・企業・規制改革省
1

（BERR）
、スコットランドの場合、スコットランド行政府（SE）である。

BERRは、イングランド及びウェールズの民間原子力施設について、オフサイトへの影響を伴う全て
の緊急事態への対応策を策定するにあたり、主務省として国家レベルで準備の方針を調整することと
している。英国では、オフサイト緊急時計画に利害関係をもつ組織をまとめた原子力防災計画リエゾ
ングループ（NEPLG）が設けられており、BERRは、その議長を務めている。NEPLGは、共通の問題
を討議し、情報と経験を交換し、計画、手順及び組織の改善を協議するためのフォーラムであり、地
方レベルで施設固有の緊急時計画の策定に係わる全ての組織を対象とした指針を示している。また、
本グループは、オフサイト訓練の結果を検討し、教訓が得られ、かつ改善が続いていることを確認す
る。
2) 事故想定と緊急時計画区域
1)に示したREPPIRによる要求事項は、オンサイトのみならず、オフサイトにまで影響を与えるよう
な幅広い事象あるいは事故において対応策を講じるための基本となるものである。緊急事態での対応
に関して、以下の4つの観点が求められる。

1

2007 年の省庁再編に伴い、これまでの貿易産業省（DTI）から名称が変更された。
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(a) 現場における事象あるいは事故の管理
(b) 実際及び潜在的な事故の影響に対する評価、並びに関係当局及び公衆への通報
(c) 短期に被害を受ける可能性のある個人の影響、並びに、長期的影響（食糧供給、土壌及び隣接水
系の汚染等）を軽減するための対策の導入
(d) 通常状態への復旧
特に重要なのは、公衆の放射線被ばくを防止し、現場要員の被ばくを最小化し、オフサイトに危険
が及ぶ前に事態を収拾することである。そのため、原子力施設の緊急時活動は、以下の原則に基づく
ものとしている。
各原子力施設の周辺には、公衆を保護するための対策が詳細に練られた「詳細な緊急時計画区域」
（DEPZ）がある。この区域は、予想される事故で最も重大な放射性物質の放出を考慮して設定さ
れる。
原子力施設のための緊急時計画は、DEPZの範囲外にも影響を及ぼす可能性が極めて少ない事故に
ついても、対応できなければならない。区域を拡張する必要のある対策を予め正確に策定するこ
とはできないが、その対応策を決めるにあたっては、原子力以外の緊急事態に対処するために策
定された地方及び国の緊急時計画を活用することができる。
DEPZは、マグノックス炉の場合、1.6~3.5 kmである。また、改良型ガス冷却炉（AGR）やPWRの場
合、設計基準や安全評価手法における改善によって、結果的に基準事故の大きさや結果が低減されて
いる。これらの発電所については、基準事故の場合、サイト境界より外での活動は必要でない。この
ような場合にDEPZが必要となるのは、大事故への対応のための基礎を構築しておくことが望ましい場
合である。
3) 防護措置と介入レベル
緊急時参考レベル（ERL）は、緊急事態において防護措置を導入することが正当化される介入レベ
ルであり、回避線量で示される。保健防護庁2（HPA）は、ERLを勧告するにあたり、潜在被ばくによ
るリスクと防護措置の導入によるリスクとのバランスを保つようにしている。ERLは、ある幅をもっ
た回避線量で勧告されている。下限値は、通常時のリスクや社会的混乱が防護措置の利点を上回る場
合があることを考慮し、それ以下では対策を実施する必要がないレベルとし、一方、上限値は、ほぼ
間違いなく対策を実施するレベルとしている。防護措置は、両方のレベルの間で実施するのが望まし
いが、必ずしも必須条件ではなく、その時の状況を考慮しなければならない｡ERLは、個人の健康影響
を最小化するために適用されるものであり、ERLに基づき対策が講じられるならば、健康への影響は
軽微であり、その後の影響は、通常時と違いはないとしている。HPAは、以下の防護措置について勧
告と助言を示している。
i) 屋内退避
公衆は屋内に留まり、ドアと窓を閉め、地元のラジオやテレビ局の与える指示やその他の承認され
た通報事項に従うように助言される。屋内退避によって、直接放射線の被ばくや放射性物質の吸入に
よるリスクが低減する。屋内退避のERLは、3～30 mSvである。
ii) 安定ヨウ素剤の服用
原子力施設の事故による被害の可能性は、放射性ヨウ素の影響によって左右されることが多い。安

2

以前は放射線防護庁（NRPB）が対応していたが、2003 年、NRPB は HPA と合併した。
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定ヨウ素剤を服用することによってヨウ素の体内への摂取を減らせるので、被ばく線量も低減できる。
安定ヨウ素剤の服用のERLは、30～300 mSv（甲状腺）である。
iii) 避難
避難は人を被ばくから開放する重要な対策であるが、一方で社会的混乱を引き起こし別のリスクを
招く可能性がある。避難のERLは、30~300 mSvである。
iv) 汚染された、又は汚染の可能性のある食品・水道供給の管理
食品については、
「食品中の最大許容放射性核種濃度に関する欧州評議会規則」における定義が用ら
れている。食品の安全に関する法的権利は、食物連鎖を防ぐための助言と勧告を行う食品基準庁にあ
る。この問題については、HPAの助言も行われる。また、水道については、イングランド及びウェー
ルズでは、飲料水の健全供給を確保する責任は、関連の水道会社もしくは地方当局にある。環境食糧
農林省（DEFRA）は、飲料水検査局を通じて法的責任を果たし、環境局から放射線に関する助言を得
ている。スコットランドでは、給水の制限又は停止の措置に関する責任は、地方の水道事業にある。
行政府担当省は、スコットランド行政府環境・農村問題省（SEERAD）である。さらに、スコットラ
ンド環境保護局（SEPA）は水道局に対して、汚染水のモニタリング及び必要な場合の適切な制限処置
に関する助言を与えている。
4) 訓練
HSEは、緊急事態に関わる可能性のある原子力施設の全従業員が自らの任務について研修を受け、
定期訓練に参加して適切な対応を確保することを求めている。これらの研修訓練のほかに、HSEは、
各施設において定期的な演習を実施するよう求めている。
緊急時準備対策は、レベル1、レベル2及びレベル3という3つのカテゴリーにもとづいて定期的に試
験される。レベル1の訓練演習は、各原子力施設において年に1度実施され、主としてオンサイト及び
オフサイトにおける事業者の活動に重点を置いて行われる。HSEの原子力施設検査官が立ち会い、事
業者の準備の効果、訓練及び資源を評価する手段の一つになっている。オフサイト施設がどの程度活
用されるかは、事業者のニーズ、又はHSEの要求によって異なるが、訓練の時期とシナリオについて
はHSEの同意を必要とする。レベル2の訓練演習は、少なくとも年に1度、オフサイト施設（OSF）の
機能を対象とし、地方当局が策定した対策の精度を実証することを主目的としている。なお、OSFに
おいては、責任あるいは責務を持つ組織が自らの機能も訓練する。
レベル2の訓練演習の年間計画からレベル3として一つを選択し、OSFの機能だけでなく、中央政府
の広範な参加機関の機能についても訓練を行う。その中には、ロンドンの「原子力緊急時情報室」又
はエジンバラの「スコットランド行政府緊急事態への対応室」に参加するさまざまな政府省庁の訓練
も含まれる。レベル3としてどの訓練を選択すべきかは、事業者、主務省（BERR又はSE）及びNEPLG
の間で、HSEと協議の上決定される。
(2) 緊急事態への対応と組織
原子力施設において緊急事態が宣言された場合、直ちに警察、消防等の緊急時関連機関と地方当局
及び国に通知がなされる。英国の緊急事態への対応組織は、付図I.2.1に示す以下の組織で構成される。
オフサイト緊急時施設
原子力緊急時情報室（NEBR）
：イングランド及びウェールズの緊急事態に備え、ロンドンに設置
スコットランド行政府緊急事態への対応室（SEER）
：スコットランドにおける緊急事態に備え、
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エジンバラに設置
HSE対応センター
緊急事態への対処を担当する各組織は、オフサイト緊急時施設に代表を派遣する。その中には通常、
事業者、警察、地方当局、保健機関、地元の水道会社、消防、救急が含まれる。さらに、政府省庁で
、BERR、HPA及びHSE等も代表を派遣す
あるDEFRA（又はスコットランド、ウェールズの同等省庁）
る。放射性廃棄物の処分を担当する規制機関として、スコットランドのSEPA、イングランド及びウェ
ールズの環境庁（EA）の代表も参加する。また、緊急事態地域における食品に関して、もし必要であ
れば、勧告や制限を行うため、食品基準庁も代表を派遣する。代表者らは、連携を保ち、オフサイト
センター及び緊急時管理センターにおいて適切な情報と勧告が得られるようにし、また、状況につい
て適切な評価を行い、適切な対策を講じ、公衆に対して常に情報を与えるよう、緊密に連絡をとる。
これら4つの対応施設における関係機関の役割を以下に示す。
1) オフサイト緊急時施設
i) 政府の役割と対応
政府技術顧問（GTA）
NIIの検査官4名から構成され、緊急事態時にはDTI又はSEの任命により、OSFに派遣され、現地にお
いて技術上の助言及び情報提供を行う。任命されたGTAは、下記のような責任を負う。
(a) 以下について、警察及び緊急事態に対するオフサイト対応策を扱うその他の機関に、独自の助
言を与える。
公衆及び関係機関の要員を保護するための適切なオフサイト対策
オンサイト緊急事態の理由及び施設外の環境に及ぼす影響
オンサイト緊急事態の終結及びオフサイトの平常状態への復帰
(b) メディアへの概要説明において、必要に応じて政府を代表して当局の対応を発表する。
(c) 主務省が緊急事態に関して十分な情報が得られるようにする。
GTAは、オフサイト施設に派遣された他の機関の代表と協議し、施設代表者の意思決定により適切
な対応が実行できるよう、状況進展及び進展予測に関する評価が適切に行われていることを確認する。
GTAの地位は顧問であり、管理責任を伴わない。GTAが任命された場合、緊急事態は、事業者、関係
組織及び中央政府組織と協議の上、GTAの助言を受けて初めて解除することができる。
上級政府関係代表（SGLR）
主務省によって任命され、オフサイト施設でGTAの支援にあたる。SGLRは上級政府高官であり、
NEBR又はSEER、また必要に応じて閣僚と直接連絡をとる。SGLRは、GTAが中央政府の動きについ
て情報を得て、NEBR又はSEERにも地方のオフサイト施設での施策やメディア向け発表に関する情報
を伝えられるようにする。これは、調整され、かつ一貫した明確な助言がメディアを通じて公衆に伝
わるようにするためである。
ii) 地方組織の役割と対応
警察
自然災害等における緊急事態の場合と同様、原子力事故後、公衆を保護し助言を与えるために、他
の関係機関と協議の上でオフサイト対策を調整する責任を有する。原子力事故の影響を受ける可能性
のある区域においては、警察は取るべき対策について独自権限を持つ。それには、区域外からの追加
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資源の取り入れ、活動の枠を本来のDEPZより外側へ拡大するといったことが含まれる。また、警察の
活動には、住民への屋内退避、必要に応じて区域外への避難を呼びかけることも含まれる。その責務
の履行に際して、必要な対策について、様々な技術専門家、特にGTAから助言を受ける。
地方当局
一般に洪水、大火災や航空機の墜落といった広範囲の緊急事態に対処できるよう、大災害に対する
調整対応計画を策定している。内務省は、大事故や自然災害のための緊急時計画に関する指針におい
て、その計画策定について助言を与えている。食物及び飲料水の汚染に関する放射線モニタリング計
画を除いて、通常、DEPZが郡又は地域の境界を越えることはないが、重大事故の場合、より広範囲に
わたって緊急事態への対応を取らなければならないため、その境界を越えることもあり得る。警察が
関係機関に通報したときは、各機関はその緊急時計画を発動しなければならない｡地方当局は、緊急時
輸送、住居、給食、福祉サービスの提供などの問題を含むあらゆる対策の実施を支援するという重要
な責務を担っている。また地方当局は、隣接する地方当局とともに相互援助対策を実施するにあたっ
て主導的役割を果たす。
郡及び首都圏においては、緊急時計画専門官が調整された緊急時計画について地方の長に対して責
任を負う。オフサイト緊急時計画の通常の手順には、調整、緊急時計画専門官による隣接地方当局、
中央及び緊急時サービス機関との連絡及び情報交換も含まれる。緊急事態においては、地方当局の代
表はオフサイト施設で情報を得ることができ、各区域の緊急事態への対応関係者は、事故の推移や被
害の可能性について十分な情報を得ることができる。地方当局もREPPIRに基づき、原子力施設の事業
者によって作成された情報を事故の影響を受ける可能性のある全ての住民に伝達する法的義務を負う。
2) NEBRとSEER
前述したように、主務省は、イングランド及びウェールズの緊急事態に備えて原子力緊急時情報室
（NEBR）をロンドンに、また、スコットランドにおける緊急事態に備えてスコットランド行政府緊
急事態への対応室（SEER）をエジンバラに設置している。これらは、緊急事態の進展状況、被災地域
の住民保護対策、及び被災地域外の公衆への影響に関するメディア並びに、公衆向け情報を作成する
場合の中央政府内の中心となるものである。また、大臣及び政府省庁への概要報告、必要な追加資源
の調整を含む省政策の調整の中心的役割も果たす。
政府主要省庁の代表者は、オフサイト施設との情報伝達の連係を保ちながら、NEBR（又はSEER）
に出動する。緊急事態に対する国の対応及び中央政府と議会への概要報告は、NEBR又はSEERで調整
される。NEBRに代表を送る中央政府省庁は、DTI、DEFRA、FSA、保健省又はウェールズの相当省、
及び環境庁（EA）である。また、スコットランドの同等の省及びスコットランド環境保護庁（SEPA）
は、SEERに参加する。HSEの代表者、原子力施設の主任検査官、及びNRPBは、NEBR又はSEERのい
ずれかに出動する。
以下、NEBR及びSEERにおける主な関係機関の役割を示す。

事業・企業・規制改革省（BERR）及びスコットランド行政府（SE）
BERR（又はSE）は、国内での調整を担当する政府の主務省であり、緊急事態における様々な側面
を担当する多くの政府省庁と関わる。また、大臣に概要報告を行い、議会及び公衆にも十分に情報を
伝達しなければならない｡
主務大臣は、事業者及びHSE、NRPB、NEBR又はSEERに代表を派遣している政府省庁の代表者た
ちと緊密な接触をもつ。イングランド/ウェールズの民間原子力施設での事故の場合、BERRの大臣が、
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また、スコットランドの民間原子力施設での事故の場合、スコットランド行政府の企業・生涯学習省
大臣（Minister for Enterprise and Life-long Learning）がそれぞれ主務大臣となる。
BERR（又はSE）は、NEBR（又はSEER）の設置と要員の配属を担当する。これらの施設には、事
業者本部やオフサイト施設との迅速な連絡を可能にするさまざまな通信手段が装備される。NEBR又
はSEERの要員は、オフサイト施設における地方機関と緊密に連係しながら作業を進める。また、汚染
された可能性のある消費物資についての英国内における管理政策を担当し、また汚染された輸出品の
管理政策も担当する。
環境・食糧・農村問題省（DEFRA）
英国に影響を及ぼす外国の原子力事故が発生した場合の主務省である。チェルノブイリの事故以来、
英国は、92の固定モニタリング施設においてγ線量を監視する全国的なネットワーク（RIMNET）と、
英国政府の対応を調整するための「国家対応計画」を構築した。英国の原子力施設でオフサイト緊急
事態が発生した場合、DEFRAは、EAと協議の上、環境運営・センターを設置して、イングランド及
びウェールズにおける環境への広範な影響を調査し、対応する。スコットランドでは、SEとSEPが同
様の対応策を整える。

保健省（DoH）
被ばくによる健康上の影響について他の省庁に助言する。また、地方の保健機関が公衆に治療
や健康上の助言を与え、かつ被ばくによって汚染された可能性のある人もしくは汚染の不安をも
つ人のためにモニタリング施設を提供する計画を策定させなければならない｡さらに、
地方の保健
機関に対して、安定ヨウ素剤の配布対策に関する指針も与える。スコットランドでは、このよう
な責任は、SE及び保健省が負う。
保健防護庁（HPA）
HPAは、地方、主務省、その他の官庁に助言を与える助言チーム、メディアチーム、モニタリング
チーム、支援及び研究チームの4チームで構成される。対応内容は、放射線防護に関する助言や情報の
提供、放射線の評価、環境モニタリング及び個人モニタリングである。
食品基準庁（FSA）
1985年食品環境保護法に基づく広範囲の権限を有し、英国における汚染された食材、又は汚染され
た可能性のある食材の生産及び供給を管理することができる。同庁はあらゆる種類の原子力緊急事態
に対応する詳細な国家計画を作成している。これらの計画は、地域計画によって補完される。食品基
準庁は、ロンドンにある緊急事態への対応室を発動し、必要な対策の実施を調整する。
原子力施設主任検査官
原子力緊急事態において中央政府に対する助言者として活動し、HSEの評価に基づいて政府省庁、
、行政府及び該当する事業者に助言を与える。
保健安全委員会（HSC）
環境庁（EA）

1995年環境法に基づき、イングランド及びウェールズにおける環境全体（空気、土壌、水）を
保護、改善する役割を担う。緊急事態が発生した際、EAはオフサイト施設などに代表者を派遣し、
技術評価センターを立ち上げる。水環境に放射性物質が放出された場合、EAは環境を保護し、川
下の人々に助言するため、水のサンプリングと放射化学分析を行う。また、管理下にある規制水
系の流れを管理することで放射性物質の放出による影響を軽減できるかどうかを検討する。
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3) HSE対応センター
HSEは、緊急事態の場合、事業者の活動のモニタリング及びGTAと中央政府への助言提供を担当す
る。HSEの原子力施設検査官は、法的権限を行使して、事業者の活動について検査及び監査を行い、
事業者が発電所を安全な状態に復帰させ、かつ公衆へのリスクを最小化する。HSEは緊急事態の通報
を受けると、直ちに検査官を現場と該当するオフサイト施設に派遣し、状況の監視と制御復元の対策
に当たらせる。検査官は、発電所事業者を監督する権限を含む法的権限をもっており、緊急事態に必
要と思われるときに権限を行使することができる。
HSEは、マージーサイド州のブートル本部に自らの緊急事態室対応センターを設置して、技術評価
能力を提供し、オフサイト施設又は中央緊急時支援センターにおいて原子力施設の主任検査官及び現
場の原子力施設検査官を支援する。これによって、HSEは事故とその影響の進展予測について独自に
評価し、他の原子力施設への影響を考慮することができる。これらの評価は、NEBR又はSEERの原子
力施設主任検査官に転送される。
(3) 情報伝達
事業者から関係者のページャーに自動的に発信するアラートシステムがある。オフサイトにおける
広報センター（Media Briefing Centre）は、オフサイトセンターから2 km程度離れた場所に開設される。
これは、プレスがオフサイトセンターに集中することを避けるためである。通信手段は電話を主とし、
複数の独立回線を持つことにより回線故障に備えた多重性を確保している。
REPPIRは、地方当局に対して、緊急事態によって被害を受けた公衆が迅速かつ適切な情報を得られ
るよう、対策を策定し、かつ、更新することを求めている。このような情報には、緊急事態に関する
事実、及び対象とする健康保護対策に関する助言を含むものでなければならない。場合によっては、
警察が被災区域に出向いて、戸別訪問又はパトカーのスピーカーによって住民に情報を伝えることも
ある。また、このような対策は、地元ラジオ局やテレビ局との事前協定によって作成された情報パン
フレットに頼ることも多い。地元対策には、公衆からの問い合わせに答えるため地方当局による広報
センターや電話相談回線の設置も含まれる。事業者も緊急事態宣言後、できるだけ早急に正式発表を
行う。被災施設の至近区域外の公衆との主な伝達経路は、メディアとなり、迅速に設置される地元の
記者会見施設では、新聞、ラジオ及びテレビ向けの配備を整え、情報が定期的に更新されるようにす
る。施設についての地方のメディア向け概要説明は、事故現場で行われるのではなく、すべて記者会
見施設にて行われる。さらに、メディア向け概要説明は、主務省の情報室で入手可能であり、相互に
又は地元の記者会見施設と連絡し合う他の機関の緊急時センターでも入手できる。
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施設：緊急時管理者
（技術者や科学者、スタッフによる支援）
警告：警察、救急及び関連するオフサイト組織
技術情報
オフサイト緊急時施設
HSE対応センター

（付図I.2.2参照）

スコットランド

イングランド及びウェールズ

スコットランド行政府

原子力緊急時情報室（NEBR）

緊急時対応室（SEER）

（付図I.2.3参照）

（付図I.2.3参照）

付図I.2.1 緊急事態への対応組織の構造

政府技術顧問（GTA）
オフサイト緊急時施設

上級政府関係代表者（SGLR）

設置後の責任範囲：
公衆防護のための活動
情報及び勧告
調整グループ会議

メディアへの状況説明

議長：警察

オフサイト機関との意思伝達
と調整
オフサイト施設の代表者
運転員

警察

地方当局

消防

保健局

救急

政府省庁

地方水道企業
付図I.2.2 オフサイト施設の代表者
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NEBR又はSEER
役割：
省の活動を調整
以下の項目についてメディア及び公衆に情報を知らせる
サイト周辺の公衆を保護するための対策
緊急事態の経過
その他の影響
電話による問い合わせ
大臣への報告

NEBRの代表者

SEERの代表者

（イングランド及びウェールズ）

（スコットランド）

事業・企業・規制改革省（BERR）

スコットランド行政府

環境・食料・農村問題省（DEFRA）

事業・企業・規制改革省（BERR）

保健省（DoH）

健康保護庁（HPA）

健康保護庁（HPA）

食料基準庁（FSA）

食料基準庁（FSA）

原子力施設主任検査官（HSE/NII）

原子力施設主任検査官（HSE/NII）

環境庁（EA）

環境庁（EA）
気象局

付図I.2.3 NEBR及びSEERの代表者
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I.3 フランス
(1) 緊急時計画
1) 法的基盤と関係機関の役割
原子力事故における規制組織は、原子力安全、放射線防護、社会秩序及び民間防衛に関する法律文
書や緊急時計画で規定されている。2004年8月13日法律「民間防衛の近代化」では、新しいガイドライ
ンが規定された。これには、運転計画の徹底調査、公衆を含めた演習能力、公衆の情報や訓練、警報
システム等の更新情報が示されている。さらに、この法律を施行するにあたり、以下の法令が2005年
に発行された。
2005年9月13日法令2005-1156「地方の保障措置計画」
2005年9月13日法令2005-1157「ORSEC計画」
：災害時における一般的な緊急時計画
2005年9月13日法令2005-1158「オフサイト緊急時計画（PPIs）
」
また、2006年6月13日法律「原子力分野における透明性と安全保障」では、原子力安全局（ASN）がそ
の権限内で全ての事柄に関して政府を支援することが規定されている。
緊急時組織は、地方レベル（県と原子力施設立地サイト）と国レベルに区分され、さらにそれぞれ
に対して規制側（公的機関）と施設の設置者側（事業者）とに分かれ、全体として4つのブロックで構
成されている。付図I.3.1にフランス電力公社（EDF）の原子炉における事故の場合の緊急事態組織を
示す。地方レベル及び国レベルでの関係機関の役割は、以下の通りである。
地方レベル
緊急事態において、オンサイトについては事業者、オフサイトについては県知事に対して意思決
定を行う権限が与えられている。
事業者
事故を収束させるのに必要な準備と手段（影響の評価と緩和、施設要員の保護、公的機関へ
の警告及び定期報告）を行わなければならない｡これらの対策は、事業者が作成を義務付けら
れているオンサイト緊急時計画（PUI）に詳述される。
県知事
住民及び財産を保護するために必要とされる対策を決定する責任を負う。また、オフサイト
緊急時計画（PPI）の枠内で、機器及び人的資源の調整について責任を負う。住民や地方組織
に対して事故に関する情報を常時提供する。
国レベル
関係省庁は、県知事が取るべき対策に関する助言や物的・人的支援を行う。特に、施設の状態、
当該事象あるいは事故の深刻度及び今後の展開の可能性について評価できるような情報や意見を
提供する。各省庁の役割は、以下の通りである。
内務省
市民防衛・安全局（DDSC）は、省間危機管理運営センター（COGIC）及び原子力危機管理支
援チーム（MARN）を通じて、公衆や財産を保護するために必要な人的・物的支援を県知事
に与える。
保健省
放射線影響に対する公衆の健康保護に責任を負う。
原子力安全を担当する省庁
産業大臣は、責任下にある施設における事象又は事故、あるいは放射性物質の輸送中事故に
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ついて国内での調整を行う。
国防総事務局（SGDN）
原子力又は放射線緊急事態に対する省間委員会（CICNR）の事務的役割を担当する。事故時
に計画された対策について関係する省間の活動を調整するとともに、訓練を計画、評価する
責任を持つ。CICNRは、首相主導の下に開催されるもので、緊急事態における政府活動の調
整を担当する。
気象庁
環境に危険物質が放出されるような事故においてリスクがあるのはどこかという観点から、
関係機関を支援する。
原子力安全局（ASN）
2006年6月13日法律で緊急事態管理に関与することが規定された。ASNは、その責任下で全て
の疑問に関して政府を支援するとともに、緊急事態が発生した施設の安全性について公衆に
情報を与える。環境省、産業省、保健省の共同管轄下にあり、原子力安全・放射線防護の法
的及び技術的な監督の役割を担う。原子力安全・放射線防護総局（DGSNR）と各地域にある
地域産業・研究・環境局（DRIRE）に設置された原子力安全・放射線防護局（DSNR）で構成
され、DGSNRを通じて、電離放射線に対する健康保護の役割を果たす。なお、DGSNR及び
DSNRは、2006年、ASNに所属することとなった。また、放射線防護原子力安全研究所（IRSN）
は、ASNの技術支援組織である。
フランスの緊急時計画は、事故進展を脅威期（Threat Phase）、放出期（Release Phase）、復旧期
（Post-accidental Phase）といった3つの段階に区分している。
オンサイトについては、これらの段階全てを含むオンサイト計画（PUI）が、ASNが作成したガイダ
ンスに基づき、フランス電力公社（EDF）の調整下で、事業者によって作成される。PUIは施設を安全
状態に復旧させ、事故による被害を軽減させることを目的とし、現場で実施すべき組織の施策及び資
源を定義するものである｡PUIは、施設や環境の状態、又は事業者の判断により、所定の基準に基づい
て事業者によって発動される。1991年1月以来、PUIは、安全解析報告書及び一般運転規則と同様に、
原子力施設で放射性物質を使用する少なくとも6ヶ月前に事業者がASNに提出しなければならない安
全関係資料の一部となっている。これに関連して、PUIはIRSNが分析した上で関連諮問委員会に提出
され、その所見を受けることになっている。
また、オフサイトについては、脅威期及び放出期を含むオフサイト緊急時計画（PPI）が知事によっ
て策定される。PPIは、住民を脅威から短期的に保護すること、事業者に外部からの支援を与えること
を目的とし、関連するサービス、警報システムの使用法、物的・人的資源の責務を定義している。知
事は、ASNの援助を得て、過酷事故や放射性物質の拡散現象に関する最新データを考慮しつつ、PPI
とPUIの間の整合を図る。PPIは、住民を保護する対策（屋内退避、安定ヨウ素剤の投与、避難等）が
必要になった場合に知事により発動される。
2) 事故想定と緊急時計画区域
事故想定の基本的考え方としては、サイトのあらゆる施設の潜在的事故の可能性を考慮しているが、
緊急時計画策定に際しては、水蒸気爆発等による格納容器の早期破損を伴うシビアアクシデントのよ
うな極端に確率の低い事象は、除外できるものとしている。これは大型格納容器を用いているという
プラントの特徴から起こりえないと考えられているためである（F. Charpin, 2008）。フランスでは、
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EPZの設定にあたり、米国のリスク研究（WASH-1400）の結果を基に選定した標準ソースタームを用
いている。ここでの事故想定は、例えば、配管の破断により冷却材が喪失するが、給水系は作動せず
炉心損傷し、さらに格納容器内に放射性物質が放出されるスプレイ系も作動しないものとしている。
そして、格納容器からの放出は、最大の漏えい率での漏えい及び事故発生から24時間後でのフィルタ
ーベントとしている。ただし、このソースタームは、このような特定の事故シナリオを対象としたわ
けではなく、可能性のある様々な事故シナリオを十分包含できるものとしている（F. Charpin, 2008）。
このような事故想定をベースに、事故の進展と介入基準に照らして、PPIの緊急時計画区域は、2 km
以内の即時対応領域（Reflex area）
、5 km以内の避難領域（Evacuation area）
、10 km以内の屋内退避領域
（Sheltering area）に区分される。対応時には即時対応領域と特定の方向の避難領域、屋内退避領域か
らなるキーホール型の対象範囲が指定される。また、事故後対策においては、10 km以遠の領域も必要
に応じて穀物摂取制限（Restriction of crop consumption）領域に指定される。
復旧期に対する備えとして、各サイトのデータベースの作成や輸送や初期防護手段の評価の技術的
な詳細項目の確立が行われており、復旧作業の実施には核種沈着の予測等が行われる。
3) 防護措置と介入レベル
PPIは、知事の決定により発動されるが、その発動方法は以下の3つに区分されている。
住民に危険が及ばない待機期（Standby phase）
住民に危険が及び、かつ進展の速い（6時間以内）事故に対する即時対応モード（Reflex action mode）
住民に危険が及び、かつ進展の遅い事故に対する計画対応モード（Concerted mode）
フランスでは、原子力施設で起こりやすい事故において効果的な対応をするため、緊急時計画の技
術基盤として、防護措置の種類と範囲を決めるための幾つかの事故シナリオを準備することが重要と
考えている。しかし、実際に重大事故が発生することは稀なので、あるソースタームを仮定し、環境
に放出される放射性物質の拡散による影響を評価する保守的な解析手法を適用している。
また、保健省の定める行動基準に基づきPPI対策を定めることもできる。つまり、放出に伴う直接的
な影響を制限できると考えられる住民の防護措置であり、下記のような対策が含まれる。
放射能による外部被ばくから防護し、放射性物質の吸入を低減させるための屋内退避の実施。
放出物質に放射性ヨウ素が含まれる場合、屋内退避に加え、安定ヨウ素剤を服用。
放出が異常なため、上記の措置が十分でない場合には避難を行う。
例えば、PWRの最大想定事故の場合、半径10 km以内の住民を屋内退避させて安定ヨウ素剤を与え、
また、最大半径5 km以内の住民を避難させる、といった対策を12～24時間以内に決断するといったこ
とが挙げられる。
これらの防護措置に対する介入レベルは、基本的にIAEAの国際基本安全基準（BSS）に準拠してい
、安定ヨウ素剤の服用は100 mSv（甲状腺等価線量）
、避
る。つまり、屋内退避は10 mSv（実効線量）
難は50 mSv（実効線量）の回避線量で示される。これらの値は、24時間に受ける被ばく線量の計算値
と比較される。
4) 訓練
訓練は、対応手順を習熟し、資源や組織構造の弱点を特定し、フィードバックとして弱点を解消す
るために非常に重要と認識されており、また、原子力活動や災害管理に関する情報伝達の機会になる
と考えられている。

－117－

JAEA-Review 2010-011

国家レベルの演習は、年に8回から10回の割合でASNによって開催され、公的機関、事業者及び技術
支援団体及び住民が参加している。なお、目標を多く設定しすぎることによる演習の質の低下を避け
「原子力の安全」を目指す防災訓練で、
るため、1997年以降、2種類の演習が実施されている。一つは、
実際に住民が訓練に参加することなく、自由設定の技術シナリオに基づいて決定プロセスを検討する
ことを目的とする。もう一つは、
「住民保護」を目指す防災訓練で、住民参加型の技術シナリオに基づ
いて住民の防護措置（警戒、屋内退避、避難）を実際に適用する。どちらの訓練においても、参加者
の伝達能力を試すため、仮想のメディアが設置される。EDFは地方での現場演習も行っている。また、
OECD/NEAが実施する国際演習INEXにも参加している。
(2) 緊急事態への対応と組織
付図I..3.2は、緊急事態への対応における組織の概要を県及び事業者とともに示したものである。丸
枠で示される組織が対策本部（PCD）
、四角枠で示される組織が技術支援を行う専門家チームである。
PCDは、国（ASN）
、県、事業者本部及び現地に設置され、各専門家チームから技術支援を受けるとと
もに、対策本部間で相互に連絡を取って意思決定を行う。県の対策本部がオフサイトセンターにあた
るが、特定の建屋は持たず、県庁内に設置される。オフサイトセンターは、意思決定グループ、技術
評価グループ、広報対応グループで構成され、国からの技術・広報支援チームを受け入れる。また、
各専門家チームは、互いに連絡をとるとともに、関係するPCDに技術支援を行う。さらに、公衆とメ
ディア向けに発表した情報が矛盾しないよう、各組織の情報担当者とPCDのスポークスマンの間に付
図I.3.2と同様のパターンの組織が設定される。
以下、緊急事態への対応のための事業者及び公的機関の役割と組織について詳細を述べる。
1) 事業者の役割と組織
フランス電力公社（EDF）による緊急事態への対応組織は、国家レベルと地方レベルとで構成され
る。この組織は、4つの主要課題（専門家判断、意思決定、情報伝達及び対策）に取り組む緊急事態対
応センターを中心に構築されるもので、発電所から国の緊急事態対応センターの管理者（原子力発電
局長又はその代理）への要請に応じて、いつでも動員することができる。国の緊急事態への対応組織
は、原子力発電所がオンサイト計画（PUI）を発動した場合はもちろん、PUIを要するほど深刻でない
）でも動員される。
状況（
「非PUI」及び「PUI後」
原子力施設の安全性が著しく損なわれた状態あるいは放射性物質が環境
PUIの対象となる状況とは、
に放出され、管理区域外の人や近隣の住民が被ばくする恐れのある状態のことである。安全・放射線
が係わるPUIが発動される場合の組織が最大で、通常のリスク（火災、人身事故など）と放射線のリス
クの両リスクに関わる災害が処理の対象となる。PUIを発動する責任は、発電所の管理者又はその代理
人、即ち、地方の緊急事態対応センターの管理者にある。
国家レベル
国家管理緊急事態対応センター（PCD-N）
PCD-Nは、以下の任務を有する。
EDFの緊急事態への対応組織を構成する様々な組織の活動を調整すること。
事故の技術面、組織面及びメディア関連事項に対処する戦略を決めること。
関連施設に通知すること。
EDF上層部、政府及び他の発電所に対して常に最新情報を提供すること。
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国家緊急事態対応技術チーム（ETC-N）
ETC-Nは、以下の責務を担っている。また、同センターの専門家は、PCD-Nと連携している。
PCD-Nに対する技術支援を行う。これは、事態の継続的分析、事故炉と放出の状態（診断状
況）
、短・中期的予測に関わるものである。
現場における技術的支援を行う。その場合、被災施設の管理について、地方緊急事態への対
応チーム（ELC）と協力し、環境評価については評価緊急事態対応センター（PCC）と協力
する。
地方レベル
発電所管理者
緊急事態への対応手順について責任を負い、地方管理緊急事態対応センター（PCD）を指揮する。
地方管理緊急事態対応センター（PCD）
状況分析、戦略決定、PCD-N及び地方当局への報告、メディアへの広報に協力する。
PCDは、以下の2つの専門家評価チームに依存している。
地方緊急事態対応チーム（ELC）
：施設の状態に関する分析と進展予測を担当する。
評価緊急事態対応センター（PCC）
：公衆と環境に対する事故の影響について調査を担当する。
施設に関する技術情報は全てELCへ送られ、環境モニタリングに関する全ての技術情報は、PCC
にある。また、緊急事態が円滑に処理されるようにロジスティックス関連の全ての行動を取る任
務を負っているロジスティックス緊急事態対応センター（PCM）の支援も受けている。
サイト緊急事態対応管理者
施設の安全及び設備と人の保護に責任を負っており、PPIの発動基準が満たされた場合、公衆への
警報発令を県知事から委嘱されることもある。事故炉の運転チームは、主として状態を正常に戻
すことに責任を負うが、特に所定のデータシートによって施設の現状に関する技術データを伝達
する責務がある。
2) 公的機関の役割と組織
事故が発生した際、ASNは、ASNの地方部署やIRSNの技術支援を受けて、次の組織を立ち上げる。
国家レベルでは、パリにあるDGSNRの原子力緊急事態対応センターに対策本部（PCD DGSNR）を
置く。その目的は、要員を配置し意思決定を行うことであり、進行中の事故についての技術的分析は
行わない。PCDの近くには、財務・経済・産業省情報局の支援を得て情報部を置く。また、フォント
ネー・オ・ローズ原子力研究センターにあるIRSNの緊急事態への対応技術センター（CTC）には、IRSN
の分析チームが置かれる。このチームは事業者の技術チームと緊密な関係を保ちながら、事故状況の
分析について共通の見解を得て、事故の進展や被害状況の可能性の予測を行う。
地方レベルでは、ASNの地方スタッフを中心とした地方チームが県に置かれる。その役割は、知事
に対して技術情報を提供し、知事の意思決定とコミュニケーションを支援する。また、現場において
も、ASNの地方スタッフを中心とした要員で構成されるチームを派遣し、現場の対策本部（PCD）を
支援する。このチームの役割は、事業者の決定には関与せず、特に公的機関に正確な情報を伝達する
責務を負う。また、事故後の問い合せに備え、あらゆる情報を収集する。
CTCに設置されるIRSNの緊急事態への対応チームは、知事に助言を与えるASNを技術的に支援する
、施設評価班（7名）
、
ことを目的としている。緊急事態時にCTCに設置されるチームは、管理班（4名）
放射線影響班（6名）及び3～5名の事務局から構成される。各サイトからの事故情報は、予め決められ
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た形式に従って約50のデータがFAXで送信され、それを基にCTCで事故進展評価及び放射線影響評価
が行われる。CTC内での緊急事態への対応の支援ソフトウェアシステムとして、事故進展ソースター
ム推定（SESAME）と放射線影響推定（CONRAD）のためのソフトがある。両システムとも簡便な推
定手法（ソースタームはパラメトリック法、大気拡散はガウスプルーム法）を用いているため不確実
さは大きいが、支援目的としては十分である。原子力発電所（PWR）の場合、IRSNには許認可に係わ
る安全評価を実施している職員が約200名おり、各プラントを熟知している専門家が緊急事態の際も
CTC内で活動を行うため、的確な技術支援が可能となっている。また、CTC内には原子炉シミュレー
タが設置され、CTCに設置されるチーム職員の訓練及び国が実施する演習のシナリオ作成に利用され
ている。
3) 情報伝達
事業者から国への通報は、アラートシステムにより直接、国の担当者（中央政府、国立研究機関所
属）に通知されるという方式である。国の担当者のポケベル（ページャー）には事故サイト名が表示
され、また、携帯電話にも通知される。事業者は、事故に関する情報を直ちにテープに録音しており、
担当者は電話により、録音内容を確認することができる。このため、関係者がセンターに集合する際
には、すでにどのような事故であったのか全員が理解している状態となっている。
情報伝達のための通信設備として、公衆電話回線に加え、アクセス制限付きの専用通信ネットワー
クを装備しており、主な原子力施設との間に直通ラインも完備している。ASNの対応センターとCTC
の間にはTV会議システムも用意されている。米国で用いられているインターネットを使った一斉かつ
多量の情報伝達方式ではなく、フランスでは専用回線による秘話性・伝達の確実性及び外部電源喪失
への考慮が重要と認識されている。
(4) その他
i) オフサイト緊急時計画の更新
1997年以来、ASNは原子力事故の演習からのフィードバックを考慮し原子力施設のオフサイト緊急
時計画を更新するため、各関係機関で構成される討議グループを主導している。その結果、2000年3
月10日の省間通達の署名に至った。
この通達に示された主な改革点は次のとおりである。
即時対応モードの創設。これは、最大6時間以内にオフサイト行動レベルを超える可能性のある事
故の場合に、所定の行動を直ちに発動するという知事による決断である。事業者は、予め確認さ
れ、かつ要員が利用しやすい数値で定めたASN承認の目標基準に従う。
公衆の防護措置が必要な場合として、即時対応又は計画対応モードで、制限されたオフサイト緊
急時計画を発動する。他の場合、知事は「監視委員会」を設置する。
最新の国際勧告に基づく新しい介入レベルを定義する。
知事は、この通達に従いPPIの改定を完了している。従って、現在、知事は原子力施設に関わる災害の
可能性を考慮した実戦的な計画を手にしている。県は、深刻な事故の場合、公衆を保護するため、予
防的な防護措置（屋内退避、安定ヨウ素剤の服用、避難）を検討できる。
ii) 安定ヨウ素剤の事前配布
1997年までの緊急時計画では、事故の場合、一般的に施設内又は施設周辺を対象に安定ヨウ素剤を
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備蓄分から配布する規定であったが、問題があることが判明した。そのため、それ以後、安定ヨウ素
剤の事前配布が選択できるようになった。政府は、1997年、2000年と2度にわたり、施設周辺の住民に
対して安定ヨウ素剤の配布方法を検討するため、配布キャンペーンを実施した。しかし、2度目のキャ
ンペーンでも自宅に安定ヨウ素剤を備えた住民は、約50%にとどまり、満足のいく結果が得られなか
った。そこで、2005年に行われた3回目の配布キャンペーンでは、次の3段階に分けて行うこととした。
1.

個人に対して、封筒（関係機関（ASN等）からの手紙と安定ヨウ素剤の引換券を同封）を送付。

2.

安定ヨウ素剤をまだ受け取っていない家庭に対して、直接、郵送。

3.

各地域の薬局で常に受け取れるようにする。

このような手順を取ることで、誰が受け取ったのか正確に把握することができ、配布の管理がより良
いものとなった。その結果、最終的には、ほぼ100%配布することができた。
iii) 事故後の管理
原子力発電所の事故では、緊急時計画による迅速で効率的な対応が必要とされるが、その他にもさ
まざまな事故後の影響（経済的、健康関連、社会的）がある。これらの影響から正常な状態に復帰す
るための中・長期的な対策が必要となる。2005年4月7日の政府命令に従い、ASNは、関係する政府省
庁と共同で、事故後の状況に対処するために必要な枠組みの設定、手順の定義、準備、実施について
責任を負うこととなった。ASNは、まず、国内外の演習において事故後の段階を整備し、また、事故
後の段階を担当する運営委員会（CODIR-PA）における全てのステークホルダーと討議を行った。ASN
は、事故後段階の方針について合意に達するための時間枠として2年を設定した。2006年11月のシノン
（Chinon）原子力発電所の演習では、屋内退避の解除及び建屋の除染について評価を行った。
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付図I.3.1 フランスの原子力緊急時組織
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付図I.3.2 緊急事態における組織の概要
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I.4 ドイツ
(1) 緊急時計画
1) 法的基盤と関係機関の役割
ドイツの原子力関連施設に起因する原子力災害への対応は、原子力法（Atomic Energy Act）に基づ
、特に連邦環境・自然保護・原子力安全
き、16ある州（Länder）政府の権限である。連邦政府（Bund）
省（BMU）は、各州が原子力法に従った規制を行っているかどうか監督する。各州が許認可を行うに
あたり、BMUは各州の安全規制機関からの情報提供や書類の提出を受け、BMUの下部機関である原子
炉安全委員会（RSK）及び放射線防護委員会（SSK）等の支援を受けて判断を行う。各州の安全規制
機関は、その方針に従うこととしている。
緊急事態に対する準備は、原子力緊急事態におけるオンサイト及びオフサイトでの計画準備で構成
されている。オンサイト緊急事態に対する準備は、発電所事故の管理又はその影響を緩和するために
講じられる技術的・組織的対策によって実現される。また、オフサイト緊急事態に対する準備は、災
害管理及び予防的放射線防護で構成される。災害管理は目前に迫った危険を回避するために役立つも
のであり、また、予防的放射線防護は、公衆を予防的に防護するため、災害対策の介入レベル以下の
広範な汚染に対して短期的な防護措置を行うものであり、公衆の健康影響を防ぐのに役立つ。ドイツ
では、放射線影響の有無を含めた様々な原子力事故の分類に国際原子力事象尺度（INES）が用いられ
ている。オフサイト緊急事態に対する準備を伴う事象グループの区分を付表I.4.1に示す。
ドイツにおける緊急事態に対する準備の計画についての情報は、以下の法令に基づき、その下位と
なる規制文書や勧告に示されている。
原子力法（Atomic Energy Act）
予防的放射線防護法（Precautionary Radiation Protection Act）
放射線防護令（Radiation Protection Ordinance）
州の災害管理法
オフサイト緊急事態に対する準備において、災害管理に必要とされる計画の範囲は、
「原子力施設の
環境における緊急事態に対する準備のための基本勧告（以下、基本勧告）
」
（GMBl, 1999a）に示されて
いる。また、これに関連する原則や説明は、
「放射性核種の事故放出に対する住民保護の対策を決定す
るための放射線基盤（以下、放射線基盤）
」
（GMBl, 1999b）で述べられている。
「基本勧告」は、連邦政府と州が共同で準備したものであり、以下の項目のような州当局による原
子力施設周辺における緊急時計画策定の基礎を示している。
災害対策当局と協力するための原子力事業者の義務
原子力施設周辺の緊急時計画の内容に関する原則
実施される警報対策に関する説明と留意点
また、介入レベル、安定ヨウ素剤配布、緊急時センターの設置と運営についても詳述されている。こ
の時、事業者は、
「基本勧告」に従って当局による発電所用緊急時計画の策定を支援しなければならな
い｡
「放射線基盤」には、被ばく経路のような基本事項や放射線被ばくによる健康影響について記述さ
れており、住民に対する防護措置に関する説明が介入レベルと共に示されている。また、事故後の意
思決定や緊急作業者の放射線防護に関しては、文献で補完されている。
予防的放射線防護法（BGBl, 2003）は、予防的な放射線防護における連邦政府及び州政府（Länder）
の権限を規定したものである。これは、放射線物質が大量に放出されるような事故における責任を規
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定し、かつ、下記に示す規則を定めている。
環境中の放射性物質を監視するための連邦及び州機関の測定作業
環境中の放射性物質を監視するための中央連邦局を含む環境放射能測定システム（IMIS）の設置
線量及び汚染限度を定義する権限
食物、飼料、医薬品及びその他の物質の使用を禁止又は制限する権限
国境を越えた交通に関する権限
事故の影響が地域に限定され災害対策の介入レベルを超えない場合でも、州の放射線防護当局は、
状況によっては、本法律に従い、公衆の健康を保護する予防措置を講じることができる。また、放出
の影響が複数の州に及ぶ場合、対策を講じる責任は連邦機関にある。
2) 事故想定と緊急時計画区域
原子力施設周辺の公衆を防護するために予防措置の一環として、州当局によって策定される緊急時
計画では、災害対策作業部会と災害対策措置のための資源に関する権限と責務が明示されている。
「基本勧告」では、対策を実施するための計画区域として、中央区域（半径2 km）
、周辺区域（半
、外部区域（半径25 km）が定められている。この区域の大きさは、原子力の商業利用の初
径10 km）
期に決められ、その後、ドイツのリスク研究段階Aにより裏付けられたものとしている（OECD/NEA,
。
2003）
原子力発電所の緊急時計画については、半径25 km以内に対して策定することとしている。また、住
民のための災害対策措置の実施計画は半径10 kmに設定されている。10 kmを超えた範囲では、放射線
測定及び試料測定の拠点が定められ、警報発令が準備される。緊急時計画は特定の範囲に設定される
が、この範囲以外の住民を防護する対策を講じることが不可能というわけではない。住民防護の基本
的な考え方として、発電所周辺においては災害対策措置が迅速な通報で実施されなければならず、従
ってこの区域の対策は予め策定しておく必要がある、という前提に基づいている。緊急の場合にどの
区域に対して緊急警報を発令するかという決定は、防護措置の介入レベルにのみ基づく。
例えば、防護措置の一つである屋内退避及び避難の実施範囲については、緊急時計画で半径10 km以
内としている。また、安定ヨウ素剤の配布範囲については、放射線防護委員会勧告（SSK, 2004）によ
れば、以下のように示されている。なお、安定ヨウ素剤の配布及び備蓄は、州の責任で行う。
半径5 kmまで：世帯全ての人（45歳以下）に対して事前配布
半径5～10 km：世帯に事前配布、又は地域の様々な場所（市役所、学校、病院、会社）で備蓄
半径10～25 km：地域又は適切な施設で備蓄
また、半径25～100 kmの範囲では、小児・18歳までの若者・妊婦に対して、7つの集中保存施設で備
蓄する。実際の配布方法については、政府と州の作業グループで検討された。
3) 防護措置と介入レベル
事故時の防護措置は時間的な制約を受けるため、ドイツでは、放射性物質の環境への放出が検知さ
れるか、防護措置の介入レベルに到達あるいは超える可能があると判断された場合、直ちに防護措置
が発動される。放射線防護の予防策より危険防止策の方が優先度は高いという原則に従って、防護措
置は、原子力事故の被災地域に対して優先的に実施される。なお、防護措置が効果的に実施できるよ
う、予め策定しておく｡緊急時計画の策定にあたり、以下の防護措置が考慮されている。
屋内退避
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安定ヨウ素剤の配布
避難
現地の生鮮食品の摂取禁止
最初の3つの対策は、介入レベルに基づいて決定される。食品摂取禁止は予防対策として発令され、
後で測定結果が判明した時点で追認又は解除される。防護措置の介入レベルは、
「基本勧告」及び「放
射線基盤」において、付表I.4.2に示すように規定されている。このレベルは開始レベルであり、これ
以下のレベルで講じられるどのような措置も放射線防護の観点からは正当とされない。移転は事前の
計画ではなく、測定値に基づく周辺の放射線状況に従って実施される。
予防放射線防護法による以下の防護措置については、測定データあるいは予測データに基づいて、
その決定又は勧告が実施される。

農業分野における対策
農産物の汚染防止、生産又は処理過程における汚染低減策及び長期的な土壌改良、あるいは農
地の使用方法変更などの対策が含まれる。
通常生活における住民保護策
フィルタの交換、越境交通における測定と除染及び放射線防護の観点からの行動対策や勧告が
含まれる。
4) 訓練
緊急事態に対する準備対策は、参加者又は参加団体がこの任務について適切な資格をもち、かつ準
備している場合に限って、効果的に実施することができる。
責任ある交代要員の基本訓練及び上級訓練には、予測不可能な事象が発生したときに必要となる予
備対策も含まれる。事業者の緊急事態に対する準備対策は、発電所で定期的に実践されており、特に
オンサイト緊急事態対応チームと協力して行われる。近年では、発電所のシミュレータを使った実際
に近い訓練をする頻度が増えてきた。製造者を含めた防災訓練は3年毎に実施される。そのような訓練
は、事業者と製造者間の契約の一部である。契約は、製造者のオンサイト緊急事態対応センターの設
置やその他の支援対策にまで拡大される。
州及び地域レベルの災害対策当局は、数年毎であるが、原子力発電所において大規模な緊急時訓練
を行っている。これらの防災訓練において、様々な組織と関係当局との間で交流が行われる。事業者
もこれらの訓練に参加する。訓練シナリオは当局によって作成される。一般的に、これは環境への放
出を想定したものであるが、発電所内における特定の事故に関するものではない。
国際協力の一環として、また、相互協定に基づいて、国境付近の施設に関係のある訓練には隣国当
局の代表も参加する。また、BMUの代表は、欧州連合の定期防災演習（ECURIE防災演習）及び
OECD/NEAの演習（INEX）に参加する。これらの防災演習では、支援機関、他の連邦省庁及び関連の
州当局も状況によっては参加する。最近、国境地域の原子力施設に関連のある国による相互協定の枠
組み内で、災害対策措置の調和が生まれている。
(2) 緊急事態への対応と組織
ドイツの原子力防災の主体は、基本的には州（内務担当省と原子力安全担当省）及び地方自治体（郡
及び市）である。原子力施設の災害時には付図I.4.1に示すように、当該施設の所在する郡、市が州及
び事業者とともに災害管理作業部会を作り、警察・消防・医療機関・専門家等と連携して事故対応に
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あたることになっている。さらに、事故の影響が複数の州に及ぶ場合、BMUはそれらの州の対策を調
整する。必要があれば、BMUは、連邦放射線防護庁（BfS）あるいは諮問委員会であるRSKやSSKを
活用して、州に対して支援や助言を行う。
1) 事業者の責務と対応
緊急事態において、住民及び運転要員を保護するため事業者が講じる対策は、運転マニュアル及び
事故管理マニュアルに定められている。発電所内事故に適用される組織要件は、運転マニュアルにあ
る警報規則に定められている。この中には、発電所内対策の基準、施設内緊急事態対応チームを召集
する基準、災害対策当局への警報基準が示されている。さらに、事業者の緊急事態対応チーム（例、
測定チーム）が施設内におかれていて、その中には災害対策当局の支持を得て講じられる対策の指示
も含まれている。事故管理対策については、事故管理マニュアルに記載している。
事業者は環境に対する事故の影響を防止又は低減させるため、オンサイトの事故管理手順を準備し、
実施する責務を負う。事業者は運転要員からなる緊急事態への対応チームを組織しなければならない。
また、要員の必要な資格や、知識と技術を保持するために必要な訓練についても配慮しなければなら
ない。
これとは別に事業者は、州の所管当局に通報を行う。事故時の警報発令の手順及び組織編制は運転
マニュアルに明記され、個々の技術対策は、別添資料の事故管理マニュアルに記載されている。警報
の基準については、施設別に技術基準があり、施設の状態に基づいた判断が容易にできるようになっ
ている。通報を行った後、測定、情報提供、データ送信及び発電所内の現状評価を行い、所管当局を
支援しなければならない。
2) 州の責務と対応
州レベルでは、州政府の複数の省が技術部局として、緊急事態に対する準備について責任を負う。
これらの省は、その役割の範囲内において決定を行うと共に、州政府内の他省に助言を与える。主な
部局は、以下の3つである。
災害対策局
原子力監督局
放射線防護予防局
州レベルの災害対策に関する任務は、事故で汚染された施設周辺の住民を保護するため、短期防護
措置を実施するとともに、災害対策措置がもはや正当とされない隣接区域外でも、住民の放射線被ば
くを低減させるための予防的な防護措置を行うことである。この任務は州内の災害対策を担当する
様々な行政レベルの担当局に配分される。
一般的に、州当局は、全体的な計画策定活動に関する州全体の協力体制について責任を負う。災害
対策局は、それぞれの施設に対する対策の準備と実行、作業部会の資格付与と研修を担当する。原子
力監督局は、緊急事態において施設の技術状況や事故の進展予測についての情報に関して、事業者、
州政府の関係省とBMUとの間の連絡業務を代表する。放射線防護予防局の任務は、予防放射線防護法
に従って必要な対策を実施することと、放射線防護の技術問題を処理することである。
実施すべき対策についてはBMUと協調し、州レベルでなされた決定事項を実行する。原子力監督局
と共に放射線防護局は、放射線の状況を評価し、災害対策局を支援し、助言を与える。
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3) 連邦政府の責務と対応
予防放射線防護法によれば、連邦レベルにおいては、BMUが予防放射線防護の分野の対策に責任を
負うと規定されている。諸決定は、他の連邦省と協調して行われる。この場合、BMUの下部機関であ
るRSK、SSK等が活用される。原子力事故が発生した場合、BMUは州を支援し助言を行い、必要に応
じて、州の講じる対策について調整を行う。BMUのもう一つの任務は、国際的な情報交換の責務を果
たすことである。BMUは、欧州連合、IAEAの他、各国と2国間協定を締結し、相互連絡体制を維持し
ている。欧州連合内における原子力事故の際には、言語独立型の欧州共同体緊急放射線情報交換
（ECURIE）システムによって当局間で情報交換が進められる。
BMUは、この他に以下に示すような連絡、情報及び調整の拠点としての役割を果たす。
予防放射線防護法の範囲内における防護措置に関する決定
連邦省間における調整
他省からの支援要請
連邦及び州機関の活動調整
州機関への勧告
予防放射線防護法の範囲内の支援に関する他組織の協議／関与
公衆への情報提供
国内及び国際外部機関への情報提供
(3) 情報公開と緊急時の通報
放射線緊急事態の場合における公衆への通報に関するEURATOM指令の要件は、
「放射線防護令」に
盛り込まれている。この法令によって、公衆は、安全対策計画やそのような状況における適切な行動
について少なくとも5年毎に報告を受けなければならない。この情報に含まれる最も重要な項目は、以
下の通りである。
放射線に関する基礎用語、及び放射線の人体と環境に及ぼす影響
放射線緊急事態、及び住民と環境に対する緊急事態の結果
被災者がどのように警報を受けるか、また、状態の進展に関してどのように継続的に情報が提供
されるかについての情報
被災者がどのように行動すべきか、何をすべきか、ということについての情報
この情報伝達はパンフレットを使って行われ（発電所事業者による費用負担）
、原子力施設近辺の住
民に郵送される。
原子力施設において事故が発生した場合は、住民は発電所事業者及び所管当局から通報を受け、必
要があれば、当局から警報を受ける。発電所事業者が発電所の状態について情報を与える一方で、所
管当局が、技術的及び放射線状況に関する情報提供のほか、災害対策措置の実施に関する情報と指示
を出し、又は必要に応じて、予防放射線防護に関する行動勧告への注意を喚起する。計画では、特に
市民への発表、又はプレスリリースの調整を定めている。
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付表I.4.1 緊急時準備対策策定のための事象分類
イベント
異常事象

3

事故

4～7

異常事象（隣国）

3

事故（隣国）

4～7

事故（遠方の外国）

4～7

国内

国外

INES尺度による分類 災害管理と予防的放射線防護の分類
予防的放射線防護
災害管理（地域施設区域）
予防的放射線防護
予防的放射線防護
災害対策（地元施設区域）
予防的放射線防護
予防的放射線防護

付表I.4.2 ドイツにおける防護措置の介入レベル
介入レベル
防護措置の種類
甲状腺線量

実効線量

屋内退避

10 mSv
50 mSv

安定ヨウ素剤の
服用

積分期間、被ばく経路
7日以内の外部被ばく及び同期間内の
吸入による実効線量
7日以内の放射性ヨウ素の吸入による
預託線量

小児及び18歳までの若
者、並びに妊婦
250 mSv
18歳から45歳までの人

7日以内の外部被ばく及び同期間内の

避難

100 mSv

移住

100 mSv

沈着核種による1年以内の外部被ばく

移転

30 mSv

1ヶ月以内の外部被ばく
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地方行政

州政府

連邦政府

災害管理作業部会

州の内務省

連邦環境・自然保護・

州の原子力安全担当省

原子力安全省（BMU）

放射線防護に関する

原子力監督当局

アドバイザー

放射線防護当局

RSK、SSK、BfS

原子力発電所
遠隔監視システム
（KFÜ）

国際情報

警察、消防、病院、
技術支援救助部隊

原子力発電所運転者

（IAEA、EU、
近隣諸国）

防護のための対策

オンサイトの事故管理

環境放射線モニタリン
グ用総合測定情報シス
テム

地域の放射線管理

地方の放射線管理

全国の放射線管理

公衆への通知及び

付図I.4.1 災害対策に係わる組織
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付録II PSA手法による緊急時計画策定のための事故シナリオの選定例
原子力発電所の緊急時計画策定段階において、サイト周辺における防護措置を検討する場合、放射
性物質の環境への大規模放出に至るようなシビアアクシデント（SA）のソースターム（環境への放出
割合及び放出開始時刻）の傾向を把握することが重要である。ソースターム解析は、確率論的安全評
価（PSA）手法のレベル2PSAで用いられ、プラント全体を対象として事故の進展及び放射性物質の移
、THALES2コード（石川 他, 2005）
、MAAP
行挙動を考慮できるMELCORコード（Summers, et al, 1994）
コード（Fauske & Associates Inc., 1987）といったSA解析コードを用いて行われる。ソースターム結果
から環境へ放出される放射性物質の量や放出開始時刻の違い、つまり放射性物質の放出パターンの傾
向を検討し、事故全体の特徴を網羅した代表的なソースターム結果（事故想定）を用いて環境影響評
価を実施し、防護措置の検討を行うことができる。以下では、防護措置の検討に役立てるための事故
シナリオの選定例について述べる。
1) SA時に起こりうる事故の特徴
本検討においては、BWR-5/Mark-II型格納容器をもつ110万kWe級BWRプラントを対象とした。まず、
BWR-5/Mark-IIプラントの特徴について説明し、本プラントのSA時に起こりうる事故の特徴について
述べる。
BWR-5/Mark-IIプラントの特徴
BWR5/Mark-IIプラントにおける主要な安全設備の構成の概要を参考資料Iに示す。以下、対象プラン
トの事故時に作動する工学的安全設備について述べる。このプラントに備わる非常用炉心冷却設備は、
、低圧炉心スプレイ系（LPCS）
、低圧注水系（LPCI）
、自動減圧系（ADS）
高圧炉心スプレイ系（HPCS）
で構成されている。また炉心冷却に利用できるその他の設備としては、原子炉隔離時冷却系（RCIC）
及び給復水系がある。また、原子炉停止時の崩壊熱を除去するための残留熱除去系は、3ループで構成
され、このうち2ループは熱交換器を有している。残留熱除去系の主要な運転モードとして原子炉内の
崩壊熱を除去する原子炉停止時冷却モード、格納容器内の崩壊熱を除去する圧力抑制プール冷却モー
ド及び格納容器スプレイモードなどがある。また非常用ディーゼル発電設備は、非常用ディーゼル発
電機2基とHPCS専用のディーゼル発電機１基で構成される。原子炉内の過度の圧力上昇を防止するた
め、主蒸気管には逃がし弁と逃し安全弁がそれぞれ18個あり、一定の設定圧を超えると炉内の蒸気を
格納容器内の圧力抑制プールへ放出する。格納容器は、上部のドライウェル（D/W）と下部のウェッ
トウェル（W/W）に区分され、W/Wには圧力抑制プールがある。D/WとW/Wは鉛直のベント管で連結
され、配管破断等によりD/Wに蒸気が放出されるような事故時には、蒸気はベント管を通って圧力抑
制プールで凝縮される仕組みとなっている。格納容器は、全体が原子炉建屋で囲まれており、事故時
には格納容器が健全であれば微小な漏洩があっても、原子炉建屋内の空気は非常用ガス処理系のフィ
ルタを経てスタックから環境へ放出される。ただし、格納容器が過圧破損する場合には、原子炉建屋
内の圧力が急上昇するので原子炉建屋のブローアウトパネルが開き、そこからFPが環境へ放出される
ことになる。
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事故の特徴
事故の特徴については、
（財）原子力発電技術機構（以下、NUPEC）で実施され公開されているこ
とから、以下では、これら公開文献（INS, 2003）に基づき説明する。
BWRプラントのシビアアクシデント時に発生しうる事故のシナリオは、炉心損傷を防止するための
システムや運転操作の成功/失敗の組み合わせを表す炉心損傷事故シーケンスと格納容器がどのよう
な物理現象で破損するかを表す格納容器破損モードの組み合わせで決定される。例えば、日本原子力
研究開発機構（以下、原子力機構）の評価では、炉心損傷事故シーケンスが52個、格納容器破損モー
ドが10個程度を想定しており、事故シナリオの数は、多数存在する。そのため事故進展など事故シー
ケンスの類似性に基づいて分類し、グループ化することによりプラント評価を効率化させている。グ
ループ化したものは、プラント損傷状態（PDS）と呼ばれ、それに属する代表的な事故シーケンスに
対し、ソースターム解析を実施している。炉心損傷事故シーケンスの分類で用いられる記号一覧を付
表II.1、PDSを代表する事故シーケンスとその概要を付表II.2に示す。また、格納容器破損モードの概
要を付表II.3に示す。
BWR5/Mark-IIプラントで発生する事故の特徴については、全格納容器破損頻度（アクシデントマネ
ージメント策整備後）5.6×10-8 [/炉年]に対する事故の内訳を参考資料IIに示す。プラント損傷状態別に
みると、崩壊熱除去失敗のTWが、全体の91％であり、続いてLOCA時注水失敗のAE、格納容器バイ
パスであるインターフェースLOCA（ISLOCA）のVの順番となる。また、格納容器破損モード別にみ
、漏洩のみ（事
ると、全体の67％を水蒸気による過圧破損（θ）が占め、続いて格納容器ベント（υ）
故終息：ψ）
、水蒸気・非凝縮性ガスによる過圧破損（δ）と続く。また、環境への放出量が多く、放
出開始時刻も早い水蒸気爆発等のエナジェティック現象については、全体の0.06%程度である。
2) ソースターム情報
ソースターム（環境へのヨウ素の放出割合と放出開始時刻）の特徴について説明する。SA解析コー
ドMELCORによるBWR5/Mark-IIプラントを対象としたソースターム評価結果を付図II.3に示す。この
図は、初期炉内内蔵量に対する環境へのヨウ素の放出割合、環境への放出開始時刻、発生頻度を事故
のシナリオ毎に示している。また、同図にはTHALES2コードによる原子力機構の解析結果についても
記載した。ここで、発生頻度については、全格納容器破損頻度に対する割合で示した。これより環境
へのヨウ素の放出割合は、以下の3つの放出パターンに分類できる。
大規模放出
エナジェティック現象、過圧破損、ISLOCAの事故シナリオがこの分類に属し、初期炉内内蔵量の10%
程度のヨウ素が環境へ放出されるものである。これらの事故は、炉心全体が溶融し、溶融した炉心が
圧力容器外に放出された上で格納容器が大規模に破損する場合の結果である。
エナジェティック現象による格納容器破損については、図において水蒸気爆発（TQUV-α他）
、高圧
、DCH（TQUX-σ他）が該当し、これらは早期大規模放出シナリオと呼ば
溶融物噴出（TQUX-μ他）
れている。環境への放出開始時刻も早いが、発生確率はかなり低い。過圧破損については、非凝縮性
ガス及び水蒸気による格納容器の過圧破損と水蒸気による格納容器の過圧破損の2つが存在する。非凝
縮性ガス及び水蒸気による格納容器の過圧破損（TQUV-δ他）については、環境への放出開始時刻に
はある程度（10時間以上）猶予があることから、後期大規模放出シナリオと呼ばれている。また、水
蒸気による格納容器の過圧破損（TW-θ及びTC-θ）は、炉心溶融前に格納容器が破損することから、
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格納容器先行破損シナリオと呼ばれている。TW-θは、環境への放射性物質の放出量は比較的多い部
類に属し、発生頻度もBWR5/Mark-IIプラントにおいては最も高いが、環境への放出開始時刻が40時間
以上と極端に遅いことから、個人リスクの観点からは重要ではない。ISLOCAについては、低圧系配管
の隔離弁故障による格納容器バイパス事象であるので、放出開始時刻も比較的早いが、高圧炉心スプ
レイ系の作動により、12時間程度まで放出開始時刻を遅らせることが可能との知見もある。
中規模放出
格納容器ベントは、格納容器の過圧破損を防止するため、格納容器内雰囲気を圧力抑制プールを経
由させ雰囲気中の放射性物質を低減させた後に排気筒から環境へ放出させるものである。格納容器ベ
ントは運転員の管理の下において実施されることから管理放出とも呼ばれている。付図II.3においては、
TQUV-υ-l他が該当し、10-5～10-4程度の放出であるが、この放出量は格納容器ベントを実施するタイミ
ング（ベントの作動時期）に影響する。格納容器ベント実施は運転員の判断に委ねられているが、格
納容器の圧力が最高使用圧の2倍程度となり、他に事故復旧操作がない場合にのみ実施されるものであ
る。実施のタイミングは、事故のシナリオやそれまで実施した事故復旧操作によって異なるが、10数
時間程度の時間的猶予は存在する。また、原子力機構の結果に比べNUPECの結果が一桁小さいのは、
格納容器ベント実施前に格納容器スプレイを作動させたことによるものである。
微小な漏洩
格納容器スプレイの作動等の事故復旧操作により格納容器内の圧力を低く抑えることで事故終息に
至る。格納容器は破損しないことから環境への放射性物質の放出は、設計漏洩のみとなる。付図II.3
においては、TQUV-ψ-l他が該当し、10-8～10-7程度の放出であるが、事故復旧操作の内容によって放
出量は異なり、格納容器スプレイの作動を作動させれば雰囲気中に浮遊する放射性物質を低減させる
ことが可能であるので、設計漏洩による環境への放出量は減少する。放出開始時刻は、比較的早いが
長時間（この結果は24時間）にわたり放出されるので、放出率としては微小である。また、原子力機
構の結果に比べNUPECの結果が二桁小さいのは、格納容器スプレイ作動のタイミングの違いが影響し
ている。原子力機構では、WASH-1400のポンプ復旧時間19時間に基づき20時間で格納容器スプレイが
復旧するとしたのに対し、NUPECでは圧力容器破損直後（3時間程度）から格納容器スプレイを作動
させたものである。
ここで、環境への放射性物質の放出割合及び環境への放出開始時刻については、公開文献より抽出
可能であるが、事故のシナリオ数が多いことから発生頻度については、PDS別、格納容器破損モード
。そのため付図II.3記載の個別
別に積算された情報のみが記載されている（付表II.4及び付表II.5参照）
シナリオの発生頻度については、限定された情報をもとに推定した値を使用している。発生頻度は、
以下のように推定した。まず、文献に基づき全てのシナリオを特定させ、そして炉心損傷頻度にPDS
に応じた破損モード毎の重み付け量を乗じ、全ての事故シナリオの発生頻度を算出するが、PDS別及
び破損モード別に積算した値との整合性を保つように調整を行っている。ここで、PDSに応じた破損
モード毎の重み付け量は、格納容器イベントツリーの分岐確率の情報（付表II.6参照）から決定してい
る。

3) 環境影響評価用に選定した事故シナリオ
上記の結果から、防護措置検討のために環境影響評価用に選定した事故シナリオは、ソースターム
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の放出パターン全体をカバーできるような代表的なものを選んでいる。選定した事故シナリオは、
TQUVシーケンスにおける以下の4つの放出パターンである。ここで、炉心損傷事故シーケンスとして
TQUVシーケンスを選定したのは、炉心注入系が全く作動しないことから事故が早く進展することに
よるためである。ただし、ソースタームは原子力機構の結果（石川 他, 2005）,（Ishikawa, et al., 2002）
を用いた。ソースタームの情報（核種毎の環境への放出割合、事故発生から放出開始までの時間、放
出継続時間）を付表II.7に整理した。4つの放出パターンは、以下の事故シナリオである。
早期大規模放出：炉内水蒸気爆発（TQUV-α）
後期大規模放出：水蒸気及び非凝縮性ガスによる過圧破損（TQUV-δ）
管理放出：格納容器ベント作動（TQUV-υ-l）
事故終息：格納容器スプレイ作動による事故終息（TQUV-ψ-l）
早期大規模放出としては、環境への放出量が多く、放出開始時刻も早いエナジェティック現象の１
つである炉内水蒸気爆発の格納容器破損モードを選定している。水蒸気爆発は、ある条件下で溶融し
た炉心及び炉内構造物が下部に存在する冷却水と接触することにより急激な圧力波が発生し、炉内構
造物又は圧力容器上蓋のミサイル化によって、格納容器の健全性が失われるものである。環境への放
射性物質の放出開始時間は、水蒸気爆発が発生するタイミングである3時間後とした。放出継続時間は、
格納容器の圧力が高い場合、格納容器破損時の放射性物質の放出率が高くなる。水蒸気爆発の発生す
るタイミングは早期であり、格納容器の圧力は高くないことから、放出継続時間としては1時間を仮定
した。
後期大規模放出としては、水蒸気及び非凝縮性ガスによる過圧破損の格納容器破損モードを選定し
ている。過圧破損ケースにおける格納容器の破損圧力は、NUREG-1150におけるPeach Bottom炉（Mark-I
型、鉄筋コンクリート製格納容器）の評価結果（NRC, 1990）の中央値（格納容器は設計圧の2.5倍）
で破損し、NUREG/CR-4624の評価値（Denning et al., 1986）より、大きさ900 mm（破断面積0.65 m2）
の破断口が発生すると仮定した。ただし、解析の対象としたプラントに備わる鋼製格納容器に対して
近年実施された1/10スケールの実験（Matsumoto, et al., 1997）,（Luk, et al., 1999）,（NRC, 1999）によ
ると、試験体は設計圧の5.97倍で亀裂（大きさ190 mm、85 mmの2箇所）が生じており、本解析におけ
る格納容器の破損条件は安全側の値となっている。放出継続時間は、格納容器の破損口に影響する。
環境への放射性物質の放出開始時間は、格納容器が過圧破損するタイミングである27時間後とした。
放出継続時間については、THALES2による解析結果における放射性物質の放出率（時系列データ）を
環境影響評価に直接与えている。放出継続時間としては、放射性物質の放出が積算量に対して無視で
きる程度までとし、放出開始から7時間までの時系列データを利用した。
管理放出としては、格納容器ベント作動の格納容器破損モードを選定している。格納容器ベントの
作動条件としては、格納容器の設計圧の1.5倍で作動し、設計圧で停止するとしている。環境への放出
開始時間は、格納容器ベントが作動する12時間後とした。放出継続時間については、過圧破損と同様
に放射性物質の放出率の時系列データを直接与えている。放出継続時間は、放出率を考慮し22時間と
した。
事故終息としては、20時間で格納容器スプレイが復旧する事故終息シナリオを選定している。環境
への放出は、格納容器は健全であるので設計漏洩である0.5 %/dayによる放出である。放出開始時間は、
格納容器の圧力が設計圧になる4時間後とし、放出継続時間は20時間とした。
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付表II.1 炉心損傷事故シーケンスの分類で用いられる記号一覧
記号
名 称
T
タービントリップ、主蒸気隔離弁閉、外部電源喪失、給水喪失、復水器真空度喪失、逃がし
安全弁誤解放、その他を起因事象としたトランジェント
A
大破断LOCA（起因事象）
S1
中破断LOCA（起因事象）
S2
小破断LOCA（起因事象）
V
インターフェースLOCA（起因事象）
B
所内交流電源（非常用ディーゼル発電機を含む）
C
反応度停止機能（原子炉スクラム系及びホウ酸水注入系）
P
逃し安全弁SRV（再閉）
Q
給水系の機能喪失
U
原子炉隔離時冷却系（RCIC）及び高圧炉心スプレイ系（HPCS）の機能喪失
X
原子炉減圧（自動減圧系あるいは手動減圧）失敗
V1
低圧炉心スプレイ系（LPCS）の機能喪失
V2
低圧注入系（LPCI）の機能喪失
V
LPCS及びLPCIともに機能喪失
W1
主復水器（PCS）の機能喪失（崩壊熱除去失敗）
W2
残留熱除去系（RHR）の機能喪失（崩壊熱除去失敗）
W
PCS及びRHRともに機能喪失
LOCA :冷却材喪失事故
付表II.2 プラント損傷状態を代表する事故シーケンス
代表シーケンス
概 要
TQUV
事故発生後、原子炉スクラムには成功するが、高圧注入系の作動に失敗する。その
高圧・低圧注水失敗 後、原子炉冷却系（RCS）内の減圧には成功するが、低圧注入系の作動に失敗し、
炉心損傷に至る。
TQUX
原子炉スクラムには成功するが、高圧注入系の作動及びRCS内の減圧に失敗する。
高圧注水・減圧失敗 RCS内の圧力が高いため、低圧注入系の作動ができず、炉心損傷に至る。
TB
事故発生後、原子炉スクラムには成功する。全交流電源喪失（外部電源及び非常用
全交流電源喪失（長 DG）のため、交流電源を必要とする全ての工学的安全設備の使用が不可となる。所
期）
内バッテリーにより8時間は直流電源が保持されるため、蒸気駆動の原子炉隔離時冷
却系（RCIC）を用いた炉心への注水が可能であるが、バッテリー枯渇により炉心損
傷に至る。
TBU
事故発生後、原子炉スクラムには成功する。全交流電源喪失時にRCICも利用できな
全交流電源喪失（短 いので、炉心損傷に至る。事故進展は、TQUXと同様である。ただし、炉心損傷後
期）
に電源が復旧できる場合には、格納容器内で溶融炉心を冷却できる可能性がある。
TW
事故発生後、原子炉スクラム及び高圧炉心スプレイ系の作動には成功するが、残留
崩壊熱除去失敗
熱除去系（RHR）の作動には失敗する。高圧炉心スプレイ（HPCS）の作動により、
炉心水位は維持されるが、格納容器内からの崩壊熱除去ができないので、水蒸気の
蓄積により格納容器の圧力が上昇し、炉心損傷前に格納容器が過圧破損する。格納
容器の破損により何らかの原因でHPCSが機能喪失し、炉心損傷に至る。
TC
原子炉停止系（原子炉スクラム及びほう酸水注入系）の故障により原子炉の未臨界
原子炉未臨界確保失 確保に失敗する。RCIC又はHPCSの作動により炉心水位は維持されるものの、炉心
敗
出力が高い状態で事故が進展するので、RHRの性能を上回る崩壊熱が格納容器へ移
行するので、格納容器が過圧破損する。格納容器の破損により何らかの原因でRCIC
及び HPCSが機能喪失し、炉心損傷に至る。
AE
事故発生後、原子炉スクラムには成功する。大破断LOCA時、高圧及び低圧炉心注
LOCA時注水失敗
入系の作動に失敗するので、早期に炉心損傷に至る。
V
低圧炉心スプレイ系配管の格納容器外側の隔離弁部における破断を起因事象とする
イ ン タ ー フ ェ ー ス 冷却材喪失事故（LOCA）である。事故発生後、原子炉スクラムには成功するが、
LOCA（ISLOCA） 炉心冷却系及び崩壊熱除去系が機能喪失し、炉心溶融に至る。原子炉冷却系の冷却
水は低圧炉心スプレイ配管を介して原子炉建屋へ流出する格納容器バイパス事故で
ある。
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格納容器
の物理的
な破損

格納容器
バイパス

格納容器
健全

付表II.3 BWRプラントの格納容器破損モードの例
破損モー
概
要
ドの記号
αモード 圧力容器内での水蒸気爆発による格納容器破損
水蒸気爆発とは、ある条件下で溶融した炉心及び炉内構造物が下部に存
在する冷却水と接触することにより急激な圧力波が発生し、炉内構造物
又は圧力容器上蓋のミサイル化によって、格納容器の健全性が失われる
事象を指す。
θモード 水蒸気蓄積による準静的な加圧による格納容器先行破損
崩壊熱によって圧力抑制プールから発生した水蒸気により格納容器が静
的に過圧され、格納容器が破損する事象を指す。
εモード コア・コンクリート反応によるペデスタル破損
炉外へ放出された溶融炉心によって、圧力容器の指示部であるベデス
タル壁が破損する事象を指す。
σモード 格納容器雰囲気直接加熱(DCH)による格納容器破損
DCHとは、高圧下で原子炉容器が破損すると炉心溶融物が格納容器へ微
粒子化した状態で噴出することで、未酸化Zrなどの金属反応(発熱反応)
が活発となり、格納容器雰囲気が加熱され格納容器が破損する事象を指
す。
μモード デブリの格納容器構造物への直接接触による格納容器破損
RCS内が高圧下で圧力容器が破損することにより、溶融燃料が飛散し格
納容器壁に付着又は格納容器床を流れて壁面に接触し格納容器が破損す
る事象を指す。
τモード 格納容器貫通部の過温破損
過温破損とは、格納容器内のデブリの冷却に失敗し、格納容器の電線貫
通部やシール部等で過温による漏洩が発生する事象を指す。
δモード 水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による準静的な加圧による格納容器過圧破損
破損
炉心及びコア・コンクリート反応から発生した非凝縮性ガスと崩壊熱に
よって圧力抑制プールから発生した水蒸気により格納容器が静的に過圧
され、格納容器が破損する事象を指す。
βモード 格納容器隔離失敗
格納容器隔離失敗とは、点検作業における貫通部の閉め忘れ等の何らか
の原因で格納容器が隔離されていない事象を指す。
νモード インターフェースLOCA後の炉心損傷による格納容器バイパス
インターフェースLOCAとは、RCSが高圧である場合に隔離弁の故障等に
より、原子炉冷却系の圧力が低圧注水系の配管にかかるため、格納容器
の外側で破断が生じて冷却水が流出するLOCAを指す。この場合、放射性
物質の障壁としての格納容器はバイパスされることになる。
υモード 格納容器ベント（耐圧強化ベントとも呼ばれる）作動
格納容器ベントは、格納容器の過圧破損を防止するため格納容器内の雰
囲気をベント管－圧力抑制プール－ウェットウェル気相を経由させ、排
気筒から環境へ放出させるものである。炉心損傷後の開始時期の違いに
より早期及び後期に区別される。υ-e：早期の格納容器ベント、υ-l：
後期の格納容器ベント。
ψモード 漏洩
格納容器スプレイの作動等により格納容器圧力が低く抑えられ、格納
容器が健全に保たれ事故が終息する。事故終息の時期に応じて、次の
2つに区別される。ψ-e：原子炉冷却系内で事故終息、ψ-l：格納容器
内で事故終息。
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付表II.4 プラント損傷状態別の発生頻度（BWR-5/Mark-II、AM整備後）
プラント損傷状態
TQUV
TQUX
TB
TBU
TW
TC
AE
V
合計

炉心損傷頻度[/炉年]
1.6E-09（約2.1%）
1.6E-09（約2.1%）
1.5E-10（約0.2%）
7.6E-10（約1.0%）
5.1E-08（約67%）
4.7E-10（約0.6%）
1.9E-08（約25%）
1.5E-09（約2.0%）
7.6E-08

格納容器破損頻度[/炉年]
4.3E-11（約0.08%）
8.7E-12（約0.02%）
1.0E-10（約0.2%）
1.1E-10（約0.2%）
5.1E-08（約91%）
2.4E-10（約0.4%）
3.2E-09（約5.7%）
1.5E-09（約2.7%）
5.6E-08

付表II.5 格納容器破損モード別の発生頻度（BWR-5/Mark-II、AM整備後）
格納容器破損モード
In-Vesselでの水蒸気爆発（α）
圧力容器破損時の高圧溶融物噴出（μ）
格納容器雰囲気直接加熱（σ）
水蒸気・非凝縮性ガスによる過圧（δ）
ペデスタル破損時の急速な水蒸気発生（η）
崩壊熱除去失敗時の水蒸気による過圧（TW-θ）
原子炉未臨界確保時の水蒸気による過圧（TC-θ）
格納容器バイパス（ν）
早期格納容器ベント（υ-e）
後期格納容器ベント（υ-l）
漏洩、原子炉冷却系内で事故終息（ψ-e）
漏洩、格納容器内で事故終息（ψ-l）

発生頻度[/炉年]
1.6E-13（約0.0002%）
4.7E-11（約0.06%）
4.0E-12（約0.005%）
3.4E-09（約4.5%）
0.0
5.1E-08（約67%）
2.4E-10（約0.3%）
1.5E-09（約2.0%）
1.4E-10（約0.2%）
1.2E-08（約16%）
3.0E-09（約3.9%）
4.8E-09（約6.3%）

付表II.6 格納容器イベントツリーにおける分岐条件の例（BWR-5/Mark-II）
ヘディング
In-Vesselでの水蒸気爆発
圧力容器破損時の高圧溶融物噴出
格納容器雰囲気直接加熱

分岐確率
全シーケンスで8.0E-06
TQUX及びTBUで1.0E-03、TBで0.31
TQUX及びTBUで2.3E-03、TBで1.8E-02

付表II.7 ソースタームの情報（TQUVシーケンス、BWR5/Mark-II）
事故シナリオ

環境への放出割合（炉内内蔵量比）
CsI
Sr
CsOH
Te
Ru

Xe
早期大規模 開始時間：3h
放出
継続時間：1h
後期大規模 開始時間：27h
継続時間：7h
放出
管理放出
開始時間：12h
継続時間：22h
事故終息
開始時間：4h
継続時間：20h

0

1.0×10

-2

7.9×10

-2

1.1×10

-3

4.9×10

-2

2.6×10

La
-2

1.0×10

1.0×10-2

9.5×10-1 3.3×10-2 1.6×10-8 2.8×10-2 2.9×10-4 3.8×10-11 6.4×10-12
8.7×10-1 9.0×10-4 2.3×10-8 7.4×10-4 3.2×10-4 4.2×10-11 7.1×10-12
1.2×10-3 1.2×10-5 4.6×10-9 1.0×10-5 3.1×10-6 1.5×10-11 1.2×10-12
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LPCI
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RHR
熱交B
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電源
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(非常用機器冷却系)

RCIC

JAEA-Review 2010-011

JAEA-Review 2010-011

プラント損傷状態別内訳

AE
LOCA時注水失敗
(約5.7%)

V
ISLOCA
(約2.7%)

TB & TBU
電源喪失(長期&短期)
(0.4%)
TQUV & TQUX
高圧・低圧注水失敗
高圧注水・減圧失敗

TC
未臨界確保失敗
(約0.4%)

TW
崩壊熱除去失敗
(約91%)

格納容器破損モード別内訳
ψ-l
ψ-e
漏洩
漏洩
(約6.3％)
(約3.9％)

δ
水蒸気・非凝縮性ガス
による過圧(約4.5%)
エナジェティック現象
水蒸気爆発、DCH、
高圧溶融物噴出
(約0.06%)

υ-l
格納容器ベント
(約16%)
υ-e
格納容器ベント
(約0.2%)

ν
格納容器バイパス
(約2％)

TC-θ
未臨界確保失敗時の
水蒸気による過圧破損
(約0.3%)

θ
崩壊熱除去失敗時の
水蒸気による過圧
(約67％)

参考資料II 起こりうる事故の特徴（BWR5/Mark-II）

－141－

100

10-1

10-1

10-2

10-2

10-3

10-3

10-4

10-4

10-5

10-5

10-6

10-6

10-7

10-7

10-8

10-8

ISLOCA

TQUV-ψ-l
TBU-ψ-l
AE-ψ-l

V-ν

TW-θ
TC-θ

TQUV-δ
TQUX-δ
TB-δ
TBU-δ
AE-δ

過圧破損

格納容器 事故終息
ベント

環境への放出開始時刻
発生頻度/全格納容器破損頻度

BWR5/Mk-II

JAEAにおける評価値

100
10-1

10-5

40

10-6

30

10-7

20

10-8

10

10-9

0

10-10

高圧溶融物
炉内
DCH
水蒸気爆発 噴出

過圧破損

ISLOCA 格納容器
ベント

TQUV-ψ-l
TBU-ψ-l
AE-ψ-l

50

TQUV-υ-l
TQUX-υ-l
TB-υ-l
TBU-υ-l
AE-υ-l

10-4

V-ν

60

TW-θ
TC-θ

10-3

TQUV-δ
TQUX-δ
TB-δ
TBU-δ
AE-δ

70

TQUX-σ
TB-σ
TBU-σ

10-2

TQUX-μ
TB-μ
TBU-μ

80

TQUV-α
TQUX-α
TB-α
TBU-α
AE-α

環境への放出開始時刻[hr]

90

高圧溶融物 DCH
噴出

事故終息

付図II.3 ソースタームの情報（BWR5/Mark-II）
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付録III 略語リスト
AGR（Advanced Gas-cooled Reactor）
：改良型ガス冷却炉
ASN（Autorité de sûreté nucléaire）：原子力安全局
：事業・企業・規制改革省
BERR（Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform）
BfS（Bundesamt für Strahlenschutz）：連邦放射線防護庁
BMU（Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit）：連邦環境・自然保護・原子力
安全省
：国際基本安全基準
BSS（Basic Safety Standards）
：原子力又は放射線緊急事態に対す
CICNR（Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques）
る省間委員会
COGIC（Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises）
：省間危機管理運営センター
：安全基準委員会
CSS（Commission on Safety Standards）
：IRSN緊急事態への対応技術センター
CTC（Centre technique de crise）
：設計基準事故
DBA（Design Basis Accident）
：市民防衛・安全局
DDSC（Direction de la défense et de la sécurité civile）
：環境食糧農林省
DEFRA（Department for Environment, Food and Rural Affairs）
：詳細な緊急時計画区域
DEPZ（Detailed Emergency Planning Zone）
：原子力安全・放射線防護総局
DGSNR（Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection）
：米国エネルギー省
DOE（United States Department of Energy）
：保健省
DoH（Department of Health）
DPP（Document Preparation Profile）
：文書策定概要書
：地域産業・研究・環境局
DRIRE（Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement）
DSNR（Division de la sdûreté nucléaire et de la radioprotection）
：原子力安全・放射線防護局
：貿易産業省
DTI（Department of Trade and Industry）
EA（Environment Agency）：環境庁
：緊急警報システム
EAS（Emergency Alert System）
：緊急時活動レベル
EAL（Emergency Action Level）
：欧州委員会
EC（European Commission）
：フランス電力公社
EDF（Electricité de France）
：地方緊急事態への対応チーム
ELC（Equipe locale de crise）
：緊急時に情報を伝達するためのIAEAウェブ
ENAC（Emergency Notification and Assistance Convention）
サイト
：緊急通報及び援助の技術
ENATOM（Emergency Notification and Assistance Technical Operations Manual）
運用マニュアル
EOC（Emergency Operation Center）
：緊急時運営センター
：オフサイト緊急時運営施設
EOF（Emergency Operation Facility）
：米国環境保護庁
EPA（Environmental Protection Agency）
：緊急時計画区域
EPZ（Emergency Planning Zone）
：緊急事態対応センター
ERC（Emergency Response Centre）
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ERL（Emergency Reference Level）
：緊急時参考レベル
：国家緊急事態への対応技術チーム
ETC-N（Equipe technique de crise nationale）
EURATOM（European Atomic Energy Community）：欧州原子力共同体
：国連食糧農業機関
FAO（Food and Agriculture Organization of the United Nations）
：連邦緊急事態管理庁
FEMA（Federal Emergency Management Agency）
：連邦放射線緊急事態への対応計画
FRERP（Federal Radiological Emergency Response Plan）
：連邦放射線モニタリング・評価センタ
FRMAC（Federal Radiological Monitoring and Assessment Center）
ー
FSA（Food Standards Agency）：食品基準庁
FDA（Food and Drug Administration）：食品医薬品局
：最終安全解析書
FSAR（Final Safety Analysis Report）
GAL（Generic Action Level）
：一般措置レベル
：ガス冷却炉
GCR（Gas-cooled Reactor）
：一般介入レベル
GIL（Generic Intervention Level）
：一般参考レベル
GRL（General Reference Level）
：政府技術顧問
GTA（Government Technical Adviser）
：保健防護庁
HPA（Health Protection Agency）
：保健安全委員会
HSC（Health and Safety Commission）
：保健安全管理局
HSE（Health and Safety Executive）
：国際原子力機関
IAEA（International Atomic Energy Agency）
：国際放射線防護委員会
ICRP（International Commission on Radiological Protection）
ICS（Integrated Incident Command System）
：事象指揮システム
：事故・緊急事態センター
IEC（Incident and Emergency Center）
ILO（International Labour Organization）
：国際労働機関
：国際原子力事象尺度
INES（International Nuclear Event Scale）
：放射線防護原子力安全研究所
IRSN（Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire）
：共同情報センター
JIC（Joint Information Center）
：許認可条件
LC（Licence Condition）
：連邦主務機関
LFA（Lead Federal Agency）
LWR（Light Water Reactor ）：軽水炉
：原子力危機管理支援チーム
MARN（Mission d'appui à la gestion du risque nucléaire）
：原子力緊急時情報室
NEBR（Nuclear Emergency Briefing Room）
NEPLG（Nuclear Emergency Planning Liaison Group）：原子力防災計画リエゾングループ
：米国原子力エネルギー協会
NEI（Nuclear Energy Institute）
：原子力施設法
NIA（Nuclear Installations Act）
NII（Nuclear Installations Inspectorate）：原子力施設主任検査官
：米国原子力規制委員会
NRC（United States Nuclear Regulatory Commission）
：放射線防護庁
NRPB（National Radiological Protection Board）
：原子力管理人材協議会
NUMARC（Nuclear Management Resources Council）
：原子力安全基準委員会
NUSSC（Nuclear Safety Standards Committee）
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OCHA（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）
：国連人道問題調整部
：経済協力
OECD/NEA（Organisation for Economic Co-operation and Development/ Nuclear Energy Agency）
開発機構/原子力機関
：運用上の介入レベル
OIL（Operational Intervention Level）
OSF（Off-site Facility）：オフサイト施設
：防護措置指標
PAG（Protective Action Guide）
：汎アメリカ保健機関
PAHO（Pan American Health Organization）
PAZ（Precautionary Action Zone）：予防的活動範囲
：評価緊急事態対応センター
PCC（Poste de commandement contrôle）
：対策本部
PCD（Poste de commandement direction）
：国家管理緊急事態対応センター
PCD-N（Poste de commandement direction national）
PCM（Poste de commandement de moyens）
：ロジスティックス緊急事態対応センター
：放射線緊急事態情報公開法
PIRER（Public Information for Radiation Emergencies Regulation）
PPI（Plan particulier d'intervention）：オフサイト緊急時計画
：確率論的安全評価
PSA（Probabilistic Safety Analysis）
：予備安全解析書
PSAR（Preliminary Safety Analysis Report）
：オンサイト緊急時計画
PUI（Plan d'urgence interne）
：加圧水型原子炉
PWR（Pressurized Water Reactor）
：放射線安全基準委員会
RASSC（Radiation Safety Standards Committee）
：放射性拡散装置
RDD（Radiological Dispersal Device）
：放射線緊急事態に対する
REPPIR（Radiation Emergency Preparedness and Public Information Regulations）
準備及び情報公開法
RSK（Reaktor-Sicherheitskommission）：原子炉安全委員会
SE（Scotish Executive)：スコットランド行政府
：スコットランド行政府緊急事態への対応室
SEER（Scotish Executive Emergency Room）
：スコットランド行政府環境・農
SEERAD（Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department）
村問題省
：スコットランド環境保護局
SEPA（Scottish Environment Protection Agency）
：国防総事務局
SGDN（Secrétariat général de la défense nationale）
：上級政府関係代表
SGLR（Senior Government Liaison Representative）
：IAEA安全報告書
SR（Safety Report）
：安全シリーズ
SS （Safety Series）
SSK（Strahlenschutzkommission）：放射線防護委員会
：技術委員会会合
TCM（Technical Committee Meeting）
：総実効線量当量
TEDE（Total Effective Dose Equivalent）
TM（Technical Meeting）
：技術会合
：IAEA技術報告書
TR（Technical Report）
（Transport Safety Standards Committee）
：輸送安全基準委員会
TRANSSC：
：オンサイト技術支援センター
TSC（Technical Support Center）
：緊急防護措置計画範囲
UPZ（Urgent Protective Action Planning Zone）
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WASSC（Waste Safety Standards Committee）
：廃棄物安全基準委員会
：国際保健機関
WHO（World Health Organization）
：国際気象機関
WMO（World Meteorological Organization）
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

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

面
体
速
加
波
密
面
比
電
磁
量
質
輝
屈
比

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 基本単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立法メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2
体
積 立方メートル毎キログラム
m3/kg
流
密
度 アンペア毎平方メートル
A/m2
界 の 強 さ アンペア毎メートル
A/m
(a)
濃度
， 濃 度 モル毎立方メートル
mol/m3
量
濃
度 キログラム毎立法メートル
kg/m3
度 カンデラ毎平方メートル
cd/m2
1
折
率 (b) （数字の） １
(b)
（数字の） １
1
透 磁 率

乗数
1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101

酸

素

活

性 カタール

kat

記号
d

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

セ ン チ
ミ
リ

c
m

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

µ
n

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

a
z
y

da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

p
f

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10800) rad

1”=(1/60)’=(π/648000) rad
”
ha 1ha=1hm2=104m2
L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
t
1t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2/ 2
m m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

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
1eV=1.602 176 53(14)×10-19J

電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

天

ua

1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

文

単

位

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa

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

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

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
kg s-3
W/m2
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５．SI 接頭語
記号 乗数
接頭語
Ｙ
シ
10-1 デ

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

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

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

接頭語
ヨ
タ

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

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

ル

dB

ッ
ー

デ

ジ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

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

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1
ズ P 1
ス St 1
ブ sb 1
ト ph 1
ル Gal 1

マ ク ス ウ ｪ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ｃ）

Mx
G
Oe

dyn=10-5N
P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
sb =1cd cm-2=104cd m-2
ph=1cd sr cm-2 104lx

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

（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。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

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

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

準

大

気

1 R = 2.58×10-4C/kg
1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1γ=1 nT=10-9T
1フェルミ=1 fm=10-15m

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

」

1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg

ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

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

1 µ =1µm=10-6m
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