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We produced the messages for risk communication by working in conjunction with local
residents.
The purpose of this activity is to make the messages easier for the local residents to
understand. The messages were created from the viewpoint of the residents by working in
close collaboration with us. As a result of those collaborations, we were able to produce
several messages about radiation, environmental monitoring and the nuclear fuel cycle.
This report includes all produced messages and evaluates the effects of the activities.
Future development of our activities is also described.
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㧞㧚ࡔ࠶ࠫᚑࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊߩⷐ
2.1 ࡔ࠶ࠫᚑࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊߩᵴേᦼ㑆
 ࡔ࠶ࠫ WG ߩᵴേߪࡃࡦࡔޔㆬቯ߿ㆇ༡ോዪߩㆬቯߥߤߩḰᦼ㑆ࠍ⚻ߡޔ2004 ᐕ
8 ߆ࠄ㐿ᆎߒߚޕᵴേ㐿ᆎ߆ࠄ⚂ 2 ᐕᓟ৻ޔㇱࡔࡦࡃࠍᦧ߃ ⚂ߦᦝޔ2 ᐕ㑆ᵴേࠍ⛮⛯ߒ
ߚࠍ߃ᦧߩࡃࡦࡔޕႺߦޔ2004 ᐕ 8 ߆ࠄ 2006 ᐕ 9 ߹ߢࠍ╙৻ᦼޔ2006 ᐕ 11 ߆ࠄ
2008 ᐕ 12 ߹ߢࠍ╙ੑᦼߣߔࠆޕ
2.1.1 ᳃ࡔࡦࡃߩㆬቯ᧦ઙ
 ᚑߔࠆࡔ࠶ࠫߪޔᐕઍ߿ᕈߦࠃࠄߕ᧲ޔᶏࠍਛᔃߦᐢߊᄙߊߩੱߦⷫߒ߹ࠇ߹⺒ޔ
ࠇࠆࠃ߁ߦߣޔߪࡃࡦࡔޔએਅߩ᧦ઙࠍ߽ߣߦㆬቯߒߚޕ
 ᧲ᶏߦߒߡࠆੱ߇߹ࠇࠆ
ᐕઍ߿ᕈߦࠅࠍߟߊࠄߥ
ේሶജ㑐ଥߩࠍߒߚ⚻㛎߇ߥ㧔ኅᣖߪน㧕
㧟࿁ߩᵴേߦෳടߢ߈ࠆ
7 ฬ⒟ᐲ
 ߎߩ᧦ઙࠍ߽ߣߦޔNPO ᴺੱ߰ࠇࡀ࠶࠻ળ1㧔એਅ࠻࠶ࡀࠇ߰ޔળ㧕ߩදജࠍᓧߡࡔ
ࡦࡃࠍㆬቯߒߚޕߢߪߥߊ࠻࠶ࡀࠇ߰ޔળߦࡔࡦࡃㆬቯࠍଐ㗬ߒߚߩߪޔએਅߩℂ
↱߇ߍࠄࠇࠆޕ

㧔⁛㧕ᣣᧄේሶജ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ᭴㧔એਅޔේሶജᯏ᭴㧕ߣోߊធὐߩߥ߆ߞߚ᳃ߦෳടߒߡ߶
ߒޕ
 ේሶജߦ㑐ߒߡή㑐ᔃጀࠍᄙߊࡔࡦࡃߣߒߚޕ
 ⥄ਥ⊛ߦෳടߔࠆੱߪޔᄙዋߥࠅߣ߽ේሶജߦ㑐ᔃ߇ࠆน⢻ᕈ߇ࠆ㧔㑐ᔃߩ⭯ੱࠍ᳞
ߡࠆ㧕
ޕ
 ߦኻߒߡ߽⥝㑐ᔃߩ㜞ੱߪޔᄙᔔߢࠆޔߚߩߘޕᣢߦઁߩࠨࠢ࡞ᵴേ╬ߢᵴ
べߒߡࠆ႐ว߇ᄙޕ
㧔ෳടߔࠆᤨ㑆߇ߣࠇߥޕ
㧕
╙৻ᦼߦߟߡߪ⥄ޔ༡ᬺߩ 40 ઍ↵ᕈߩ⠪߇ߞߚ߇⋥ޔធߒࠍ⡞ߡߺࠆߣߩ
ㇺวߢෳടߢ߈ߥߎߣ߇ᄙߊߥࠅߘ߁ߢޔോዪ߆ࠄෳടࠍᢿߞߚ╙ޕੑᦼߦߟߡߪࡦࡔޔ
ࡃㆬቯ߇ࠬࡓ࠭ߦ߆ߕ߇ࡃࡦࡔޔ߹ࠆ߹ߢߦߪᄙߊߩᤨ㑆ࠍⷐߒߚߩߘޕℂ↱ߣߒߡ
ߪޔએਅߩߎߣ߇ߍࠄࠇࠆޕ
 ේሶജߦ㑐ߔࠆߎߣߪ㔍ߒߣ߁ࠗࡔࠫ߆ࠄᧄޔᵴേߦኻߔࠆ⥝㑐ᔃࠍᜬߞߡ߽ࠄ߃
ߥޕ
 ෳടߒߡ߽ࠄ߃ߘ߁ߥੱߪޔᣢߦઁߩᵴേࠍߒߡ߅ࠅᧄᵴേ߳ෳടߔࠆᤨ㑆߇ߣࠇߥޕ
 ╙ੑᦼߢߪޔਥߦ↵ᕈࡔࡦࡃߩ㓸ߢࠅኻ⽎߇㒢ቯߐࠇߡߚޕ
㧔╙৻ᦼߩᅚᕈࡔࡦࡃ
߇⛮⛯ࠍᏗᦸߒߚޕ
㧕
2.1.2 ࡔࡦࡃ᭴ᚑ
 ࡔ࠶ࠫ㨃㧳ߪޔ7 ฬߩ᧲ᶏ᳃ࠍࡔࡦࡃߣߒޔോዪߣߒߡ߰ࠇࡀ࠶࠻ળ߮ޔේ

1

NPO ᴺੱ߰ࠇࡀ࠶࠻ળ㧦᧲ᶏㄝߢ⑼ቇᛛⴚߩᝄ⥝ߥߤߩಽ㊁ߢᵴേߒߡࠆ NPO ᴺੱޕ
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ሶജᯏ᭴ࠬࠢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦቶ㧔એਅࠢࠬޔቶ㧕ߢ᭴ᚑߒߚޕ
 ╙৻ᦼ߮╙ੑᦼߣ߽᧲ߡߴߔߪࡃࡦࡔޔᶏߣߥࠅޔ40 ઍߪᛮߌߚ߽ߩߩޔ20 ઍ߆
ࠄ 70 ઍߣḩㆉߥߊ↵ᅚ 7 ฬߩࡔࡦࡃ߇ߘࠈߞߚ╙ޕੑᦼߦߟߡߪࡦࡔ⛯⛮ߩࠄ߆ᦼ৻╙ޔ
ࡃᅚᕈ 3 ฬߦᣂࡔࡦࡃߣߒߡ↵ᕈ 4 ฬࠍㄫ߃ߚޕㅜਛޔኅᐸߩㇺว╬ߢᵴേࠍ⛮⛯ߢ߈ߥߊ
ߥߞߚࡔࡦࡃ߇↢ߓޔᣂߚߦࡔࡦࡃࠍㄫ߃ߚᦼ৻╙ޕ߮╙ੑᦼߩࡔࡦࡃࠍߘࠇߙࠇ
2.1.2-1 ߮ ޔ2.1.2-2 ߦ␜ߔޕ
 2.1.2-1 ╙৻ᦼࡔࡦࡃ㧔ᵴേᦼ㑆㧦2004 ᐕ 8 㨪2006 ᐕ 9 㧕

0Q








0Q









ᐕઍ
ઍ
ઍ
ઍ
ઍ

ᕈ
↵
ᅚ
↵
ᅚ

⡯ᬺ
ㄘᬺ
ળ␠⚻༡
ਥᇚ
ࡄ࠻
⥄↱ᬺ
ਥᇚ
ળ␠ຬ

࠾࠶ࠢࡀࡓ
㓌㐳
ࡓࡒࡦ
ߐߜࡑࡑ
࠻ࡦߜ߾ࠎ
࠲࠶ࠢࡦ
ߎࠁ߮ᆢ
࡙ࡒࡦ

 2.1.2-2 ╙ੑᦼࡔࡦࡃ㧔ᵴേᦼ㑆㧦2006 ᐕ 11 㨪2008 ᐕ 12 㧕
ᐕઍ ᕈ
⡯ᬺ
࠾࠶ࠢࡀࡓ
⠨
ઍ
రᢎຬ
ߡߞߜ߾ࠎవ↢
↵
ઍ
రળ␠ຬ ࠕ࠻ࡓߊࠎ
ઍ
ᅚ ਥᇚ
࠻ࡦߜ߾ࠎ
╙৻ᦼ߆ࠄߩ⛮⛯ࡔࡦࡃ
↵ ੱᬺ ࡈࠫࠛࡕࡦ
ਥᇚ
ߎࠁ߮ᆢ
╙৻ᦼ߆ࠄߩ⛮⛯ࡔࡦࡃޔ㨪
ઍ
ᅚ ਥᇚ
ߌᆌ
㨪
ࡄ࠻
࡙ࡒࡦ
╙৻ᦼ߆ࠄߩ⛮⛯ࡔࡦࡃޔ㨪
ઍ
↵ ᄢቇ↢
ࡑ࠶ࠠ

2.2 ࡔ࠶ࠫᚑࡢࠠࡦࠣࠣ࡞ࡊߩㅴᣇ
2.2.1 ᵴേ㗫ᐲ
ቯᦼળวߪޔ1 ࿁ߩᵴേᤨ㑆ࠍ 13 ᤨඨ㨪16 ᤨඨߩ 3 ᤨ㑆ߣߒޔ㧟࿁ࠍ⋡ߦታᣉߒߡ߈ߚޕ
ᵴേᣣߪޔቯᦼળวߩਛߢࡔࡦࡃߣ⋧⺣ߩ߁߃⸳ቯߒߚߣᦐޔߪߢᦼ৻╙ޕἫᦐߩᷙ߇ᄙ
߆ߞߚ߇╙ޔੑᦼߦߥߞߡ߆ࠄߪߦࡃࡦࡔޔടࠊߞߚᄢቇ↢ߩᬺࠍ㈩ᘦߒߡᦐ߇ቯߣߥ
ߞߚޕ
ቯᦼળวߩ㐿࿁ᢙߪ ߪᦼ৻╙ޔ66 ࿁╙ޔੑᦼߪ 69 ࿁ߣߥࠅޔߪࡃࡦࡔߩߤࠎߣ߶ޔ8 ഀ
એߩᏨ₸ߣߥߞߚޕቯᦼળวࠍߪߓࠫ࠶ࡔߩߢ߹ࠇߎޔ㨃㧳ߩᵴേࠍઃ㍳ 1 ߦ␜ߔޕ
2.2.2 ᵴേ႐ᚲ
࠹ࠢࡁᵹ㙚ࠦ࠶࠹ࠖ2㧔એਅࠖ࠹࠶ࠦޔ㧕㧞㓏ോቶߩᚻ೨ߦኾ↪ࠬࡍࠬࠍ⸳⟎ߒࡔޔ
ࡦࡃ߇᳇シߦෳടߢ߈ࠆࠃ߁ߥ႐ᚲࠍ⏕ߒߚޕ
ቯᦼળวߪၮᧄ⊛ߦߎߩࠬࡍࠬࠍ↪ߒߚ߇ޔᣉ⸳ቇ߿㛎ቇ⠌╬ᔅⷐߦᔕߓߡޔⓍᭂ⊛
ߦደᄖ߽߳ᵴേߦߚޕ
2

࠹ࠢࡁᵹ㙚ࠦ࠶࠹ࠖ㧦᧲ᶏ㚞೨ߦࠆේሶജᯏ᭴ߩᣉ⸳ߢ⎇ޔⓥ㐿⊒ᚑᨐߩ᥉ޔᖱႎ㐿ࡘࡒࠦࠢࠬޔ
࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩὐߢࠆޕ
⑼ߣੱޔੱߣੱޟቇߣੱޔᖱႎߩᵹߩ႐ޕࠆߡߒߣޠ
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࿑ 2.2.2-1 ߦࠦ࠶࠹ࠖౝߩᬺࠬࡍࠬࠍ␜ߔޕ
2.2.3 ㆇ༡⠪
มળㅴⴕߥߤߩળวߩㆇ༡ߪޔේሶജᬺ⠪ߣ
ၞ᳃ߣߩ㑆ߦਛ┙ߩ┙႐ߢㅴⴕߢ߈ࠆࠃ߁ߦ߰ࠇ
ࡀ࠶࠻ળߦଐ㗬ߒߚޔߡߞࠃߦࠇߘޕ᳃ਥዉ
ߢࡔ࠶ࠫࠍᚑߢ߈ࠆ㔓࿐᳇ࠍଦߒޔᬺ⠪ߩ
ᗧߦ⺃ዉߐࠇߥࠃ߁ߦ㈩ᘦߒߚޕ
ࠬࠢቶߪ࠻࠶ࡀࠇ߰ޔળߩઃዻ⊛ߥോዪ

࿑ 2.2.2-1 ࠦ࠶࠹ࠖᬺࠬࡍࠬ

ߣߒߡޔਥߦᖱႎឭଏ߿⻠Ꮷޔቇవߩ⺞ᢛߥߤߩᓎഀࠍᜂߞߚޕ
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㧟㧚ࡔ࠶ࠫᚑᵴേߩታᣉ
3.1 ࡔ࠶ࠫᚑ
ࡔ࠶ࠫߩᚑߪߩߡߴߔޔㆊ⒟ߦ߅ߡࠄ߆ࡃࡦࡔޔᗧࠍᒁ߈ߒߌߛࠆ߈ߢޔ᳃
ਥዉߩᒻࠍࠆࠃ߁ߦޔോዪߪᖱႎឭଏߣ⧯ᐓߩ゠ୃᱜߛߌߦᔀߔࠆࠃ߁ᗧ⼂ߒߚޕ
3.1.1 ࠹ࡑㆬቯ
 ߎࠇ߹ߢߩᵴേߩਛߢࠍࡑ࠹ޔㆬቯߔࠆᯏળߪޔᵴേ㐿ᆎᤨ߇ࠫ࠶ࡔߩ⋡ߟ৻ޔቢᚑߒ
ᰴߩ࠹ࡑߦ⒖ࠆᤨߩᦼ৻╙ޔᵴേ߇⚳ੌߔࠆඨᐕ೨ߩᤨߚ߃ᦧࠇࠍࡃࡦࡔޔ㧠࿁ߞߚޕ
࠹ࡑࠍㆬቯߔࠆߦߚࠅߊోࠄ߆ࡃࡦࡔޔᗧ߇ߥߎߣࠍෂᗋߒᦨޔㄭߩේሶജ߿
✢ߦ㑐ߔࠆ㗴ޔ
ⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߦ㑐ߔࠆᬺ⠪ߩᏗᦸߔࠆౝኈ╬ࠍޔ
ോዪ߇Ფ࿁ឭ␜ߒߚޕ
ߒ߆ߒ⚿ޔᨐ⊛ߦߪޔോዪ߇ឭ␜ߒߚ࠹ࡑ᩺ߪෳ⠨ߦߒߚ߽ߩߩࡃࡦࡔޔห჻߇ᗧࠍ
ߒวߩߘޔਛ߆ࠄ࠹ࡑࠍㆬቯߒߚޕ
(1)╙৻࠹ࡑޟ✢ߩၮ␆⍮⼂ޠ
╙৻࠹ࡑߩㆬቯᤨߦߪޔോዪ߇Ḱߒߚ 10 ߩ࠹ࡑ᩺߆ࠄ߇ࠇߙࠇߘޔ㑐ᔃߩࠆߎߣ
ࠍߊߟ߆ㆬ߮ߒ߇⺰⼏ޕߚߓߪࠍ⺰⼏ߦߣ߽ࠍࠇߘޔㅴߦߟࠇߡޔ
⥄ޟಽ߽ߡޔᄙߊ
ߩ᳃ߪ✢ߩᓇ㗀ࠍᔃ㈩ߒߡࠆޔߒ߆ߒޕ✢ߩߎߣߪࡄࡦࡈ࠶࠻߿ᐢႎߥߤߢࠃ
ߊ⋡ߦߔࠆߌߤޔታ㓙ߪߒߎߣߪࠃߊࠊ߆ࠄߥߩࡃࡦࡔޔߚ߹ޕਛߦߪ✢ߦߟߡ
ߎࠇ߹ߢ㑐ᔃࠍᜬߞߡߎߥ߆ߞߚੱ߽ࠆߚޔ
ޟ✢ߩၮ␆⍮⼂ࠄ߆ޠቇࠎߢߎ߁ޕ
ߣޠ
߁ߎߣߦߥߞߚޕ
(2)╙ੑ࠹ࡑޟⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣޠ
╙৻࠹ࡑߩࡔ࠶ࠫ߇ቢᚑߔࠆ㗃߹ߢߦߪߩࡃࡦࡔޔ✢ߦኻߔࠆℂ⸃߇ᓢߦޘᷓ߹
ߞߡߞߚࡃࡦࡔޔߦࠄߐޕ㑆ߩ✕ᒛᗵ߽ࠄߢߞߚࠢࠬޕቶߣߒߡߪޔᵴേᒰೋ߆ࠄ
࠹ࡑߩ৻ߟߦߍߡߚޟⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߦ㑐ߔࠆᢙ୯ᖱႎߊߔ߿ࠅ߆ࠊࠍޠવ߃ࠆߚߩ
ࡔ࠶ࠫࠅߦขࠅ⚵ࠎߢ߽ࠄ߃ࠆࠃ߁ឭ᩺ߒߚޕ
ߒ߆ߒޔએਅߩℂ↱߆ࠄޔⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߩᢙ୯ᖱႎࠍࠊ߆ࠅ߿ߔߊવ߃ࠆߚߩࡔ࠶
ࠫࠅߦߪ⥋ࠄߕޔ
ޟⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߩޠᵴേߘߩ߽ߩߦߟߡޔ᳃ߦ⍮ߐߖࠆߎߣࠍ⋡⊛
ߣߒߚ࠹ࡑߣߥߞߚޕ
 ࡕ࠾࠲ࡦࠣࠬ࠹࡚ࠪࡦߩሽࠍ⍮ࠄߥ᳃߇ᄙ
 ⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߦ㑐ߔࠆᢙ୯ߪߤࠎߣ߶߽ߡߟޔᄌࠊࠄߥߩߢ㑐ᔃࠍᜬߞߡ߽ࠄ߁
ߎߣ߇࿎㔍
 ⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߦ㑐ߔࠆᢙ୯ࠍ⍮ߞߚ߆ࠄߣߞߡޔ᳃ߩⴕേߦߟߥ߇ࠆ߽ߩߢߪߥ
 ࡕ࠾࠲ࡦࠣࠬ࠹࡚ࠪࡦߩᢙ୯߇ߒߡࠆߩࠍ⥄ಽߩ⋡ߢ⏕ߒߚߣ߈ߦߪߦߢߔޔ
ේሶജᬺᚲߢߪࠄ߆ߩኻᔕࠍߒߡߡ⍮ࠄߖߡ߽ࠄ߃ࠆߪߕ
(3)╙ਃ࠹ࡑޟ᳃⊒ ේሶജࠈߪ߆ࠆߚޠ
ࡔࡦࡃߪޔ
ޟ✢ߩၮ␆⍮⼂ޠ
ޔ
ޟⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߩޠੑߟߩࡔ࠶ࠫࠍቢᚑߐߖߘޔ
ࠇࠄࠍ↪ߡࡄࡀ࡞ዷߥߤࠍ⚻㛎ߒߡ߈ߚߪࡃࡦࡔޔߡߞࠃߦࠇߘޕᵴേߦኻߔࠆ㆐ᚑᗵࠍᗵ
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ߓࠆߣߦߩߢ߹ࠇߎޔᵴേߩ㓸ᄢᚑߦߥࠆ߽ߩࠍߞߡᵴേࠍ✦ߊߊࠅߚߣ߁᳇ᜬߜ߇
ߡ߈ߚޔߦࠄߐޕᵴേࠍㅢߒߡߩࡃࡦࡔޔਛߦߪޟේሶജ߿✢ߩߪޔᄢੱߦߥߞߡ߆
ࠄ߈ߥࠅ⡊ߦߒߡ߽㗡ߦߞߡߎߥޕሶߤ߽ߩ߁ߜ߆ࠄㆆ߮ࠍㅢߒߡ⥄ὼߦቇࠎߢߊߎߣ
߇ᔅⷐߥߩߢߪߥ߆㧫ޕߚ߈ߡ߃↢⧘߇⼂߁ߣޠ
એߩߎߣ߆ࠄ╙ޔਃ࠹ࡑߪߩߢ߹ࠇߎޔᵴേ߆ࠄᓧߚ⍮⼂ࠍ⋓ࠅㄟࠎߛሶଏะߌߩᢎ᧚ߣ
ߒߡࠍޠߚࠆ߆ޟᚑߒߡߊߎߣߦߥߞߚޕ
(4)╙྾࠹ࡑޟᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ㑐ߔࠆࡏ࠼ࠥࡓޠ
╙྾࠹ࡑߪޔ᳃ࡔࡦࡃࠇᦧ߃ᓟߩᦨೋߩ࠹ࡑߣߥߞߚࠍࡑ࠹৻╙ޔߚߩߘޕ
ࠆᤨߣห᭽ߦോዪ߆ࠄߊߟ߆ߩ࠹ࡑ᩺ࠍḰߒߚޔߒ߆ߒޕ೨ᦼ߆ࠄߩ⛮⛯ࡔࡦࡃ߆
ࠄߪߩߢ߹ࠇߎޔᵴേࠍ߈ߞ߆ߌߦᣂߚߦ⥝߇ḝߚߎߣߦ㑐ߔࠆᗧ߇ㅀߴࠄࠇߚߦࠄߐޕ
ᣂߒߊടࠊߞߚࡔࡦࡃ߆ࠄߪޔ
᥉Ბ߆ࠄ㑐ᔃߩࠆᨩߦ㑐ߔࠆᗧ╬߇Ⓧᭂ⊛ߦㅀߴࠄࠇߚޕ
ߘߩߚޔḰߒߚ᩺ߪឭ␜ߔࠆߎߣߥߊޟ߇ࡑ࠹ޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦޠቯߒߚޕ
ߎߎߢߪޟߦ․ޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞⋥߇ࡑ࠹߁ߣޠធ⊛ߦឭ᩺ߐࠇߚߩߢߪߥߊޔ
ޟᕈ
ᑄ᫈‛ߩಣℂಣಽߦߟߡ⺞ߴߚ߁ߣޠᗧ߇⊒┵ߣߥߞߚౕޕ⊛ߦ⼏⺰ࠍㅴࠆ߁ߜޔ
↪ᷣΆᢱߩᑄ᫈‛ߦ㑐ߔࠆౝኈߛߌߢߥߊޔේሶജ⊒㔚ߩΆᢱߣߥࠆ࠙ࡦ߇㋶ጊ߆ࠄជࠅ
ߐࠇߡේሶജ⊒㔚ᚲߢࠊࠇࠆ߹ߢߩᵹࠇ߽ߚᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ోߦኻߔࠆ㑐ᔃ߇㜞߹ߞߡ
ߞߚࠄ߆ࡃࡦࡔޕߍࠄࠇߚ࠹ࡑ᩺ߣോዪ߇ឭ␜ߒߚ࠹ࡑ᩺ࠍߘࠇߙࠇ 3.1.1-1ޔ
3.1.1-2 ߦ␜ߔޕ
 3.1.1-1 ࡔࡦࡃ߆ࠄឭ᩺ߐࠇߚ╙྾࠹ࡑ᩺৻ⷩ











,%1೨ᓟߩ᳃ߩේሶജ㒐ἴߦኻߔࠆᗧ⼂ߩᄌൻ
,%1ᓟߩ㒐ἴኻ╷
ᕈᑄ᫈‛ߩಣℂಣಽ
ᕈᑄ᫈‛ߩ⇇ߩ⁁ᴫ
ᕈᑄ᫈‛ߩోᕈ
᧲ᶏౝߩේሶജᣉ⸳ߣᬺౝኈ
ේሶജࠍߞߡߢ߈ࠆߎߣߪߤࠎߥߎߣ߇ࠆ߆
ᕈ߿⢻ߩනߩ⸃⺑
ᧂ᧪ࠍᜂ߁ሶߤ߽ߚߜ߇ቇ߱ᯏળࠍࠆ
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 3.1.1-2 ോዪ߇Ḱߒߚ╙྾࠹ࡑ᩺৻ⷩ












ⅣႺ㗴ߣࠛࡀ࡞ࠡᖱ
ࠧࡒߩⴕᣇ
✢ߩ↪
ⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣ
ේሶജ߿✢ߦ㑐ߔࠆསߩᬌ⸽
ේሶജᣉ⸳ߩోߩขࠅ⚵ߺ
㒐ἴࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߞߡℂ⸃ߢ߈ࠆ㧫
ᄞߩේሶἹޓ㜞ㅦჇᱺἹ㧔($4 ߞߡ࠽࠾㧫
⨙ၔ⋵⊒ޓᣂߒ⑼ቇᛛⴚߣࠬࠢ
りߩ࿁ࠅߩࠬࠢ

3.1.2 ࡔ࠶ࠫߩᚑㆊ⒟
 ࡔ࠶ࠫߩᚑߪޔീᒝળࠍߪߓޔᣉ⸳ቇ߿㛎ቇ⠌ߥߤߩᖱႎ㓸ࠍߒߥ߇ࠄ⺰⼏ޔ
ࠍㅢߒߡ⥄ޔಽߚߜ߇ቇࠎߛߎߣ߿ઁߩ᳃ߦ⍮ߞߡ߽ࠄߚߎߣߥߤࠍ߁ߣࠫ࠶ࡔޔ
ᒻߦࠅߍߡߞߚ ޕ3.1.2-1 ߦߎࠇ߹ߢߦታᣉߒߚീᒝળޔᣉ⸳ቇ߿㛎ቇ⠌ߥߤࠍ␜
ߔޕ
 3.1.2-1 ീᒝળޔᣉ⸳ቇޔ㛎ቇ⠌৻ⷩ㧔ታᣉ㗅㧕

╙
৻
ᦼ

╙
ੑ
ᦼ

ታᣉౝኈ
ታᣉᣣ
 ᣉ⸳ቇ ࠨࠗࠢ࡞ᯏ᭴㧔ࠕ࠻ࡓࡢ࡞࠼ޔⅣႺ⋙ⷞ⺖㧕
 㛎ቇ⠌ ౝ⢻ߩ᷹ቯ㧔ࡎ࡞ࡏ࠺ࠖ㧕
 㛎ቇ⠌ ᧲ᶏ↥ࠨ࠷ࡑࠗࡕߩ⢻᷹ቯޔౝ⢻ߩ᷹ቯ
 ᣉ⸳ቇ ࡕ࠾࠲ࡦࠣࠬ࠹࡚ࠪࡦ
 ീᒝળ
ᩭಽⵚߦߟߡ
 ᣉ⸳ቇ ේሶജ⑼ቇ㙚ޔේ⎇㧔,44ޔ,2#4%㧕
 㛎ቇ⠌ 㔵▫ⷰኤ
 ᣉ⸳ቇ ࡕ࠾࠲ࡦࠣࠬ࠹࡚ࠪࡦቇߣ᷹ቯ㛎
 ᣉ⸳ቇ ⨙ၔ⋵ⅣႺ⋙ⷞࡦ࠲
 ᣉ⸳ቇ ࠨࠗࠢ࡞ᯏ᭴㧔ⅣႺ⋙ⷞ⺖㧕
 㛎ቇ⠌ ࡐ࠶ࡊࠦࡦࠅ㧔ࡌࠢ࡞ࠍࠗࡔࠫ㧕ޔ✢᷹ቯ㛎
 ᣉ⸳ቇ ࠝࡈࠨࠗ࠻ࡦ࠲
 ᣉ⸳ቇ ේሶജᯏ᭴㧔ౣಣℂᣉ⸳ޔⅣႺ⋙ⷞ⺖㧕
 ീᒝળ
ᩭಽⵚߦߟߡ
 ീᒝળ
ࠛࡀ࡞ࠡ⾗Ḯߦߟߡ
 ീᒝળ
ᩭಽⵚߦߟߡ㧔ᓳ⠌㧕
 ീᒝળ
ⅣႺ㗴ߣᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦߟߡ
 ᣉ⸳ቇ ᄢᵞࠊߊࠊߊ⑼ቇ㙚㧔̪ቯᦼᵴേᄖ㧕
 ീᒝળ
ᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞㧔࠙ࡦណជ㨪Ớ❗㧕ߦߟߡ
 ᣉ⸳ቇ ਃ⪉ේሶΆᢱ
 ീᒝળ
ⅣႺ㗴ߣᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦߟߡ㧔̪ቯᦼᵴേᄖޔᣂࡔࡦࡃߩߺ㧕
 ീᒝળ
ේሶജ⊒㔚ߦߟߡ㧔̪ࡔࡦࡃ߇⻠Ꮷࠍോࠆ㧕
 ᣉ⸳ቇ ේ㔚࠹ࡄࠢ
 ᣉ⸳ቇ ේሶജᯏ᭴㧔ౣಣℂᣉ⸳㧕㧔̪ቯᦼᵴേᄖޔᣂࡔࡦࡃߩߺ㧕
 ᣉ⸳ቇ ේሶജᯏ᭴㧔ࠕ࠻ࡓࡢ࡞࠼ޔጀಣಽၮ⋚⎇ⓥᣉ⸳㧕
 ᣉ⸳ቇ ේሶജᯏ᭴㧔ࡊ࡞࠻࠾࠙ࡓΆᢱᣉ⸳㧕
 ീᒝળ
ౣಣℂߩ⚵ߺߦߟߡ
 ീᒝળ
ࡊ࡞ࠨࡑ࡞ߣ㜞ㅦჇᱺἹߦߟߡ
 ᣉ⸳ቇ ේሶജᯏ᭴㧔Ᏹ㓁㧕
㧖ࠨࠗࠢ࡞ᯏ᭴߮ේ⎇ߪޔߩේሶജᯏ᭴ޕ
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ᵴേࠍߪߓߚᒰೋߪߩࡃࡦࡔޔᗧࠍขࠅࠇࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߩޔ೨ߦോዪ߇ࡔ࠶
ࠫ᩺ࠍᚑߒߦߣ߽ࠍࠇߘޔౝኈ߿ᣇᴺߦߟߡ⼏⺰ߔࠆࠃ߁ߥᒻߢㅴߚߣࠎߛࠎߛޕ
ࡔࡦࡃ߇ᵴേߦᘠࠇߡߊࠆߣޔോዪ߇వขࠅߒߚḰࠍߖߕߩࠄ߆ࡃࡦࡔޔᗧࠍᓙߜޔ
ߐࠇߚᗧࠍ߽ߣߦࡔ࠶ࠫࠍᚑߒߡߊߣ߁ᚻ㗅ߦ⒖ⴕߒߡߞߚޕᴾ
߹ߚߩࠅߣ߭ੱ৻ࡃࡦࡔޔߪߢ⺰⼏ޔᗧࠍዅ㊀ߒޔᗧ߇ಽ߆ࠇߚ႐วߪޔᔅߕߒว
ߢ⚊ᓧࠍᓧߚߢ‛ࠍߡ⌕ታߦㅴࠆࠃ߁ߦᔃ߇ߌߚߩࡃࡦࡔޔߡߞࠃߦࠇߎޕᗧ߇
ಽ߆ࠇߡᐔⴕ✢߇⛯ߚࠅޔቢᚑߦㄭߠߊ߶ߤࡔࡦࡃߩߎߛࠊࠅ߇ߚࠅߦߣߏࠆߔ⺰⼏ޔᗧ
߇㆑ߞߡߒ߹߁ߎߣ߽ߞߚࡃࡦࡔޔ߽ߢࠇߘޕห჻߇߅ߦ⚊ᓧߩߊ߹ߢᄙߊߩᤨ㑆
ࠍ߆ߌߡᐲ߽⼏⺰ࠍ㊀ߨߚޕ
ߎߩ⼏⺰ߩ㓙ߦߪޔ
࿑ 3.1.2-1 ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔᔅߕࡎࡢࠗ࠻ࡏ࠼ࠍ
↪ߒߩࡃࡦࡔޔᗧߩⷐߣ⼏⺰ߩࡐࠗࡦ࠻
ࠍᢛℂߒߡ␜ߒߚޔߦࠄߐޕቯ㗄ࠍ⸥ߔࠆ
ߎߣߦࠃߞߡޔᗧߩ㘩㆑ࠍ㒐ߋࠃ߁Ꮏᄦߒ
ߚ⺰⼏ޔߚ߹ޕㅜਛߩભᙑᤨ㑆ߪ↢ߩࡃࡦࡔޔ
ᵴ߿⠨߃ࠍ⍮ࠆߎߣߢ࠴ࡓࡢࠢࠍ㜞ߚࠅޔ
ᣂߒࠕࠗ࠺ࠕߩࡅࡦ࠻߇ࠆᄢಾߥᤨ㑆ߢߞ
ߚޕ
ฦᦼߩ․ᓽߣߒߡߪޔߪᦼ৻╙ޔᐕઍጀߩ߇

࿑ 3.1.2-1 ࡎࡢࠗ࠻ࡏ࠼ࠍᵴ↪ߒߚ

ᐢ߆ߞߚߖ߆ᗧ߿⠨߃ᣇߩ㆑߆ࠄ⼏⺰߇߹

⼏⺰ߩ᭽ሶ

ߣ߹ࠄߥߎߣ߇ߞߚ࠳ߊ߹߁ࠍࠇߘޕ
ࠪ࠶ࡊࠍߣߞߚ 60 ઍ↵ᕈ߇ઁߩ᳃ࡔࡦࡃ߆ࠄ㓌㐳ߣᘗࠊࠇޔ㓌㐳ࠍਛᔃߣߒߚᵴേߩᒻ߇
ߢ߈ߡߞߚ╙ޕੑᦼߦߟߡߪ⚻ߩߢ߹ࠇߎޔ߇ࡃࡦࡔ⛯⛮ߩࠄ߆ᦼ৻╙ޔ㛎ࠍ߽ߣߦਛᔃ
ߣߥߞߡᵴേࠍㅴߡߞߚޕ
ߐࠄߦޔߪࠫ࠶ࡔߩဳࡓࠥߩߤߥࡓࠥ࠼ࡏ߿ߚࠆ߆ޔᚑㅜਛߩ߽ߩࠍࡔࡦࡃ߇
ฦኅᐸߦᜬߜᏫࠅޔኅᣖ߿ੱߣࠥࡓࠍ⹜ⴕߒߚߩߘޕ㓙ߦߣ߽ࠍ⚕↪࠻ࠤࡦࠕޔᗧࠍᓽ
ߒ⚿ߩߘޔᨐࠍᜬߜነࠅޔᡷༀߔߴ߈ㇱಽࠍ⼏⺰ߒߡᤋߒߚޔߚ߹ޕᛛⴚ⊛ߥౝኈ㧔․ߦᢙ
୯߿ᐕภ㧕ߦߟߡߪޔോዪߩේሶജᯏ᭴ߣ߰ࠇࡀ࠶࠻ળ߇⏕ߒߤߥࡦࠗࠩ࠺߿ޔ
ߦߟߡߪߩࡃࡦࡔޔᗧࠍዅ㊀ߔࠆࠃ߁ᔃ߇ߌߚޕ
3.1.3 ቢᚑߒߚࡔ࠶ࠫ
 ╙৻ᦼߩᵴേ߆ࠄ㧟⒳㘃ߩࡔ࠶ࠫ߇╙ޔੑᦼߩᵴേ߆ࠄߪ 1 ⒳㘃ߩࡔ࠶ࠫ㧔⹜ 㧕
߇ቢᚑߒߚޔߪࠫ࠶ࡔߩࠄࠇߎޕ᳃ߩⷞὐߣ߁ⷰὐ߆ࠄޔᢥ┨ߩࠊ߆ࠅ߿ߔߐޔ⦡ޔ
ࠗࠬ࠻ߩ㈩⟎ߥߤᣇᴺߩᎿᄦ߇㊀ⷞߐࠇߚޔߚߩߘޕᱜ⏕ߥᖱႎࠍࠃࠅ✎ኒߦવ߃ࠆࠃ
߁ߥౝኈߣߪߥߞߡߥޕઃ㍳ 2㨪5 ߦߎࠇ߹ߢߦᚑߒߚࡔ࠶ࠫࠍ৻ᑼᷝઃߔࠆޕ
(1)✢ߩၮ␆⍮⼂
 ᵴേࠍߪߓߡᦨೋߦቢᚑߒߚࡔ࠶ࠫߪޔ
ޟ✢ߩၮ␆⍮⼂ߦޠ㑐ߔࠆ 8 ⒳㘃ߩࡈ
࠶࠻ߢࠆޕ࿑ 3.1.3-1 ߦ✢ߩၮ␆⍮⼂ߦ㑐ߔࠆࡔ࠶ࠫࠍ␜ߔޕ
ࡔ࠶ࠫߪࠄ߆ࡃࡦࡔޔߐࠇߚ✢ߦ㑐ߔࠆ⇼ߦ৻ߟ߭ߣߟ╵߃ࠆᒻߢ᭴ᚑߒߡ
ࠆޔ߫߃ޕ
ޟ✢ߣ⢻ߩ㆑ߪࠃߊ߆ߌࠆߌߤ߽ߘ߽ߘޔ✢ߪߤ߁߿ߞߡߢ߈ࠆߩ
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߆㧫ߩߌߛࠇߤޟ߿ޠ✢ࠍฃߌߚࠄߥࠎߤޔ
ᓇ㗀߇ࠆ߆ߪ⡞ߚߎߣ߇ࠆߩߘޕ೨ߦޔ
✢߇ߩਛࠍㅢࠆߣ⑳ߚߜߩߩਛߢߪ߇
߈ߡࠆߩ߆㧫ޔߤߥޠᣢሽߩࡄࡦࡈ࠶࠻ߢߪ
⺑ߐࠇߡߥ߆ߞߚᖱႎ߇᳞ࠄࠇߚޔߚ߹ޕ
㘩ຠ߿ੱߦ߹ࠇࠆ⢻ߦ㑐ߔࠆౝኈߦߟ
ߡޔታ㓙ߦ⥄ಽߩౝߩ⢻߿᧲ᶏ↥ߩࠨ࠷
ࡑࠗࡕߩ⢻ࠍ᷹ቯߒޔ㛎ߒߡᓧࠄࠇߚౝኈ
ࠍࡔ࠶ࠫߣߒߡᚑߒߚޕ
࿑ 3.1.3-1 ✢ߩၮ␆⍮⼂ߦ㑐ߔࠆ
ࡔ࠶ࠫ

(2)ⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣ

 ੑߟ⋡ߦቢᚑߒߚࡔ࠶ࠫߪޔ㔵▫ߩⷰኤ߽ޔ
ޟⅣႺࡕ࠾࠲ࡦࠣߦޠ㑐ߔࠆ 3 ⒳㘃ߩ
ࡈ࠶࠻ߢࠆ⨙ޕၔ⋵߇᧲ᶏౝߦ⸳⟎ߒߡࠆࡕ࠾࠲ࡦࠣࠬ࠹࡚ࠪࡦࠍቇߒߘޔ
ߎߢታ㓙ߦน៝ဳߩ᷹ቯེࠍ↪ߡ✢ࠍ᷹ቯߒߚࠅ⨙ޔၔ⋵߮ේሶജᯏ᭴ߩⅣႺ⋙ⷞᬺോ
ࠍቇߒߚࠅߔࠆߥߤޔ
㛎ࠍ߽ߣߦ⸃ߒߚ⇼ߣߘߩ╵߃ࠍ⋓ࠅㄟࠎߛࡔ࠶ࠫߣߥߞߚޕ
(3)᳃⊒ ේሶജࠈߪ߆ࠆߚ
 ਃߟ⋡ߦቢᚑߒߚࡔ࠶ࠫߪߩߢ߹ࠇߎޔᵴ
േ߆ࠄᓧߚౝኈࠍ⋓ࠅㄟࠎߛޟ᳃ೋ ේሶജ
ࠈߪ߆ࠆߚޠ44 㚂ߢࠆޕ࿑ 3.1.3-2 ߦᚑߒߚ
߆ࠆߚࠍ␜ߔߦߢ߹ࠇߎ߇ࡃࡦࡔޔߪᧅߺ⺒ޕ
ቇࠎߛߎߣ߆ࠄઁߩ᳃ߦ߽વ߃ߚߣᕁߞߚߎ
ߣߥߤࠍᜬߜነࠅࠅ➅ࠍ⺰⼏ޔߒߥ߇ࠄࠈޟ
ߪ㗅ߦޠㆬቯߒߚޔߚ߹ޕᜬߜነߞߚ⺒ߺᧅࠍ߽
ߣߦޔᣂߚߥ⺒ߺᧅ߽↢ߺߐࠇߚޔߪᧅߺ⺒ޕ
߆ࠆߚߩޟ৾ߦࡓ࠭ߩޠว߁ࠃ߁ޔᢥ┨ࠍ
◲ẖߦ⺆ํวࠊߖߒߚߚࠅ⿷ߪߢߌߛᧅߺ⺒ޔ

࿑ 3.1.3-2 ߆ࠆߚ

ߥౝኈߪޔᢙⴕ⒟ᐲߩ⸃⺑ߣߒߡ߹ߣߡ⺒ߺᧅߦ⋓ࠅㄟࠎߛޕቢᚑߒߚ⺒ߺᧅࠍ߽ߣߦ⛗ޔ
ᧅࠍᚑߒߚߩᧅߺ⺒ޔߪ࠻ࠬࠗߚߒ↪ߦᧅ⛗ޕౝኈߦᴪߞߚࠗࡔࠫߩ‛ࠍតߒ߹ࠇߎޔ
ߢߦᚑߒߚࡔ࠶ࠫࠍߪߓ᧚⚛ࡈޔ㓸ߥߤࠍᵴ↪ߒߚޕ
(4)ߊࠆߊࠆ࠙ࡦࠥࡓ㨪ㆆߴ߫ࠊ߆ࠆࠃ㧍ᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞㨪ᴾ
྾ߟ⋡ߪޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ㑐ߔࠆౝኈߦߟߡᐢߊ⋓ࠅㄟࠎߛࡏ࠼ࠥࡓ㧔⹜ 㧕ࠍ
ᚑߒߚޕ࿑ 3.1.3-3 ߦᚑߒߚࡏ࠼ࠥࡓߩࠥࡓ⋚ࠍ␜ߔࠍࠈߎߐޔߪࡓࠥޕᝄߞߡࠦ
ࡑࠍㅴߥ߇ࠄ⾗ޔḮࠞ࠼㧔⛗ᨩߪ߇ࡦ࠙ޔ㋶ጊ߆ࠄขࠅߐࠇߡΆᢱ㓸ว߳ߣᄌࠊߞߡ
ߊㆊ⒟ߢߩΆᢱߩᒻ⁁ࠍឬߡࠆޕ
㧕ࠍ㓸ࡦ࠙ߩ࠻࠲ࠬޔ㋶ጊ߆ࠄޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߩ
Ꮏ⒟ࠍ৻ߟߕߟㅢㆊߒߥ߇ࠄߩ࡞ࠧޔ㜞ࡌ࡞ᕈᑄ᫈‛ߩጀಣಽ႐ࠍ⋡ᜰߒߡߊࠦޕ
ࡑࠍㅴࠆㅜਛߢߪߚࠇ߆ᦠߦࠬࡑޔᜰ␜ߦᓥߞߡޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞߿✢ߦ㑐ߔࠆࠢࠗ࠭ߦ
ᚢߒߚࠅޔේሶജߦ߹ߟࠊࠆశߣᓇߩㇱಽ߇ߐࠇߚ࠶ࠠࠞ࠼㧔ࠛࡀ࡞ࠡ߿ේሶജ
㐿⊒ߦଥࠆᧂ᧪߳ߩᦼᓙߥߤ㧕߿ࠕࠢࠪ࠺ࡦ࠻ࠞ࠼㧔ේሶജᣉ⸳ߢߩ࠻ࡉ࡞╬ߩ࠺ࡔ
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࠶࠻㕙㧕ࠍ߭ߡޔᓧὐߣߥࠆ⾗Ḯࠞ࠼ࠍჇ߿ߒߚࠅᷫࠄߒߚࠅߒߥ߇ࠄࡓࠥޔᗵⷡߢᩭ
Άᢱࠨࠗࠢ࡞ࠍቇ߱ౝኈߣߥߞߡࠆޕ
߹ߚޔ
ࠢࠗ࠭߿࠶ࠠࠞ࠼ࠞ࠻ࡦ࠺ࠪࠢࠕޔ
࠼ߦߪ◲නߥ⸃⺑ᦠࠍߟߌߩ࠼ࠞޔౝኈࠍ
ߐࠄߦជࠅਅߍߡቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁Ꮏᄦ
ߒߚޕ
ᵴേᒰೋࡔࡦࡃߪޔጀಣಽߪᥧࠗࡔ
ࠫߢࠥࡓߩᦨ⚳⊛ߥࠧ࡞ߣߒߡߪਇㆡ
ಾߛߣᗵߓߡߚ⎇ޔߒ߆ߒޕⓥߒߡࠆ
႐ࠍߚࠅ⎇ޔⓥ⠪ߣኻߒߚࠅߔࠆߎߣߦ
࿑ 3.1.3-3 ࡏ࠼ࠥࡓ㧔ࠥࡓ⋚㧕

ࠃߞߡߥ߁ࠃߩߤޔᣇᴺߢጀಣಽߐࠇࠆߩ

߆ޔోߦጀಣಽߔࠆߚߦߤߩࠃ߁ߥ⎇ⓥ߇ㅴࠄࠇߡࠆ߆ࠍ⍮ࠆߎߣߢߢ߹ࠇߎޔᛴ
ߡߚᥧࠗࡔࠫ߇ᛄߐࠇߚޔߦࠄߐޕ
ߣ߽ߣ߽ߪࡦ࠙ޟ߆ࠄជࠅߒߚ߽ߩߛ߆ࠄޔ
⚳ࠊߞߚߣߪޔᗵ⻢ߩ᳇ᜬߜࠍㄟߡߦߔߎߣ߇⥄ὼߢߪߥ߆߁ߣޠ᳇ᜬߜ߇⧘↢
߃ߡޔጀಣಽ႐ࠍࠧ࡞ߣߔࠆߎߣߦߚޔߚ߹ޕౣಣℂ߆ࠄࠧ࡞߹ߢߩߩࠅ߽ᒰೋ⥄
ಽ㆐߇ᗵߓߡߚᥧࠗࡔࠫࠍઁߩੱߦ߽ਈ߃ߥࠃ߁ߦߣࠠࠠޔノߡࠆࠃ߁ߥ࠺ࠩ
ࠗࡦߦߒߚޕ
ߎߩࠥࡓߪޔዊቇᩞ 4 ᐕ↢એࠍኻ⽎ߣߒߡࠆ߇ޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ࠍᐢߊขࠅߍߡࠆ
ߎߣ߽ࠅ⧯ޔᐓౝኈ߇㔍ߒߊߥߞߡࠆޔߚߩߘޕ1 ᐲߛߌߢߥߊࠅ➅ޔߒㆆ߱ߎߣߦࠃ
ߞߡޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ㑐ߔࠆ⍮⼂ࠍりߦઃߌߡߊߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆޕ
3.1.4 ࡠࠧࡑࠢߣࠠࡖࠢ࠲ߩᚑ
(1)ࡠࠧࡑࠢ
৻ߟ⋡ߩޟ✢ߩၮ␆⍮⼂ߦޠ㑐ߔࠆࡔ࠶ࠫ߇ቢᚑߒ࡞ࡀࡄޔዷߩታᣉ╬ࠍㅴߡߊ
ਛߢߩࠫ࠶ࡔࠄ߆ࡃࡦࡔޔᚑ⠪ࠍ⏕ߦߔࠆශ߿ࡑࠢ߇ᔅⷐߣߩᗧ߇ߐࠇ࠶ࡔޔ
ࠫ㨃㧳ߩࡠࠧࡑࠢࠍᚑߒߚޕ
 ࡠࠧࡑࠢߪࠍࠢࡑࠄ߆ࡃࡦࡔޔ㓸ߔࠆߣߦࡃࡦࡔޔ
ߩᗧࠍ߽ߣߦ࠺ࠩࠗ࠽߳ଐ㗬ߒᧄࠫ࠶ࡔޔߣߩࡃ
ࡦࠬ߿ᩕ߃߽ߡߟߦ࠻ࠢࡄࡦࠗߩߡߒߣࠢࡑࠧࡠޔ㈩ᘦߒ
ߡ࿑ 3.1.4-1 ߦ␜ߔ࠺ࠩࠗࡦߦቯߒߚޕ
ߎߩࡑࠢߦߪޔᐕ㦂ޔ⡯ᬺޔ⠨߃ᣇߥߤᄙᓀߥࡔࡦࡃ߇⚿

࿑ 3.1.4-1 ࡠࠧࡑࠢ

㓸ߒޔේሶജߦߟߡ᳃ߩⷞὐߢߩࠇߙࠇߘޔᕈࠍᵴ߆ߒߚ⦡ߣࠅߤࠅߩࡔ࠶ࠫࠍ⊒ା
ߒߡ߈ߚߣ߁㗿߇ㄟࠄࠇߡࠆޕ
(2)ࠠࡖࠢ࠲ᴾ
ᧄᵴേߩᄢ߈ߥ⋡⊛ߢࠆޟ᳃ߩⷞὐ߿ⷫߒߺ߿ߔߐᦨࠅࠃ߇ޠᄢ㒢ߦ↢߆ߖࠆࠃ߁ߥᎿᄦ
ߣߒߡ࠲ࠢࡖࠠࠍࡃࡦࡔޔൻߒߚࠗࠬ࠻ࠍᚑߒࠫ࠶ࡔޔౝߦ⊓႐ߐߖߚߦࠇߎޕ
ࠃߞߡߩࠫ࠶ࡔޔਛߢࡔࡦࡃ߇⺒⠪ߦ⋥ធ⺆ࠅ߆ߌߡࠆࠃ߁ߥⷫㄭᗵࠍᜬߚߖࠆࠃ߁ߦ
᭴ᚑߒߚޕᒰೋࡔࡦࡃߪ⥄ޔಽߩࠠࡖࠢ࠲ߦ㆑ᗵࠍᜬߞߡߚࠃ߁ߛ߇ࠍࠫ࠶ࡔޔ
ઁߩ᳃ߦ⚫ߔࠆ߶ߤޔᗲ⌕ࠍᗵߓࠆࠃ߁ߦߥߞߡߞߚޕ࿑ 3.1.4-2 ߦ╙৻ᦼߩࡔࡦࡃߩ
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ࠠࡖࠢ࠲ࠍ␜ߔޕ

࿑ 3.1.4-2 ╙৻ᦼࡔࡦࡃࠗࠬ࠻

3.2 ࡔ࠶ࠫߩᵴ↪
 ቢᚑߒߚࡔ࠶ࠫ߇ޔᄙߊߩ᳃ߩ⋡ߦ⸅ࠇ߽ߢੱ৻ޔᄙߊߩੱߦේሶജߦ⥝߿㑐ᔃࠍᜬ
ߞߡ߽ࠄ߃ࠆࠃ߁ߦޔᵴ↪ᣇᴺߦߟߡ߽ᬌ⸛ߒߚޕᵴ↪ᣇᴺߪࡔࡦࡃ⥄り߇ਥ⊛ߦታᣉߢ
߈ࠆࠃ߁ߥᣇᴺࠍᬌ⸛ߒޔᣉ⸳ߥߤߦᚑߒߚࡔ࠶ࠫߩᄢဳࡄࡀ࡞߿ࡐࠬ࠲ࠍឝ␜ߔ
ࠆࡄࡀ࡞ዷᒻᑼࠍਛᔃߦታน⢻ߥ߽ߩ߆ࠄขࠅ⚵ࠎߢ߈ߚ࠻ࡦࡌࠗߩߤߥࠅ⑂߅ޕ㐿ᤨߦ߅
ߌࠆࡄࡀ࡞ዷ␜ߢߪߩࠫ࠶ࡔޔౝኈࠍ৻ㇱ⋓ࠅㄟࠎߛࠣ࠶࠭ࠍᚑߒᵴ↪ߒߚࠅ࠶ࡔޔ
ࠫࠍߞߚࠥࡓᄢળߥߤ߽ታᣉߒߚࠅߒߡ߈ߚޕ
ߐࠄߦࠢࠬޔቶߢߪߦߢ߹ࠇߎޔᚑߒߚ✢ߦ㑐ߔࠆࡔ࠶ࠫࠍⓍᭂ⊛ߦ᳃ߣߩኻ
߿ዊਛቇᩞߢߩᒛᬺ╬ߩᯏળߦᵴ↪ߒߡࠆޔߚ߹ޕේሶജᯏ᭴ߦቇߦ⸰ࠇߚᣇߩ߳ޘ
⾰⇼ᔕ╵↪ߣߒߡ㈩Ꮣߔࠆࠤ߽ࠬᄙߊߥߞߡࠆޕ
3.2.1 ࡔ࠶ࠫࠍᵴ↪ߔࠆߚߩࠣ࠶࠭ᚑ
 ޟ✢ߩၮ␆⍮⼂ࡔߩဳ࠻࠶ࡈߤߥޠ
࠶ࠫࠍᚑߒߚ߇⚻ߩߢ߹ࠇߎߩࡃࡦࡔޔ
㛎߆ࠄ࠻࠶ࡈࡦࡄ߿࠻࠶ࡈߥ߁ࠃߩߎޔ
㘃ߪ৻ޔᐲߚࠄ ઃߌࠄࠇߚࠅޔᝥߡࠄࠇߚࠅ
ߔࠆน⢻ᕈ߇ࠆߩߢߪߥ߆㧫ߣ ᔨߔࠆᗧ
߇ߞߚ࡞ࡀࡄޔߢߎߘޕዷߥߤߦෳടߒߚੱߚ
ߜ߇ኈᤃߦᜬߜ߆߃ࠇߩߘޔᓟ߽⋡ߦ⸅ࠇࠆᯏળ
ࠍࠈ߁ߣޔᚑߒߚࡔ࠶ࠫߩ৻ㇱࠍ⋓ࠅㄟ
ࠎߛࠣ࠶࠭ࠍᬌ⸛ߒߚޕ

࿑ 3.2.1-1 ࠢࠕࡎ࡞࠳

ࡔࡦࡃ߆ࠄឭ᩺ߐࠇߚࡔ࠶ࠫࠍᵴ↪ߔ
ࠆߚߩࠣ࠶࠭ߩᄙߊߪޔሶଏߚߜ߇✢߿ේሶജߦߟߡ߿ߐߒߊ㧔ኈᤃߦ㧕ቇߴࠆࠃ߁ߥ
߽ߩ߿ᣣᏱ↢ᵴߩਛߢᵴ↪ߢ߈ࠆᢥౕຠᣣ↪㔀⽻ຠߥߤߢߞߚߩࠄࠇߎޕឭ᩺ࠍෳ⠨ߦޔ
ࠢޟ
ࠕࡎ࡞࠳ޠ
ޔ
ޠࠊߜ߁ޟ
ޔ
ࠍޠࡖࠫࡔޟᚑߒߚߡߒߣࠫ࠶ࡔޔߚ߹ޕᚑߒߚޠߚࠆ߆ޟ
߽ߘߩ৻ߟߣߒߡᵴ↪ߒߡࠆޕ࿑ 3.2.1-1 ߦࠢࠕࡎ࡞࠳ࠍ␜ߔޕ
ߎࠇࠄߩ߁ߜᦼޔߪࡖࠫࡔ߿ࠊߜ߁ޔ㑆㒢ቯߩࠗࡌࡦ࠻ߢ㈩Ꮣߔࠆߚߩ࠻ࡦࡌࠗޔ㐿ⷙ
ᮨߦᔕߓߚᢙ㊂ߦ㒢ቯߒߚޔߚ߹ޕౝኈߪࠗࡌࡦ࠻ෳട⠪ߩ࠾࠭ߦࠊߖߡޔᄙߊߩᖱႎࠍ
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ㄟ߹ߕޔ࿕ߊ㔍ߒࠗࡔࠫࠍਈ߃ߥࠃ߁ߦᎿᄦߒߚ࠻ࡦࡌࠗߪߚࠆ߆߿࠳࡞ࡎࠕࠢޕ
ߛߌߢߥߊޔᯏ᭴߇ᚲߔࠆዷ␜㙚ߩ᧪㙚⠪╬ߦ㈩ᏓߔࠆߥߤቯᏱ⊛ߦᵴ↪ߒߡࠆޕ
3.2.2 ࡄࡀ࡞ዷߩታᣉ
ቢᚑߒߚࡔ࠶ࠫࠍࠃࠅᄙߊߩੱߦߡ߽ࠄߦࠫ࠶ࡔޔኻߔࠆ⹏ଔ߿ᔕࠍᛠីߔࠆ
ߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ ࠫ࠶ࡔޔWG ߩᵴേߩὐߣߥߞߡࠆࠦ࠶࠹ࠖࠍߪߓޔ᭽ߥޘ႐ᚲ
ߢࡄࡀ࡞ዷࠍ㐿ߒߡ߈ߚޕ
 Ᏹ⸳ዷ␜ߢߪޔනߦࡔ࠶ࠫࠍዷ␜ߒߡ߅ߊ႐ว߽ࠇ߫ޔ᩺ౝ⠪ࠍ⟎ߡࡔ࠶ࠫߩౝ
ኈߦߟߡ⺑ߒߚࠅࠍ࠻ࠤࡦࠕޔታᣉߒߚࠅߔ
ࠆߎߣ߽ߞߚޕၞߩࠗࡌࡦ࠻߿᧲ᶏౝߩዊਛ
ቇᩞߦ߅ߌࠆࡄࡀ࡞ዷߥߤߩᏱ⸳ዷ␜એᄖߢߪޔෳ
ട⠪߇ౝኈߦ㑐ߔࠆࠢࠗ࠭ߦෳടߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆ
ߥߤ⥝ߦࠫ࠶ࡔޔ㑐ᔃ߇ḝߊࠃ߁Ꮏᄦߒߚޕ
߹ߚ᧲ޔᶏౝߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲߿ዊਛቇᩞ
ߢߩࡄࡀ࡞ዷࠍታᣉߔࠆ㓙ߦߪޔฃࠇߣߩ೨
ߩᛂߜวࠊߖߦࡔࡦࡃ߽Ⓧᭂ⊛ߦෳടߒ߹ࠇߎޔ
ߢߩᵴേ߿ᚑߒߚࡔ࠶ࠫࠍ⥄ࠄࠕࡇ࡞ߒߡ
߈ߚޕ࿑ 3.2.2-1 ߦࠦ࠶࠹ࠖߦ߅ߌࠆࡄࡀ࡞ዷߩ
᭽ሶࠍ ޔ3.2.2-1 ߦߎࠇ߹ߢߦታᣉߒߚࡄࡀ࡞ዷ
ߩታ❣ࠍ␜ߔޕ

㪄㩷㪈㪉㩷㪄㩷
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 3.2.2-1 ߎࠇ߹ߢߦታᣉߒߚࡄࡀ࡞ዷ
ડ↹ฬ

႐ޓᚲ
ࠦ࠶࠹ࠖ
᧲ᶏਛᄩ᳃㙚
ᣉ⸳╬ߦ߅ߌࠆᏱ⸳ዷ␜
᧲ᶏᓎ႐
᧲ᶏ┙࿑ᦠ㙚
ᄢᵞࠊߊࠊߊ⑼ቇ㙚
⍹ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲
⥱⍹Ꮉࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲
᧲ᶏౝࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲ߦ ᧻ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲
߅ߌࠆࡄࡀ࡞ዷ
⊕ᣇࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲
ਛਣࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲
⌀ፒࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲
ડ↹ฬ

᧲ᶏౝዊਛቇᩞߦ߅ߌࠆ
ࡄࡀ࡞ዷ

႐ޓᚲ
ᾖᴧዊቇᩞ
⍹ዊቇᩞ
⊕ᣇዊቇᩞ
᧻ዊቇᩞ
⥱⍹Ꮉዊቇᩞ
ਛਣዊቇᩞ
᧲ᶏਛቇᩞ
᧲ᶏධਛቇᩞ

᧲ᶏ߹ߟࠅ

ࠦ࠶࠹ࠖ

߰ࠇ߹ߟࠅ

᧲ᶏ✚วࡦ࠲⚷ޓ

ᦼޓ㑆
㨪
㨪
㨪
㨪
㨪㓐ᤨ㧔⛮⛯ਛ㧕
㨪
㨪
㨪
㨪
㨪
ታᣉᣣ


















ෳടੱᢙ


















ޓ㧖ෳടੱᢙߪޔᢙޕ

3.2.3 ࡎࡓࡍࠫߩ㐿
 ࡔ࠶ࠫ㨃㧳ߩᵴേ߿ࡔ࠶ࠫࠍᐢ▸࿐
ߦ⍮ߐߖࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦࠫ࠶ࡔޔ㨃㧳⁛
⥄ߩࡎࡓࡍࠫࠍ㐿⸳ߒ㐿ߒߚޕᚑߒߚ
ࡔ࠶ࠫࠍߪߓߩߢ߹ࠇߎޔᵴേ⁁ᴫ߿ᚑ
ᨐߥߤ߽⚫ߒߡࠆޕ
ᒰೋߪࠍ࠷ࡦ࠹ࡦࠦߦߣߏᦼ৻ޔಽߌޔᵴേ
ਛߩࡔࡦࡃߩࠦࡦ࠹ࡦ࠷߇࠻࠶ࡊࡍࠫߦߥ
ࠆࠃ߁ߦ᭴ᚑߒߡߚߣߎࠆߔ߁ߘޔߒ߆ߒޕ
ߢ╙ޔੑᦼߩࡔࡦࡃ߇ᵴേਛߦߪޔᵴേ߇⚳
ੌߒߡࠆ╙৻ᦼ߇ᚑߒߚࡔ࠶ࠫ߳ߩࠕ
ࠢࠬ߇ᖡߊޔኈᤃߦ㑛ⷩߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥߊ

࿑ 3.2.3-1 ࡎࡓࡍࠫߩ࠻࠶ࡊࡍࠫ

ߥߞߚޔߒ⋥ࠍ࠷ࡦ࠹ࡦࠦޔߚߩߘޕ㊀ⶄ
ߒߡࠆࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߪ⛔วߒޔ
ᚑߒߚߔߴߡߩࡔ࠶ࠫߦࠕࠢࠬߒ߿ߔࠃ߁ߦᡷ⦟ߒߚޕ
߹ߚߡߒ࠼ࡠࡦ࠙࠳߽ߢ⺕ޔߪࠫ࠶ࡔޔᵴ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߡࠆޕ࿑ 3.2.3-1 ߦߩ
ࡔ࠶ࠫ㨃㧳ߩࡎࡓࡍࠫߩ࠻࠶ࡊࡍࠫࠍ␜ߔޕ
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3.2.4 ߆ࠆߚᄢળ
 ޟ᳃⊒ ේሶജࠈߪ߆ࠆߚ߇ޠቢᚑߒޟࠄ߆ࡃࡦࡔޔታ㓙ߦሶଏ㆐ߩᔕࠍᬌ⸽ߒߚޠ
ߣ߁ឭ᩺߇ߐࠇߚޔߢߎߘޕታᣉᣇᴺࠍᬌ⸛ߒޔฦዊቇᩞߦ૬⸳ߐࠇߚ᳃㑆ㆇ༡ߩቇ┬ࠢ
ࡉࠍ⸰ߒߚࠆ߆ޔᄢળࠍታᣉߔࠆߎߣߦߥߞߚޕታᣉߦߚߞߡߪ₸߇ࡃࡦࡔߩᦼ৻╙ޔవ
ߒߡቇ┬ࠢࡉ߳߈߆ߌޔߦޘᜰዉຬߣ⋧⺣ߒ
ߥ߇ࠄ᧲ޔᶏౝߩቇ┬ࠢࡉ 5 ࡩᚲߦ߅ߡ㐿
ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕᒰᣣߪޔᄢ್ߩ߆ࠆߚ㧔⛗ᧅߩ
ߺ㧕ࠍḰߒߡޔቇ┬ࠢࡉߩᜰዉຬߦ߽දജࠍ
ߚߛ߈ߥ߇ࠄޔቇᐕߏߣߦಽߌࠆߥߤߒߡ 1 ࡩᚲ
ߚࠅ㧞㨪3 ࿁ታᣉߒߚޕਛߦߪޔሶߤ߽㆐߇₸వߒ
ߡ⺒ߺᧅࠍ⺒ߎߣ߽ߞߚ߇ߪߦᧅߺ⺒ޔሶଏ㆐
߇ೋߡ⡊ߦߔࠆ⸒⪲߽ᄙߊ߹ࠇߡ߅ࠅ ޔߦ
⺒ᆫ߇ฃߌࠄࠇߚߡߌߟࠍᧅ⛗ޔߚ߹ޕ༑߱
ᆫߥߤޔᭉߒࠎߢࠆ᭽ሶ߽ฃߌࠄࠇߚޕ࿑

࿑ 3.2.4-1 ߆ࠆߚᄢળߩ᭽ሶ

3.2.4-1 ߦ߆ࠆߚᄢળߩ᭽ሶࠍ␜ߔޕ
3.2.5 ࡏ࠼ࠥࡓᄢળ
 ⹜ߩޠࡓࠥࡦ࠙ࠆߊࠆߊޟ ߇ቢᚑߒߚߩߪ╙ޔੑᦼߩࡔࡦࡃߩᵴേᦼ㑆߇⚳ੌߔࠆ
⋥೨ߛߞߚߎߣ߽ࠅ߇ࡃࡦࡔޔⓍᭂ⊛ߦ㑐ਈߒߚࡏ࠼ࠥࡓᄢળߪታᣉߢ߈ߥ߆ߞߚߘޕ
ߩߚޔේሶജᯏ᭴߇ਥ⊛ߦࠅࠃޔᄙߊߩሶଏߚߜߦࠥࡓߦ⸅ࠇࠆᯏળࠍࠆࠃ߁ദߡ߈
ߚᦨޕೋߩᯏળߣߥߞߚߩߪޔᣣᧄේሶജቇળߩ㑐᧲↲ᡰㇱ߇ਥߔࠆࠝࡊࡦࠬࠢ࡞ߢ
ߞߚޕᣣᧄේሶജቇળߦዻߔࠆ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪߇㓸߹ࠆ㨅㧳㧺ߩࡔࡦࡃ߽ߦ⥄⁛ޔⅣႺ߿ࠛࡀ࡞ࠡ
ߦ㑐ߔࠆࡏ࠼ࠥࡓࠍᚑߒߡ߅ࠅߦ࡞ࠢࠬࡦࡊࠝޔෳടߒߡߚߎߣ߇߈ߞ߆ߌߣߥ
ࠅࠫ࠶ࡔޔ㨃㧳߇ᚑߒߚࡏ࠼ࠥࡓ߽ޔ
Ფᐕෳടߩ⺃ࠍߚߛߌࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ
߹ߚޔ
ߎߩࠝࡊࡦࠬࠢ࡞ߩෳടࠍ߈ߞ߆ߌߦ᧲ޔᶏ
߹ߟࠅߢ߽ࡏ࠼ࠥࡓᄢળࠍታᣉߒߚޕ
 ࠥࡓߪߩઁޔෳട⠪ߦ߽ߤߩࠃ߁ߥࠞ࠼ࠍ
ᒁߚ߆ࠊ߆ࠆࠃ߁ߦჿࠍߒߡࠞ࠼ࠍ⺒߹ߖ
ߚࠅߩࡓࠥޔㅜਛߢᚢߔࠆࠢࠗ࠭ߦߪࡅࡦ࠻
ࠍਈ߃ߚࠅᧂޔዞቇఽߪⷫߣ৻✜ߦࠥࡓߦෳട
ߒߡ߽ࠄߞߚࠅߔࠆߥߤߒߥ߇ࠄߌߛࠆ߈ߢޔ㔍
ߒౝኈߢ߽ᭉߒߊࠥࡓ߇ߢ߈ࠆࠃ߁Ꮏᄦߒߥ

࿑ 3.2.5-1 ࡏ࠼ࠥࡓᄢળߩ᭽ሶ

߇ࠄㅴߚޕෳടߒߚሶߤ߽㆐ߪޔౝኈߪ㔍ߒߥ߇ࠄ߽ࡏ࠼ࠥࡓࠍᭉߒߺߥ߇ࠄޔᩭΆᢱ
ࠨࠗࠢ࡞ߦ⸅ࠇߡߚޕ࿑ 3.2.5-1 ߦࡏ࠼ࠥࡓᄢળߩ᭽ሶࠍ␜ߔޕ
3.2.6 ᳃ࡔࡦࡃߩ⥄ਥ⊛ߥࡔ࠶ࠫᵴ↪
 ⨲ߩᩮ⊛ߥࡔ࠶ࠫߩᵴ↪ߣߒߡߪޔ᳃ࡔࡦࡃ⥄り߇ኅᣖ߿ੱߥߤりㄭߥሽߦኻߒ
ߡ⋥ޔធࡔ࠶ࠫ㨃㧳ߩᵴേࠍㅢߒߡᓧߚߎߣߥߤࠍ⺑ߔࠆߎߣ߽ߞߚޕ
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ᵴേࠍ㐿ᆎߒߚᒰೋߪޔⓍᭂ⊛ߥᵴ↪ߪ߹ࠅࠄࠇߥ߆ߞߚ ⚂ޔߒ߆ߒޕ1 ᐕ⚻ㆊߒࠢޔ
ࠕࡎ࡞࠳߇ቢᚑߒߚ㗃߆ࠄޔᓢߦޘㅴࠎߢࡔ࠶ࠫࠍᵴ↪ߒࠃ߁ߣߔࠆᆫ߇ฃߌࠄࠇߚޕ
╙৻ᦼߩࡔࡦࡃߪޔห⓹ળ߿⿰ߩࠨࠢ࡞ޔߩળวߩᯏળࠍ↪ߒߡᧄޔᵴേࠍ⚫ߒ
ࠢࠕࡎ࡞࠳ࠍ㈩Ꮣߒߚ╙ޕੑᦼߢߪޔ߇ࡃࡦࡔߩߤࠎߣ߶ޔ⍴ᤨ㑆ߢߪࠆ߇ޔኅᣖߣ
ߩ㘩߿࿅ᰬߩᤨ㑆ࠍߞߡޔળวߩ᭽ሶߦߟߡ⚫ߒߡߚޕ
3.2.7 ኾ㐷ኅߣߩኻߣቇળ⊒
 ࡔࡦࡃߩᗧ߇ࡔ࠶ࠫߣ߁ᒻߢౕൻߒ࡞ࡀࡄޔዷࠍㅢߒߡᄙߊߩ᳃߆ࠄࡔ࠶
ࠫߦኻߔࠆᗧࠍᓧࠆߎߣߦࠃߞߡޔ
ࡔࡦࡃߪᓢߦࠫ࠶ࡔߦޘኻߔࠆᗲ⌕ࠍᷓߡߞߚޕ
ߐࠄߦޔㄝߩ᳃ߛߌߢߪߥߊ߽ߞߣࡔ࠶ࠫࠍᐢߡ߈ߚޔኾ㐷ኅߩᗧ߽⡞߈ߚ
ߣ߁᳇ᜬߜ߇↢߹ࠇߡ߈ߚޔߢߎߘޕኾ㐷ኅߦ⋥ធޔ᳃ߩⷞὐࠍવ߃ޔኾ㐷ኅߩᗧࠍ⡞ߊ
ߚߦ⥄ࡃࡦࡔޔり߇ቇⴚቇળߦෳടߒ⊒ߔࠆߎߣߦߥߞߚޕෳടߒߚቇⴚቇળߪޔએਅߩ
2 ઙߢ߇ࡃࡦࡔߩᦼ৻╙߽ࠄߜߤޔෳടߒߚޕઃ㍳ 6㨪7 ߦቇળ⊒ߦ↪ߒߚ⾗ᢱࠍ␜ߔ╙ޕ
ੑᦼߦߟߡߪޔㆬቯߒߚ࠹ࡑ߇ᄢ߈ߊޔᵴേᦼ㑆ਛߦ⹜ ߹ߢߒ߆ቢᚑߢ߈ߥ߆ߞߚߎߣ
߽ࠅޔቇⴚቇળ߳ߩෳടߦߪ⥋ߞߡߥޕ

ޟ᳃ਥዉߦࠃࠆࠬࠢࡔ࠶ࠫᚑ߳ߩขࠅ⚵ߺޠ㧞㧕
㧔ᣣᧄේሶജቇળ 2005 ᐕ⑺ߩᄢળޔ2005 ᐕ 9 ޔญ㗡⊒㧕

ޟ᳃ߩⷞὐ߆ࠄߚⅣႺ⋙ⷞ㨪ߥߗߡߒ߁ߤޔߗߥޔᔃߢ߈ߥߩ㧫㨪ޠ
㧔ᣣᧄஜ‛ℂቇળ╙ 40 ࿁⎇ⓥ⊒ળޔ2006 ᐕ 6 ⊒࠲ࠬࡐޔ㧕
 ⊒߹ߢߩḰߪޔቯᦼળวߩᤨ㑆ࠍ↪ߒߡ⼏⺰ߒߥ߇ࠄ⾗⊒ޔᢱࠍᚑߒߚࠅࡂޔ
ࠨ࡞ࠍߒߚࠅߒߡㅴߡߞߚޔߦ․ޕᣣᧄஜ‛ℂቇળߢߪޔኾ㐷ኅߦࠃࠅㄭ⟎ߢ⥄ಽߚ
ߜߩਥᒛࠍ⺑ߒߦ⋥ޔኾ㐷ኅߩᗧ߿ᗵᗐࠍ⡞߈ߚߣࡐࠬ࠲⊒ࠍㆬᛯߒߚޕᒰᣣߪ⊒ޔ
ߩᤨ㑆ߪ߽ߜࠈࠎᤨߩ⊒ޔ㑆߇⚳ࠊߞߚߣߦ߽ߪࡃࡦࡔޔᄙߊߩኾ㐷ኅߣ⸅ࠇᗧ
឵ߒߡߚޕኾ㐷ኅ߆ࠄߚߛߚᗧ߿⾰ߩ৻ㇱࠍએਅߦ␜ߔޕ
 ኾ㐷ኅߪኾ㐷ߩ⍮⼂⸒⪲ߢ⺑ߔࠆ߇ߦ߁ࠃߩߎޔ᳃ߩⷞὐߢߩ⺑ߪೋߡߢ⾆ޔ㊀
ߥᗧࠍឭ᩺ߒߡߊࠇࠆߩߪ㕖Ᏹߦᗧ⟵ߢࠆޕ
ࡔࡦࡃ߇ᬺ⠪ߣදߢࡔ࠶ࠫࠍᚑߔࠆߎߣߦኻߒߡޔᬺ⠪ߦ⢋ࠇߒߡࠆߣ
ߩᛕ್ߪߥ߆㧫
ോዪߢࠆ߰ࠇࡀ࠶࠻ળ߇ਛ┙ߩ┙႐ߢߥߊߡ߽⦟ߩߢߪߥ߆㧫
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㧠㧚ࡔ࠶ࠫߩ⹏ଔߣലᨐ
4.1 ࡔ࠶ࠫߩ⹏ଔ
4.1.1 ࡔ࠶ࠫޟ✢ߩၮ␆⍮⼂⹏ߩޠଔ
(1)᧲ᶏ᳃ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ
Ԙ ਥߦࡔࡦࡃߩ⍮ੱࠍኻ⽎ߦߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ
 ৻ߟ⋡ߩޟ✢ߩၮ␆⍮⼂ߦޠ㑐ߔࠆࡔ࠶ࠫቢᚑᓟࠫ࠶ࡔޔ㨃㧳ߩᵴേߩὐߢ
ࠆࠦ࠶࠹ࠖߦ߅ߡࡄࡀ࡞ዷࠍ㐿ߒߚ࡞ࡀࡄߩߎޕዷߪޔቢᚑߒߚࡔ࠶ࠫ߇ߤߩ⒟ᐲ
ၞ᳃ߦฃߌࠇࠄࠇࠆ߆ࠍᛠីߔࠆߚߦታᣉߒޔᚑߦ៤ࠊߞߚࡔࡦࡃߩኅᣖ߿ੱߥߤ
ࠍਛᔃߦ᧪႐⠪ 109 ฬ߆ࠄ࿁╵ࠍᓧߚޕᚑ⠪ߩㄭߒੱߦࠕࡦࠤ࠻ࠍታᣉߒߡࠆߎߣ߽
ࠅޔߨࠃ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚޕએਅߦ⚿࠻ࠤࡦࠕޔᨐߩ৻ㇱࠍ⚫ߔࠆޕ
1)ߎࠇ߹ߢߩᐢႎ⚛᧚ߣߩᲧセ
 ߎࠇ߹ߢߩᬺ⠪߇ᚑߒߚࡄࡦࡈ࠶࠻ߥߤߩᐢႎ⚛᧚ߣᲧセߒߡࠫ࠶ࡔޔ㨃㧳߇ᚑ
ߒߚࡔ࠶ࠫ߇ޔᄌࠊߞߚ߆ߤ߁߆ࠍ⺞ߴߚ⚿ߩߘޕᨐ ⚂ޔ4 ഀߩੱ߇ޟᄌࠊߞߚߣޠ࿁╵ߒ
ߚߩߘޔߦࠄߐޕℂ↱ߦߟߡߪޔ࿑ 4.1.1-1 ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔ
ⷫޟㄭᗵ߇ࠊߚ߇ੱࠆ߃╵ߣޠᄙ
߆ߞߚޕᢥ┨߿ࠗࠬ࠻ߩ㊂ߩ࠲ࠢࡖࠠޔ↪ోޔ⊛ߥ㈩⦡╬ߦߟߡ߽ޔߨ⦟ᅢߥ⚿
ᨐ߇ᓧࠄࠇߚޔߒߛߚޕኅᣖ߿ੱߥߤᚑ⠪ߦㄭߒੱ㆐ࠍਥߥኻ⽎ߦࠕࡦࠤ࠻ࠍታᣉߒߡ
ࠆߎߣ߿ޔᚑ⠪߇ࡔ࠶ࠫߩਛߦࠗࠬ࠻߿౮⌀ߢ⊓႐ߒߡࠆߎߣߦࠃߞߡࠬࠕࠗࡃޔ
߇߆߆ߞߡࠆߎߣࠍ⠨ᘦߒߡ߅߆ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
㪇䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㪈㪇䇭䇭㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㪉㪇䇭䇭㩷䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㪊㪇䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭㪋㪇
䋨ੱ䋩

ⷞὐ䉇⥝䈏⥄ಽ䈱ᗵⷡ䈫ว䈦䈩䈇䉎
ⷞὐ䉇⥝䈏⥄ಽ䈱ᗵⷡ䈫ว䈦䈩䈇䈭䈇
ⷫㄭᗵ䈏䉒䈇䈢
ⷫㄭᗵ䈏䉒䈎䈭䈇
ᣂ㞲䈘䉕ᗵ䈛䈢
․䈮ᣂ㞲䈘䉕ᗵ䈛䈢䈭䈦䈢
㆑䈇䈏ಽ䈎䉌䈭䈇
䈖䉏䉁䈪ේሶജ䈱䍨䍽䍻䍪䍸䍍䍢䉇䍨䍽䍦䍷䉕
䈢䈖䈫䈏䈭䈇
ਇᔟᗵ䈏䈅䉎

࿁╵⠪䋺㪋㪌ੱ

ή࿁╵

࿑ 4.1.1-1 ߎࠇ߹ߢߩࡄࡦࡈ࠶࠻ߣᄌࠊߞߚὐ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕

㪄㩷㪈㪍㩷㪄㩷

JAEA-Review 2010-026

2)✢ߦኻߔࠆ⇼⸃ᶖ߳ߩᚻഥߌ
 ߚ⋡ߩශ⽎ߛߌߢߥߊౝኈߦߟߡ߽⾰ߒߚޕ࿑ 4.1.1-2 ߦ␜ߔࠃ߁ߦ⚂㧣ഀߩੱ߇⇼ޟ
ߦᕁߞߡߚ߿⍮ࠄߥ߆ߞߚߎߣ߇ಽ߆

ౝኈ߇ℂ⸃
ߢ߈ߥ߆ߞߚ
㧑

ߞߚߣޠ࿁╵ߒߚ⸥↱⥄ޕㅀᰣߦߪޔਥߦࠨ
࠷ࡑࠗࡕ߿㊁⩿ߦ߹ࠇࠆࠞ࠙ࡓߦߟߡ

⥝߇ߥ߆ߞߚ
㧑

ή࿁╵
㧑

ߥߤ㘩ߴ‛ߩ⢻ߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀ߇ᄙߊޔ㘩
ߴ‛ߦ߽⢻߇߹ࠇߡࠆߎߣࠍೋߡ
⍮ࠆੱ߽ᄙ߆ߞߚޕ

ߔߢߦ⍮ߞߡࠆ
ౝኈߛߞߚ
㧑

߹ߚ⚿ߩߎޔᨐߪޔߦࠫ࠶ࡔߩޘኻ
ߔࠆ㑐ᔃࠍ߁⾰ߢ߽ࠇߡ߅ࠅޔ࿑

⇼ߦᕁߞߡߚ߿
⍮ࠄߥ߆ߞߚ߇ಽ߆ߞߚ
㧑

4.1.1-3 ߦ␜ߔࠃ߁ߦࠄ߆⨲ࠎࠇ߁߶ޟ✢
߇ߡࠆߩ㧫᧲ޟ߿ޠᶏ↥ࠨ࠷ࡑࠗࡕߩ
⢻᷹ቯ㛎ߦޠኻߔࠆ㑐ᔃ߇㜞߆ߞߚޕ

࿁╵⠪㧦 ੱ

࿑ 4.1.1-2 ࡔ࠶ࠫߩౝኈߦߟߡ
㪇

㪈㪇

㪉㪇

㪊㪇

㪋㪇

㪌㪇
䋨ੱ䋩

᳃⊒䇭৻✜䈮ቇ䈿䈉ේሶജ
✢䈦䈩䇮䈬䈉䉇䈦䈩䉎䈱䋿
✢䈏䈱ਛ䉕ㅢ䉎䈫䈬䈉䈭䉎䈱䋿
✢ⵍ䈳䈒䉕䈜䉎䈫ੱ䈱䈲䈬䈉䈭䉎䈱䋿
り䈱䉁䉒䉍䈱✢䈦䈩䈬䉏䈒䉌䈇䈅䉎䈱䋿
⑳䈢䈤䈏৻ᐕ㑆䈮ฃ䈔䉎✢䈱㊂
䈾䈉䉏䉖⨲䈎䉌✢䈏䈩䈇䉎䈱䋿
᧲ᶏ↥䉰䉿䊙䉟䊝䈱⢻᷹ቯ㛎
䉣䉾䋣⑳䈢䈤䈱䈱ਛ䈮䉅✢䈏䈅䉎䈱䋿
ή࿁╵

࿁╵⠪䋺㪈㪇㪐ੱ

࿑ 4.1.1-3 㑐ᔃߩࠆࡔ࠶ࠫ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
ԙ᧲ᶏౝߦ߅ߌࠆฦ⒳ࡄࡀ࡞ዷߢߩࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ
 ᧲ᶏౝߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲ࠍߪߓᣉ⸳߿ࠗࡌࡦ࠻ߦ߅ߡ߽ޔ✢ߩၮ␆⍮⼂
ߦ㑐ߔࠆࡔ࠶ࠫࠍዷ␜ߒߡ߈ߚߩߘޕ㓙ޔ႐วߦࠃߞߡߪ⺑ຬࠍ㈩⟎ߒ᧪ߦࠍ࡞ࡀࡄޔ
ߚੱߦᗧࠍુߞߚޕ
․ߦ᧲ޔᶏ⥱⍹Ꮉࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲ߢߪ᧲ޔᶏஜࡦ࠲ߩੌ⸃ࠍᓧߡޔ᳃ᬌ⸻
ߦࠊߖߡࡄࡀ࡞ዷࠍ㐿ߒߚߎߣ߽ࠅࡦࠥ࠻ࡦޔᓇࠍฃߌߚ᳃߆ࠄ✢ߩੱ߳ߩ
ᓇ㗀ߦߟߡߩ⾰߇ᄙߊነߖࠄࠇߚޕ
⾰ߦኻߒߡߪޔ
ዷ␜ߒߚࡄࡀ࡞ࠍ↪ߡ⺑ߔࠆߥߤޔ

㪄㩷㪈㪎㩷㪄㩷
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ࡔ࠶ࠫࠍᵴ↪ߒߡኻᔕߒߚޕ
ઁߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡦ࠲ߦ߅ߡ⺑ຬࠍ㈩⟎ߒߥ႐วߪޔ
ᗧ↪⚕ࠍḰߒޔ㑛ⷩ⠪ߩᗧ߿ᗵᗐࠍ㓸ࠃ߁ߣ⹜ߺߚ߇ޔᄙߊߩᗧࠍ㓸ߔࠆߎߣߪߢ
߈ߥ߆ߞߚޕએਅߦᓧࠄࠇߚᗧߩⷐࠍ␜ߔޕ
 ࡔ࠶ࠫߪಽ߆ࠅ߿ߔߊߡߣߡ߽ീᒝߦߥߞߚ
 㘩ߴ‛߿ߩਛߦ⢻߇߹ࠇߡࠆߎߣࠍೋߡ⍮ߞߚ
 ࡦ࠻ࠥࡦ߿ක≮㧔ᬌᩏ㧕ߢฃߌࠆ✢ߦࠃࠆੱ߳ߩᓇ㗀ߦኻߔࠆਇ
 JCO ᤨߩ㛎⺣
 ࡔ࠶ࠫ㨃㧳ߩᵴേߦ㑐ߔࠆ⾰㧔᧲ᶏߣߩ㑐ଥޔᵴേߩትવᣇᴺ╬㧕
(2)ේሶജᣉ⸳┙⋵ࠍኻ⽎ߣߒߚࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠍᵴ↪ߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ
 (1)ߦㅀߴߚ᧲ᶏ᳃ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍోߦࠄߐޔ࿖ࡌ࡞ߦᐢߍࠆߚߦޔේሶ
ജ⊒㔚ᚲ߇┙ߔࠆ 13 ߩㇺᐭ⋵ߩ⚂ 1,000 ฬࠍኻ⽎ߦޔ✢ߩၮ␆⍮⼂ߦ㑐ߔࠆࡔ࠶
ࠫߦߟߡࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠍ↪ߒߡ⺞ᩏߒߚ㧟㧕ޕ
Ԙో࿖ߣ᧲ᶏ᳃ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐߩᲧセ
⺞ᩏߩ⚿ᨐޔ࿑ 4.1.1-4 ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔౝኈߩ㑐ᔃᐲߦߟߡߪ᧲ᶏߢታᣉߒߚ⺞ᩏߣᲧߴ
ߡ߶߷หߓࠃ߁ߥ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚ߇⧯ޔᐓߩᏅ⇣߽ߞߚ᧲ޔߪࠇߘޕᶏ↥ࠨ࠷ࡑࠗࡕߩ
⢻᷹ቯ㛎ߩࠃ߁ߥ᧲ᶏߣ߁ၞࠍ㒢ቯߒߚౝኈࠃࠅ߽ޔ✢ߩੱ߳ߩᓇ㗀ߦߟߡߥ
ߤ✢ߦ㑐ߔࠆ৻⥸⊛ߥౝኈߦ㑐ᔃ߇㜞ߎߣߢߞߚޕ
 ߹ߚߦࠍ⨲ࠎࠇ߁߶ޔ㘩ߴ‛ߦ߽⢻߇ࠆߎߣࠍ␜ߒߚౝኈߦߟߡޔ
ߤߥ⨲ࠎࠇ߁߶ޟ
ߩ㊁⩿߆ࠄߪޔ㨯㨯㨯ߣޠᢥᦠߦ⸥タߒߡࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕޔ
ߩઁޔߊߥߢߌߛ⨲ࠎࠇ߁߶ޟ㊁⩿
߆ࠄ߽✢ߪߡࠆߩ߆㧫⇼߁ߣޠ߇ᢙᄙߊነߖࠄࠇߚޕ

᳃⊒䇭৻✜䈮ቇ䈿䈉ේሶജ

㪊㪍㪅㪐

㪌㪅㪋

㪎㪅㪋

✢䈦䈩䈬䈉䉇䈦䈩䉎䈱䋿
✢䈏䈱ਛ䉕ㅢ䉎䈫䈬䈉䈭䉎䈱䋿

㪈㪋㪅㪏

✢ⵍ䈳䈒䈜䉎䈫ੱ䈱䈲䈬䈉䈭䉎䈱䋿䋯
り䈱䉁䉒䉍䈱✢䈦䈩䈬䉏䈒䉌䈇䈅䉎䈱䋿

㪈㪊㪅㪏

㪊㪌㪅㪊

㪊㪉㪅㪊

㪈㪏㪅㪎

㪊㪐㪅㪐

㪊㪎㪅㪇

㪈㪌㪅㪍

䈾䈉䉏䉖⨲䈎䉌✢䈏䈩䈇䉎䈱䋿

㪈㪐㪅㪈

㪋㪇㪅㪊

㪈㪈㪅㪏

䉒䈢䈚䈢䈤䈏৻ᐕ㑆䈮ฃ䈔䉎✢䈱㊂䈲䋿

㪊㪈㪅㪋

㪍㪅㪊

㪉㪌㪅㪐

㪈㪊㪅㪊

㪌㪅㪎

㪉㪏㪅㪇

㪈㪉㪅㪉

㪍㪅㪇

㪈㪋㪅㪉

㪌㪅㪍

㪈㪊㪅㪍

㪍㪅㪉

㪊㪈㪅㪊

㪊㪍㪅㪉

㪎㪅㪉

㪉㪏㪅㪊

᧲ᶏ↥䉰䉿䊙䉟䊝䈱⢻᷹ቯ㛎

㪈㪉㪅㪌

㪊㪋㪅㪐

㪉㪐㪅㪇

㪈㪍㪅㪍

㪍㪅㪐

䉣䉾䋣⑳䈢䈤䈱䈱ਛ䈮䉅⢻䈏䈅䉎䈱䋿

㪈㪈㪅㪌

㪊㪍㪅㪉

㪉㪏㪅㪎

㪈㪎㪅㪈

㪍㪅㪌

䌮䋽㪈㪇㪈㪊

㪇㩼

㪉㪇㩼

㪋㪇㩼

㪍㪇㩼

㪏㪇㩼

㪈㪇㪇㩼

䈫䈩䉅⥝䊶㑐ᔃ䈏䈅䉎䇭䇭䇭䇭㩷䉇䉇⥝䊶㑐ᔃ䈏䈅䉎䇭䇭䇭䇭䈬䈤䉌䈫䉅䈇䈋䈭䈇䇭䇭䇭䇭䈅䉁䉍⥝䊶㑐ᔃ䈏䈭䈇䇭䇭䇭䇭䉁䈦䈢䈒⥝䊶㑐ᔃ䈏䈭䈇

࿑ 4.1.1-4 ࡔ࠶ࠫߦኻߔࠆ㑐ᔃᐲ

㪄㩷㪈㪏㩷㪄㩷

JAEA-Review 2010-026

ԙࡔ࠶ࠫߩ⦟ὐߣᖡὐ
 ࡔ࠶ࠫߩ⦟ὐߣᖡὐ㧔ᡷༀߒߚᣇ߇ࠃߣᗵߓࠆὐ㧕ࠍ߁⸥ㅀᑼߩ⸳ߢߪޔ600
ઙએߩ࿁╵߇ᓧࠄࠇߚ⺞ᧄޕᩏߢᓧࠄࠇߚ⦟ὐߪ᧲ޔᶏ᳃߆ࠄᓧࠄࠇߚᗧߣ߅߅ߨห
᭽ߩ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚ⺞ᧄޔߦࠄߐޕᩏߢߪ᧲ޔᶏ᳃ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߢߪᓧࠄࠇߥ
߆ߞߚࠃ߁ߥ࿁╵㧔ᖡὐ㧕߽ᓧࠄࠇߚ⺞ᧄޕᩏߦࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ࠍᵴ↪ߒߡࠆߚࠦ࠰ࡄޔ
ࡦࠍ↪ߒߚⅣႺߢߩࡔ࠶ࠫ㑛ⷩߦኻߔࠆᗧ߽ߐࠇߚ߇ߒߣ࠻࠶ࡈޔߪߢߎߎޔ
ߡߩࡔ࠶ࠫߦኻߔࠆਥߥᗧߩߺࠍએਅߦ␜ߔޔߚ߹ޕᖡὐߣߒߡᓧࠄࠇߚ࿁╵ߦߟߡ
ߪޔᓟߩࡔ࠶ࠫᚑߩෳ⠨ߣߒߚޕ
⦟ޣὐޤ
 ࿑߿౮⌀߇ࠊࠇߡߡޕߔ߿ࠅ߆ࠊޔ
 ᢥ┨߇⍴ߊ߹ߣ߹ߞߡߡޕߔ߿ߺ⺒ޔ
 ⍮ࠄߥ߆ߞߚߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
 りㄭߥߎߣߢ⥝߇ࠊߚޕ
ޣᖡὐ㧔ᡷༀߒߚᣇ߇ࠃߣᗵߓࠆὐ㧕
ޤ
 㑐ᔃߩࠆੱߦኻߒߡߪޔᖱႎ߇⿷ࠅߥ㧔◲නߔ߉ࠆ㧕
ޕ
 ࠗࠬ࠻߇߰ࠆ߆ߒ㧔ࠗࠬ࠻ߩᓇ㗀ߢޔᖱႎ߽ฎශ⽎ࠍฃߌࠆ㧕
ޕ
 ⺞ߴߚߎߣߩ⚿ᨐࠍ␜ߒߡ᰼ߒ㧔⚿⺰߇ਇ⍎㧕
ޕ
4.1.2 ࠥࡓဳࡔ࠶ࠫߩ⹏ଔ
 ߆ࠆߚ߿ࡏ࠼ࠥࡓߥߤߩࠥࡓဳߩࡔ࠶ࠫߪࠍࡓࠥ߇ࡃࡦࡔޔᜬߜᏫࠅޔታ㓙ߦ
ኅᣖ߿ੱߣㆆࠎߛߢޔౝኈߩࠊ߆ࠅ߿ߔߐ߿ࠥࡓᕈߥߤߦߟߡ⺞ᩏߒߚ᧲ޔߚ߹ޕᶏ߹
ߟࠅߥߤߩࠗࡌࡦ࠻ᤨߦዷ␜ߒޔታ‛ࠍ␜ߒߥ߇ࠄ⥝ޟߪࠆ߆ޔㆆࠎߢߺߚ߆⾰ߩ╬ޠ
ߦߟߡ◲නߥࠗࡦ࠲ࡆࡘᒻᑼߩ⺞ᩏࠍߒߚޕ

ߘߩઁߩ㗀ߣߒߡߪ᧲ޔᶏߩᐢႎ߿ᣂ⡞᛬ㄟߺߩ࠲࠙ࡦߥߤߦឝタߐࠇࠆᯏળ߇ࠅޔ
ߘࠇࠍߚ᳃߆ࠄޟቊ߿ሶଏߣㆆࠎߢߺߚޕ
⊒ߩߣޠㅍࠍᏗᦸߔࠆวࠊߖ߇ᢙઙߞߚޕ
߹ߚ᧲ޔᶏౝߩࠆේሶജዷ␜㙚߆ࠄߩଐ㗬ࠍฃߌࡩ  ⚂ޔ㑆ߢޔዊቇ↢એਅߩሶଏߩࠆ
ኅᣖㅪࠇߦኻߒ  ࠍߚࠆ߆ޔㇱ㈩Ꮣߒߚޕ

ׅሉ 

(1)ኅᣖ߿⍮ੱࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ
ޟේሶജࠈߪ߆ࠆߚޔߪޠቢᚑᓟޔᚑߦ
㑐ਈߒߚ╙৻ᦼࡔࡦࡃ߮╙ੑᦼࡔࡦࡃ߇ޔ

ᩊƠƍ
 

ታ㓙ߦኅᣖ߿ੱߣㆆࠎߛߢ߿ߩ࠼ࠞޔ
ߔߐ߿ޔౝኈߩࠊ߆ࠅ߿ߔߐޔㆆࠎߛᗵᗐ࠺ޔ

ǘƔǓǍƢƍ
 

ࠩࠗࡦ╬ߦߟߡ⺞ᩏߒߚ╙ޕੑᦼߩࡔࡦࡃ

ƲƪǒƱǋ
ƍƑƳƍ


ߦߪޔᄢቇ↢߿రᢎຬ߇ߚߎߣ߆ࠄ⥄ޔಽߩ
ᚲዻߔࠆᄢቇߩ⎇ⓥቶ߿ᵹߩࠆዊቇᩞߦ߅

P  

ߡ߆ࠆߚᄢળߣࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍታᣉߔࠆߎ
ߣ߇ߢ߈ߚ⚿ߩߘޕᨐޔ࿁╵ࠍᓧߚ⚂ 70 ฬߩ

࿑ 4.1.2-1 ޟේሶജࠈߪ߆ࠆߚߩޠ

߁ߜޔᄢቇ↢ߣዊቇ↢ߢࠊߖߡ⚂ 9 ഀࠍභ
ߚޕ
ޟᭉߒߊㆆ߱ߎߣ߇ߢ߈ߚߣޠ࿁╵ߒߚੱߪ

㪄㩷㪈㪐㩷㪄㩷
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7 ഀࠍ߃ߚ߇ޔ
ޟౝኈߩࠊ߆ࠅ߿ߔߐޔߪߡߟߦޠ࿑ 4.1.2-1 ߦ␜ߔࠃ߁ߦޟ㔍ߒޠ
ޔ
ߜߤޟ
ࠄߣ߽߃ߥࠍੱߚ߃╵ߣޠวࠊߖࠆߣඨᢙࠍ߃ߚ⸥↱⥄ޕㅀᰣ߆ࠄߪޔ
߇⪲⸒ޟ㔍ߒޠ
ޔ
ޟౝኈ߇⺑⊛ㆊ߉ࠆޠ
ޔ
ޟኾ㐷⊛߇ᄙߊሶଏߦߪะ߆ߥߩߤߥޠᗧ߽ᓧࠄࠇߚ߇ޔ㈩⦡
߿ࠗࠬ࠻ߩශ⽎ߥߤ࠺ࠩࠗࡦߦߟߡߪ⦟ᅢߥ⹏ଔࠍᓧࠄࠇߚޕ
 ᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ㑐ߔࠆࡏ࠼ࠥࡓߦߟߡߪߡߒߣ⋚ࡓࠥޔᒻߦߥߞߡ߈ߚᲑ㓏ߢ╙ޔ
ੑᦼࡔࡦࡃ߇ኅᣖ߿ੱߣታ㓙ߦㆆ߱ߎߣߢࡓࠥޔᕈࠍ⏕ߒߚ ޕ4.1.2-1 ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔ
ࠕࡦࠤ࠻ߩ࿁╵ࠍᓧߚ⚂ 40 ฬߩ߁ߜᧂޔዞቇఽ߽ߪߡߒߣࡓࠥߊࠈߏߔޟᭉߒߊ߹ޔ
ߚ߿ߞߡߺߚ߁ߣޠ࿁╵߇ᄢඨࠍභߚޔߒ߆ߒޕ
ޟᖱႎ㊂ߪᄙߊ৻ޔᐲߢߪቇ߮߈ࠇߥޠ
ߥߤޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦኻߔࠆℂ⸃߿⥝ࠍᒁߊ߹ߢߦߪ⥋ࠄߥ߆ߞߚޔߚ߹ޕ
ޟ1 ࿁ߚࠅ⚂㧝
ᤨ㑆߽߆߆ࠆߩߪޔ㐳ߊޔ㘻߈ߡߒ߹߁߁ߣޠᗧ߽ᄙߊߺࠄࠇޔ1 ࿁ߚࠅ 30 ಽ⒟ᐲߢ⚳ࠊ
ࠆࠃ߁ߥᎿᄦࠍᬌ⸛ߒߚߩࡓࠥ߿ࡦࠗࠩ࠺ߩ⋚ࡓࠥޔ߽ߦઁߩߘޕㅴᣇߥߤߦߟߡޔᓧ
ࠄࠇߚᗧࠍ߽ߣߦࠍࡓࠥߦ࠭ࡓࠬࠅࠃޔㅴࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ᡷ⦟ࠍട߃⹜ޔ ࠍቢ
ᚑߐߖߚޕ

 4.1.2-1 ޟᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ㑐ߔࠆࡏ࠼ࠥࡓ⚿࠻ࠤࡦࠕߩޠᨐ

⾰ޓ
ࠥࡓߪᭉߒ߆ߞߚ
߽߁৻ᐲࠥࡓࠍߒߚ
ᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ⥝߇ࠊߚ
ᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߩ⚵ߺ߇ࠊ߆ߞߚ

࿁╵
ߪ ߃









ޓ㧖࿁╵ᢙ㧦㧔ߚߛߒޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ㑐ߔࠆ⾰ߪޔዊቇ↢એ㧕

(2)ࠗࡌࡦ࠻᧪႐⠪ࠍኻ⽎ߣߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ
ᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ㑐ߔࠆࡏ࠼ࠥࡓߩ⹜ ߇ቢᚑߒߚᓟߩࡓࠥߩߎޔ㑐ᔃᐲࠍ⺞ᩏߔࠆ
ߚޔၞߩࠗࡌࡦ࠻ߢࠥࡓ⋚ࠍዷ␜ߒ᧪ޔ႐⠪ߦޟታ㓙ߦߎߩࠥࡓߢㆆࠎߢߺߚ߆㧫ޠ
ߣ⾰ߒߚޕ2 ࿁ߩࠗࡌࡦ࠻ߦ߅ߡ ⚂ޔ270 ฬ߆ࠄ࿁╵ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ1㨪2 ഀߩෳട⠪
ߪޟ㔍ߒߘ߁ߥߩߢㆆ߮ߚߊߥߩߣޠ࿁╵ߛߞߚ߇ޔඨᢙએߩෳട⠪߆ࠄߪޟᄙዋౝኈߪ㔍
ߒߘ߁ߛ߇ޔ
㧔ሶଏ߿ቊߣ৻✜ߦ㧕߿ߞߡߺߚޕ
ߩߣޠ࿁╵ࠍᓧߚޕ
ߘߩࠃ߁ߥ⚿ᨐࠍෳ⠨ߦߩ⋚ࡓࠥޔዷ␜ߛߌߢߪߥߊࠥࡓᄢળࠍታᣉߒߚߣߎࠈޔᄙߊߩ
ሶߤ߽㆐ߩෳട߇ᓧࠄࠇߚޕၞߩࠗࡌࡦ࠻ߩ႐ߢታᣉߒߚߎߣ߽ࠅࡓࠥޔᕈࠍఝవߒޔౝ
ኈߩℂ⸃ࠍᷓࠆ߹ߢߩᣇᴺߢߪචಽߦታᣉߢ߈ߥ߆ߞߚ߇ޔෳടߒߚሶଏߚߜ㧔ਥߦዊቇᩞ㜞
ቇᐕ㧕ߪޔౝኈߪ㔍ߒߥ߇ࠄ߽ࠥࡓࠍᭉߒߺߥ߇ࠄޔᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦ⸅ࠇߡߚޕ

4.2 ᵴേߦ㑐ਈߒߚࡔࡦࡃߩᗧ⼂ᄌൻ
 ᵴേએ೨ߪޔේሶജ߿✢ߦኻߒߡ᥉Ბ߆ࠄᗧ⼂ߖߕޔ߆߿࠻ࡉ࡞߇߈ߡ߽߶ߣ
ࠎߤ㑐ᔃࠍ␜ߔߎߣ߇ߥ߆ߞߚࡔࡦࡃ߇ޔᵴേࠍㅢߒߡߤߩࠃ߁ߦᄌൻߒߚ߆ᗧ⼂ߩ㆑ࠍ␜
ߔޕ
4.2.1 ේሶജ߿✢ߦኻߔࠆ㑐ᔃߩ㜞߹ࠅ
 ࡔࡦࡃߩේሶജ߿✢ߦኻߔࠆ㑐ᔃߦߟߡߪޔਥߦᣂ⡞߿࠾ࡘࠬޔᐢႎߥߤ߳ߩࠕ
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ࠢࠬߩή߿ߘߩᐲวߥߤ߆ࠄᛠីߒߡ߈ߚޕਛߦߪޔᣣ㗃߆ࠄ㑐ᔃࠍᜬߞߡޔᣂ⡞╬ߦ⋡
ࠍㅢߔ᳃ࡔࡦࡃ߽ߚ߇ߪߤࠎߣ߶ޔේሶജߦኻߔࠆ㑐ᔃ߇ૐߊޔᖱႎߦ⡊ࠍߌࠆᯏળ߇
ዋߥ߆ߞߚޕ
ࡔ࠶ࠫ㨃㧳ߩᵴേߦෳടߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔ
㑐ᔃࠍᜬߟࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߡࠆޕ
એਅߦޔᵴേߩ▵⋡ߦታᣉߒߡࠆࡔࡦࡃ߳ߩࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩ⥄↱⸥ㅀᰣߦᦠ߆ࠇߚᗧߩ
৻ㇱࠍ␜ߔޕ
 ᧲ᶏߦࠎߢࠆߩߦోߊ㑐ᔃ߽⥝߽ࠅ߹ߖࠎߢߒߚ߇߿ࠬࡘ࠾ߩࡆ࠹ޔᣂ⡞ߩ
⸥ߦߪ᳇ࠍߣࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
 એ೨ߪ⺒ߺᵹߒߡߚࡄࡦࡈ࠶࠻ߥߤࠍޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃ⺒ࠅߊߞߓޔ
 ᧲ᶏ᳃ߢࠆߥࠄޔ㑐ᔃࠍᜬߟߎߣ߇ᄢಾߥߩߛߣ߁⥄ಽ⥄りߩᗧ⼂ߦᄌൻ߇ࠅ߹ߒ
ߚޕ
 ᣂ⡞⸥߿࠾ࡘࠬߛߌߢߥߊޔᣂ⡞ߦ᛬ㄟߺߩౠሶߦ߽⋡ࠍㅢߔࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒߚޕ

4.2.2 ේሶജ߿✢ߦኻߔࠆℂ⸃ߩᷓ߹ࠅ
 ߎࠇ߹ߢߦ߿࠻ࠤࡦࠕޔળวߩਛߢޔ✢߿ේሶജߦኻߔࠆශ⽎߿⡞ߚߎߣߩࠆས
ߥߤࠍ⡞ߡ߈ߚߩߘޕਛߢߦ․ޔᅚᕈ߿╙ੑᦼߩࡔࡦࡃߪޔᵴേᒰೋޔ✢ߦኻߔࠆශ⽎
ߪޟᕟࠈߒ߽ߩޔߦኂޔෂ㒾ޔޟߤߥޠ✢ߪᖡ߽ߩ߇ࠫࡔࠗ߁ߣޠᒝ߆ߞ
ߚߩࡃࡦࡔߩᦼ৻╙ޕᵴേᒰೋߦ߅ߌࠆ✢߿ේሶജߦኻߔࠆᗧ⼂ߦߟߡߪߦߢߔޔ
JAEA-Review 2008-048㧠㧕ߦ߅ߡ⚫ߒߡࠆߚ╙ޔߪߢߎߎޔੑᦼߩᵴേ㐿ᆎ⋥ᓟߦޔᣂ
ߚߦടࠊߞߚ᳃ࡔࡦࡃ߆ࠄߐࠇߚ✢߿ේሶജߦኻߔࠆᗧ߿⾰ߩ৻ㇱࠍએਅߦ␜ߔޕ
 ✢߿⢻ߣ⡞ߊߣޔෂ㒾ߢߦኂ߇ࠆࠗࡔࠫ߇ࠆޕ
 ේሶജᣉ⸳߆ࠄߪޔ⢻߇ߡࠆߩߢߪߥ߆ߣਇߦᗵߓߡࠆޕ
ᐢႎߦߪޔోߣ⸥タߐࠇߡࠆ߇ᧄޔᒰ߆⇼ߦᗵߓࠆޕ
 ዊቇᩞߩߣ߈᧲ޔᶏߦߪේሶജ߇ሽߒޔ߇ߞߚࠄᐢፉߩේߣหߓࠃ߁ߦߥࠆߣ
వ↢߆ࠄ⡞ߚޕ
 ർᦺ㞲ߥߤߩᩭታ㛎ߥߤߩႎࠍߡࠆߣޔᩭེ߳ߩォ↪߇ᔃ㈩ߦߥࠆޕ
 ᣣᧄߪේሶജ⊒㔚ߦ㑐ߔࠆᛛⴚ߇ㅴࠎߢࠆߣᕁ߁߇ޔ߇ᔃ㈩ߢࠆޕ
 ේሶജߦࠃࠗࡔࠫߪߥ߇ޔ㑄ߢߞߚ᧲ᶏ߇ߩࠃ߁ߦߥߞߚߩߪޔේሶജߩ
߅߆ߍߛߣℂ⸃ߒߡࠆޕ
 JCO ߇߈ࠆ߹ߢߪߥ߁ࠃߩߎޔᄢ߈ߥ߇ߎࠆߣߪ੍ᗐߒߡߥ߆ߞߚޕ
ߎࠇࠄߩࡔࡦࡃߩ✢߿ේሶജߦኻߔࠆශ⽎ߪޔᵴേࠍㅢߒߡޔ✢ߪ⥄ޟὼ⇇ߦࠆ
߽ߩޔએ೨ࠃࠅりㄭߥ߽ߩߡߒߣޠᗵߓࠆࠃ߁ᄌൻߒߡߞߚޔߦࠄߐޕ
ޟᣇߐ߃㑆㆑ࠊߥߌ
ࠇ߫ߡߒߣࠡ࡞ࡀࠛߥࡦࠢޔ↪น⢻ޠ
ޔ
ޟᓮߢ߈ࠇ߫ޔో߆ߟଢߢ↢ᵴߩᓎߦ┙ߞ
ߡࠆߤߥޠℂ⸃߽ᷓ߹ߞߡ߈ߚޕ
 ߎߩࠃ߁ߦޔේሶജ߿✢ߦኻߔࠆℂ⸃ߪᷓ߹ߞߡࠆ߇ޔ
ࠅߪ߿ޟታ㓙ߪෂ㒾ߥ߽ߩߣޠ
߁ᗧ⼂ߪᄌࠊࠄߕࠅޔో▤ℂߩ㊀ⷐᕈࠍ⸷߃ߡࠆޕ
4.2.3 ᳃ߣේሶജᬺ⠪ߣߩᯅᷰߒᓎߣߒߡߩᗧ⼂ߩ⧘↢߃
 ฦᦼߩࡔࡦࡃߪߘࠇߙࠇ⚂ 2 ᐕߩᵴേࠍㅢߒߡޔᓢߦޘ᳃ߣᬺ⠪ߣߩᯅᷰߒᓎ㧔ࡉ࠶
ࠫࠢ࠲㧕ߣߒߡߩᗧ⼂߇⧘↢߃ߡߞߚޔߪࠇߎޕ⍴ᦼ㑆ߢ㉯ᚑߐࠇߚࠊߌߢߪߥߊޔቯᦼ
⊛߆ߟ㐳ᦼ⊛ߥᵴേࠍㅢߒߡߣߚߞߡ߃↢⧘ޔ⠨߃ࠄࠇࠆߩߘޕᗧ⼂ߩࠇߪޔએਅߩ㧞ߟ߆
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ࠄ߽ฃߌࠄࠇࠆޕ
৻ߟ⋡ߪޔᚑߒߚࡔ࠶ࠫߩᵴ↪ߢࠆޔߦߢ߹ࠇߎޕේሶജᯏ᭴߇ਛᔃߣߥߞߡડ↹ߒ
ߚࡄࡀ࡞ዷએᄖߦ߽ࠍࠫ࠶ࡔߦࠇߙࠇߘ߇ࡃࡦࡔޔᵴ↪ߒߡ߈ߚߩߘޕ㓙ߦ↪ߐࠇߚࠢ
ࠕࡎ࡞࠳ ⚂ߡߖࠊޔߪߤߥߚࠆ߆ޔࡖࠫࡔޔ700 ߦ߽߱ߞࠍࠄࠇߎ߇ࡃࡦࡔޕ
ߡ⿰ޔ߿ၞߩ㓸߹ࠅޔห⓹ળ╬ߩ႐㕙ߦ߅ߡ⥄ޔಽ㆐ߩੱ߿⍮ੱߦኻߒޔᒰᵴേࠍㅢߓ
ߡቇࠎߛᨩ߿ታ㛎ࠍ߃ߡ⺑ߒߚޔࠎࠈߜ߽ޕේሶജᯏ᭴߇ડ↹ߒߚࡄࡀ࡞ዷߦ߽Ⓧᭂ⊛
ߦෳടߒ࡞ࡀࡄޔዷߦෳടߒߚ᳃ߦ⥄ಽ㆐߇ᚑߒߚࡔ࠶ࠫࠍⓍᭂ⊛ߦ⺑ߒߡߚߐޕ
ࠄߦ⺑ޔߒߚ㓙ߩ⋧ᚻߩᔕࠍળวߢႎ๔ߒޔᖱႎ
ࠍߒᗧ឵ߒߚࠅ➅ߩߘޕߒ߇ߩೝỗߦ
ߥࠅޔᵴേߦኻߔࠆะᔃ߳ߣ❬߇ߞߚޕ
ੑߟ⋡ߪߩࡃࡦࡔᦼ৻╙ޔฦ⒳ቇⴚቇળ߳ߩෳട
߇ߍࠄࠇࠆޕ3.2.7 ߢ߽ㅀߴߚࠃ߁ߦࠄ߆ࡃࡦࡔޔ
ߩᧄޟᵴേߦߟߡޔၞ᳃ߛߌߢߥߊኾ㐷ኅ߳વ
߃ߚޕ᳃ߩ⠨߃ࠍ⍮ߞߡ߽ࠄߚޕኾ㐷ኅߣኻ
ߒߡߺߚ߁ߣޠឭ᩺߆ࠄޔቇળ߳ߩෳടߦ⥋ߞ
ߚޕᣣᧄஜ‛ℂቇળߦ߅ߡ⊒ߒߚࡐࠬ࠲㧔࿑
4.2.3-1 ߮ઃ㍳㧣ߦ␜ߔ㧕ߢߪ⥄ߪࡃࡦࡔޔಽ㆐߇
⋡ᜰߔ߽ߩߪޔ
ޟ᳃ߣᬺ⠪ߣߩᯅᷰߒᓎߣޠᗧᔒࠍ
ߒߡࠆޕᒰᣣߩቇળ⊒ߢߪޔⓍᭂ⊛ߦኾ㐷ኅ
ߦߒ߆ߌᧄޔᵴേߦኻߔࠆℂ⸃ࠍ᳞ߚޕ
ߎߩࠃ߁ߥⴕേ߆ࠄߩࡃࡦࡔޔਛߦ⥄ޟಽ߇᳃
ߣᬺ⠪ߩᯅᷰߒᓎߢࠆ߈ߡ߃↢⧘߇ⷡ⥄߁ߣޠ
ߚߎߣ߇ુ߃ࠆޕᬺ⠪߇⺑ߒߡ߽ℂ⸃ߒߡ߽ࠄ߃
ߥࠃ߁ߥㇱಽࠍ߽ࠄ߆ࠇߎ߇ࡃࡦࡔޔᯅᷰߒᓎߣ
ߒߡᜂߞߡߊࠇࠆߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆࡦࡔޔߒߛߚޕ
ࡃోຬߩᗧ⼂߇หߓࠃ߁ߦ㜞߹ߞߡࠆࠊߌߢߪߥ

࿑ 4.2.3-1 ቇⴚቇળߦ
߅ߌࠆࡐࠬ࠲⊒

ߊޔ᷷ᐲᏅ߇ࠆߎߣ߽ታߢࠆޕ
4.2.4 ᵴേࠍㅢߒߡᓧߚߎߣ
 ᧄᵴേߩㅜਛ߮⚳ੌᤨߦߦࡃࡦࡔޔኻߒߡᧄޟᵴേࠍㅢߒߡᓧߚߎߣ߿ࠃ߆ߞߚߎߣߦޠ
ߟߡ⾰ߒߚޕ✢߿ේሶജߦ㑐ߔࠆീᒝળ߿ᣉ⸳ቇࠍㅢߓߡቇ߮ߥ߇ࠄࡔ࠶ࠫࠍ
ᚑߒߚߎߣߦࠃࠅޔ
ޟ✢ߥߤߦ㑐ߔࠆ⍮⼂߇Ⴧ߃ߚޠ
ޔ
ޟේሶജߦኻߒߡ㑐ᔃࠍᜬߟࠃ߁ߦߥߞ
ߚ߁ߣޠ࿁╵߇ᄙߊᓧࠄࠇߚޔࠄ߆ࡃࡦࡔߩߤࠎߣ߶ޔߦࠄߐޕ
ޟ᥉Ბߩ↢ᵴߢߪળࠊߥ
ࠃ߁ߥᐕઍߩ㆑߁ੱ㆐ߣᵹߒ߁ߣޠߚߞ߆ࠃߡ߈ߢ߇ޔᰴ⊛ലᨐࠍታᗵߔࠆ࿁╵߇ᓧࠄ
ࠇߚޕਛߦߪޔ
ޟ᭽┙ߥޘ႐ߩ⠨߃ᣇ߿ᣇߦ⸅ࠇࠆߎߣ߇ߢ߈ߚⷞޔ㊁߇ᐢ߇ߞߚ߁ߣޠ࿁╵
߽ߞߚߩߎޔߪࡃࡦࡔޔߦ߁ࠃߩߎޕᵴേࠍㅢߒߡේሶജߩ⍮⼂߫߆ࠅߢߥߊޔઍࠍ߃
ߚࡔࡦࡃߣߩᵹ߿࠴ࡓࡢࠢࠍᷓ⋡ߩߟ৻ޔߦࠄߐޔᮡߦะ߆ߞߡᵴേࠍㅴࠆߎߣߦ
ࠃࠆ㆐ᚑᗵࠍᓧߚޕ
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㧡㧚ߎࠇ߹ߢߩᵴേߩ⺖㗴ߣᓟߩዷ㐿
5.1 ࡔࡦࡃߩㆬቯߣࡔ࠶ࠫߩኻ⽎
 ᧄᵴേߢߪߩࠫ࠶ࡔޔኻ⽎⠪ࠍ․ቯߖߕ᧲ޔᶏࠍਛᔃߣߒߚᐢᐕ㦂ጀߩ↵ᅚߣ⸳ቯ
ߒߚߎߣ߽ࠅޔᵴേߒߚࡔࡦࡃߪ↵ᅚࠍ❱ࠅߗޔᐕઍጀ߽ᐢߊ᭴ᚑߒߚޔࠄ߆ߣߎߩߎޕ
એਅߩ 2 ὐ߇ᓧࠄࠇߚޕ
৻ߟ⋡ߪޔ4.1.1(1)ߢ⚫ߒߚࡄࡀ࡞ዷߢߩࠕࡦࠤ࠻ߩ⚿ᨐߥߤ߆ࠄ߽ࠊ߆ࠆࠃ߁ߦޔᐢ
ઍߩᄙߊߩੱߩߺߒⷫߦޘᜬߡࠆࡔ࠶ࠫ߇ߢ߈ߚޔߒ߆ߒޕ4.1.1(2)ߢ⚫ߒߚࠗࡦ࠲ࡀ
࠶࠻ࠕࡦࠤ࠻ߢᓧࠄࠇߚᗧ߆ࠄޔ
ᐕઍ߿ᕈߢಽ㘃ߔࠆߣㅢߔࠆᗧ߇ᓧࠄࠇߚޕ
એਅߦޔ
ᓧࠄࠇߚᗧߩⷐࠍ␜ߔޕ
ౝኈ߇㔍ߒߣ╵߃ࠆᅚᕈ߇ᄙߊߚޕ
߽߁ዋߒߒߎߣࠍ⍮ࠅߚߣ╵߃ࠆ 30 ઍ㨪40 ઍߩᅚᕈ߇ᄙߊߚޕ
ࠗࠬ࠻ࠍ߽߁ዋߒઍ㘑ߦߒߡ߶ߒߣ╵߃ࠆ 30 ઍߊࠄ߹ߢߩ⧯ઍ߇ᄙߊߚޕ
ߎߩࠃ߁ߥᗧ߆ࠄࠍࠫ࠶ࡔߛࠎߎࠅ⛉ࠍ࠻࠶ࠥ࠲ޔᚑߔࠆߎߣߢᵴ↪▸࿐ߪ⁜߹ࠆ
߽ߩߩࠅࠃޔኻ⽎ߩ࠾࠭ߦߞߚࡔ࠶ࠫߩᚑ߇ᦼᓙߢ߈ࠆޕ
ੑߟ⋡ߪޔ߈⋓ࠅߩ 30 ઍ㨪50 ઍߩ↵ᕈߦදജߚߛߊߎߣߪ㔍ߒߎߣߢߞߚᧄޕᵴേ
ߢߪߌߛࠆ߈ߢޔᐕઍ߿ᕈࠍࡃࡦࠬࠃߊ❱ࠅߗߚ߆ߞߚߎߣ߽ࠅޔਥᇚ߿ቇ↢ޔㅌ⡯ᓟ
ߩ↵ᕈߣߣ߽ߦޔ߈⋓ࠅߩ↵ᕈߦ߽දജߚߛ߈ޔᐔᣣߩᤤ㑆ߦᵴേࠍ⹜ߺߚ৻╙ޔߒ߆ߒޕ
ᦼߢߪޔ40 ઍߩ⥄༡ᬺߩ↵ᕈߩࡔࡦࡃ߇߇ߞߚ߇ޔ㕙⺣ߩ⚿ᨐޔᵴേ߳ߩㆊඨᢙߩෳട
߇ㄟ߹ࠇߕߦޔോዪ߆ࠄෳടࠍᢿࠄߑࠆࠍᓧߥ߆ߞߚ╙ޔߚ߹ޕੑᦼߢߪޔ30 ઍߩ⥄༡ᬺߩ
↵ᕈߦࡔࡦࡃߣߒߡදജߚߛߚ߇ࠅߪ߿ޔߩㇺว╬ߢෳടߢ߈ߥߎߣ߇ᄙߊޔᏨ
₸ߪ 1 ഀ⒟ᐲߣ㕖Ᏹߦૐ߆ߞߚޕ
ᓟߪߥ߁ࠃߩߎޔ⋭ὐࠍ〯߹߃ߚࡔࡦࡃㆬቯ߿ࡔ࠶ࠫߩኻ⽎ࠍ⸳ቯߔࠆߎߣ߇ᦸޔ
߹ߒޕ
5.2 ࡔࡦࡃߩછᦼ
 ᵴേᒰೋߩࡃࡦࡔޔ⍮⼂ജࠕ࠶ࡊࠍ࿑ࠅߥ߇ࠄߩࠫ࠶ࡔޔౝኈߦߟߡ✢ߩၮ␆߆
ࠄ▸࿐ࠍᐢߍߚߣ߁ോዪߩᏗᦸ߆ࠄߩࡃࡦࡔޔછᦼࠍ․ߦቯߡߥ߆ߞߚޔߒ߆ߒޕ
╙৻ᦼߩᵴേࠍ⛮⛯ߒߡߊਛߢࠍࠫ࠶ࡔޔቢᚑߐߖߚ㆐ᚑᗵ߿ޔቇⴚቇળߦ߅ߌࠆᚑᨐ⊒
ࠍ⚻㛎ߒߚḩ⿷ᗵࠍᓧߚߎߣ߿ࠫ࠶ࡔޔᚑㆊ⒟ߩࡑࡦࡀൻࠍ ᔨߒߡ⥄ࡃࡦࡔޔり
߆ࠄᦧ߃ࠍᦸჿ߇ߡ߈ߚޕ
ߎߩࠃ߁ߥ⚻㛎߆ࠄ ߇ࡃࡦࡔޔ1 ᐕඨ߆ࠄ 2 ᐕߣ߁ᤨ㑆ࠍ߆ߌߡࡔ࠶ࠫࠍࠅߍߡ
ߊ⒟ᐲ߇ᅷᒰߣ⠨߃ޔ
╙ੑᦼߩᵴേᦼ㑆ߪ 2 ᐕ㑆ߣ߁ᦼ㒢ࠍ⸳ߌߡᵴേࠍ㐿ᆎߒߚޕ
ߒ߆ߒޔ
╙ੑᦼߩޟᩭΆᢱࠨࠗࠢ࡞ߦޠ㑐ߔࠆࡏ࠼ࠥࡓߣ߁ቇ߱▸࿐߇ᐢߊᤨ㑆ߩ߆߆ࠆ࠹ࡑߢ
ᵴേࠍㅴߚߚ⹜ߪࠫ࠶ࡔޔࠅߥ⇣ߪߣᦼ৻╙ޔ ߹ߢߒ߆ቢᚑߢ߈ߥ߆ߞߚߚߩߘޕ
ޔቢᚑ߹ߢዯߌߚߣᵴേߩ⛮⛯ࠍᏗᦸߔࠆࡔࡦࡃ߽ߚ߇ޔᵴേᦼ㑆ਛߦኅᐸߩᖱ╬
ߢᵴേࠍ㔌ࠇߚࡔࡦࡃ߽߅ࠅޔᵴേࠍ⛮⛯ߔࠆᗧᕁ߇ోຬ৻⥌ߒߥ߆ߞߚߚ╙ޔੑᦼߩᵴേ
ߪᒰೋߩ੍ቯㅢࠅߦ⚂ 2 ᐕߢ⚳ੌߐߖߚޕ
╙ੑᦼߢߪ⹜ߪࠫ࠶ࡔޔ ߹ߢߒ߆ቢᚑߢ߈ߥ߆ߞߚ߽ߩߩޔᵴേߩࡑࡦࡀൻ߿ࡔࡦ
ࡃߩᵴേ߆ࠄᓧࠄࠇࠆ㆐ᚑᗵࠍ⠨ᘦߔࠆߣߩࡃࡦࡔޔછᦼߪ 2 ᐕ⒟ᐲ߇ᅷᒰߣ߃ࠆࠄߐޕ
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ߦߩࡃࡦࡔޔᵴേߦኻߔࠆ㑐ᔃࠍૐਅߐߖߕߦ⛯ߌࠆߚߦߪޔ⍴ᦼ㑆ߢቢᚑߢ߈ࠆ࠹ࡑ߆
ࠄข⚵ߺޔ㆐ᚑᗵࠍᓧߥ߇ࠄᵴേࠍ⛮⛯ߐߖࠆߎߣ߇ᔅⷐߣߥࠆࡦࡔޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔ߁ߎޕ
ࡃߩ჻᳇ࠍ㜞ߩࠫ࠶ࡔࠃࠅࠃޔቢᚑࠍዉߊߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
5.3 ࡔ࠶ࠫߩᚑᚻᴺ
5.3.1 දߣ᳃ਥዉ
 ᧄᵴേߪߦߢ߹ࠇߎޔ᳃ߣᬺ⠪ߣߩޟදޔ߽ࠄ߇ߥߚ߁ߣޠ
ޟ᳃ਥዉࠍޠᗧ⼂ߒߚᵴ
േߢߞߚޕᬺ⠪ߪޔᖱႎឭଏ߿ᛛⴚ⊛ߥౝኈߩᱜ⏕ᕈߩ࠴ࠚ࠶ࠢߩߺߢޔ㗴᧚ߩㆬቯࠍߪߓ
ޔౝኈߩ᭴ᚑߩࡃࡦࡔޔߪ╬ࡦࠗࠩ࠺ޔᗧࠍዅ㊀ߒߡ߈ߚޕ
ޟ᳃ߩⷞὐ߆ࠄࡔ࠶ࠫࠍ
ᚑߔࠆ㨭ߣ߁หߓ⋡ᮡߦะ߆ߞߡޔ
᳃ߣᬺ⠪߇ߦදജߒߥ߇ࠄᬺࠍㅴߚߎߣߪ߽ߜ
ࠈࠎޟදޔߚ߹ޕࠆ߃ߣޠ᳃߇ਥߣߥߞߡᵴേࠍㅴߚߎߣߢޔቢᚑߒߚࡔ࠶ࠫ߇
ᄙߊߩ᳃ߦฃߌࠇࠄࠇߚߎߣߪታߢࠆޕ
ߒ߆ߒޔㆇ༡ߦ៤ࠊߞߚ߰ࠇࡀ࠶࠻ળ߆ࠄ⚊߇ࡃࡦࡔޟᓧߔࠆߦߔߴ߈ߣ߁ⷰὐ
߆ࠄޔේሶജᯏ᭴ߩᗧะࠍ㈩ᘦߖߕޔਛ┙ߩ┙႐߇චಽߢߥ߆ߞߚߩߣޠ⋭߽ߞߚࠃߩߎޕ
߁ߦࠍࠫ࠶ࡔޔᚑߔࠆㆊ⒟ߦ߅ߡޔ᳃ߩᗧᕁࠍᒝᒁߦㅢߒߚ႐㕙߽ߞߚߢ᧪ᧄޕ
ࠇ߫ߦࡑ࠹ߩߘޔኻߔࠆᬺ⠪ߩᗧ߿⠨߃ᣇ߽વ߃ߊ߹߁ࠍࠇߘޔ᳃ߩⷞὐߢࡔ࠶ࠫ
ߩਛߦߡᬌ⸛ߒߡߌࠇ߫ᧄޔᒰߩޟද߇ޠᚑ┙ߒߚߩߢߪߥ߆ߣ⠨߃ࠆޕ
5.3.2 ਛ┙ߥㆇ༡⠪ߩᔅⷐᕈ
 ᬺ⠪ߣ᳃ߩ㑆ߦਛ┙ߥ┙႐ߩㆇ༡⠪㧔มળㅴⴕߣኾ㐷⊛⸃⺑ᓎ㧕ࠍ߅ߊߎߣߢޔᬺ⠪ਥ
ዉߢߪߥߊޔ᳃ਥዉߩࡔ࠶ࠫࠅࠍ⋡ᜰߒߚߩߘޕ㊀ⷐᕈߦߟߡߪߦࡃࡦࡔޔኻߔࠆ
ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩޟේሶജᯏ᭴ߦߪ⋥ធߪ⊒⸒ߒߦߊߎߣ߽࠻࠶ࡀࠇ߰ޔળߦኻߒߡߪ⊒
⸒ߒ߿ߔ߆ߞߚ⚿߁ߣޠᨐ߆ࠄ⏕ߢ߈ߚޕ
 ߚߛߒޔળวߦ߅ߌࠆมળㅴⴕߪ⺕߽߇ኈᤃߦߢ߈ࠆ߽ߩߢߪߥߊࠍ⺰⼏ߦ࠭ࡓࠬޔㅴⴕߔ
ࠆߎߣߪ߽ߜࠈࠎࠍ⺰⼏ޔㅴߡߊߢޔේሶജߦ㑐ߔࠆᐢ⍮⼂߽ᔅⷐߢࠆߎߣ߽ࠊ
ߖߡ⏕ߒߚࠍࠄࠇߘޔߚߩߘޕߨߘࠈ߃ߚਛ┙ߩㆇ༡⠪߇ℂᗐ⊛ߢࠆޕ
5.3.3 ⍮⼂⠌ᓧߣࡔ࠶ࠫߩࠊ߆ࠅ߿ߔߐ
 ᵴേᒰೋߩࡃࡦࡔޔᄢඨ߇ޔ
ޟ✢ߪ⥄ಽߩኅߩਛߦߪሽߒߥޠ
ޔ
ޟේሶജߦ㑐ߔࠆ࠾ࡘ
ࠬࠍ߶ߣࠎߤߥޔߤߥޠ✢߿ේሶജߦኻߔࠆ㑐ᔃߪૐߊޔ⍮⼂߽ߘࠇ߶ߤᄙߊߥ߆ߞ
ߚޔߒ߆ߒޕ4.2 ߦㅀߴߚߣ߅ࠅޔᵴേࠍㅴߡߊ߁ߜߦᓢߦޘේሶജߦኻߔࠆℂ⸃߇ᷓ߹ࠅޔ
㑐ᔃ߇㜞߹ߞߡߞߚߥ߁ࠃߩߎޕᄌൻߣߣ߽ߦᧄޔᵴേࠍᆎࠆ೨ߦߪ⸅ࠇࠆᯏળ߽ߥߊޔ
ࠊߥ߆ߞߚኾ㐷↪⺆ࠍޔᵴേࠍ 1 ᐕ⒟⚻ㆊߔࠆߣળߩਛߢ㆑ᗵߥߊ߁ࠃ߁ߦᄌࠊߞߡߞ
ߚޕᵴേߣߦߩࡃࡦࡔޔේሶജ߿✢ߦኻߔࠆࠬࠢ࠹ࠪ߇ะߔࠆ৻ᣇࡃࡦࡔޔ
߇ᚑߔࠆࡔ࠶ࠫߦ߽ᬺ⠪߇ᚑߔࠆࡄࡦࡈ࠶࠻ߩࠃ߁ߦኾ㐷↪⺆ࠍ߁ะ߇ฃ
ߌࠄࠇߚ߇ࠪ࠹ࠢࠬޔࠎࠈߜ߽ޕะߒߡߊߎߣߪᅢ߹ߒ߇ޔ
ޟ᳃ߩⷞὐߟࠍޠ
ദജ߇ᔅⷐߢࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕᚑߒߚࡔ࠶ࠫߪߎࠇߢቢᚑߢߪߥߊޔᵴ↪ߒߚవߩ
᳃ߩᗧߦ߽⡊ࠍߌߥ߇ࠄޔᔅⷐߦᔕߓߡᨵエߦᡷ⦟ߒߡ߈ߚޕ
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5.4 ⛮⛯ߔࠆߎߣߦࠃࠆା㗬㑐ଥߩ᭴▽
 ࡔࡦࡃߣᬺ⠪ߩᜂᒰ⠪㑆ߦߪޔฦᦼ⚂㧞ᐕ㑆ߩᧄᵴേࠍㅢߒߡޔߩℂ⸃߿ା㗬㑐ଥ
߇ੱࡌ࡞ߢᷓ߹ߞߡߞߚⷞߩߡߒߣ❱⚵ޔߒ߆ߒޕὐߢࠆߣ߹ߛ၂ᩮߪ㜞ߊޔੱ㑆ߩ
ା㗬߇ߩ❱⚵߹߹ߩߘޔା㗬ߦߪߟߥ߇ߞߡߥޕ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄߥ߁ࠃߩߎޔข⚵ߺ߇ߩ❱⚵ޔା㗬߳ߟߥ߇ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߎߣ߆ࠄޔ᭽ⷺߥޘ
ᐲ߆ࠄߦା㗬߳ߩࠍតࠆᚻᲑߣߒߡߣߒ߹ᦸ߇ߣߎߊߡߒ⛯⛮ޔ⠨߃ࠆޕ
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㧢㧚߅ࠊࠅߦ
᳃ߣߩදߦࠃࠆࡔ࠶ࠫᚑߪޔೋߡߩ⹜ߺߢ߽ᚻតࠅߩ⁁ᘒߢ⹜ⴕ㍲⺋ࠍ➅ࠅ
ߒߥ߇ࠄㅴߡ߈ߚߩߘޕਛߢޔ㐳ᤨ㑆ࠍ߆ߌߦቇ߮⼏⺰ࠍ㊀ߨߡߊߎߣߦࠃߞߡᤨޔ
ߦߪᗧ߇ኻ┙ߒߡᐔⴕ✢߇⛯ߊߎߣ߽ߞߚ߇߅ޔߩ⠨߃ᣇ߿ਥᒛࠍℂ⸃ߒ߹〯ࠍࠇߘޔ
߃ߚߢ⼏⺰ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥߞߡߊߎߣߢޔ᭽ߥޘᚑᨐ߇↢߹ࠇߚޕᵴേࠍ⚳߃ߚߢ߽ޔ
ᚻ⚕߿㧱ࡔ࡞ޔ㧲㧭㨄╬ߢࡔ࠶ࠫߦ㑐ߔࠆᖱႎ߿ᗧ߇ዯߚࠅޔᒰቶߩᵴേߦදജߒߡ
㗂ߚࠅߣ᭽ߥޘᒻߢ❬߇ߞߡࠆޕ
ᓟ߽⚻ߥ߁ࠃߩߎޔ㛎ࠍ〯߹߃ࠅࠃޔലᨐ⊛ߥࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦᣇᴺ߿ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪ
ࡦ࠷࡞ࠍតߞߡ߈ߚޕ

⻢ ㄉ
 ߎࠇ߹ߢߦᚑߐࠇߚࡔ࠶ࠫߪޔੑᦼ 12 ฬߩ᧲ᶏ᳃ߩߺߥߐࠎ߮ޔോዪࠍോߡ
ߚߛ߈߹ߒߚ NPO ᴺੱ߰ࠇࡀ࠶࠻ળߩᣇߏߩޘදജࠍᓧߡޔቢᚑߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒ
ߚߩߎޕ႐ࠍ߅୫ࠅߒߡޔᡷߡ߅␞↳ߒߍ߹ߔޕ
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ෳ⠨ᢥ₂
㧝㧕㜞ਅᶈᢥ㧘ၳ⑲ᒾ㧦
̌ࠬࠢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩߚߩࡔ࠶ࠫᚑߩࠟࠗ࠼ࠗࡦ̍
㧘
JNC TN8410 2004-004(2004).
㧞㧕⼱ጊᵗ ઁ㧦
̌᳃ਥዉߦࠃࠆࠬࠢࡔ࠶ࠫᚑ߳ߩขࠅ⚵ߺ̍
㧘ᣣᧄේሶജቇળޟ2005
ᐕ⑺ߩᄢળ(ޠ2005).
㧟㧕ᄢᎹ㓷ੱ ઁ㧦
̌
ࠢࠬޟᖱႎߥ߮ޠ߮ࠬࠢࡔ࠶ࠫߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߣ⹏ଔ̍
㧘
JNC TJ8420 2005-001(2005).
㧠㧕㜞ਅᶈᢥ ઁ㧦
̌ࠬࠢࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦᵴേႎ๔ᦠ̍
㧘JAEA-Review 2008-048㧔2008㧕.
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付録４

「住民発

原子力いろはかるた」
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１．はじめに
(1)くるくるウランゲームの作成にあたって
“メッセージ作成ワーキンググループ”（以下、メッセージＷＧ）は、住民の視点で原
子力や放射線に関する分かりやすいメッセージ（理解促進素材）を作成することを目的と
したグループです。メンバーは東海村に在住する 20 代から 70 代の男女 7 名を中心に、事
務局として NPO 法人ふれあいネット会と日本原子力研究開発機構で構成し、2004 年 8 月か
ら活動しています。2006 年 11 月からは、メンバーを若干入替え「核燃料サイクル」をテ
ーマに活動を進めてきました。
住民メンバーは東海村に住んでいて原子力について見聞きすることがありましたが、そ
の詳細な内容はあまり知らず、エネルギーや環境問題など広く考えることはありませんで
した。そこで、メッセージの内容は、主に住民メンバーの持っている原子力や放射線に関
する疑問とその答えで、勉強会や体験を通して疑問を解決し自分たちの言葉でまとめてき
ました。また、できあがったメッセージは、パネルやリーフレット、かるたに加工して活
用しています。
「くるくるウランゲーム～遊べばわかるよ！核燃料サイクル～」もこれまでに完成した
メッセージの一つです。住民メンバーは、このメッセージＷＧの活動（見学会や勉強会）
を通じて核燃料サイクルを学び知っていくうちに、これを他の人達にも伝えたいという気
持ちが強くなりました。特に将来を担う子供達には、原子力発電の燃料のリサイクル（核
燃料サイクル）をわかりやすく伝えたいという思いがあり、遊びながら学べるボードゲー
ムを作成することになりました。ゲームは、楽しく遊びながら核燃料サイクルについて学
んでいただくために、実際の核燃料サイクルを簡略化しています。また、住民メンバーの
家族や友人などにも協力いただき試行を重ね、出された意見を反映してきました。
子供から大人までゲームをしながら楽しく核燃料サイクルについて知っていただきたい
と思います。
（メッセージ作成 WG のホームページ：http://www.jaea.go.jp/04/ztokai/katsudo/risk/mwg/）

【メッセージ作成ワーキンググループ住民メンバー】

(2)エネルギー事情と環境問題
「くるくるウランゲーム～遊べばわかるよ！核燃料サイクル～」は、ウラン燃料などの
核燃料をリサイクルする一連の流れを学ぶことを目的としたボードゲームです。ここでは、
核燃料サイクルを取り巻くエネルギー事情や環境問題などの背景情報を簡単に紹介します。
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①世界のエネルギー事情
私たちは、毎日の生活の中でいろ
いろなエネルギーを使っています。
これらのエネルギーと人類とのかか
わりは、数百万年前の「火の発見」
から始まりました。その後、科学技
術の進歩によって文明が発達するに
つれて、使うエネルギーの量も増え
てきました。
現在、世界で使われるエネルギー
の量を見てみると、先進国（欧米や
日本）が年々増加していると共に、
（原子力・エネルギー図面集2009を参考に作成）
中国やインドでも急速な経済成長に
【人類とエネルギーのかかわり】
よりエネルギー需要は増加し、今後
ますます増えていく傾向にあります。
これらのエネルギーのもととなる石油や石炭、ウランなどの資源には限りがあるので、
大切に使っていくことが必要です。
あと

133年
②環境問題
地球環境に目をむけてみると、
石油や石炭などの化石エネルギー
あと
あと
60.3年
あと
を大量に消費することによって、
100年
41.6年
大気中の二酸化炭素などの温室効
果ガスの排出量が増え、地球温暖
化が進むことが心配されています。
温暖化が進むと、干ばつや豪雨な
石油
天然ガス
石炭
ウラン
2007年末
2007年末
2007年末
2007年1月
どの異常気象が多くなったり、海
データ出典：原子力・エネルギー図面集2009（BP統計2008、URANIUM2007）
面が上昇してこれまで陸地だった
【世界のエネルギー資源埋蔵量】
ところが水没したりする可能性が
地熱及び
あります。
新エネルギー
1％
温室効果ガスの中でも排出量の多い二酸化炭素
の排出を抑えるためには、省エネの一層の推進や、
水力
9％
温室効果ガスの排出が少ない原子力や新エネルギ
石油
原子力
10％
30％
ーの推進が必要になっています。
年間発電
177兆㎥

8,475億トン

547万トン

1兆2,379億
バーレル

③原子力の必要性
現在、日本では火力、水力、原子力など、さま
ざまな方法で電力を供給しています。そのうち、
約 3 分の 1 が原子力発電によって供給されていま
す。
原子力発電の燃料であるウランは、石油などの
化石燃料と比べて少ない量（燃料）で大量の電気
- 98 -

石炭
24％

電力量
10,019億ｋWh
（2006年）

天然ガス
26％

データ出典：原子力・エネルギー図面集 2008
（平成 19 年度供給計画の概要(平成 19 年 3 月）他）

【電源別発電電力量】

JAEA-Review 2010-026

を作ることができること、燃料の備蓄が容易なこと、ウランは世界の広い地域に分布して
いること、一度ウラン燃料を原子炉に入れると少なくとも一年間は取り替えずに発電でき
ること等、エネルギーの供給安定性に優れています。また、火力発電では電気を作りだす
ときも二酸化炭素は排出されますが、原子力発電は発電時に二酸化炭素を排出することが
ないため、地球温暖化防止に役立つ電源のひとつです。
単位：g-CO2／kWh（送電端）

1000

800

975

742

1kWh
608

600

CO２

■発電燃料燃焼
■設備・運用

400

200
53

29

太陽光

風力

22

15

11

原子力

地熱

水力

0
石炭火力 石油火力 LNG火力

データ出典：電中研ニュース他

【各発電方法別二酸化炭素の排出量】

④核燃料サイクル

高レベル放射性廃棄物

原子力発電の燃料となるウラン 核分裂しやすい
ウラン235
← 核分裂生成物
0.7％
3～5％
3％
（核分裂でできた物質）
も、石炭や石油などと同じように
← プルトニウム
1％
1％
限りのある資源ですが、原子力発
電所で使い終わった燃料（使用済 核分裂しにくい
再利用可能
ウラン238
97％
濃縮
99.3％
95～97％
燃料）の中にはまだリサイクルし
95％
て利用できるもの（ウランやプル
トニウム）が含まれています。こ
れらを取り出して（再処理して）、
天然ウラン
発電前
発電後
再利用することによってウラン資
【濃縮および発電によるウラン燃料の変化】
源を有効利用する流れを「核燃料
サイクル」といいます。
石油、石炭、天然ガスは一度燃やすと炭酸ガスなどになり完全になくなりますが、ウラ
ンは核燃料サイクルをすすめることによって、再利用が可能になり半永久的に長持ちする
といわれています。
資源の乏しい日本が将来にわたってエネルギーを安定確保していくために核燃料サイク
ルをすすめることは有効な手段だといえます。
しかし、この核燃料サイクルにも解決しなければならない課題もあります。例えば、高
レベル放射性廃棄物の処分地がなかなか決まらないことがあげられます。
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＊ゲーム盤上では、ゲーム性を重視して複雑にならないように簡略化しています。

【核燃料サイクル】

２．ゲームの遊び方
(1)くるくるウランゲームについて
くるくるウランゲームは、核燃料サイクルの様々な工場（工程）を順に通過しながら、
その途中で資源カードや平和利用カードなどのポイントカードを集めて、総得点を競うゲ
ームです。ゴールは、高レベル放射性廃棄物の地層処分です。
ゴールへ向かう途中にあるクイズに正解したり、ラッキーのマスに止まると資源カード
をもらうことができます。アクシデントのマスに止まると、資源カードを没収されたりし
ます。
一番早くゴールに到着しても、資源カードが少ないと優勝できないかもしれません･･･。
では、楽しく核燃料サイクルを学びましょう！
(2)入っているもの
①ゲーム盤（Ａ１サイズ、八つ折り） １枚
②コマ（Ａ５サイズ、切抜き） １枚
③さいころ １個
④ビニール袋（コマとさいころを保管する） １枚
⑤資源カードシート（Ａ４サイズ、８つに切り離し） 12 枚
⑥平和利用カードシート（Ａ４サイズ、８つに切り離し） 2 種類 各 2 枚
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⑦クイズカードシート（Ａ４サイズ、８つに切り離し） 7 種類 各 1 枚（全 51 問）
⑧ラッキーカードシート（Ａ４サイズ、８つに切り離し） 3 種類 各 1 枚（全 17 問）
⑨アクシデントカードシート（Ａ４サイズ、８つに切り離し） 2 種類 各 1 枚（全 10 問）
⑩あそびかた（簡易版）（Ａ３サイズ、二つ折り） 1 枚
⑪ゲーム取扱説明書・解説書（Ａ４サイズ） 1 冊

【「くるくるウランゲーム～遊べばわかるよ！核燃料サイクル～」ゲーム盤】
(3)ゲームの進め方
ゲームの進め方を示します。人数や年齢などによって、遊ぶみなさんでルールを変更し
てもお楽しみいただけます。
①対象
小学校４年生以上を対象としますが、小さなお子さんも親御さんたちとご一緒にお楽し
みください。
②人数
３～５人を目安としていますが、コマは余分に準備しています。
ゲームをする人以外にゲームを進行する人（ゲームメーカー）を一人、別におきます。
③ゲームメーカーの役割
ゲームメーカーは以下の役割を担います。
－ゲームを進行します。
－各種カードを管理し、配布・回収します。
－各種カードを引いたプレイヤーにカードの内容を読むように促します。
－必要に応じて、各種カードの内容について解説書をもとに説明します。
－クイズカードの解答を知らせます。
－プレイヤーの得点をそれぞれ集計し、順位を知らせます。
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④スタートとゴール
スタートは、コマを決めて資源カードを 5 枚もらい、順番をじゃんけんで決めて、サイ
コロを振ってゲームを開始します。
ゲームは、誰かがゴールした時点で終了となります。
⑤コマの進め方
○サイコロを振って、出た目の数だけコマを進めます。
○止まったマスの指示に従います。
－工場では、工場の説明を読みます。
－さらに、進んだ先のマスの指示にも従います。
－戻ったマスの指示には従いません。
○カード（平和利用カード、クイズカード、ラッキーカード、アクシデントカード）を
引いた人は、カードの内容を声に出して読みます。
○
と書かれたマスでは、通過する際でも必ず止まります。
○
と書かれたマスに止まったら、1 回休みです。
⑥順位の決め方と点数
進んだマスと手持ちのカードの得点を足して、合計点数の多い人が勝ちになります。
ⅰ）進んだマス：一番最初に誰かがゴールしたときに、止まっていたマス内に書かれ
た番号がそのまま得点（ゴールした人は 60 点）
ⅱ）資源カード：１枚１点
ⅲ）平和利用カード：１枚 5 点（最大 4 枚保有）
とまれ

１回休み

(4)ゲーム盤とカードについて
ゲーム盤上に描かれた各マスの中のマークとそれぞれに付随するカードについて説明し
ます。
①道筋（マス）
スタートからゴールまでの道筋は、全部で 61 マスあり、黄色、黄色
と緑のグラデーション、緑、紫、オレンジの５種類あります。
・黄色：ウラン燃料の通り道
・黄色と緑のグラデーション：再処理で取り出したウランとプルトニウムの通り道
・緑：ＭＯＸ（モックス）燃料の通り道
・紫：使い終わった燃料から取り出した再利用できないもの（高レベル放射性廃棄物）
の通り道
・オレンジ：核燃料サイクルに関する工場（工程）
②工場（工程）
マスの中で背景がオレンジ色で他のマスより大きくなっているとこ
ろは、核燃料サイクルに関する工場（全 12 箇所）をとりあげています。
特に、覚えて欲しい工場については、さらにマスを大きくして（8 箇
所）際立たせています。
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③資源カード（8 種類）
資源カードは、原子力発電の燃料として使われるウランが鉱山で掘
り出されてから発電所で使われるまでに変化していく様子を紹介して
います。カードは全部で 8 種類（天然ウラン、イエローケーキ、六フ
ッ化ウラン、二酸化ウラン、ウラン燃料（ペレット）、ＭＯＸ燃料（ペ
レット）、燃料集合体、プルトニウム）あり、それぞれに、加工途中の
ウランのイラストと簡単な解説文をつけています。反対側の面の模様
は、ウラン（黄）とプルトニウム（緑）のリサイクルの輪を表しています。
各施設に止まった時には、資源カードをもらいます。
（それぞれの枚数については、ゲー
ム盤を参照。）再処理工場でもらえる枚数が 1 周目と 2 周目で違うのは、1 周目は単に燃料
の再処理を意味し、2 周目は、高速増殖炉燃料の再処理を意味して、使った以上の燃料が
取り出せるためです。また、原子力発電所では、ウランを燃料として発電に利用するため
に、資源カードを戻します。
たまった資源カードは、ゲーム終了後、1 枚 1 点として数えます。
④とまれと平和利用カード（4 箇所、16 種類）
とまれのマークのマス（工場）では、たとえ通過する際でも
と ま れ
進まずに一度止まり、資源カードとあわせて平和利用カードを
もらいます。
平和利用カードは、原子力の平和利用に関してＩＡＥＡによ
る原子力施設の査察に関すること（査察編）や各種工業界の放射線利用（放射線利用編）
について紹介しています。反対側の面の模様は、世界が手を取り合って原子力の平和利用
を進めてほしいという願いを表しています。
ゴールするためには、４か所の工場で立ち止まり、合計 4 枚の平和利用カードを手に入
れることが必要になります。ためた平和利用カードは、ゲーム終了後、1 枚 5 点として数
えます。
⑤クイズ（13 箇所、51 種類）
ネコ博士のマークが描かれているマスでは、クイズカードを引
いてクイズを実施します。クイズは、放射線の基礎知識から核燃
料サイクルに関することまで幅広く取り上げています。答えは○
クイズカード
×または三択方式になっていて、正解すると○×問題では 1 枚、
三択問題では 2 枚の資源カードをもらうことができます。クイズ
の回答は、
「４．クイズ解答一覧」で確認ください。また、問題文の内容に関して、さらに
詳しいことを知りたいときは、「３．(1)クイズカードの解説」をご覧ください。
⑥ラッキー（10 箇所、17 種類）
ハートマークが描かれたマスでは、ラッキーカードを引いてその
指示に従います。核燃料サイクルや各種エネルギー利用において近
ﾗｯｷｰｶｰﾄﾞ
い将来実現しそうなことや実現してほしいと思うようなことなどを
取り上げています。カードに書かれている内容によって、コマを進
めたり、資源カードをもらうことができます。また、カードの内容に関して、さらに詳し
いことを知りたいときは、「３．(2)ラッキーカードの解説」をご覧ください。
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⑦アクシデント（9 箇所、16 種類）
爆発マークが描かれたマスでは、直接マスに指示が書かれてい
る場合はその指示に、マークだけの場合はアクシデントカードを
ｱｸｼﾃﾞﾝﾄｶｰﾄﾞ
引いてその指示に従います。原子力施設で過去に起きた大きな事
故や起こる可能性のあるようなトラブルなどを取り上げています。
カードまたは、直接マスに書かれている内容によって、コマや資
源カードを戻します。また、カードの内容に関して、さらに詳しいことを知りたいときは、
「３．(3)アクシデントカードの解説」をご覧ください。
⑧チャレンジ（8 箇所）
炎のマークのマスでは、「資源カード」を増やすためのゲームをします。
手持ちの「資源カード」の中から好きな枚数（最大５枚まで）をかけて、
サイコロを振ります。偶数（２，４，６）の目が出たら、かけた資源カード
ﾁｬﾚﾝｼﾞ
は手元に戻り、さらに同じ数だけの資源カードをもらうことができます。ま
た、奇数（１，３，５）の目が出たら、かけたカードは没収されます。手持ちの資源カー
ドがないときには、チャレンジはできません。
（平和利用カードは、チャレンジには使えま
せん。）
⑨1 回休み（2 箇所）
中間貯蔵施設では、原子力発電所で使い終わった燃料（使用済燃料）を再
処理するまでの間、保管しておきます。その保管する期間を考慮して、1 回
１回休み
休みにしています。

３．各種カード内容についての解説
この解説は、各種カードに関する内容について、さらに詳しい内容を盛り込んでいます。
ゲームメーカーなど、子供たちと一緒に遊ばれる大人を対象として作成しています。ゲー
ムを進める上で出てくる子供たちの疑問を解決するための参考にお使いください。
解説書の内容は、主にゲーム作成時（2008 年 4 月～2009 年 6 月頃）に得た情報をもとに
作成しています。
(1)クイズカードの解説
1．日本最初の原子の火がともったところはどこでしょう。
(1)青森県六ヶ所村 (2)福井県敦賀市 (3)茨城県東海村
正解：(3)茨城県東海村
茨城県東海村にある日本原子力研究開発機構（当時の日本原子力研究所）に、出力 50
ｋW の JRR-1 が日本の研究用の原子炉第一号としてアメリカから輸入されました。昭和
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32（1957）年 8 月、この JRR-1 で臨界に達し、農業中
心の寒村（東海村）に第三の火（原子の火）が灯り、日
本全国の関心が東海村に集中しました。その後、さまざ
まな基礎実験や原子炉技術者の養成訓練に利用され、
1968 年に運転を停止しました。現在は、展示室として利
用されています。
参考：日本原子力研究開発機構ホームページ他

【ＪＲＲ－１初臨界時の様子】

（昭和 32 年頃の JRR-1）

（現在の JRR-1（展示室として利用））

【ＪＲＲ－１の今と昔】

2．日本で初めてウランが発見された人形峠は、岡山県と鳥取県の境にある。○か×か？
(1)○ (2)×
正解：(1)○
昭和 30 年に、当時の通商産業省工業技術地質調査所によって、鳥取県と岡山県の県境
にある人形峠でウラン鉱床が発見されました。これをきっかけに周辺でウラン探査や試掘
がされましたが、埋蔵量は少なく、国内でウラン必要量を確保することが不可能であるこ
とが明らかになりました。そのため、ウラン資源を海外に求める機運が高まり、現在は鉱
山活動は行われていません。
参考：
「核燃料施設廃止措置のフロントランナー」（日本原子力研究開発機構パンフレット）

関連）クイズ No.10,11, ラッキーNo.2, アクシデント No.○
2
3．原子力発電所で燃やした後の燃料を使用済燃料といいますが、これらをもう一度燃料
として使う事を何というでしょう。
(1)核燃料サイクル (2)ライフサイクル (3)モーターサイクル
正解：(1)核燃料サイクル
原子力発電所で使い終わった燃料の中から、発電で使用されずに残ったウランや新しく
できたプルトニウムを取り出して、もう一度燃料として、発電に利用することを核燃料サ
イクルといいます。この仕組みを、この「くるくるウランゲーム～遊べばわかるよ！核燃
料サイクル～」でゲーム化していますので、ぜひ遊んでみてください。
関連）ラッキーNo.7,8
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【核燃料サイクル】

4．使用済燃料から取り出したウランとプルトニウムを混ぜて作った燃料を使って、原子力
発電所（軽水炉）で発電する計画を何というでしょう。
(1)パルサーマル計画 (2)プルサーマル計画 (3)プラサーマル計画
正解：(2)プルサーマル計画
プルサーマルとは、原子力発電所から出てきた使用済燃料から取り出したウランとプル
トニウムを混ぜてモックス（MOX＊）燃料に加工して、原子力発電所（軽水炉）の燃料とし
て使用することです。このプルサーマルという名前は、プルトニウムをサーマルリアクタ
ー（軽水炉）で使用することに由来しています。（英語ではなく、日本で作られた言葉。）
国内では、試験的に関西電力美浜１号機と原電敦賀１号機で使われた実績があり、安全
性が確認されています。海外では主に欧州（フランス、ドイツなど）の軽水炉で MOX 燃料
を 1960 年代から使用しています。
また、軽水炉以外に新型転換炉「ふげん」で約 20 年間 772 体の MOX 燃料が１体の損傷も
なく、安全に取り扱われました。
＊MOX：Mixed Oxide Fuel
参考：エネルギー白書 2007

関連）ラッキーNo.6
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5．ウランは自然界の中で一番重い原子（元素）である。○か×か？
(1)○ (2)×
正解：(1)○
6．ウランはいつごろからあるでしょう。
(1)46 年前 (2) 460 年前 (3) 46 億年前
正解：(3) 46 億年前
7．ウラン 235 とウラン 238 では、核分裂を起こしやすいのはどちらでしょう。
(1)ウラン 235 (2)ウラン 238
正解：(1)ウラン 235
8．天然のウランには、燃えやすいウラン 235 と燃えにくいウラン 238 などがありますが、
ウラン 235 の割合は何パーセント（％）でしょう。
(1)約 70％ (2)約 7％ (3)約 0.7％
正解：(3)約 0.7％

ウランは、天然（自然界）に存在する元素のうち、最も原子番号が大きく重い原子（元
素）です。（人工では、プルトニウムなどウランより重い原子（元素）があります。）ウラ
ンは、地球が誕生した 46 億年前から地球上に存在し、地殻中に広く分布し、百種類以上
の鉱物に含まれています。天然のウランには、ウラン 238 が約 99.3％、ウラン 235 が約
0.7％含まれています。
（このほか、ウラン 234 が約 0.005％含まれています。）ウランを原
子力発電所の燃料として使うときには、ウラン 235 の割合を３～５％まで高めて使います。
関連）クイズ No.9,20
9．一般的に「ウランが燃える」というのは、「ウランが核分裂する」ことである。
○か×か？
(1)○ (2)×
正解：(1)○
原子力発電の燃料となるウランを、火力発電の燃料となる石炭や石油が燃えることと同
じように、ウランが燃えると表現することがあります。これは、ウランが核分裂すること
で、ウランが炎を上げて燃えていることではありません。
このウランの核分裂とは、ウランに中性子を衝突させて、ウランが２つ以上に分かれて、
新たな物質（核分裂生成物）ができることで、このとき、熱が発生したり、新たに中性子
を生み出したりします。
関連）クイズ No.7,8
次の核分裂へ
核分裂
次の核分裂へ
核分裂
中性子

ウラン

次の核分裂へ
核分裂

核分裂生成物

次の核分裂へ

【ウランの核分裂反応】
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10．今、日本でウラン鉱石を採掘している。○か×か？
(1)○ (2)×
11．世界でウランがたくさん採れる国はどこでしょう。
(1)日本 (2)オーストラリア (3)フランス

正解：(2)×
正解：(2)オーストラリア

日本のウラン鉱山は、埋蔵量が少なく、ウランの含有量が少ないために、産業的な採掘
はしていません。そのため、オーストラリアやカナダなどたくさん採掘している国から輸
入しています。ウラン鉱物をそのまま輸入するのではなく、余分なものを取り除いて（製
錬して）イエローケーキ（資源カード参照。）などのウラン酸化物として輸入しています。
関連）クイズ No.2, ラッキーNo.1,2, アクシデント No.○
2

ロシア
カナダ
カザフスタン
ウクライナ
ウズベキスタン
アメリカ

ニジェール

ブラジル

ナミビア

南アフリカ

オーストラリア

データ出典：平成 20 年版

原子力白書（OECD/NEA & IAEA, Uranium 2007）

【世界のウラン資源（埋蔵量）の分布】

12．ウラン鉱石を化学処理してウラン粉末にしますが、この黄色の粉末を何というでし
ょう。
(1)ｼｮｰﾄｹｰｷ (2)ｲｴﾛｰｹｰｷ (3)ﾁｰｽﾞｹｰｷ
正解：(2)イエローケーキ
ウラン鉱物から不純物を取り除くことを製錬といいます。製練によってウランは、黄色
い粉末状の酸化物として取り出されるので、「イエローケーキ」と呼ばれます。
13.燃えやすいウランの濃度を高めるためには、どんな状態にしているでしょう。
(1)気体
(2)液体
(3)固体
正解：(1)気体
14.日本では、ウランの濃度を高めるために遠心分離機を使う。○か×か？
(1)○
(2)×
正解：(1)○
ウラン鉱石から取り出したイエローケーキは、ほとんどが核分裂しにくいウラン 238 で
占められているので、核分裂しやすい（燃えやすい）ウラン 235 の濃度を高める（濃縮す
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る）必要があります。その際、濃縮しやすいように、ウランの状態を固体のイエローケー
キから、気体の六フッ化ウランにします。これを「転換」と呼びます。
濃縮は、
「遠心分離機」と呼ばれる洗濯
機の脱水槽のような装置をいくつも連ね、
回転させることによって、核分裂しやす
いウラン 235 の濃度を高めていきます。
濃縮したあと、気体の六フッ化ウラン
は、固体の二酸化ウランの粉末にします。
この過程を「再転換」といいます。再転
換をするのは、この粉末をペレットとし
て固めて原子力発電所の燃料として使用
【転換工程】
するためです。
15．ウランの濃縮工場は日本のどこにあるでしょう。
(1)佐賀県玄海町 (2)青森県六ヶ所村 (3)福井県敦賀市
正解：(2)青森県六ヶ所村
天然に存在するウランは、核分裂してエネルギーを作
り出すウラン 235 の割合が少なく（約 0.7％）、そのまま
では発電に利用できません。そのため、ウランの濃縮工
場で核分裂するウラン 235 の割合を 3～5％まで高くし
て使います。
これまで、ウラン濃縮は、アメリカやフランスなどに
依存してきましたが、原子力発電が日本の電気の約 3 割
を占めるようになってきて、日本でも独自にウラン濃縮
ができるように動力炉・核燃料開発事業団（現在の日本
原子力研究開発機構）が中心となって、技術開発を進め
てきました。この技術を、青森県六ヶ所村にある日本原
燃株式会社に技術移転し、商業規模のウラン濃縮工場が
1992 年から操業しています。

天然ウラン

燃えやすい
ウラン235の
割合を高める

低濃縮ウラン

【ウラン濃縮】

参考：日本原燃株式会社ホームページ

16．二酸化ウランを高温で円柱状に焼き固めた物を何というでしょう。
(1)ルーレット (2)ロボット (3)ペレット
正解：(3)ペレット
17．原子力発電所（軽水炉）で使われているペレット 1 個は、一般家庭の電気使用量の
約７～９ヶ月分にあたる。○か×か？
(1)○ (2)×
正解：(1)○
18．ペレットを棒状に詰めた物を何というでしょう。
(1)燃料棒 (2)燃料缶 (3)燃料炭
正解：(1)燃料棒
原子力発電所（軽水炉）で使う燃料は、二酸化ウランを成型して陶器のように高温で焼
き固めます。これを「ペレット」といいます。ペレット 1 個は、日本の一般家庭の電気使
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用量の約７～９ヶ月分に相当すると言われています。
このペレットは、被覆管に詰められて、
「燃料棒」になります。さらに、これを束ねて燃
料集合体にして、原子力発電所で燃料として使います。
関連）アクシデント No.○
20

U
ﾁｬﾚﾝ ｼﾞ

１
ペレット

ﾁｬ ﾚﾝｼ ﾞ
ﾁｬ ﾚﾝｼﾞ

二酸化ウラン粉末
焼き固める

＊1 円玉は、大きさの比較のために示す

燃料棒
燃料集合体

【燃料集合体ができるまで】

19．プルトニウムが外に漏れないようにするために、被覆管に入れるまでは箱型の設備
の中で取り扱う。それを何というでしょう。
(1)グローブボックス (2)アイスボックス (3)ブラックボックス
正解：(1)グローブボックス
プルトニウムなどの放射性物質を取り扱うときに使
う箱型の設備をグローブボックスといいます。グロー
ブボックスの中は作業室より気圧を低くすることによ
って、中の空気が作業室に出てこないようにしていま
す。こうすることによって、放射性物質がグローブボ
ックスから漏れ出すことを防ぎ、作業者が放射性物質
を体内に取り込まないようにしています。
【グローブボックス】

20．原子力発電の燃料はどれでしょう。
(1)石炭 (2)石油 (3)ウラン

正解：(3)ウラン

原子力発電では、燃料となるウランの核分裂によって出るエネルギーを利用して、水を
沸騰させて蒸気でタービン（羽根車）をまわして発電しています。火力発電は、石炭や石
油、天然ガスを燃料として、原子力発電と同じように水を沸騰させてタービン（羽根車）
をまわして発電しています。
関連）クイズ No.5～8
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【原子力発電と火力発電】

21．日本で稼動している原子力発電所は、主にＰＷＲ（加圧水型原子炉）とＢＷＲ（沸
騰水型原子炉）である。○か×か？
(1)○ (2)×
正解：(1)○
日本で使われている商業用の原子力発電所は、加圧水型原子炉（PWR：Pressurized
Water Reactor）と沸騰水型原子炉（BWR：Boilling Water Reactor）の 2 種類の軽水炉
が主流です。この軽水炉は、原子炉で発生する熱を冷やし、その熱を運ぶ材料に普通の水
（軽水）を使うので、軽水炉といいます。
PWR も BWR もウランの核分裂でできるエネルギー（熱）を使って水を蒸気に変え、
その蒸気の力でタービンを回して電気を起こしていますが、その蒸気を作る方法が違いま
す。
PWR では、原子炉の中の温まった水が沸騰しないように適度に圧力をかけて、その高
温高圧の水の熱を使って別の水を沸騰させて蒸気を作ります。BWR では、原子炉の中の
水を直接沸騰させて蒸気を作ります。

【ＰＷＲ（左）とＢＷＲ（右）】
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22．原子炉の中の核分裂を増やしたり減らしたりする役目をする物を何というでしょう。
(1)回転棒 (2)天秤棒 (3)制御棒
正解：(3)制御棒
制御棒は、原子炉の中で核分裂してできた中性子を、増やしたり減らしたり調整（制御）
する役目を果たしています。中性子は制
御棒に吸収されるため、制御棒をだんだ
ん引き抜いていくと核分裂が増え、差し
込むと核分裂が減ります。また、何か異
常があった時は、自動的に素早く制御棒
が差し込まれて原子炉の運転を止めます。

【制御棒の役割】

23．原子炉の熱を冷やし、その熱を運ぶものを冷却材という。○か×か？
(1)○ (2)×
正解：(1)○
冷却材は、原子炉の中で核分裂するときに発生する熱を取り出して、その熱を運びます。
この熱を使って蒸気を作り、タービンを回します。冷却材は、原子炉の種類によって、水
（軽水）、ナトリウム、ヘリウムガスなどが用いられます。
24．原子力発電所の放射能を閉じ込める壁（バリア）は何重でしょう。
(1)２重 (2)３重 (3)５重
正解：(3)５重
日本の原子力発電所では、万が
一事故が起きても、放射性物質が
外に出ないように幾重にも壁を作
って閉じ込めています。この放射
性物質を閉じ込める壁を「5 重の
壁」と呼び、第１の壁は燃料ペレ
ット、第２の壁は燃料被覆管、第
３の壁は原子炉圧力容器、第４の
壁は原子炉格納容器、第５の壁は
原子炉建屋となります。

【放射能を閉じ込める 5 重の壁】
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25．再処理工場に、使用済燃料は何という容器に入れて運ばれて来るでしょう。
(1)キャスク (2)キャスター (3)キャラバン
正解：(1)キャスク
原子力発電所から取り出された使用済燃料は、キ
ャスクと呼ばれる輸送容器に入れて再処理工場へ海
上輸送されます。このキャスクは、厳重に放射線や
発熱に対する安全対策が施された頑丈な金属で作ら
れています。これによって、運搬する人はもちろん、
周辺の環境や人が放射線の影響を受けないようにし
【キャスク（使用済燃料輸送容器）】
ています。
輸送時には、核物質が盗まれて悪用されたり、運搬を妨害されたりしないように、輸送
日時や経路などは、事前に公表されません。
関連）アクシデント No.○
43
26．使用済燃料から再利用できるもの（ウランとプルトニウム）と再利用できないもの
（廃棄物）にわけることを何というでしょう。
(1)分解処理 (2)熱処理 (3)再処理
正解：(3)再処理
原子力発電所で使用した（役目をおえた）燃料（使用済燃料）から、ウラン資源の有効
利用のために、再利用できるウランや新し
高レベル放射性廃棄物
く生まれたプルトニウムを分離し、廃棄物
（再利用できないもの）にわけることを再
← 核分裂生成物
3～5％
3％
（核分裂でできた物質）
処理といいます。再処理することによって、
← プルトニウム
1％
1％
使用済燃料の約 97％は再利用が可能です。
再処理の流れは、原子力発電所から運ば
再利用可能
れてきた使用済燃料を、燃料貯蔵用のプー
97％
95～97％
95％
ルに保管します。それを取り出し、3～4 セ
ンチに切りきざみ、化学薬品を使って溶か
し、その中から、ウランやプルトニウムを
とりわけます。作業は、セルと呼ばれる厚
い壁で囲まれた部屋の中で遠隔で行われま
発電前
発電後
す。
【ウラン燃料の変化】
日本で発生する使用済燃料のほとんどは、
フランスやイギリスの再処理工場で処理されています。日本には、研究規模の再処理工場
（日本原子力研究開発機構）が茨城県東海村にあります。ここでは、昭和 52 年から平成
18 年までに国内の原子力発電所から出た 1,000 トン以上の使用済燃料を受入れて処理して
きました。平成 18 年 4 月からは、研究開発のための運転に移行しています。商業規模の
再処理工場は、青森県六ヶ所村にあり、年間 800 トンのウランを処理する能力があります。
参考：日本原燃株式会社ホームページ、日本原子力研究開発機構ホームページ

関連）アクシデント No.○
38
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（出典：日本原燃株式会社ホームページ）

【再処理の作業の流れ】

27．再処理工場に運ばれてきた使用済燃料は、熱をさますためにどこにおくでしょう。
(1)水の入ったプール (2)山の上の倉庫 (3)大型冷蔵庫
正解：(1)水の入ったプール
原子力発電所から、再処理工場に運ばれてきた使用済燃料は、貯蔵用のプールに保管（日
本原燃では 4 年以上）されます。保管することによって、使用済燃料を冷却し、放射能の
量を数百分の１にまで小さくします。また、このプールは、十分な深さを有して使用済燃
料から出てくる放射線が水中で止まるようにしてあります。
日本原燃株式会社の再処理工場にある燃料貯蔵用のプールは、ウランの量で表すと、
3,000 トン貯蔵が可能です。（年間の最大再処理能力は、ウランの量で表すと 800 トン）
参考：日本原燃株式会社ホームページ、日本原子力研究開発機構ホームページ

28．再処理工場では、高レベル放射性廃棄物を安全で取り扱いやすいガラス固化体にし
ている。○か×か？
(1)○ (2)×
正解：(1)○
29．ガラス固化体とは放射性廃棄物をどのようにしたものでしょう。
(1)綿のように繊維状にしたもの (2)色ガラスのように固めたもの
(3)牛乳瓶のような容器に閉じ込めたもの
正解：(2)色ガラスのように固めたもの
30．ガラス固化体の重さは約何キロでしょう。
(1)約 5kg（スイカ 1 個） (2)約 500kg（競走馬 1 頭） (3)5000kg（ゾウ 1 頭）
正解：(2)約 500kg（競走馬 1 頭）
再処理工場で、使用済燃料から再利用できるウランやプルトニウムを取り出した後に残
った廃液（高レベル放射性廃棄物）は、寿命は短いが放射能が高い放射性物質や、放射能
は高くないが寿命の長い放射性物質を含みます。そのため、できるだけ安全に輸送や貯蔵、
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処分ができるように、液体からより安定し
た固体にします。これをガラス固化体とい
います。ガラスは、固体化できるので取り
扱いが容易で、水に溶けにくく、経済性か
らも最良の材料として取り入れられていま
す。

（重さ 約490ｋｇ）
（出典：日本原燃パンフ
「海外から返還されるガラス固化体の管理について」）

【ガラス固化体】

31．人の一生（80 年）のうちに使う電気の半分を原子力で発電すると、高レベル放射性
廃棄物（ガラス固化体）の量はどのくらいでしょう。
(1)ドラム缶約 1 本（200ℓ） (2)バケツ約１個（30ℓ） (3)テニスボール約 1 個（0.1ℓ）
正解：(3)テニスボール約 1 個
2009 年 1 月末現在で、日本にはガラス固化体は約 1,700 本あります。また、それまで
に発生した使用済燃料をすべてガラス固化体にすると、約 22,200 本になるようです。
このガラス固化体は、原子力で発電した量に応じて発生しますが、１日に発生する高レ
ベル放射性廃棄物の量は、およそ 1.4 トンになると推測されています。今後は、1 年間に
1,100～1,600 本のペースでガラス固化体が増えていくと想定されています。
日本国内で家庭や工場などで利用するすべての電力のうち、半分を原子力発電でまかな
うとすると、人の一生（80 年）のうちに発生するガラス固化体の量（体積）は、一人あた
りテニスボール約 1 個分になります。
参考：「高レベル放射性廃棄物地層処分の技術と安全性」（原子力発電環境整備機構）、原子力発電環境整備
機構ホームページ（よくあるご質問）

32．放射性廃棄物の地層処分とは何でしょう。
(1)海底に沈めること (2)永久凍土に埋めること (3)地下深い地層に埋設すること
正解：(3)地下深い地層に埋設すること
33．高レベル放射性廃棄物はどこに処分するでしょう。
(1)火星（宇宙） (2)地下 (3)地上
正解：(2)地下
ガラス固化体にされた高レベル放射性廃棄物の処分方法は、海洋に沈めてしまうことや、
宇宙にもっていくことなど、さまざまな方法が国際レベルで検討されました。その結果、
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日本では、地下 300 メートルより深い安定した岩盤に、いくつものバリアを施した上で埋
めることになりました。地層処分が選ばれたのは、地層が本来持っている物質を閉じ込め
る力を利用して、人が管理し続けることなく、長期にわたって人間の生活環境に影響を及
ぼさないようにすることができるからです。
地下深いところは、
・地震等の自然現象の影響を受けにくい
・サビの原因になる酸素がほとんどない
・地下水は、金属を腐食させにくく、物を溶かしこみにくい
などの特徴があり、ガラス固化体の中の放射性物質が地層中に出てきたとしても、私たち
人間の生活環境から十分な距離を保て、たどり着くまでには長い時間がかかります。
参考：放射性廃棄物のホームページ（資源エネルギー庁）

関連）ラッキーNo.3, アクシデント No.○
58

（資源エネルギー庁のホームページをもとに作成）

【地層処分が採用された理由】

（資源エネルギー庁のホームページをもとに作成）

【地層処分とは】
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34．ＩＡＥＡとは何でしょう。
(1)国際原子力機関 (2)オフサイトセンター

(3)国際連合
正解：(1)国際原子力機関

国際原子力機関（ＩＡＥＡ：International Atomic Energy Agency）は、原子力の平和的利
用を促進するとともに、原子力が平和利用から軍事的利用に転用されることを防止する（保
障措置）ことを目的として、1957 年に発足しました。本部はオーストリアのウィーンにあ
り、2009 年 2 月現在、146 カ国が加盟しています。詳細は、「平和利用カード（査察編）」
を参照してください。
参考：外務省ホームページ（国際原子力機関（IAEA）の概要）、IAEA ホームページ

関連）ラッキーNo.10, アクシデント No.9
35．原子力災害の発生時、政府・自治体などが合同で対応する場所はどこでしょう。
(1)ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ (2)ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ (3)ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
正解：(1)ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
原子力災害が発生した時に、政府や自
治体が合同で対応する場所をオフサイト
センター（原子力施設から離れたセンタ

●

ーという意味）といいます。1999 年に起

●
●

きた㈱JCO の臨界事故（アクシデントカ
14 参照。）をきっかけに、原子
ード No. ○

●

力災害対策特別措置法に基づいて設置さ

●

●

●

れました。法律の上では、
「緊急事態応急
対策拠点施設」とよばれています。日本

●

▲
■

国内には 22 か所あります。（2008.4 現

●

在）
万が一の異常事態には、オフサイトセ
ンターに情報が集められ、国と自治体な
どが対策を協議します。その結果をもと
に、住民の方には、自治体から「屋内退
避」や「避難」などの指示が出されます。

●

■

●
●
●
●

■

●

▲
■

●：経済産業省が指定（16ヶ所）
■：経済産業省と文部科学省が指定（４ヶ所）
▲：文部科学省が指定（２ヶ所）

●

（原子力安全・保安院ホームページをもとに作成）

【オフサイトセンターが設置されているところ】

参考：原子力安全・保安院ホームページ（原子力の安全

原子力防災）

関連）アクシデント No.○
14
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オフサイトセンター
平常時：国の原子力防災専門官が執務を行います。
原子力災害時：国、地方自治体、原子力事業者などが一堂に会します。
また、関係者の情報共有、意思統一を図り、緊急時対応策を迅速かつ
的確に実施するために、国、地方自治体による合同対策協議会を設置
します。

原子力事業者

異常事態の通報義務
内閣総理大臣は、原子力緊
急事態宣言を発出すると同
時に、自らが本部長となる
原子力災害対策本部を設置
します。

都道府県
国
現地対策本部

国
原子力災害対策本部
本部長 内閣総理大臣

原子力災害
合同対策協議会
市町村

原子力事業者
助言

原子力防災専門官

参画

原子力安全委員会
指示・指揮監督
避難、屋内退避等指示
（市町村長）

住 民

放射線量の公表
被災者の救護
被ばく線量の測定
放射性物質の除去

【専門的支援】
原子力緊急時支援・研修センター
（日本原子力研究開発機構）
放射線医学総合研究所
原子力事業者
等
【災害警備】

警 察
【消火・救護活動】

消 防

災害発生または拡大防止のための
措置を実施します。

災害の拡大防止等

事故現場

自衛隊
（内閣総理大臣が派遣要請）

原子力事業者
防災組織

（原子力安全・保安院ホームページをもとに作成）

【原子力緊急時の防災体制】

36．原子力施設周辺の環境中の放射線を常時測定しているところはどこでしょう。
(1)ナースステーション (2)モニタリングステーション (3)宇宙ステーション
正解：(2)モニタリングステーション
モニタリングステーションでは、原子力施設周辺の環境中の放射能（線）を連続的に測
定しています。これは、施設から放出された放射性物質が環境などへ影響を与えないか確
認するために実施されています。モニタリングステーションには、空気中の放射線量を測
定するための測定器、空気中のチリやヨウ素を集めて測定する装置、風向きや風速を観測
する装置なども備えられています。このほかに、施設から放出された放射性物質の環境へ
の影響を調べるために、農作物や海産物、陸上の土や海水、海底の土などの放射能も定期
的に測定しています。
これらの測定結果は、原子力事業者や自治体が、インターネットや広報誌などを通じて
公開しています。
例）日本原子力研究開発機構サイクル工学研究所のモニタリング情報：
http://www.jaea.go.jp/04/ztokai/kankyo/realtime/map_10m.html
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モニタリング
ステーション

農作物

牛乳

環境監視室

モニタリングポスト
モニタリング車

海産物

【環境モニタリング】

37．次のうち放射線はどれでしょう。
(1)赤外線 (2)アルファ線 (3)紫外線

正解：(2)アルファ線

放射線には、アルファ線やベータ線のような「電離＊放射線」と赤外線や紫外線のよう
な「非電離放射線」があります。このうち、電離放射線を一般的に「放射線」と呼んでい
ます。また、放射線には、アルファ線やベータ線のような「粒子線」とガンマ線やエック
ス線のような「電磁波」があります。
＊電離：外から加えられたエネルギーによって、原子からマイナスの電気を帯びた電子が離れることです。
イメージ図
電
離
放
射
線

非
電
離
放
射
線

粒
子
線

種類
重粒子線
アルファ線
陽子線
中性子線
ベータ線
ガンマ線
エックス線
紫外線
可視光線
赤外線
マイクロ波

電
磁
波

短波
中波
長波
極低周波

【放射線の種類】
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利用例・発生源
がん治療
火災報知機の煙探知機
がん治療
がん治療
厚さ計
医療
Ｘ線写真
殺菌灯
太陽光
赤外線ヒーター
衛星放送
携帯電話
電子レンジ
テレビ
ＦＭラジオ
アマチュア無線
ＡＭラジオ
パソコン
送電線
掃除機
冷蔵庫
ドライヤーなど
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38．放射線と放射能は同じ。○か×か？
(1)○ (2)×
放射性物質からは、
「放射線」が出ています。その放
射線を出す能力を「放射能」といいます。

正解：(2)×
放射能：
放射線を出す能力
放射線

放射性物質
（ウランやプルトニウムなど放射線を出すもの）

【放射線と放射能の違い】

39．放射線は目に見える。○か×か？
(1)○ (2)×

正解：(2)×

放射線は私たちのまわりにありますが、人間の五感（視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚）
に感じることができません。この放射線は、専用の機械（放射線測定器など）を使うと、
放射線の種類や量などを知る（測定する）ことができます。
肌に感じない

目に見えない

？ ？？

においがしない

味がしない
音がしない

【放射線測定器（例）】
【人間の五感に感じない放射線】

40．紙を通過しない放射線がある。○か×か？
(1)○ (2)×
正解：(1)○
41．中性子線をもっともよく止めることができるのはどれでしょう。
(1)ハンカチ (2)フライパン (3)プールの水
正解：(3)プールの水
放射線には、物を通り抜ける力（透過力）がありますが、その大きさは放射線の種類に
よって違います。
アルファ線は、近くのものに与えるエネルギーが大きいので、すぐにエネルギーを失っ
てしまい、空気中では数センチメートルしか進むことができません。そのため、アルファ
線は、物を通り抜ける力が小さく、紙一枚を通り抜けることができません。
中性子線は、中性子の粒の流れで電気を帯びておらず、原子の中に自由に入り込むこと
ができます。そのため、物を通り抜ける力が、他の放射線に比べて大きくなっています。
また、中性子の質量は、水素の原子核（陽子）の質量とほぼ同じです。そのため、水素の
たくさん含まれる水や厚いコンクリートなどは、中性子線を止めることができます。
- 120 -

JAEA-Review 2010-026

【放射線の透過力の違い】

42．私達が 1 年間に受ける自然放射線の量は、世界平均で何ミリシーベルトでしょう。
(1)240 ミリシーベルト (2)24 ミリシーベルト (3)2.4 ミリシーベルト
正解：(3)2.4 ミリシーベルト
人間のさまざまな活動とは関係なく、自然に
存在する放射線のことを「自然放射線」と呼び
ます。この自然放射線には、宇宙からくる宇宙
線や大地からの放射線、食べ物や空気中に含ま
れる放射性物質からの放射線などがあります。
これらの自然放射線から、私達は１年間に 2.4
ミリシーベルト（世界平均）の放射線を受けて
います。これはわずかな量で、人体に影響を与
えるものではありません。

【単位：ミリシーベルト】

（データ出典：国連科学委員会（UNSCEAR）2000 年報告書）

【1 年間に受ける自然放射線】

43．私達の体にも放射能がある。○か×か？
(1)○ (2)×

正解：(1)○

自然界にも天然の放射性物質が存在しています。私たちは、日常生活の中で、空気、水、
食べ物などを摂取することによって、そこに含まれる放射性物質を体内に取り込んでいま
す。これらの放射性物質は、血液やリンパ液とともに体内を移動し、種類によっては特定
の臓器や組織に沈着します。体重 60 キログラムの人の体内には、約 7,000 ベクレル＊の放
射能があります。これはわずかな量で、人体に影響を与えるものではありません。
＊ベクレル：放射能の強さ（一定の時間内にどれだけの原子が壊れるかという数）を表す単位です。1 秒間
に 1 個の原子が壊れるとき、1 ベクレルといいます。

例）体重 60 キログラムの人の体内にある放射性物質とその放射能の量
カリウム 40：4,000 ベクレル、
炭素 14：2,500 ベクレル、
ルビジウム 87：500 ベクレル、
鉛 210・ポロニウム 210：20 ベクレル
（データ出典：原子力安全研究協会
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44．食べ物から放射線が出ている。○か×か？
(1)○ (2)×

正解：(1)○

私たちが普段食べている食物の中には、放射性物質が含まれています。食物に最も多く
含まれているのは「カリウム 40」という放射性物質です。天然のカリウムには、放射線を
出すものと出さないものが含まれています。このうち、放射線を出すものがカリウム 40
で、その割合は、約 0.01%です。このカリウムは、大地や肥料（肥料の三大要素は、チッ
ソ、リン酸、カリウム）などに含まれ、植物が根から栄養分を吸い上げるのと一緒に取り
込まれます。これはわずかな量で、人体に影響を与えるものではありません。

放射線を出す
カリウム（ｶﾘｳﾑ 40）
0.01%

さつまいも
140ベクレル

さかな
130ベクレル
ごはん
10ベクレル

こんぶ
1600ベクレル

放射線を出さない
カリウム
99.99%

牛乳
50ベクレル

＊食品 1 キログラムあたり
（五訂増補日本食品標準成分表のカリウム量をも
とに、カリウム 40 の量を計算）

【天然のｶﾘｳﾑに含まれるｶﾘｳﾑ 40 の割合】

【食べ物に含まれるｶﾘｳﾑ 40 の放射能】

45．次のうち人への放射線被ばく量を表す単位はどれでしょう。
(1)メートル (2)グラム (3)シーベルト
正解：(3)シーベルト
例えば、水の量を表すのに体積や重さなどさまざまな単位が用いられるように、放射線
の量を表す場合にも、グレイやシーベルトなどさまざまな単位があります。シーベルトは、
放射線の種類やエネルギーなどを考慮して、放射線が人体に与える影響を表す単位として
用いられています。
46．次のうち放射線の量を計るものはどれでしょう。
(1)スピードメータ (2)サーベイメータ (3)ヘルスメータ
正解：(2)サーベイメータ
持ち運べるような小型の放射線測定器をサーベイメータと呼んでいます。放射線の種類
（アルファ線、ベータ線、ガンマ線など）に適した測定器を使用します。
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中性子線サーベイメータ

ガンマ線サーベイメータ

アルファ線サーベイメータ

ベータ線サーベイメータ

【サーベイメータ（例）】

47．日本で唯一放射線を当てることが認められている食品はどれでしょう。
(1)さつまいも (2)じゃがいも (3)さといも
正解：(2)じゃがいも
日本では、唯一、じゃがいもの発芽防止に放射線照射が認
められています。世界では、香辛料や肉、野菜など食品に放
射線をあて（放射線照射）、発芽防止や殺菌などをしています。
（32 の国や地域で、40 品目、約 40 万トンの食品で放射線照
射が実用化されています。（2005 年））
放射線は、食品を通り抜けるので放射能は残りません。放
射線照射は、香りや味を損なわない、薬剤を使わないという
利点があります。
参考：パンフレット「食品照射のなるほど！安心ガイド」
（社）日本原子力産業協会

【放射線の食品への利用】

48.放射能が高い温泉はどれでしょう。
(1)硫黄温泉 (2)ラジウム温泉 (3)炭酸温泉

正解：(2)ラジウム温泉

放射能の高い温泉を「放射能泉」といい、一般的に「ラジウム温泉」や「ラドン温泉」
と呼ばれます。これらは、温泉法で以下のように定義されています。
・温泉 1 キログラムにラドン（Rn）の放射能が、100 億分の 20 キュリー＊（74 ベクレ
ル）以上含まれている。
・ラジウム塩（Ra）が温泉 1 キログラムに 1 億分の 1 ミリグラム以上含まれている。
温泉中に含まれるラジウムは、変化（壊変）して気体のラドンにな
り、空気中に飛散します。このラドンは、吸気によって体内へ取り込
まれたり、皮膚や粘膜から吸収されたりします。しかし、すぐに呼気
で体外に排出されます。
日本では、三朝温泉（鳥取県）、有馬温泉（兵庫県）、増富温泉（山
梨県）、玉川温泉（秋田県）などがあります。
＊キュリー：ベクレルの旧単位です。
参考：温泉法
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49．1 人あたりのエネルギー消費量が一番多い国はどこでしょう。
(1)カナダ (2)フランス (3)日本
10

消
費
量

（

石
油 5
換
算
ト
ン
）

イ ンド

ブラジ ル

中国

メキ シ コ

世界平均

イタ リ ア

イギ リ ス

日本

ドイ ツ

フラ ン ス

韓国

ロシ ア

ア メリ カ

0

カ ナダ

1970 年代の石油危機以降、
日本をはじめ欧米諸国などの
先進工業国では、省エネルギ
ーやエネルギー利用の効率化
を進め、エネルギー消費型の
産業から省エネルギー型の産
業へ移っていきました。しか
し、アメリカやカナダは、エ
ネルギー資源も豊富にあるた
め、エネルギー生産も多く、
それを活用した産業（石油生
産、石油化学製品、鉱業、紙・
パルプ産業など）も発達して
います。また、カナダは、日
本に比べて全体的なエネルギ
ー消費量は小さい（約半分）
が人口も少なく（約 4 分の 1）
一人あたりのエネルギー消費
量が大きくなっています。

正解：(1)カナダ

（データ出典：原子力・エネルギー図面集2009
（ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES 2008 Edition,
ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES 2008 Edition））

【世界の一人あたりのエネルギー消費量】

参考：ＮＥＤＯ海外レポート No,956, 2005. 6. 1

50．日本のエネルギー自給率は何％でしょう。
(1)４％ (2)１４％ (3)４４％

正解：(1)４％

生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる割合をエネルギー
自給率といいます。1960 年頃の日本は、国産の石炭や水力など国内の天然の資源エネルギ
ーの活用によってエネルギー自給率は、約 60％ありました。しかし、その後の高度経済成
長によって、石炭から石油に燃料転換が進み、石油が大量に輸入されるようになりました。
また、石炭も輸入中心に移行したことから、日本のエネルギー自給率は大幅に低下し、現
在は、４％にまで低くなっています。
【日本の各エネルギーの輸入依存度」（2006 年度）】

輸入依存度（％）

石 炭

石 油

天然ガス

原子力（ウラン）

100.0

99.7

95.9

100.0

（データ出典：
「なるほど！原子力ＡtoＺ（資源エネルギー庁ホームページ）」
（資源エネルギー庁「日本のエネルギー2008」））
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60
4%

原 油 4％
天然ガス 14％

地熱・太陽光等 18％

40
廃棄物等 31％

水力 33％

0%

20

0
1960年

1970年

1980年

1990年

2000年

2005年

（データ出典：エネルギー白書 2008）

【エネルギー自給率とその内訳】

51．二酸化炭素の放出が最も多いのは次のうちどれでしょう。
(1)火力発電 (2)原子力発電 (3)水力発電

正解：(1)火力発電

単位：G-CO2／kWh（送電端）

1000
火力、水力、原子力など、
975
それぞれの発電所の建設か
800
ら燃料の採掘、輸送、施設
742
■発電燃料燃焼
1kWh
の運転、保守などすべての
■設備・運用
608
600
過程での二酸化炭素の排出
量を計算すると、グラフの
CO２
400
ようになります。燃料とし
て石油や石炭、天然ガスな
200
どの化石燃料を使う火力発
53
29
電は、二酸化炭素の排出量
22
15
11
0
が他の発電方法と比べてと
石炭火力 石油火力 LNG火力 太陽光
風力
原子力
地熱
水力
ても多くなっています。そ
出典：電中研ニュース他
の他の原子力発電や、自然
【各発電方法別二酸化炭素の排出量】
の力を使う太陽光、風力、
水力は、化石燃料を使わないため、発電時の二酸化炭素の排出はありません。
関連）ラッキーNo.13～17, アクシデント No.10

(2)ラッキーカードの解説
1．ウランの値段が下がる。資源カードを 1 枚もらう。
エネルギーの安定供給や環境問題などの観点から、世界各国で原子力発電を見直す動き
- 125 -

JAEA-Review 2010-026

があります。アメリカでは、約 30 年ぶりに新しい原子力発電所を建設することが計画さ
れています。インドや中国でもエネルギー需要の高まりから、新規原子力発電所の建設が
はじまっています。
そのため、ウランの需要が高まり、余剰在庫が減少するなど需要と供給の面から、ウラ
ン価格が上昇しています。また、ウラン鉱山での事故などもウラン価格に影響します。新
たなウラン鉱山が発見されたり、ウランを掘り出す技術が高まると、ウラン価格が下がる
可能性もあります。
参考：エネルギー白書 2008

関連）クイズ No.2,10 ,11, ラッキーNo.2, アクシデント No.○
2
2．海水から容易にウランがとれるようになる。1 マスすすむ。
ウランは海水中にも含まれています。その量は全体でおよそ 45 億トンあるといわれて
います。これは、陸地にあるウランの約 1,000 倍以上と試算されています。しかし、海水
中のウランの濃度は、海水 1 トン中に 3 ミリグラムときわめて少なく、これまでのウラン
の採取技術では経済的に割りに合わないとされてきました。日本原子力研究開発機構では、
効率的に捕集できるウランの捕集材の開発に成功し、コストのさらなる低減化に向けた研
究開発に取り組んでいます。
参考：「未来を拓く原子力 2006」（日本原子力研究開発機構パンフレット）他

関連）クイズ No.2,10,11, ラッキーNo.1, アクシデント No.○
2
3．「高レベル放射性廃棄物」の最終処分地が決まる。3 マスすすむ。
日本では、高レベル放射
第三段階
第二段階
第一段階
性廃棄物（ガラス固化体）
を地下深くに埋めて処分し
ようと計画しています。そ
のため、2002 年（平成 14
年）12 月から国内の各市町
村を対象に、処分地の公募
を始めました。処分地が選
定されるまでには、文献調
査、概要調査、精密調査と
進み、その結果をもとに、
概要調査地区としない
最終処分施設建設地としない
精密調査地区としない
（原子力発電環境整備機構ホームページを参考に作成）
市町村が処分地として受け
【最終処分地選定の流れ】
入れを表明すると、処分場
の建設に入ります。次の段
階に進むまでには、調査報告書をもとにした住民説明会が開催され住民の意見を聞いたり、
都道府県知事や市町村長の意見を聞いたりされます。調査に約２０年、建設に約１０年を
見込んでおり、その後、約５０年かけて、およそ４万本のガラス固化体を埋める予定です。
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しかし、現時点では、地層処分への国民的理解が進まず、公募に応じようとする市町村で
は、地域住民や県（自治体）から反対が起こり、文献調査にも至っていません。（2009 年
3 月現在）
参考：原子力発電環境整備機構ホームページ

関連）クイズ No.32,33, アクシデント No.○
58
4．高レベル廃棄物の消滅処理が実現する。1 マスすすむ。
5．放射能除去装置が完成した。1 マスすすむ。
放射能除去装置については、1970 年代にテレビアニメで放映された「宇宙戦艦ヤマト」
の中に登場していましたが、現在の技術では実現できる見通しはありません。
消滅処理の技術については、原子炉や加速器などを用いて、半減期＊の長い放射性物質
を半減期の短い放射性物質にする研究が進められています。加速器を用いた研究は、日本
原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構が共同で開発している J-PARC でも実
施されることが検討されています。
＊半減期：放射性物質の持つ放射能の強さが半分になるまでの時間

6．日本全国の原子力発電所でＭＯＸ燃料が利用されるようになる。2 マスすすむ。
現在のわが国の原子力発電所では、燃料にウランを使用しています。このウランに使用
済燃料から取り出したプルトニウムを混ぜた燃料を MOX（Mixed OXide）燃料といい、この
MOX 燃料を現在の原子力発電所（軽水炉）で使用することを、プルサーマルと呼んでいま
す。このプルサーマル計画は、1999 年のイギリスの燃料製造会社の MOX 燃料のデータ改ざ
ん問題などによって、当初の計画より大幅に遅れています。
2003 年 10 月には、エネルギー基本計画が閣議決定され、改めて核燃料サイクルの重要
性が確認され、「プルサーマルを当面の中軸として、国民の理解を得つつ着実に推進する」
とされています。これを踏まえ、電気事業連合会では、プルサーマル実施に関する諸準備
が整い、立地地点の地元情勢等から判断して、実施できる電力会社からプルサーマルを実
施していくこと、さらに 2010 年度までに合計で 16～18 基でプルサーマルの実施を目指し
て取り組むことを決めました。しかし、2009 年 6 月に計画を見直し、2015 年までに期間を
延長してプルサーマルの実施に取り組んでいくこととしました。
電力会社の中には、プルサーマル導入に向けて、安全審査や地元了解を受け、フランス
の燃料製造会社で MOX 燃料を製造し、輸送を完了したところもあります。（2009 年 6 月現
在）
参考：電気事業連合会ホームページ（プルサーマルの現状）

関連）クイズ No.4
7．核燃料サイクルが実用化される。資源カードを 3 枚もらう。
8．高速増殖炉が実用化される。資源カードを 3 枚もらう。
資源の少ない日本では、ウラン資源の有効利用を進める方法として、高速増殖炉を利用
- 127 -

JAEA-Review 2010-026

した核燃料サイクルの確立を掲げた研究開発が進められています。この高速増殖炉では、
使用済燃料から取り出したプルトニウムや燃料として直接使用できない天然ウランや劣化
ウランも一緒に再利用することによって、使った以上のプルトニウムが生産できます。そ
のため、わが国のエネルギー自立に高速増殖炉が大きな期待をもたれています。
現在、高速炉を利用した核燃料サイクルは、2050 年頃までに商業化を目指し、実験段階
から実用化にむけた研究開発が進められています。
参考：日本原子力研究開発機構ホームページ他

関連）クイズ No.3

実験炉
•高速増殖炉の原理の確認
•安全・安定な運転の実証

原型炉

実証炉

実用炉

•発電プラントの信頼性実証
•ナトリウム取扱技術の確立

商業実用炉に必要な経済性、
信頼性の実証

商業ベースでの導入

２０２５年頃

２０５０年頃

常陽

もんじゅ

1977年4月初臨界

1994年4月初臨界
1995年8月初送電

（日本原子力研究開発機構ホームページ他を参考に作成）

【高速増殖炉の実用化までのステップ】
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9．すべての原子力発電所が地震に強くなった。資源カードを 2 枚もらう。
日本は、世界でも有数の地震国で、原子力発電所の地震に対する高い安全性が要求され
ます。
原子力発電所の建設の際には、事前に徹底した地質調査を行い、発電所の敷地を含む周
辺の地質や活断層、過去に発生した地震等を調査し、厳重な耐震設計が行われています。
地震が起こると地震波が岩盤を伝わり、堆積したやわらかい地盤で揺れが増幅され、地
表では大きな揺れとなってしばしば大きな被害をもたらします。そのため、原子力発電所
の重要な機器・建物等は、表層のやわらかい地盤を取り除き、地震による揺れが小さく、
堅固な岩盤の上に直接固定して建設しています。
1995 年（平成 7 年）に起きた兵庫県南部地震（通称、阪神大震災）は、これまでにな
い大きな被害をもたらしました。この地震を機に耐震の重要性が高まり、多くの研究者に
よってあらゆる角度から地震に関する調査や研究が進められ、より多くの知見が得られま
した。原子力施設の耐震安全性に関する安全審査指針も、これらの最新の地震学や地震工
学に関する科学的な知見や耐震設計技術の改良・進歩を反映させて 2006 年（平成 18 年）
9 月に改訂されました。この改訂された指針は、今後、建設される原子力施設はもちろん、
既設の原子力施設にも適用されます。そのため、既設の原子力施設では改訂された指針を
もとに、施設の耐震安全性を評価しなおし、指針にあった耐震安全性が保てるように対策
を講じています。
参考：All for the Safety（SUMMER 2006 vol.09）（原子力安全基盤機構ニュースレター）

関連）アクシデント No.3,4

（パンフレット「耐震設計審査指針の改訂」（原子力安全委員会）を参考に作成）

【原子力施設の設計条件と構造の種類】
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10．日本の原子力利用がＩＡＥＡから高い評価を受ける。資源カードを 2 枚もらう。
国際原子力機関（ＩＡＥＡ：International Atomic Energy Agency）は、原子力の平和的利
用を促進するとともに、原子力が平和利用から軍事的利用に転用されることを防止するこ
とを目的として、1957 年に発足しました。本部はオーストリアのウィーンにあり、2009
年 2 月現在、146 カ国が加盟しています。
日本は、核不拡散条約に基づき、1977 年ＩＡＥＡと保障措置協定を締結し、保障措置を
受け入れています。2004 年 6 月には、これまでの日本に対する評価を踏まえ、核物質の軍
事的利用への転用される兆しも未申告の核物質や原子力活動を示す兆しもなく、
「すべての
核物質が平和的活動の中にとどまっている」との報告を受けています。それ以降も、毎年
同じような評価を受けています。
参考：外務省ホームページ（国際原子力機関（IAEA）の概要、統合保障措置 （integrated safeguards））、
原子力・放射線の安全確保ホームページ（文部科学省）、IAEA ホームページ

関連）クイズ No.34, アクシデント No.9
11．全世界が核兵器を持たなくなる。3 マスすすむ。
世界の多くの国（190 か国、2009.7 現在）は、核兵器不拡散条約（Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons : NPT 1970.3.5 発効）を締結し、核兵器国（ア
メリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の５カ国）以外の国（非核兵器国）への核兵
器の拡散を防止しています。また、核軍縮＊や原子力の平和的利用などについても定めら
れています。1995 年の会議では、核兵器不拡散条約の無期限延長が決定しました。
また、アメリカとロシアの核軍縮によって、核兵器の保有数が少なくなってきています
が、世界では、さらに核兵器が廃絶することが望まれています。
＊核軍縮：すでに所有している核兵器の量を減らしていくこと。
参考：外務省ホームページ（核兵器不拡散条約（NPT）の概要）、IAEA ホームページ

12．新しい放射線治療が見つかり、ガンになっても長生きできるようになる。資源カー
ドを 1 枚もらう。
医療技術の進歩に伴い、さまざまながん治療の方法が研究されています。放射線を利用
した方法もその一つで、これまでの放射線治療だけでなく、粒子線治療やガンマナイフな
どの新しい方法も研究されています。これら放射線を利用した治療は、手術や抗がん剤を
使った治療に比べ、肉体的負担が少ないことや、ピンポイントでがん細胞を死滅させるな
どのメリットがあります。
【粒子線治療】
粒子線治療は、加速器を使って、陽子や炭素の原子核を加速させてガンに集中してあて
ます。
エックス線やガンマ線を使ったこれまでの放射線治療は、周辺の正常な細胞にも影響が
ありましたが、粒子線はガンへの集中的な照射が可能です。
しかし、胃や腸のように不規則に動く臓器や白血病のように全身に広がっているガン、
広く転移したガンには適応できず、効果は固形腫瘍に限定されています。
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○粒子線治療実施機関：
＜陽子線治療＞
筑波大陽子線医学利用研究センター（茨城県）、国立がんセンター東病院（千葉県）、静
岡県立がんセンター（静岡県）、若狭湾エネルギー研究センター（福井県）
＜重粒子線治療＞
放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター病院（千葉県）
＜陽子・重粒子線治療＞
兵庫県立粒子線医療センター（兵庫県）
【ガンマナイフ】
ガンマナイフは、コバルト 60 から出るガンマ線を使って、脳腫瘍を治療します。ナイ
フで切り取ったようなシャープな効果が得られることから、こう呼ばれています。
多数のガンマビームを深部にある脳腫瘍に集中させるため、付近の正常な細胞にはほと
んど影響はありません。ただし、患者の頭部は動かないようにしっかりと金属で固定され
る必要があります。
○ガンマナイフ設置施設
北海道・東北 ５ヶ所、 関東・甲信越 １５ヶ所、 東海・北陸 ５ヶ所、
近畿 １１ヶ所、 中国・四国 ５ヶ所、 九州・沖縄 ９ヶ所
参考：がん治療最新情報ホームページ（メディカルサポートネット）

13．南極や北極の氷が融けなくなって、ペンギンや白熊が元気になる。資源カードを 1
枚もらう。
14．大気中のＣＯ２放出量が減って、南の島が水没の危機からのがれられる。資源カー
ドを 1 枚もらう。
【地球温暖化とは】
産業革命以降、石油
や石炭などの化石燃料
の消費が大幅に増え、
大気中の二酸化炭素や
硫黄酸化物、窒素酸化
物が増えています。こ
れによって、酸性雨や
地球温暖化などの環境
問題が起こり、年々深
刻化しています。
地球温暖化とは、地
球の表面温度（大気や
海水温度）が上昇する
ことを言い、この原因
は、人間活動の拡大に
よって、二酸化炭素や

1,400

（百万トン／年）

1,300
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酸
化
炭 1,200
素
の
排
出
量

1,100

1,000
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（年）

（国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィスのデータをもとに作成）

【日本における二酸化炭素の排出量の変化】
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メタンなどの温室効果ガスの濃度が増加するからだと考えられています。
温暖化が進むと、海水の温度上昇や極域の氷の一部が溶け出し、海面水位が上昇するこ
とが予想されます。専門家は、経済発展や人口増加などをシミュレーションして、何通り
かの気温と海面水位の上昇を予測しています。その一つに、21 世紀末には、20 世紀末に比
べて気温は 4℃、海面水位は 26～59cm 上昇するという予測があります。（気温と海面水位
の上昇が一番大きくなる予測。）
また、温暖化によって、豪雨や干ばつなどの異常気象の増加、気温上昇による穀物生産
の低下、食料不足の問題、生態系への影響、海面上昇で水没するなどの影響が考えられま
す。
日本では、温室効果ガスの排出量を 1990 年に比べて 6％削減することを実現しようと、
国民的プロジェクト「チーム・マイナス６％」に取り組んでいます。これは、一人ひとり
の小さな力もあわせることによってチームとなって、温暖化効果ガスの削減を目指す取組
みです。チーム・マイナス６％では、具体的な６つの取組みを提案しています。
(1)温度調節で減らそう･･･冷房は 28℃、暖房時の室温は 20℃にしよう
(2)水道の使い方で減らそう･･･蛇口はこまめにしめよう
(3)自動車の使い方で減らそう･･･エコドライブをしよう
(4)商品の選び方で減らそう･･･エコ製品を選んで買おう
(5)買い物とゴミで減らそう･･･過剰包装を断ろう
(6)電気の使い方で減らそう･･･コンセントからこまめに抜こう
参考：IPCC 第 4 次評価報告書、チーム・マイナス６％ホームページ

関連）クイズ No.51, ラッキーNo.15～17, アクシデント No.10
15．温室効果ガスの削減量が京都議定書で約束した値を達成する。資源カードを 2 枚も
らう。
16．温室効果ガスの排出量が 1990 年より減った。資源カードを 2 枚もらう。
【京都議定書とは】
1997 年に京都で地球温暖化防止のための国際会議が開催されました。この会議では、先
進国が出す温室効果ガス（対象は二酸化炭素やメタンなど 6 種類）の量を 2008 年～2012
年の間に 1990 年の量から 5％以上減らすことが決められました。この目標値は国ごとに
も定められ、日本は 6％、アメリカは 7％、ＥＵは 8％などとなっています。
この削減は、エネルギー源の転換、省エネ・省資源などの国内対策を原則としています
が、国際的に協調して目標を達成するための仕組みも取り入れられています。
・排出量取引：先進国間で、排出量の一部を売買できる制度。
・共同実施：先進国同士が共同で温暖化対策事業を進め、それによって得られた排出削
減量をそれぞれの削減目標の達成に利用できる制度。
・クリーン開発メカニズム：開発途上国が、先進国の技術や資金の提供を受け、温暖化
対策事業を進め、それによって得られた排出削減量を先進
国の削減目標の達成に利用できる制度。
参考：環境省ホームページ（京都議定書の概要）

関連）クイズ No.51, ラッキーNo.13,14,17, アクシデント No.10

- 132 -

JAEA-Review 2010-026

17．ＣＯ２を出さない電気自動車が広く一般に普及した。資源カードを 2 枚もらう。
電気自動車は、自動車からの炭酸ガス（ＣＯ２）などの排出ガスは一切なく、走行音（騒
音）も従来のガソリン車やディーゼル車などに比べてとても静かです。また、最近では、
技術の進歩に伴って、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池が実用化され、充電時間が
短縮し(15 分～1 時間程度)、1 充電走行距離も小型乗用車では 200km を超えています。し
かし、まだまだ性能や経済性の観点からあまり普及しておらず、主に電池の性能向上と低
価格化のための研究が進められています。
近年、ガソリンと電気をエネルギー源とするハイブリッドカーが乗用車として登場し、
普及しています。
参考：
（独）環境再生保全機構ホームページ（低公害車（エコカー）の広場）

関連）クイズ No.51, ラッキーNo.13～16, アクシデント No.10

(3)アクシデントカードの解説
1．原子力施設に雷が落ちた。1 マスもどる。
原子力施設には、雷対策として避雷針が備えられています。万が一雷が落ちても、その
電流は大地に流れ、設備に影響しないようになっています。
2．原子力施設で火災発生。資源カードを 2 枚もどす。
【過去の事例紹介】
1997 年 3 月 11 日、茨城県にある日本原子力研究開発機構（当時は動力炉・核燃料開発
事業団 東海事業所）の再処理施設内のアスファルト固化処理施設で、ドラム缶にアスフ
ァルトを充填中に火災が発生し、約 10 時間後に爆発するという事故が起こりました。
事故は、アスファルト固化処理技術の開発運転のために運転条件を変えて運転している
ときに起こりました。火災発見後、1 分程度水噴霧を実施したのちに、火が消えたと誤認
し、消火を停止しました。しかし、1 分程度の水噴霧ではアスファルト固化体は十分に冷
え切らず熱をおびたままで、可燃性のガスが発生し、室内に充満しました。そのガスが引
き金となって、火災発生から約 10 時間後に爆発が起こりました。
事故の原因は、運転条件の変更が施設の安全性に及ぼす影響について十分に調査されて
いなかったこと、国内外の過去の試験やトラブルから得られた知識が反映されていなかっ
たこと、温度を監視するための設備がなかったり故障していたりしていたことなどがあり
ました。また、事故時の対応の悪さが、事態を悪化させました。
この事故でおきた爆発によって、施設内の扉、設備、窓等が破損しました。また、爆発
の直後には施設の周辺で事故の影響とみられる放射性物質が検出されましたが、敷地外で
は有意な値は検出されず、平常の変動範囲内でした。火災及び爆発時に、施設内やその周
辺にいた作業者約 130 名の内部被ばくを調べたところ、37 名から微量の放射性物質が検出
されましたが、その摂取量は法令で定める基準値を下回っていました。また、負傷者はい
ませんでした。
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この事故の後、当時の東海事業所のすべての施設や設備、管理のあり方などについて見
直されました。この見直しによって出された問題点は、再発防止も考慮され、分類し優先
順位をつけて順に処置されました。
参考：東海再処理施設アスファルト固化処理施設における火災・爆発事故について（第３報）他

（国際評価尺度（ＩＮＥＳ）＊はレベル３と評価 ）
＊国際評価尺度（ＩＮＥＳ）：原子力施設で起きた事故や故障などを世界共通で評価するための基準のこと
で、評価対象外からレベル７まで分類されます。1992 年 3 月に策定され、日
本では 1992 年 8 月に導入されています。
レベル
７
深刻な事故

事
故

６
大事故
５
所外へのリスクを
伴う事故
４
所外への大きな
リスクを伴わない
事故
３
重大な異常事象

異
常
な
事
象

２
異常事象

基準１
所外への影響
放射性物質の重大な外部
放出（ヨウ素131等価
で、数万TBｑ以上の放射
性物質の外部放出）
放射性物質のかなりの外
部放出（ヨウ素131等価
で、数千～数万TBｑ相当
以上の放射性物質の外部
放出）
放射性物質の限定的な外
部放出（ヨウ素131等価
で、数百TBｑ相当以上の
外部放出）
放射性物質の少量の外部
放出（1ｍSv以上の公衆
の被ばく）

基
準
基準２
所内への影響

チェルノブイリ原子力
発電所事故（1986年）

原子炉の炉心や放射性物
質障壁の重大な損傷

スリーマイルアイラン
ド原子力発電所事故
（1979年）

原子炉の炉心や放射性物
質障壁のかなりの損傷／
従業員の致死量被ばく

ウラン加工工場臨界事
故（1999年）

放射性物質の極めて少量 所内の重大な放射性物質 深層防護の喪失
の外部放出（0.1mSv以上 による汚染／
の公衆の被ばく）
急性放射線障害を生じる
従業員被ばく
所内のかなりの放射性物 深層防護のかなりの劣化
質による汚染／
法定の年間線量当量限度
を越える従業員被ばく
運転制限範囲からの逸脱

旧動燃アスファルト固
化処理施設火災爆発事
故（1997年）

１
逸脱
安全上重要ではない事象
尺
度
以
下

美浜発電所２号機伝熱
管破断事故（1991年）
旧動燃「もんじゅ」ナ
トリウム漏れ事故
（1995年）
浜岡原子力発電所1号
機配管破断事故（2001
年）

０＋ 安全上重要ではな
いが、安全に影響
を与え得る事象
０－ 安全上重要ではな
く、安全に影響を
与えない事象

０
尺度以下
評価対象外

評価例

基準３
深層防護の劣化

安全性に関係しない事象
＊３つの基準について評価し、一番高いレベルとなったものをもって当該事象の評価結果とする

（出典：平成 18 年度

原子力安全白書）

【原子力発電所の事象の国際評価尺度】

3．原子力施設で発煙事故が発生する。1 マスもどる。
4．地震で原子炉が止まった。1 マスもどる。
【過去の事例紹介】
2007 年 7 月 16 日、新潟県中越沖を震源とするマグニチュード 6.8、最大震度６強の地
震が起きました。
この地震によって、新潟県にある東京電力の柏崎刈羽原子力発電所では、全 7 基のうち
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運転中 3 基及び起動中の 1 基が自動停止し「止める」、
「冷やす」、
「閉じ込める」という原
子炉施設の安全機能は適切に働きました。（残り 3 基は定期検査で停止中でした。）
自動停止した 3 号機の付属の施設から火災が発生し、自衛消防で初期消火活動を開始し
ました。しかし、地震によって消火用の配管が破損したために、十分な消火ができません
でした。およそ 1 時間半後、消防署の消火活動がはじまり、地震発生から約 2 時間後に消
防署によって鎮火が確認されました。また、停止していた 6 号機の放射性物質を取り扱わ
ない区域に放射性物質が含まれた水が漏れました。この水は、放水口を経由して海に流れ
込んでいました。放出された放射性物質の量は、法律で定められた基準以下であり、環境
への影響はありませんでした。
この地震によって、このほかにも多くの不適切な事象が明らかになり、原子力発電所等
における自衛消防や情報連絡・提供のあり方についても見直されました。この見直しによ
って、火災の発見から、消防への通報連絡や初期消火を確実かつ迅速に実施できる体制が、
それぞれの原子力発電所などで整えられています。また、消防と連携した訓練を実施し、
技術力を高めています。
参考：中越沖地震における原子力施設に関する自衛消防及び情報連絡・提供に関するＷＧ報告書（平成２０
年２月

原子力安全・保安院）

関連）ラッキーNo.9
5．世界中に放射能が広がるような原子炉事故が起こった。資源カードを 3 枚もどす。
【過去の事例紹介】
1986 年 4 月 26 日、旧ソ連ウクライナ共和国にあるチェルノブイリ原子力発電所の 4 号
炉で大きな爆発が起こり、原子炉内の放射性物質が飛び出しました。飛び出した放射性物
質は、大気の流れにのってヨーロッパをはじめ全世界に広がりました。
ある特殊な実験中、運転員が規則違反の運転をしたことによって、原子炉は不安定な状
態になり、さまざまな要因が重なり、結果として原子炉が暴走しました。これによって、
急激に蒸気が大量発生し、配管が破裂しました。そのため、漏れ出した水素が爆発し、ま
た、炉心にある減速材の黒鉛が燃え出しました。その結果、大量の放射性物質が放出され
ました。
この事故による放射線の被害は大きく、事故による初期の死者は発電所の運転員と消防
隊員 31 名になりました。また、事故によって飛び出した放射性物質の拡散やそれによる
被ばくを考慮して、事故後数日の間に発電所から 30 キロ圏内の約 13 万 5 千人の住民が避
難しました。
事故の原因は、安全設計上の欠陥や放射性物質の閉じ込め機能の欠陥など設備の不備や、
運転員の知識不足、運転規則違反、管理体制の不備などの人的な要因などでした。
日本では、原子力安全委員会が、1986 年 5 月にチェルノブイリ事故を調査する委員会を
設置し、翌年 5 月に報告書を取りまとめました。その中で、日本の原子力発電所は、チェ
ルノブイリ原子力発電所とは設計、構造が大きく異なることから同じような事故が起こる
とは極めて考えにくく、現行の安全規制について早急に改めるべきものではないと書かれ
ています。しかし、より一層の安全確保の観点から、原子力防災対策の充実、安全意識の
醸成、安全性に関する国際協力の推進などの 7 項目が事故の教訓として指摘されました。
参考：昭和 61 年原子力安全年報（原子力安全委員会）
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（国際評価尺度（ＩＮＥＳ）はレベル 7（最大）と評価）
6．事故の連絡が遅れたために、大問題となってしまった。資源カードを 2 枚もどす。
原子力施設で事故が発生した場合、一般住民への対応を考慮して、国や地元自治体（所
在する県、市町村）へ直ちに報告することが定められています。
例えば、茨城県では、原子力施設において「臨界事故」、「火災事故」、「放射性物質の漏
えい」が発生した場合に、迅速かつ的確な初期対応及び通報連絡の確保を図ることを目的
として、県内の原子力事業所を対象に抜き打ちの通報連絡訓練を実施しています。実施す
る時間帯は、祝祭日、勤務時間外も含めて、実践的な内容になっています。
関連）アクシデント No.7
7．県の立ち入り調査で、改善するよう指示があった。資源カードを 2 枚もどす。
原子力事業者は、施設が立地する自治体（所在する県、市町村など）と施設周辺の住民
の安全確保や環境の保全等のために、安全協定を結んでいます。その協定の一つとして、
施設周辺の住民の安全確保のために必要があるときには、自治体の職員が原子力施設内に
立入り、調査することが定められています。立入調査で指摘を受けると、操業停止や施設
の運用方法の改善などの適切な処置が講じられます。
関連）アクシデント No.6
8．検査データの改ざんが発覚した。資源カードを 3 枚もどす。
平成 14 年に発覚した原子力発電所の自主点検作業における不正な記載や不正な操作な
どは、原子力施設では使用することに伴って変化した設備の健全性を評価する基準（「維持
基準」と呼ばれています。）がなかったために、常に新品と同様の状態が求められてきたこ
とが一因ともいわれています。そこで、これを機に設備の健全性を評価するためのルール
が整備されました。
その他にも、平成 15 年 10 月に、原子力施設に係る検査制度が大幅に改正し強化されま
した。例えば、以下のようなことがあげられています。
（１）事業者の自主点検を定期事業者検査として法律に基づき事業者に義務づけた
（２）事業者の安全に関する経営方針や業務プロセスを品質保証として検査対象とした
（３）中立的立場の原子力安全委員会によるダブルチェック機能を強化した
参考：エネルギー白書 2005

9．ＩＡＥＡの査察で重要な注意を受ける。2 マスもどる。
IAEA は、非核兵器国で原子力の平和利用活動が軍事利用に転用されないことを監視す
る「国際保障措置」と呼ばれる活動をしています。この保障措置によって、原子力事業者
は、核物質の使い道を管理して変動量や在庫量を計り記録してこれを国に報告し、国が
IAEA に報告します。この報告に基づいて、国と IAEA の査察が実施されます。査察官が
実際に原子力施設に立ち入り、施設に保管されている記録と報告された内容に違いがない
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かを確認したり、分析用の試料を採取して申告されたとおりの核物質であることを確認し
たりします。また、在庫量を確認した貯蔵庫を封印したり、施設内に設置した監視カメラ
の映像をもとに勝手に核物質を持ち出していないかを確認したりもします。
参考：パンフレット「原子力の平和利用に向けて

核不拡散と日本の役割」（文部科学省）

関連）クイズ No.34, ラッキーNo.10
10．地球温暖化によって海面の水位が１ｍ上昇し、日本の砂浜の約 90％が水没してしま
った。資源カードを 2 枚もどす。
【地球温暖化とは】
産業革命以降、石油や石炭などの化石燃料の消費が大幅に増え、大気中の二酸化炭素や
硫黄酸化物、窒素酸化物が増えています。これによって、酸性雨や地球温暖化などの環境
問題が起こり、年々深
（百万トン／年）
1,400
刻化しています。
地球温暖化とは、地
球の表面温度（大気や
1,300
海水温度）が上昇する
ことを言い、この原因
二
は、人間活動の拡大に
酸
化
よって、二酸化炭素や
炭 1,200
素
メタンなどの温室効果
の
排
出
ガスの濃度が増加する
量
からだと考えられてい
1,100
ます。
温暖化が進むと、海
水の温度上昇や極域の
1,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
氷の一部が溶け出し、
（年）
（国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィスのデータをもとに作成）
海面水位が上昇するこ
【日本における二酸化炭素の排出量の変化】
とが予想されます。専
門家は、経済発展や人口増加などをシミュレーションして、何通りかの気温と海面水位の
上昇を予測しています。その一つに、21 世紀末には、20 世紀末に比べて気温は 4℃、海面
水位は 26～59cm 上昇するという予測があります。（気温と海面水位の上昇が一番大きくな
る予測。）
また、温暖化によって、豪雨や干ばつなどの異常気象の増加、気温上昇による穀物生産
の低下、食料不足の問題、生態系への影響、海面上昇で水没するなどの影響が考えられま
す。
日本では、温室効果ガスの排出量を 1990 年に比べて 6％削減することを実現しようと、
国民的プロジェクト「チーム・マイナス６％」に取り組んでいます。これは、一人ひとり
の小さな力もあわせることによってチームとなって、温暖化効果ガスの削減を目指す取組
みです。チーム・マイナス６％では、具体的な６つの取組みを提案しています。
(1)温度調節で減らそう･･･冷房は 28℃、暖房時の室温は 20℃にしよう
(2)水道の使い方で減らそう･･･蛇口はこまめにしめよう
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(3)自動車の使い方で減らそう･･･エコドライブをしよう
(4)商品の選び方で減らそう･･･エコ製品を選んで買おう
(5)買い物とゴミで減らそう･･･過剰包装を断ろう
(6)電気の使い方で減らそう･･･コンセントからこまめに抜こう
参考：IPCC 第 4 次評価報告書、チーム・マイナス６％ホームページ

関連）クイズ No.51, ラッキーNo.13～17
2 ウラン価格の高騰。資源カードを 1 枚もどす。
○
エネルギーの安定供給や環境問題などの観点から、世界各国で原子力発電を見直す動き
があります。アメリカでは、約 30 年ぶりに新しい原子力発電所を建設することが計画さ
れています。インドや中国でもエネルギー需要の高まりから、新規原子力発電所の建設が
はじまっています。
そのため、ウランの需要が高まり、余剰在庫が減少するなど需要と供給の面から、ウラ
ン価格が上昇しています。また、ウラン鉱山での事故などもウラン価格に影響します。新
たなウラン鉱山が発見されたり、ウランを掘り出す技術が高まると、ウラン価格が下がる
可能性もあります。
参考：エネルギー白書 2008

関連）クイズ No.2,10,11, ラッキーNo.1,2
14 臨界事故が起きた。資源カードを 3 枚もどす。
○
【過去の事例紹介】
1999 年 9 月 30 日、茨城県の東海村にある株式会社ジェー・シー・オーのウラン燃料加
工施設で臨界事故が起こり、施設周辺に住む多くの人が屋内退避や避難をしました。また、
国内初の放射線事故による死亡者が出ました。
事故は、茨城県大洗町にある高速実験炉「常陽」の燃料を作っているときに、臨界にな
ってはならない容器の中で臨界が起こりました。
事故の原因は、手順を省略するなど定められた手順を守らなかったことや、定められた
量以上のウランを入れてしまったこと、安全に対する意識の欠如などでした。
この事故による建物の破損などの被害はありませんでした。しかし、作業に直接かかわ
った作業者 2 名が大量の放射線を受けて亡くなりました。また、作業の指揮をとる責任者
は、大量の放射線を受けたものの、壁一枚隔てた部屋にいたことによって、命は助かりま
した。臨界は、約 20 時間継続しましたが、放射性物質はほとんど施設から漏れ出しませ
んでした。しかし、施設からの放射線を考慮して、施設から半径 350ｍ圏内の人たちは避
難の措置、半径 10ｋｍ以内の人たちは屋内退避の措置が取られました。また、この事故に
よって、東海村の特産品である乾燥芋や農産物が売れないなどの風評被害が広がりました。
この事故のあと、平成 11 年（1999 年）12 月には「原子力災害対策特別措置法」が制定
され、翌年 6 月に施行されました。また、原子力産業全体の安全文化の共有化・向上を目
的として、原子力事業者や研究機関などが「ニュークリアセイフティネット（NS ネット）」
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を平成 11 年（1999 年）12 月に設立しました。
茨城県では、この事故を機に、住民も含めた原子力総合防災訓練を毎年 9 月 30 日に実
施しています。
参考：原子力安全白書

平成 11 年度版

（国際評価尺度（ＩＮＥＳ）はレベル４と評価）
関連）クイズ No.35
20 ウラン燃料加工工場で不良品を出してしまった。1 マスもどる。
○
原子力発電所（軽水炉）で使う燃料ペレットは、高さ約 1 cm、
直径約 1 cm の黒色の円柱型のものです。二酸化ウランを成型
して陶器のように高温で焼き固めます。
ペレット
この焼き固める工程で、欠陥品（焼きあがったペレットに
ヒビが入ったり欠けていたりする）が出ることがあります。欠陥品ペレットは、砕いて粉
状にし再び成型して焼き固めてペレットにするため、欠陥品が工場から出ていくことは考
えられません。
関連）クイズ No.16～18

１

38 再処理工場の配管から放射能が漏れた。資源カードを 2 枚もどす。
○
再処理工場は、使用済燃料から再利用できるもの（ウラン、プルトニウム）と再利用で
きないもの（廃棄物）をわける工場です。この再処理工場には多くの機器があり、それら
は多くの配管でつながっています。また、これらの機器、配管には大量の放射性物質が含
まれています。そのため、万が一、配管が破損しても外に漏れださないように、厚い壁を
設けたり建物の内部にいくほど気圧を低くするなどの安全設備を設けています。また、定
期的に点検や交換作業もしています。
43 ウラン燃料輸送中に事故が起きた。資源カードを 1 枚もどす。
○
原子力発電所で燃料として使われているウランは、核燃料サイクルの各工程（工場）で、
形状や性質（放射線レベル）が変わります。そのため、次の工場へ運ぶときには、それぞ
れに適した輸送容器に入れて運びます。また、盗まれたり、ハイジャックされたりするの
を防ぐために厳重な体制で運ばれます。
日本では、これまでに燃料輸送中に事故が起きたことはありません。
関連）クイズ No.25
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【核燃料の輸送】

58 「高レベル放射性廃棄物」の最終処分地がなかなか決まらない。2 マスもどる。
○
日本では、高レベル放射性
第三段階
第二段階
第一段階
廃棄物（ガラス固化体）を地
下深くに埋めて処分しようと
計画しています。そのため、
2002 年（平成 14 年）12 月か
ら国内の各市町村を対象に、
処分地の公募を始めました。
処分地が選定されるまでには、
文献調査、概要調査、精密調
査と進み、その結果をもとに、
概要調査地区としない
精密調査地区としない
市町村が処分地として受け入 最終処分施設建設地としない
（原子力発電環境整備機構ホームページを参考に作成）
れを表明すると、処分場の建
【最終処分地選定の流れ】
設に入ります。次の段階に進
むまでには、調査報告書をもとにした住民説明会が開催され住民の意見を聞いたり、都道
府県知事や市町村長の意見を聞いたりされます。調査に約２０年、建設に約１０年を見込
んでおり、その後、約５０年かけて、およそ４万本のガラス固化体を埋める予定です。し
かし、現時点では、地層処分への国民的理解が進まず、公募に応じようとする市町村では、
地域住民や県（自治体）から反対が起こり、文献調査にも至っていません。（2009 年 3 月
現在）
参考：原子力発電環境整備機構ホームページ

関連）クイズ No.32,33, ラッキーNo.3
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４．クイズ解答一覧
(1/2)
No.
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

問

題

解答

日本最初の原子の火がともったところはどこでしょう。
日本で初めてウランが発見された人形峠は、岡山県と鳥取県の境に
ある。○か×か？
原子力発電所で燃やした後の燃料を使用済核燃料といいますが、こ
れらをもう一度燃料として使う事を何というでしょう。
使用済燃料から取り出したウランとプルトニウムを混ぜて作った
燃料を使って、原子力発電所（軽水炉）で発電する計画を何という
でしょう。
ウランは自然界の中で一番重い原子 （元素） である。○か×か？
ウランはいつごろからあるでしょう。
ウラン 235 とウラン 238 では、核分裂を起こしやすいのはどちらで
しょう。
天然のウランには、燃えやすいウラン 235 と燃えにくいウラン 238
などがありますが、ウラン 235 の割合は何パーセント（％）でしょ
う。
一般的に「ウランが燃える」というのは、「ウランが核分裂する」
ことである。○か×か？
今、日本でウラン鉱石を採掘している。○か×か？
世界でウランがたくさんとれる国はどこでしょう。
ウラン鉱石を化学処理してウラン粉末にしますが、この黄色の粉末
を何というでしょう。
燃えやすいウランの濃度を高めるためには、どんな状態にしている
でしょう。
日本では、ウランの濃度を高めるために遠心分離機を使う。○か×
か？
ウランの濃縮工場は日本のどこにあるでしょう。
二酸化ウランを高温で円柱状に焼き固めた物を何というでしょう。
原子力発電所（軽水炉）で使われているペレット１個は、一般家庭
の電気使用量の約７～９ヶ月分にあたる。○か×か？
ペレットを棒状に詰めた物を何というでしょう。
プルトニウムが外に漏れないようにするために、被覆管に入れるま
では箱型の設備の中で取り扱う。それを何というでしょう。
原子力発電の燃料はどれでしょう。
日本で稼動している原子力発電所は、主にＰＷＲ（加圧水型原子炉）
とＢＷＲ（沸騰水型原子炉）である。○か×か？
原子炉の中の核分裂を増やしたり減らしたりする役目をする物を
何というでしょう。
原子炉の熱を冷やし、その熱を運ぶものを冷却材という。○か×
か？
原子力発電所の放射能を閉じ込める壁（バリア）は何重でしょう。
再処理工場に、使用済燃料は何という容器に入れて運ばれて来るで
しょう。
使用済燃料から再利用できるもの（ウランとプルトニウム）と再利
用できないもの（廃棄物）にわけることを何というでしょう。
再処理工場に運ばれてきた使用済燃料は、熱をさますためにどこに
おくでしょう。
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３． 茨城県東海村
１． ○
１． 核燃料サイクル
２． プルサーマル計画

１． ○
３． 46 億年前
１． ウラン 235
３． 約 0.7％

１． ○
２． ×
２． オーストラリア
２． イエローケーキ
１． 気体
１． ○
２． 青森県六ヶ所村
３． ペレット
１． ○
１． 燃料棒
１． グローブボックス
３． ウラン
１． ○
３． 制御棒
１． ○
３． 5 重
１． キャスク
３． 再処理
１． 水の入ったプール

JAEA-Review 2010-026

(2/2)
No.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

問

題

解答

再処理工場では、高レベル放射性廃棄物を安全で取り扱いやすいガ
ラス固化体にしている。○か×か？
ガラス固化体とは放射性廃棄物をどのようにしたものでしょう。

１． ○

２． 色ガラスのように固め
たもの
ガラス固化体の重さは約何キロでしょう。
２． 約５００Ｋｇ（競走馬
1 頭）
人の一生（80 年）のうちに使う電気の半分を原子力で発電すると、 ３． テニスボール 約 1 個
高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の量はどれくらいでしょう。
（0.1ℓ）
放射性廃棄物の地層処分とは何でしょう。
３． 地下深い地層に埋設す
ること
高レベル放射性廃棄物はどこに処分するでしょう
２． 地下
ＩＡＥＡとは、何でしょう。
１． 国際原子力機関
原子力災害の発生時、政府・自治体などが合同で対応する場所はど １． オフサイトセンター
こでしょう。
原子力施設周辺の環境中の放射線を常時測定しているところはど
２． モニタリングステーシ
こでしょう。
ョン
次のうち放射線はどれでしょう。
２． アルファ線
放射線と放射能は同じ。○か×か？
２． ×
放射線は目に見える。○か×か？
２． ×
紙を通過しない放射線がある。○か×か？
１． ○
中性子線をもっともよく止めることができるのはどれでしょう。
３． プールの水
私達が 1 年間に受ける自然放射線の量は、世界平均で何ミリシーベ ３． 2.4 ミリシーベルト
ルトでしょう。
私達の体にも放射能がある。○か×か？
１． ○
食べ物から放射線が出ている。○か×か？
１． ○
次のうち人への放射線被ばく量を表す単位はどれでしょう。
３． シーベルト
次のうち放射線の量を計るものはどれでしょう。
２． サーベイメータ
日本で唯一放射線を当てることが認められている食品はどれでし
２． じゃがいも
ょう。
放射能が高い温泉はどれでしょう。
２． ラジウム温泉
1 人あたりのエネルギー消費量が一番多い国はどこでしょう。
１． カナダ
日本のエネルギー自給率は何％でしょう。
１． ４％
二酸化炭素の放出が最も多いのは次のうちどれでしょう。
１． 火力発電
＊クイズに正解したときに得られる資源カード数
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付録７

住民の視点から見た環境監視

（日本保健物理学会第 40 回研究発表会ポスター発表資料）
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

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

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 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

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

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

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

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

102
101

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/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
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1eV=1.602 176 53(14)×10-19J

1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=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
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 sA
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 sA
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

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

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

マ ク ス ウ ｪ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ｃ）

Mx
G
Oe

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

（第8版，2006年改訂）
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