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１．序論
1.1 目的
本指針は，原子力災害対策特別措置法（平成 11 年 12 月 17 日 法律第 156 号，改正平成 30 年
6 月 27 日法律第 66 号）
（以下，
「原災法」という。
）に基づき，原子力事業者が原子力発電所に
係る緊急時の対応を定める原子力事業者防災業務計画（以下，「防災業務計画」という。）を作
成又は修正するにあたり，原子力事業者共通の参照基準及び解釈を示すことを目的とする。(解
説１．１)

1.2 適用範囲
本指針は，原子力発電所での原子炉の運転（原子炉の運転に付随する核燃料物質又は核燃料
物質によって汚染された物〔原子核分裂生成物を含む。〕の運搬，貯蔵又は廃棄を含む。以下同
じ。
）及び原子力発電所の敷地外での放射性物質の運搬（以下，
「事業所外運搬」という。）の緊
急時対策について適用する。
（解説１．２及び解説１．３）

1.3 定義
(1) 原子力災害
原子力緊急事態により公衆の生命，身体又は財産に生ずる被害をいう。
(2) 原子力緊急事態
放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力発電所の敷地外（事業所外運搬にあっては，
当該運搬に使用する容器外）へ放出された事態をいう。
(3) 原子力災害予防対策
原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策（原子力災害が発生した際に必
要となる防災体制，資機材の整備等の対策を含む。
）をいう。
(4) 緊急事態応急対策
原災法第 15 条第 2 項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同法第 15 条第 4
項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において，原子力災害の拡大の防
止を図るため実施すべき応急の対策をいう。
(5) 原子力災害事後対策
原災法第 15 条第 4 項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以降において，原
子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策（原子力事業者が
原子力損害の賠償に関する法律（昭和 36 年法律第 147 号，改正平成 30 年 12 月 12 日法律
第 90 号）の規定に基づき同法第 2 条第 2 に規定する原子力損害を賠償することを除く。）
をいう。
(6) 原子力事業者
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号，改正
令和元年 6 月 14 日法律第 37 号）
（以下，
「原子炉等規制法」という。
）第 43 条の 3 の 5 第
1 項の規定に基づく原子炉の設置の許可を受けた者をいう。
(7) 原子力事業所
原子炉の運転を行う工場又は事業所をいう。
(8) 指定行政機関
災害対策基本法（昭和 36 年 11 月 15 日 法律第 223 号，改正平成 30 年 6 月 27 日法律第
66 号）第 2 条第 3 号に規定する内閣総理大臣が指定する機関をいう。
(9) 指定地方行政機関
災害対策基本法第 2 条第 4 号に規定する内閣総理大臣が指定する機関をいう。
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(10) 緊急事態応急対策等拠点施設
原災法第 12 条の規定により，原子力発電所ごとに内閣総理大臣が指定する緊急事態応急
対策及び原子力災害事後対策を実施する際の拠点施設（オフサイトセンター）をいう。ただ
し，事業所外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合，その他特別の事情がある場合に
あっては，当該原子力緊急事態が発生した場所を勘案して，国の原子力災害対策本部長が
定める施設をいう。
(11) 核燃料物質等
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）をいう。
(12) 原子力災害対策活動
原子力災害の発生及び拡大を防止し，原子力災害の復旧を図るために実施する活動をい
う。
(13) 原子力防災専門官
原災法第 30 条第 2 項の規定により，防災業務計画の作成，修正，その他原子力災害予防
対策に関する指導及び助言を行うほか，原子力災害の発生，拡大の防止の円滑な実施に必
要な業務を行う者をいう。
(14) 緊急時活動レベル（EAL）
防護措置の準備及び実施をするべく，原子力施設等の状況に応じて，緊急事態の区分を
決定するための判断基準をいう。観測可能なプラントの状態等で表される。
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２．関連法規等
2.1 関連法規，規定
本指針の関連法規，規定としては以下のものがある。（解説２．１）
(1) 原災法
(2) 原子力基本法（昭和 30 年 12 月 19 日法律第 186 号，改正平成 26 年 6 月 13 日法律第 67
号）
(3) 原子力規制委員会設置法（平成 24 年 6 月 27 日法律第 47 号，改正平成 29 年 4 月 14 日
法律第 15 号）
(4) 原子炉等規制法
(5) 原子力災害対策特別措置法施行令（平成 12 年 4 月 5 日政令第 195 号，改正令和元年 12
月 13 日政令第 183 号）（以下，
「原災法施行令」という。
）
(6) 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則
（平成 24 年 9 月 14 日文部科学省・経済産業省令第 2 号，改正令和 2 年 3 月 17 日原子力
規制委員会規則第 12 号）
（以下，「通報事象等規則」という。
）
(7) 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る
事象等に関する命令（平成 24 年 9 月 14 日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第 2 号，
改正令和元年 7 月 1 日国土交通省令・原子力規制委員会規則第 1 号）
(8) 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る
事象の通報手続等に関する命令（平成 24 年 9 月 14 日文部科学省・経済産業省・国土交通
省令第 3 号，改正令和元年 7 月 1 日内閣府令・国土交通省令・原子力規制委員会規則第 1
号）
(9) 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計
画等に関する命令（平成 24 年 9 月 14 日文部科学省・経済産業省令第 4 号，改正令和 2 年
3 月 17 日内閣府令・原子力規制委員会規則第 1 号）（以下，「防災業務計画等命令」とい
う。
）
(10) 原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令
（平成 24 年 9 月 14 日文部科学省・経済産業省令第 3 号，改正令和元年 8 月 30 日内閣府令
第 23 号）
（以下，
「対策拠点施設等内閣府令」という。）
(11) 災害対策基本法
(12) 原子力災害対策指針（平成 24 年 10 月 31 日原子力規制委員会決定,令和 2 年 2 月 5 日
一部改正）
（以下，
「対策指針」という。
）

2.2 関連指針類
本指針の関連指針類としては以下のものがある。
(1) 日本電気協会電気技術指針「原子力発電所緊急時対策所の設計指針」（JEAG4627－2017）
(2) 日本電気協会電気技術指針「放射線モニタリング指針」
（JEAG4606－2017）
(3) 原子力安全推進協会ガイドライン「原子力防災訓練ガイドライン」（平成 25 年 1 月原子
力安全推進協会，改正平成 30 年 8 月）
(4) 原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説（平成 29 年 7 月 5 日原子
力規制委員会決定，令和 2 年 2 月 5 日一部改正）
(5) 原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点等について（平成 24 年 9 月 19 日原子力規
制委員会決定，平成 29 年 9 月 19 日全部改正）
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３．原子力災害予防対策
3.1 目的
原子力発電所及び当該原子力発電所が責任を有する事業所外運搬における原子力災害対策活
動の予防対策が，迅速かつ的確に実施できるよう共通の指針を与えることを目的とする。
（解説
３．１）

3.2 防災業務計画
3.2.1 防災業務計画に記載すべき事項
防災業務計画は，原子力発電所ごとに作成し，表－１に定める事項を記載する。

番号
(1)
(2)

表－１ 防災業務計画の記載必要事項
（防災業務計画等命令第 2 条 該当事項）
記載事項
原子力防災管理者、副原子力防災管理者及び原子力防災要員の職務に関すること。
原子力防災管理者又は副原子力防災管理者が、旅行又は疾病その他の事故のため
その職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。

(3)

原子力防災組織の編成に関すること。

(4)
(5)

原子力防災要員の配置及び原子力防災要員に対する防災教育の実施に関するこ
と。
放射線測定設備その他防災のための設備の設置及び維持に関すること。

(6)

原子力防災資機材の備付け及び保守点検に関すること。

(7)

原災法施行令第 6 条第 4 項に規定する事象その他の事象による原子力災害を想定
した防災訓練の実施及びその評価に関すること。
原子力施設に異常が発生し、又はそのおそれがある場合〔原災法施行令第 4 条第
4 項各号に掲げる事象（以下「特定事象」という。
）及び原子力緊急事態が発生し
た場合を除く。
〕における原子力規制委員会との連携に係る原子力事業者が行う措
置（原子力緊急事態解除宣言をするまでの措置に限る。
）に関すること。
特定事象が発生した場合における原子力防災管理者の内閣総理大臣及び原子力規
制委員会（事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、
原子力規制委員会及び国土交通大臣）
、所在都道府県知事、所在市町村長、関係周
辺都道府県知事、警察機関その他の関係機関への通報及びこれらの機関への当該
特定事象の経過の連絡に関すること。
特定事象が発生した場合における原子力災害の発生又は拡大の防止のために行う
応急措置の実施及びその措置の概要についての報告に関すること。

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

緊急事態応急対策の実施〔原子力災害合同対策協議会（原災法第 23 条第 1 項に定
めるものをいう。以下同じ。
）への参加を含む。
〕に関すること。
緊急事態応急対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防災
資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。
原子力災害事後対策の実施（原子力災害合同対策協議会への参加を含む。
）に関す
ること。
原子力災害事後対策が実施される場合における原子力防災要員の派遣、原子力防
災資機材の貸与その他必要な措置の実施に関すること。
他の原子力事業者への協力に関すること。
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(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

(21)
(22)

(23)

(24)

(25)

原子力発電所の主要な施設又は設備を明示した書類又は図面の整備に関するこ
と。
(1)から(16)に掲げるもののほか、原子力事業所における原子力災害の発生又は拡
大の防止のため原子力防災組織が行うべき業務に関し必要な事項
原子力事業所における緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策（以下「原子力
事業所災害対策」という。）の実施を統括管理するための施設（以下「緊急時対策
所」という。
）並びに緊急時対策所における非常用通信機器及びテレビ会議システ
ムの整備及び運用に関すること。
原子力事業所災害対策の実施を支援するための原子力事業所の周辺の拠点（以下
「原子力事業所災害対策支援拠点」という。
）の整備及び運用に関すること。
原子力事業所災害対策の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策所
において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設（以下「原
子力施設事態即応センター」という。
）並びに原子力施設事態即応センターにおけ
る非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。
原子力事業所内の状況に関する情報その他の情報を伝送する設備（以下「原子力
事業所内情報等伝送設備」という。
）の整備及び運用に関すること。
緊急時対策所、原子力事業所災害対策支援拠点、原子力施設事態即応センター及
び原子力事業所内情報等伝送設備における非常用電源の整備その他の自然災害が
発生した場合におけるこれらの機能の維持に関すること。
総理大臣官邸、原子力規制庁、緊急事態応急対策等拠点施設とを接続する情報通
信ネットワークと緊急時対策所及び原子力施設事態即応センターにおける非常用
通信機器及びテレビ会議システム並びに原子力事業所内情報等伝送設備との接続
の確保に関すること。
放射性物質による汚染により原子力事業所災害対策に従事する者が容易に立ち入
ることができない場所において当該対策を実施するために必要な遠隔操作が可能
な装置その他の資材又は機材及びこれらを管理するための組織の整備及び運用に
関すること。
重要区域〔安全上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」という。
）を
設置する区域をいう。〕の位置及び安全機器等の一覧

3.2.2 防災業務計画の作成又は修正
（原災法第 7 条第 1 項 該当事項）
(1) 新たに原子力事業所を設置したときは，深層防護の第 5 層に対応する防災業務計画を災
害対策基本法第 2 条第 10 号に規定する地域防災計画に抵触しないよう作成する。また，
当該原子力発電所に係る原子炉等規制法第 43 条の 3 の 24 第 1 項の規定に基づく原子炉
施設保安規定の認可の申請書を提出する日までに作成する。
（解説３．２）
(2) 原子力防災組織の業務の一部を委託する場合においては，当該業務の受託者の氏名及び
住所（法人にあっては，名称及び主たる事務所の所在地）並びに委託する業務の範囲及び
実施方法を記載する。
（解説３．３）
(3) 毎年，防災業務計画に検討を加え，必要があると認めるときは，これを修正する。
3.2.3 作成又は修正に当たっての協議
（原災法第 7 条第 2 項 該当事項）
(1) 防災業務計画には，
原災法施行令第 2 条の 2 に該当する関係周辺都道府県名を記載する。
（解説３．４）
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(2) 防災業務計画を作成し，又は修正しようとするときは，所在都道府県知事，所在市町村
長及び関係周辺都道府県知事と協議する。この協議は，防災業務計画を作成し，又は修正
しようとする日の 60 日前までに，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道府
県知事に防災業務計画の案を提出して行う。この場合において，原子力事業者は，防災業
務計画を作成し，又は修正しようとする日を明確にする。（解説３．５及び解説３．６）
3.2.4 作成又は修正時の届出，公表
（原災法第 7 条第 3 項 該当事項）
(1) 防災業務計画を作成又は修正したときは，速やかに内閣総理大臣及び原子力規制委員会
に「原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書」を届け出る。
(2) 防災業務計画を作成又は修正したときの要旨について，プレス発表，対外的な広報紙，
インターネットのホームページに掲載する等，広く周知される手段をもって公表する。

3.3 原子力防災組織及び原子力防災要員
3.3.1 原子力防災組織の設置
（原災法第 8 条第 1 項 該当事項）
(1) 原子力防災管理者の指揮の下，緊急時応急対策等を実施するため，原子力防災組織をあ
らかじめ設置する。
（解説３．７）
(2) 原子力防災組織の活動拠点は，緊急時対策所に置く。
3.3.2 本店等対策本部の設置
原子力事業者の代表者の指揮の下，緊急事態応急対策等を実施している原子力事業所の原
子力防災組織の支援を行うため，本店等対策本部をあらかじめ設置する。
（解説３．８）
3.3.3 原子力防災要員の配置
原子力防災組織には，表－２に定める業務を行う原子力防災要員を配置する。
なお，原子力防災要員は，表－２の業務ごとに当該業務を的確に遂行できる人数として 2
名以上の者を配置する。

番号
(1)

(2)
(3)
(4)

表－２ 原子力防災要員の業務
（通報事象等規則第 2 条第 1 項 該当事項）
業務
原子力施設に係る特定事象の発生にあっては、特定事象が発生した場合における
当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会、関
係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
事業所外運搬に係る特定事象の発生にあっては、特定事象が発生した場合におけ
る当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣、原子力規制委員会及び
国土交通大臣、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換並びに緊
急事態応急対策及び原子力災害事後対策についての相互の協力
特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報
原子力事業所内外の放射線量の測定その他の特定事象に関する状況の把握
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

原子力災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施
防災に関する施設又は設備の整備及び点検並びに応急の復旧
放射性物質による汚染の除去
被ばく者の救助その他の医療に関する措置の実施
原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な資機材の調達及び輸送
原子力事業所内の警備及び原子力事業所内における従事者等の避難誘導

3.3.4 原子力防災要員の現況届出
（原災法第 8 条第 4 項 該当事項）
原子力防災要員を置いたとき又は変更したときは，
「原子力防災要員現況届出書」を配置又
は変更した日から 7 日以内に原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係
周辺都道府県知事に届け出る。
3.3.5 原子力防災要員の派遣
（原災法第 26 条第 3 項及び原災法第 27 条第 3 項 該当事項）
指定行政機関の長，地方公共団体の長，その他関係機関の実施する緊急事態応急対策，及
び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため，次に掲げる業務を行う原
子力防災要員及び原子力防災組織の要員（以下，
「原子力防災要員等」という。）を派遣する体
制を整える。
（解説３．９）
(1) 原子力災害合同対策協議会における原子力緊急事態に関する情報の交換，緊急事態応急
対策等についての相互協力
(2) 特定事象が発生した場合における当該特定事象に関する広報
(3) 原子力事業所内外の放射線量の測定その他特定事象に関する状況の把握
(4) 放射性物質による汚染の除去

3.4 原子力防災管理者及び副原子力防災管理者
3.4.1 管理者の選任
（原災法第 9 条第 1 項及び第 3 項 該当事項）
(1) 原子力防災管理者は，原子力発電所における運営業務の統括管理者をもって充てること
とし，原子力発電所ごとに 1 名選任する。（解説３．１０）
(2) 副原子力防災管理者は，原子力発電所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関す
る業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから，原子力
発電所ごとに 1 名以上選任する。（解説３．１１）
3.4.2 管理者の職務
（原災法第 9 条第 3 項及び第 4 項 該当事項）
(1) 原子力防災管理者は，原子力防災組織を統括する。
(2) 副原子力防災管理者は，以下の職務を行う。
a．原子力防災管理者を補佐し，原子力防災管理者が原子力発電所にいないときには，原子
力防災組織を統括する。
b．原子力防災管理者が旅行又は疾病その他事故のためその職務を行うことができない場合
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にその職務を代行する。この場合において，副原子力防災管理者を複数名置く場合には，
代行する順位について定める。
（解説３．１２）
3.4.3 管理者選解任の届出
（原災法第 9 条第 5 項 該当事項）
原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任したときは，
「原子力防災管理者
（副原子力防災管理者）選任・解任届出書」を選任又は解任した日から 7 日以内に原子力規
制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届け出る。

3.5 通報連絡に係る準備
3.5.1 警戒事態該当事象の連絡に係る基準
対策指針の表２「各緊急事態区分を判断する EAL の枠組みについて」（以下，「対策指針
EAL」という。
）における警戒事態を判断する EAL に基づき，警戒事態に該当する事象（以
下，
「警戒事態該当事象」という。
）の分類は表－３のとおりとし，迅速な連絡ができるよう，
それぞれの原子力発電所の EAL として定める。
（解説３．１３）
表－３ 警戒事態該当事象の分類
EAL 番号
事象（略称）
BWR/PWR*1
AL11
原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ
共通
AL21
原子炉冷却材の漏えい
共通
AL22
原子炉給水機能の喪失
BWR
AL23
原子炉除熱機能の一部喪失
BWR
AL24
蒸気発生器給水機能喪失のおそれ
PWR
AL25
非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ
共通
AL29
停止中の原子炉冷却機能の一部喪失
共通
AL30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ
共通
AL31
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ
共通
AL42
単一障壁の喪失又は喪失のおそれ
共通
AL51
原子炉制御室他の機能喪失のおそれ
共通
AL52
所内外通信連絡機能の一部喪失
共通
AL53
重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ 共通
－*2
外的事象（震度 6 弱以上の地震）
共通
－*2
外的事象（大津波警報が発表された場合）
共通
－
外的事象（設計基準を超える竜巻，洪水，台風，火山等）
共通
－
重要な故障等（オンサイト総括判断）
共通
－
外的事象（原子力規制委員会委員長判断）
共通
*1 BWR とは沸騰水型原子炉をいい，PWR とは加圧水型原子炉をいう。
*2 原子力事業者による緊急事態応急対策が必要であるが，原子力事業者からの連絡が必要ない
事象

3.5.2 特定事象の通報に係る基準
(1) 対策指針 EAL における施設敷地緊急事態を判断する EAL に該当する事象及び原災法第
10 条第 1 項に基づき，施設敷地緊急事態に該当する事象（以下，
「施設敷地緊急事態該当
事象」という。
）の分類は表－４のとおりとし，原災法施行令第 4 条第 4 項に基づく特定
事象として迅速な通報ができるよう，それぞれの原子力発電所の EAL として定める。
（解
説３．１４）
8

表－４

施設敷地緊急事態該当事象の分類
事象（略称）
敷地境界付近の放射線量の上昇
通常放出経路での気体放射性物質の放出
通常放出経路での液体放射性物質の放出
火災爆発等による管理区域外での放射線の放出
火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出
施設内（原子炉外）臨界事故のおそれ
原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一
部注水不能
SE22
原子炉注水機能喪失のおそれ
SE23
残留熱除去機能の喪失
SE24
蒸気発生器給水機能の喪失
SE25
非常用交流高圧母線の 30 分間以上喪失
SE27
直流電源の部分喪失
SE29
停止中の原子炉冷却機能の喪失
SE30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失
SE31
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失
SE41
格納容器健全性喪失のおそれ
SE42
2 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ
SE43
原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用
SE51
原子炉制御室他の一部の機能喪失・警報喪失
SE52
所内外通信連絡機能の全ての喪失
SE53
火災・溢水による安全機能の一部喪失
SE55
防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生
XSE61
事業所外運搬での放射線量率の上昇
XSE62
事業所外運搬での放射性物質漏えい
*1 BWR とは沸騰水型原子炉をいい，PWR とは加圧水型原子炉をいう。
EAL 番号
SE01
SE02
SE03
SE04
SE05
SE06
SE21

BWR/PWR*1
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
BWR
BWR
PWR
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通

(2) 対策指針 EAL における全面緊急事態を判断する EAL に該当する事象及び原災法第 15
条第 1 項に基づき，全面緊急事態に該当する事象（以下，「全面緊急事態該当事象」とい
う。
）の分類は表－５のとおりとし，原災法施行令第 4 条第 4 項に基づく特定事象として
迅速な通報ができるよう，それぞれの原子力発電所の EAL として定める。
（解説３．１５）
表－５

EAL 番号
GE01
GE02
GE03
GE04
GE05
GE06
GE11
GE21
GE22
GE23
GE24
GE25
GE27
GE28
GE29

全面緊急事態該当事象の分類
事象（略称）
敷地境界付近の放射線量の上昇
通常放出経路での気体放射性物質の放出
通常放出経路での液体放射性物質の放出
火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出
火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出
施設内（原子炉外）での臨界事故
全ての原子炉停止操作の失敗
原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注
水不能
原子炉注水機能の喪失
残留熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪失
蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能
非常用交流高圧母線の 1 時間以上喪失
全直流電源の 5 分間以上喪失
炉心損傷の検出
停止中の原子炉冷却機能の完全喪失
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BWR/PWR*1
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
BWR
BWR
PWR
共通
共通
共通
共通

GE30
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出
GE31
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出
GE41
格納容器圧力の異常上昇
GE42
2 つの障壁喪失及び 1 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ
GE51
原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失
GE55
住民の避難を開始する必要がある事象発生
XGE61
事業所外運搬での放射線量率の異常上昇
XGE62
事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい
*1 BWR とは沸騰水型原子炉をいい，PWR とは加圧水型原子炉をいう。

共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通

3.5.3 通報連絡体制の整備
(1) 特定事象（施設敷地緊急事態該当事象及び全面緊急事態該当事象）の発生についての第
1 報通報を行うため，通報先，通報手段及び連絡責任者を記載した通報連絡の体制を整備
する。その際，夜間及び休日においても対応できる体制を整備する。
（解説３．１６）
(2) 特定事象の第 1 報の通報を行った後の通報及び応急措置の概要の報告を行うため，連絡
先，連絡手段及び連絡責任者を記載した通報連絡の体制を整備する。
（解説３．１６）
3.5.4 原子力防災設備間の情報連絡
必要に応じ，本指針 3.9.1 項に示す原子力防災施設・設備間の情報連絡網（ネットワーク）
及び情報連絡体制を整備する。
（解説３．１７）

3.6 放射線測定設備
3.6.1 放射線測定設備の種類
放射線測定設備は，通報事象等規則第 8 条に規定する以下の基準で設置された原子力発電
所の敷地境界付近のモニタリングポスト（モニタリングステーションを含む。以下同じ。
）と
する。
(1) 2 式以上設置されていること。
(2) 適正な検出に支障を及ぼすおそれのある障害物が当該放射線測定設備の付近に存在しな
いこと。
(3) ガンマ線の 1 時間当たりの線量当量率を継続的に測定し，あらかじめ定める値以上で確
実に警報を発し，測定した数値が正確に検出され，確実に記録されるものであること。
3.6.2 モニタリングポストの測定，点検
(1) モニタリングポストによる放射線量の測定は放射線モニタリング指針（JEAG4606－2017）
に基づき実施する。
(2) モニタリングポストの点検は，通報事象等規則第 8 条に規定する以下の項目について，
放射線モニタリング指針（JEAG4606－2017）に基づき実施する。
a．検出部，表示，記録装置等の主要な構成要素の外観において放射線量の適正な検出を妨
げるおそれのある損傷がないこと。
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b．放射線量の適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと。
（解説３．
１８）
c．毎年 1 回以上定期的に校正を行うこと。
(3) 重大事故等時には，モニタリングポストが機能喪失しても代替し得る可搬型モニタリン
グ設備等による代替手段での測定を実施する。（解説３．１９）
3.6.3 放射線量の数値の記録，公表
（原災法第 11 条第 7 項 該当事項）
モニタリングポストにより検出された放射線量の数値については，以下のとおり記録及び
公表する。
(1) 紙（チャート，記録紙等）
，電子媒体その他の方法により記録する。
なお，この記録は本指針 7.3 項により保存する。
(2) 広報紙，インターネットのホームページに掲載する等，広く周知される手段をもって公
表する。
3.6.4 モニタリングポストの設置又は変更時の検査及び届出
（原災法第 11 条第 3 項及び第 5 項 該当事項）
(1) 設置又は変更したモニタリングポストの性能について，原子力規制委員会が行う検査を
受ける。
(2) モニタリングポストを設置又は変更した日から 7 日以内に，
「放射線測定設備現況届出
書」を内閣総理大臣，原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺
都道府県知事に届け出る。

3.7 原子力防災資機材等
3.7.1 原子力防災資機材等の種類
(1) 原子力防災資機材の種類は表－６，原子力防災施設・設備関連資機材の種類は表－７の
とおりとし，それぞれの原子力発電所の施設・設備，組織の実状，統合原子力防災ネット
ワークの構成等に応じて仕様等を定める。
表－６ 原子力防災資機材の種類
（防災業務計画等命令第 4 条 該当事項）
種類
原子力防災資機材
(1)放射線障害
防護用器具

(1)a
(1)b

汚染防護服
呼吸用ボンベ（交換用のものを含む。
）その他の機器と
一体となって使用する防護マスク

(2)非常用通信
機器

(1)c
(2)a
(2)b
(2)c

フィルター付き防護マスク
通常の業務に使用しない電話回線
ファクシミリ装置
特定事象が発生した場合における施設内の連絡を確保
するために使用可能な携帯電話その他の使用場所を特
定しない通信機器
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(3)計測器等

(4)その他資機
材

(3)a

排気筒その他通常時に建屋の外部に放出する場所から
放出される放射性物質を測定するための固定式測定器

(3)b
(3)c
(3)d
(3)e

ガンマ線測定用可搬式測定器
中性子線測定用可搬式測定器
空間放射線積算線量計
表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬
式測定器
可搬式ダスト測定関連機器
可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器
個人用外部被ばく線量測定器
エリアモニタリング設備
環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両
ヨウ化カリウムの製剤
担架
除染用具
被ばく患者の輸送のために使用可能な車両
屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備

(3)f
(3)g
(3)h
(3)i
(3)j
(4)a
(4)b
(4)c
(4)d
(4)e

表－７ 原子力防災施設・設備関連資機材の種類
緊急時対策所及び原子力施設事態即応センターに設置され，
(1)原子 力 防 災 (1)a
統合原子力防災ネットワ－クと接続するテレビ会議システム
施設に備え
端末
付ける資機
(1)b
緊急時対策所及び原子力施設事態即応センターに設置され，
材
統合原子力防災ネットワ－クと接続するファクシミリ装置端
末
(1)c
緊急時対策所及び原子力施設事態即応センターに設置され，
統合原子力防災ネットワ－クと接続する電話
(2)原子 力 防 災
施設に備え
付ける資機
材に関する
バックアッ
プ回線
(3)原子 力 デ ー
タ表示，伝送
システム

(2)a

テレビ会議，ファクシミリ装置，電話に関する統合原子力防
災ネットワ－クの衛星回線

(2)b

原子力事業所内情報等伝送設備に関する統合原子力防災ネッ
トワ－クの衛星回線

(3)a

緊急時対策所において，緊急事態対応上必要とされるプラン
トパラメータを表示させる安全パラメータ表示システム

(3)b

主要プラントパラメータを緊急時対策支援システム（ERSS）
に伝送する原子力データ伝送システム

(4)その 他 非 常
用通信機器

(4)

社内用 PHS システム，無線システムなど，原子力防災資機材
以外の所内外通信設備

(2) 必要に応じ，他の原子力事業者の原子力防災資機材等を含め，データベースを作成し，
管理するようにする。
3.7.2 原子力防災資機材等の備付
(1) 原子力防災資機材は，それぞれの原子力発電所の施設・設備，組織等の実状に応じて，
緊急時対策所等の原子力防災組織が容易に使用できる場所に備え付ける。
（原災法第 11 条
第 2 項 該当事項）
（解説３．２０）
なお，その備付場所を原子力防災要員等に周知する。
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(2) 原子力防災施設・設備関連資機材は，非常用電源への接続，地震等自然災害への耐力等
を考慮して，指定された場所に備え付ける。(解説３．２１)
3.7.3 原子力防災資機材等の点検
(1) 原子力防災資機材は，法令等に基づき頻度を定めて点検を行う。
（原災法第 11 条第 2 項
該当事項）
なお，必要と認めた場合は適宜点検を行う。
（解説３．２０）
(2)

原子力防災施設・設備関連資機材の点検は，国のネットワーク管理者等と調整のうえ，
自らの責任範囲について，定期的に点検を行う。
なお，必要と認めた場合は適宜点検を行う。
（解説３．２１）

3.7.4 原子力防災資機材等の故障等への対応
原子力防災資機材等の点検の結果，故障等を発見した場合は，速やかに修理又は交換を実
施する。
3.7.5 原子力防災資機材の現況届出
（原災法第 11 条第 3 項 該当事項）
原子力防災資機材を備え付けたときは，備え付けた日から 7 日以内に「原子力防災資機材
現況届出書」を原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道府県
知事に届け出る。
なお，毎年 9 月 30 日現在における備え付けの現況について翌月 7 日までに同様に届け出
る。
3.7.6 貸与する原子力防災資機材の整備
（原災法第 26 条第 3 項及び原災法第 27 条第 3 項 該当事項）
指定行政機関，地方公共団体，その他関係機関の緊急事態応急対策及び原子力災害事後対
策が的確かつ円滑に行われるようにするため，貸与する原子力防災資機材を整備する。
（解説
３．２２）

3.8 原子力防災資料
3.8.1 原子力防災資料の分類
原子力防災資料の分類は表－８のとおりとし，それぞれの原子力発電所の施設・設備，組
織等の実状に応じ資料名を定める。
（解説３．２３）
表－８

(1)
(2)
(3)

原子力防災資料の分類
資料分類
施設及び設備に関する資料
組織及び体制に関する資料
放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料
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数量
備付箇所数
備付箇所数
備付箇所数

3.8.2 原子力防災資料の備付
原子力防災資料は，それぞれの資料を使用する緊急時対策所等に備え付ける。
3.8.3 原子力防災資料の点検
原子力防災資料の備付状況について定期的に点検を行い，必要に応じて最新の資料に更新
する。
（解説３．２４）
3.8.4 原子力防災資料の提出
（原災法第 12 条第 4 項 該当事項）
原子力防災資料のうち，以下の緊急事態応急対策等拠点施設に備え付ける資料を内閣総理
大臣に提出する。
なお，資料の内容に変更があった場合も同様とする。
(1) 防災業務計画
(2) 原子炉設置（変更）許可申請書
(3) 原子炉施設保安規定
(4) プラント配置図

3.9 原子力防災施設・設備
3.9.1 原子力防災施設・設備の種類
原子力防災施設・設備の種類は表－９のとおりとする。
（解説３．２５）
このうち，緊急時対策所，退避・避難集合場所，応急処置施設，原子力事業所災害対策支援
拠点施設，原子力緊急事態支援組織拠点施設及び原子力施設事態即応センターについては，
所在地（1 施設につき複数箇所から選択する場合にはその候補地）を概略図上に図示するか，
所在地住所一覧表を記載する。
（解説３．２６）
また，必要な場合，代替施設又はバックアップ手段を考慮する。
表－９

種類
(1)緊急時対策所
(2)緊急時放送装
置
(3)気象観測設備
(4)退避・避難集
合場所
(5)応急処置施設
(6)原子力事業所
災害対策支援
拠点施設
(7)原子力緊急事

原子力防災施設・設備の種類
設備機能等
原子力発電所の敷地内にあり，原子力防災組織の活動拠点とな
り，原子力事業所災害対策の実施を統括管理するための施設
原子力発電所において緊急事態が発生した場合，人が立ち入る可
能性のある原子炉建屋，タービン建屋等の建屋内外各所の人に，
退避等の指示，連絡を行うための装置
風向，風速，日照等を測定して，緊急時対策所等に表示するとと
もに，適切な媒体で記録するための設備
原子力発電所の敷地内において，原子力災害対策活動に従事する
者（応急復旧工事等の協力会社員を含む。以下同じ。）以外の者
及び来訪者が退避又は避難のために集合する場所
負傷者等が発生した場合において，除染及び応急処置を行うため
の施設
原子力事業所災害対策を後方支援するための原子力事業所周辺
の拠点施設
遠隔操作が可能な装置その他の資機材及びこれらを管理するた
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態支援組織拠
点施設
(8)原子力施設事
態即応センタ
ー

めの組織の拠点施設
原子力事業所災害対策の重要な意思決定を行い，かつ当該対策の
統括管理を支援するための原子力事業者の本社等の総合拠点施
設

3.9.2 原子力防災施設・設備の点検
原子力防災施設・設備のうち，原子力防災管理者の所掌する施設については年 1 回以上点
検する。
なお，必要と認めた場合は適宜点検を実施するか，施設の管理者に点検を依頼する。
（解説
３．２７）
3.9.3 原子力防災施設・設備の故障等への対応
(1) 原子力防災施設・設備に故障等が発生した場合又は点検の結果，不具合が認められた場
合には，速やかに修理又は交換を実施する。
なお，修理等に長期間要する場合は，代替措置について原子力防災要員等に周知を行う。
(2) 原子力事業所内情報等伝送設備に障害が発生した場合は，伝送先の関係箇所と調整し，
その障害の除去に務める。

3.10 原子力防災教育
原子力防災要員等に対して，原子力災害に関する知識及び技能を習得させるために，次に掲
げる項目について教育を実施する。
（解説３．２８）
(1) 原子力防災組織及び活動に関する知識
(2) 原子力発電所，放射性物質の運搬容器等の施設又は設備に関する知識
(3) 放射線防護に関する知識（被ばくに対する応急手当の知識を含む。）
(4) 放射線及び放射性物質の測定方法並びに機器を含む原子力防災対策上の諸設備に関する
知識
(5) シビアアクシデント及び対応手順に関する知識

3.11 原子力防災訓練
3.11.1 原子力防災訓練の項目
原子力防災要員等に対して行う原子力防災訓練の項目は以下のとおりとする。
（解説３．２
９）
(1) 本部設営訓練
(2) 通報連絡訓練
(3) モニタリング訓練
(4) 避難誘導訓練
(5) シビアアクシデント対応訓練
(6) その他必要と認める訓練
3.11.2 原子力防災訓練の実施
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原子力防災訓練は年 1 回以上実施する。
なお，その目的等に応じ，単独の原子力防災訓練の項目を集中して行う，原子力防災訓練
の項目の組み合わせにより行う等の工夫を行い，効果的なものとなるよう留意する。

3.11.3 原子力防災訓練の評価
原子力防災訓練は，評価者による評価を行い，その評価をもとに，原子力防災訓練の計画，
原子力防災組織，原子力防災資機材，原子力防災資料，原子力防災施設・設備等の実効性又は
有効性を検討し，必要があると認めるときは改善を実施する。（解説３．３０）
3.11.4 原子力防災訓練の報告及び要旨公表
(原災法第 13 条の 2 該当事項）
(1) 原子力防災訓練を実施し，評価した場合，通報事象等規則第 11 条に基づき，原子力規制
委員会に報告する。
（解説３．３１）
(2) 原子力防災訓練を報告したときの要旨について，プレス発表，対外的な広報紙，インタ
ーネットのホームページに掲載する等，広く周知される手段をもって公表する。

3.12 関係機関との連携，立入検査の対応等
3.12.1 関係機関との連携
原災法第 6 条の関係機関との連携については，指定行政機関，指定地方行政機関,地方公共
団体，その他防災機関（消防本部，警察署，海上保安部その他関係機関）と，原子力防災訓練
を共同して実施するほか，原子力災害対策活動が円滑に実施できるよう，平常時から関係す
る情報の提供及び交換を行う。
3.12.2 立入検査の対応等
(1) 原子力防災専門官との間で情報の提供及び交換を実施するとともに，指導又は助言があ
った場合の対応を行う。
(2) 原災法第 31 条に基づく業務の実施状況の報告を行う。
(3) 原災法第 32 条に基づく立入検査の対応を行う。
3.12.3 原子力事故調査への対応
（原子力規制委員会設置法第 23 条 該当事項）
原子力規制委員会設置法第 23 条に基づき，原子力事故調査のための報告徴収，検査等の処
分が実施された場合は，その処分等に従う。

3.13 広報活動
原子力発電所の周辺住民に対して，原子力発電所の概要，放射線防護に関する正しい知識，
原子力災害対策活動の内容等の普及に努めるため，適宜,広報活動を行う。
（解説３．３２）
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４．緊急事態応急対策他
4.1 目的
原子力発電所の状況に応じて実施すべき原子力災害の発生及び拡大防止のための緊急事態応
急対策他が，関係機関の理解のもと，迅速かつ的確に実施できるよう共通の指針を与えること
を目的とする。
（解説４．１）
4.2 緊急時活動レベルによる事象の同定等
4.2.1 事象の同定（解説４．２）
(1) 原子力防災管理者は，EAL のしきい値に達するプラントパラメータを検知した場合，又
は EAL で設定されるプラント状態等を確認した場合，警戒事態該当事象又は特定事象の
発生を宣言する。
(2) 原子力防災管理者は，住民防護措置の必要があると認めた場合，EAL に基づく判断で特
定事象の発生を宣言することができる。
(3) 原子力防災管理者は，プラントパラメータが EAL のしきい値を下回ったことが確認で
きた場合，又は EAL で設定されるプラント状態等が回避されたことが確認できた場合，
宣言した EAL を非該当とすることができる。
4.2.2 緊急時の体制と運営の確立
(1) 原子力防災管理者は，EAL により事象の発生を宣言した場合，又は原子力規制委員会か
ら警戒事態の連絡があった場合は，以下の措置を実施する。
a．あらかじめ定める原子力防災要員等の非常招集を行うとともに，緊急時対策本部を設置
し，自ら対策本部長として対策活動を指揮する。
（解説４．３）
b．本店等対策本部に緊急時対策本部の設置を連絡する。
c．原子力防災要員等により，原子力防災設備及び原子力防災設備に関する資機材の立ち上
げを行い，必要な外部機関への原子力防災要員等の派遣及び原子力防災資機材の貸与を命
じる。
d．自然災害その他の要因により，原子力防災設備又は原子力防災設備に関する資機材の立
ち上げができない場合，代替設備を使用する，又はバックアップ手段を用いる。
e．必要に応じ，原子力防災資機材，原子力防災資料等を原子力防災施設へ搬送する。
(2) 緊急時対策本部の要員は，あらかじめ定めた分担等に基づき，以下の任務を実施する。
a．警戒事態該当事象発生後の緊急時対策本部の立ち上げ
b．警戒事態該当事象発生後のテレビ会議システムの起動
c．必要に応じ，特定事象発生後の原子力緊急事態支援組織，協力会社緊急時対応組織等へ
の支援要請
(3) 本店等対策本部の要員は，あらかじめ定めた分担等に基づき，以下の緊急時対策本部の
支援を実施する。
a． 特定事象発生後の原子力事業所災害対策支援拠点施設の設営，候補施設としている場合
は，設置条件を評価した最適地を指定
b．特定事象発生後の原子力施設事態即応センターの設営，原子力規制庁長官が指定する原
子力規制庁職員及び緊急事態応急対策委員の対応
c．必要に応じ，特定事象発生後の原子力事業者間協力協定，メーカ，関係会社への支援の
要請
4.3 通報連絡の実施
4.3.1 警戒事態該当事象発生の連絡
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(1) 原子力防災管理者は，3.5.1 項の警戒事態該当事象発生の宣言をした場合は，あらかじめ
定める様式にて，ファクシミリ装置を用いて，原子力規制委員会に連絡する。（解説４．
４）
(2) 原子力防災管理者は，警戒事態該当事象発生の宣言をした場合，又は自然現象等に関し
て，原子力規制委員会から警戒事態の連絡を受けた場合には，必要に応じ，関係する警戒
事態該当事象又は警戒事態の発生を関係する地方公共団体に報告する。
(3) 原子力施設事態即応センターの要員は，警戒事態該当事象の発生の連絡に当たって，必
要に応じ，テレビ会議システムを用いて，関係者に，プラントの今後の見通し等を連絡す
る。
(4) 原子力防災管理者が不在の時は，あらかじめ定めた代行順位に従い，副原子力防災管理
者が連絡を行う。
4.3.2 特定事象発生の通報
(1) 原子力防災管理者は，3.5.2 項の特定事象の発生について通報を受け，又は自ら発見した
ときは，特定事象の発生の宣言を行うとともに，所定の通報様式に必要事項を記入し，15
分以内を目途として，3.5.3 項の通報連絡体制により，ファクシミリ装置を用いて一斉に
送信する。さらに，内閣総理大臣，原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長
及び関係周辺都道府県知事に対してはその着信を電話にて確認する。また，これ以外の通
報先については電話にて送信した旨を連絡する。
（解説４．５及び解説４．６）
(2)

緊急時対策本部の要員は，特定事象の発生の通報に当たっては，必要最小限の情報をも
とに迅速に行うものとし，追加の情報等の連絡又は説明事項がある場合，必要に応じてテ
レビ会議システムを用いて，これを行う。

(3) 原子力施設事態即応センターの要員は，特定事象の発生の通報に当たって，必要に応じ，
テレビ会議システムを用いて，関係者に，プラントの今後の見通し等を連絡する。
(4) 原子力防災管理者が不在の時は，あらかじめ定めた代行順位に従い，副原子力防災管理
者が通報を行う。
4.3.3 第２報以降の通報
(1) 原子力防災管理者は，4.3.2 項の通報を行った後に，警戒事態該当事象又は特定事象の発
生を宣言した場合は，EAL 通報様式に必要事項を記入し 3.5.3 項の通報連絡体制により，
ファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。さらに，内閣総理大臣，原子力規制委員会，
所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に対してはその着信を電話に
て確認する。また，これ以外の通報先については電話にて送信した旨を連絡する。この場
合，自ら実施する緊急事態の応急対策に支障が生じないよう留意する。（解説４．７）
(2) 原子力防災管理者が不在の時は，あらかじめ定めた代行順位に従い，副原子力防災管理
者が通報を行う。
4.4 応急措置の実施
(原災法第 25 条第 1 項 該当項目)
4.4.1 原子力防災管理者への報告
緊急時対策本部の要員は，応急措置を実施し，適宜，その結果を原子力防災管理者に報告
する。
（解説４．８）
4.4.2 避難誘導等
原子力発電所の敷地内で原子力災害対策活動に従事する者以外の者，来訪者等（以下，
「一
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般入所者」という。
）に対して，次に掲げる措置を実施する。
(1) 一時集合場所への集合
(2) 退避・避難集合場所等の指定
(3) 避難及び避難の際の防護措置の周知
(4) 原子力発電所の敷地外への避難
(5) 原子力発電所への入構制限
(6) 車両の使用制限
4.4.3 放射能影響範囲の推定及び防護措置
原子力発電所の敷地内及び原子力発電所の周辺の放射線及び放射能の測定を行い，放射性
物質が原子力発電所の敷地外に放出された場合，放射線及び放射能の測定データ等から放射
能影響範囲を推定する。また，原子力発電所の敷地内で原子力災害対策活動に従事する者に
対し，防護マスクの着用，線量計の携帯等の防護措置を定め指示する。（解説４．９）
4.4.4 医療活動
(1) 原子力発電所の敷地内にて発生した負傷者等に対して，次に掲げる措置を実施する。
a．放射線による影響の少ない場所に救出する救助活動
b．原子力発電所の敷地内の応急処置施設における応急処置
c．汚染検査，除染及び汚染拡大防止措置を講じた後の医療機関への搬送（解説４．１０）
(2) 救急・救助隊員及び医療関係者の被ばく防止のため，事故の概要，負傷者等の放射性物
質による汚染の状況等の情報を次に掲げる時期に連絡する。
a．救出・移送及び治療の依頼を行う時
b．救急・救助隊員到着時
(3) 放射性物質により汚染した負傷者並びに放射線障害を受けた者，又は受けたおそれのあ
る者を医療機関へ搬送する際に，放射性物質及び放射線に対する知識を有し，線量評価及
び汚染の拡大防止措置が行える者を同行させる。
4.4.5 原子力防災要員等の健康管理
(1) 長期間にわたる活動を想定し，適切に交代等できるようにする。
(2) 健康診断又は健康相談を実施する。
(3) 負傷者等があった場合の本人及び家族に対するメンタルケアを実施する。
（解説４．１１）
4.4.6 消火活動
(1) 原子力発電所の敷地内で火災が発生した場合，次に掲げる措置を実施する。
a．発生状況の把握
b．消防機関への通報
c．初期消火
d．消防機関と協力した消火活動
(2) 消防隊員の被ばく防止のため，事故の概要，放射性物質の漏えいの有無等の情報を次に
掲げる時期に連絡する。
a．消火の依頼を行う時
b．消防隊員到着時
4.4.7 汚染拡大の防止
不要な被ばくを防止するため，関係者以外の立入りを禁止する区域を設置し，標識により
明示するとともに，原子力発電所の敷地内に滞在する者に周知する。
なお，応急措置を実施する場所において放射性物質による予期しない汚染が確認された場
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合，その拡大の防止及び除去に努める。
4.4.8 被ばく線量評価
一般入所者及び原子力災害対策活動に従事する者の線量評価を行うとともに，放射性物質
による汚染が確認された場合，その拡大の防止及び除去に努める。
4.4.9 広報活動等
(1) 特定事象の通報を行った場合，状況に応じて記者発表を行う。
(2) 緊急事態応急対策等拠点施設で広報が実施される場合，これに協力する。
なお，原子力事業者が記者会見を行った場合は，原子力災害対策本部事務局（ERC）の
広報担当，緊急事態応急対策等拠点施設の広報担当と記者会見資料を共有する。
(3) 必要に応じて，損害賠償請求等に備えて，住民相談窓口を設置する。
(4) 原子力損害賠償等に係る広報を行う場合等，長期にわたる広報が必要な場合，広報担当
者を指名し，これに当たらせる。
4.4.10 応急復旧
(1) 中央制御室の計器等による監視及び可能な範囲における巡視点検の実施により，原子力
発電所の設備の状況，機器の動作状況等を把握する。
(2) 応急復旧計画を策定し，その計画に基づき速やかに応急復旧を実施する。
4.4.11 原子力災害の発生又は拡大防止を図るための措置
(1) 主要運転データにより原子炉等の運転状態を把握し，炉心損傷あるいはその可能性の有
無を把握する。
（解説４．１２）
(2) 発生事象に対する工学的安全施設等の健全性並びに運転可能な状態の継続性を把握し，
事故の拡大の可能性を予測するとともに，放射線又は放射性物質が外部に放出される可能
性を評価する。
(3) 事故の拡大のおそれがある場合，事故拡大防止に関する運転上の措置を検討し，措置を
講じる。
(4) 事故発生ユニットからの影響を考慮し，他のユニットの運転継続の可否を検討するとと
もに，必要な点検及び操作を実施して，保安維持を行う。
(5) 環境への放射性物質の放出状況及び気象状況から，事故による周辺環境への影響を予測
する。
4.4.12 資機材の調達及び輸送
(1) 3.7.1 項の原子力防災資機材を，指定場所まで搬送する。
(2) 原子力防災組織が必要とする資機材を調達するとともに，これらの輸送を行う。
4.4.13 原子力防災要員の派遣及び原子力防災資機材の貸与
(1) 原子力防災専門官その他関係機関から緊急事態応急対策等拠点施設等の運営に入る旨の
連絡を受けた場合，3.3.5 項により原子力防災要員等を関係機関へ派遣し，3.7.6 項により
原子力防災資機材の貸与を行う。
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(2) 派遣された原子力防災要員等は，派遣先にて必要な業務を行うとともに，定期的に原子
力防災管理者に状況を報告する。
4.4.14 損害賠償に係る被災者相談窓口の開設
原子力防災要員等は，被災者の損害賠償請求等への対応等のための相談窓口を設置する。
4.5 応急措置の概要報告
（原災法第 25 条第 2 項 該当項目）
4.5.1 情報収集の実施
特定事象発生後の状況について情報連絡を行うため，次に掲げる事故，被害状況等を迅速
かつ的確に収集する。
(1) 事故の発生時刻及び場所
(2) 事故原因，状況及び事故の拡大防止措置
(3) 被ばく，障害等人身災害に関わる状況
(4) 原子力発電所の敷地周辺における放射線及び放射能の測定結果
(5) 放出放射性物質の量，種類，放出場所，放出の推移等の状況
(6) 気象状況
(7) 事故収束の見通し
(8) その他原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道府県知
事が必要と認める事項
4.5.2 応急措置の概要報告
(1) 原子力防災管理者は，前項の情報収集の結果及び次項の応急措置の実施概要を，3.5.3 項
の通報等の体制により，応急措置の概要報告様式を用いて，定期的に情報連絡を行う。
（解
説４．１３）
(2) 原子力防災管理者は，4.2.1 項により，宣言した EAL を非該当とした場合は，応急措置
の概要報告にその旨を記載する。
4.6 原子力緊急事態宣言発出時の対応
4.6.1 原子力緊急事態宣言発出の確認
原子力防災管理者は，緊急事態応急対策等拠点施設又は本店等対策本部の情報をもとに，
原子力緊急事態宣言が発出されたことを確認する。
4.6.2 原子力災害合同対策協議会との連絡調整
(1) 緊急事態応急対策等拠点施設に派遣された原子力防災要員等は，原子力防災管理者と連
絡を密に行い，原子力災害合同対策協議会等から原子力発電所に対して指示，要請された
事項に対応するとともに，原子力災害合同対策協議会等に対して必要な意見を進言する。
(2) 原子力防災管理者は，原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周
辺都道府県知事から，原子力緊急事態の状況及び緊急事態応急対策の実施に関する事項に
ついて報告を求められたときはこれを行う。
4.6.3 原子力防災要員の派遣及び原子力防災資機材の貸与
(1) 原子力防災管理者は，全面緊急事態該当事象の発生を確認した場合，3.3.5 項により原子
力防災要員等を関係機関へ派遣し，3.7.6 項により整備した原子力防災資機材を貸与する。
(2) 派遣された原子力防災要員等は，派遣先にて以下の業務を行うとともに，定期的に原子
力防災管理者に状況を報告する。
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a．緊急事態応急対策等拠点施設における業務に関する事項
(a) 緊急事態応急対策等拠点施設の設営準備助勢
(b) 原子力発電所と緊急事態応急対策等拠点施設の情報交換
(c) 報道機関への情報提供
(d) 緊急事態応急対策についての相互の協力及び調整
(e) 原子力災害合同対策協議会（原子力災害合同対策協議会が開催されるまでは「現地事
故対策連絡会議」に読み替える。以下同じ。
）への参加
b．環境放射線モニタリング，汚染検査及び汚染除去に関する事項
(a) 環境放射線モニタリング
(b) 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定
(c) 住民からの依頼による物品，家屋等の放射性物質による汚染の測定
(d) 放射性物質による汚染が確認された場合，その拡大防止及び除去
(3) 前号のうち，避難所での住民等の避難退域時検査，地域の除染，廃棄物管理等について，
関係機関のニーズ等を確認し，国の協力も得つつ，関係機関と連携して対応する。
4.6.4 応援要請
必要な場合，6.2 項に基づき，他の原子力事業者に応援を要請する。
4.7 事業所外運搬における緊急事態応急対策他
4.7.1 通報連絡及び報告の実施
(1) 原子力防災管理者は，3.5.2 項の特定事象の発生について通報を受け，又は自ら発見した
ときは，特定事象発生通報様式に必要事項を記入し，15 分以内を目途として 3.5.3 項の通
報連絡の体制により，ファクシミリ装置を用いて送信する。さらに，内閣総理大臣，原子
力規制委員会，国土交通大臣，当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町
村長に対してはその着信を電話にて確認する。また，これ以外の通報先については電話に
て送信した旨を連絡する。
（解説４．５及び解説４．６）
(2) 特定事象の通報後の状況について，3.5.3 項の通報連絡の体制により，応急措置の概要
報告様式を用いて，定期的に報告を行う。（解説４．１３）
4.7.2 事象発生現場における応急措置の実施
(1) 事象発生現場への要員派遣及び応急措置の実施
a．事象発生現場（海上での事象発生の場合はその沿岸。以下同じ。）の関係機関へ，3.3.5
項により原子力防災要員等を派遣し，3.7.6 項により整備した原子力防災資機材を貸与す
る。
b．派遣された原子力防災要員等は，運搬を委託された者，最寄りの消防機関，警察機関及
び海上保安部署と協力して，事象の状況を踏まえ次に掲げる応急措置を実施する。
(a) 放射線障害を受けた者の救出，避難等の措置
(b) 消火，延焼防止の措置
(c) 運搬に従事する者及び付近にいる者の退避
(d) 立入制限区域の設定
(e) 核燃料物質等の安全な場所への移動
(f) 環境放射線モニタリングの実施
(g) 核燃料物質等による汚染及び漏えい拡大の防止並びに汚染の除去
(h) 遮へい対策の実施
(i) その他放射線障害の防止のために必要な措置
(2) 後方支援活動の実施
派遣された原子力防災要員等は，運搬を委託された者，最寄りの消防機関，警察機関及
び海上保安部署と協力して，事象の状況を踏まえつつ，次に掲げる後方支援活動を実施す
る。
a．線量評価
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原子力防災要員等の線量評価を行う。
b．広報活動
(a) 特定事象の通報を行った場合，事故状況，応急措置の概要等の記者発表を行う。
(b) 緊急事態応急対策等拠点施設の運営が開始された場合，当該のプレスルームで行われ
る記者発表に協力する。
c．応急復旧
原子力災害の拡大を防止するため，応急復旧計画を策定し，その計画に基づき応急復旧
を実施する。
d．資機材の調達及び輸送
原子力防災資機材，その他原子力災害対策活動に必要な資機材を調達するとともに，資
機材の輸送を行う。
4.7.3 原子力緊急事態宣言発出時の対応
(1) 原子力災害現地対策本部等との連絡
a．緊急事態応急対策等拠点施設に派遣された原子力防災要員等は，原子力防災管理者と連
絡を密に行い，原子力災害現地対策本部等から原子力事業者に対して指示，要請された事
項に対応するとともに，原子力災害現地対策本部等に対して必要な意見を進言する。
b．原子力規制委員会，国土交通大臣，当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及
び市町村長から，原子力緊急事態の状況及び緊急事態応急対策の実施に関する事項につい
て報告を求められたときはこれを行う。
(2) 応急措置の継続実施
原子力防災要員等は，4.7.2 項の応急措置を継続して実施する。
(3) 原子力防災要員の派遣及び原子力防災資機材の貸与
a．原子力緊急事態宣言の発出を受けて，3.3.5 項により原子力防災要員等を関係機関へ派遣
し，3.7.6 項により原子力防災資機材を貸与する。
b．派遣された原子力防災要員等は，派遣先にて以下の業務を行うとともに，定期的に原子
力防災管理者に状況を報告する。
(a) 緊急事態応急対策等拠点施設における業務に関する事項
a) 緊急事態応急対策等拠点施設の設営準備助勢
b) 原子力発電所と緊急事態応急対策等拠点施設との情報交換
c) 報道機関への情報提供
d) 緊急事態応急対策等についての相互の協力及び調整
e) 原子力災害合同対策協議会（原子力災害合同対策協議会が開催されるまでは「現地
事故対策連絡会議」に読み替える。以下同じ。）への参加
(b) 環境放射線モニタリング，汚染検査及び汚染除去に関する事項
a) 環境放射線モニタリング
b) 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定
c) 住民からの依頼による物品，家屋等の放射性物質による汚染の測定
d) 放射性物質による汚染が確認された場合，その拡大防止及び除去
５．原子力災害事後対策
5.1 目的
個々の原子力発電所の状況に応じて実施すべき原子力災害事後対策が，関係機関の理解のも
と，迅速かつ的確に実施できるよう共通の指針を与えることを目的とする。
5.2 原子力発電所における原子力災害事後対策
(1) 原子力防災管理者は，次に掲げる事項について原子力災害事後対策計画を策定して，内
閣総理大臣，原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道府県
知事に提出し，当該計画に基づき原子力防災要員等は原子力災害事後対策を実施する。
（解
説５．１）
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a．原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握
b．原子炉施設の除染の実施
c．原子炉施設損傷部の修理及び改造の実施
d．放射性物質の追加放出の防止
なお，原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道府県知事
から，原子力災害事後対策の実施に関する事項について報告を求められたときはこれを行
う。
(2) 原子力防災要員等は，対策活動に従事する要員等に対して，4.4.5 項の健康診断又は健康
相談を継続的に実施する。
(3) 原子力防災要員等は，原子力災害の発生した原因を究明し，必要な再発防止対策を講じ
る。
(4) 原子力防災管理者は，指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに所在都道府県
知事，所在市町村長及び関係周辺都道府県知事その他の執行機関の実施する次に掲げる原
子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため，3.3.5 項により原子力防災
要員等を関係機関へ派遣し，3.7.6 項により整備した原子力防災資機材を貸与する。
a．広報活動に関する事項
(a) 原子力発電所と緊急事態応急対策等拠点施設との情報交換
(b) 報道機関への情報提供
b．環境放射線モニタリング，汚染検査及び汚染除去に関する事項
(a) 環境放射線モニタリング
(b) 身体又は衣類に付着している放射性物質による汚染の測定
(c) 住民からの依頼による物品，家屋等の放射性物質による汚染の測定
(d) 放射性物質による汚染が確認された場合，その拡大防止及び除去
なお，環境放射線モニタリング，汚染検査及び汚染除去で増員を必要とする場合は，
6.3 項に基づき，他の原子力事業者に応援を要請する。
c．住民等の避難退域時検査，地域の除染，廃棄物管理等について，関係機関のニーズ等を
確認し，国の協力も得つつ，関係機関と連携して対応する。
(5) 派遣要員の業務
派遣された原子力防災要員等は，原災法第 23 条第 2 項に基づく原子力災害合同対策協
議会において，前項に準じて対応を行う。
5.3 事業所外運搬における原子力災害事後対策
3.3.5 項により原子力防災要員等を関係機関へ派遣し，3.7.6 項により整備した原子力防災資
機材の貸与を行うとともに，運搬を委託された者と協力し，現地事故対策連絡会議その他原子
力災害事後対策の活動を行っている組織と連携し，事象発生輸送物の損傷状況及び汚染状況の
把握，事象発生輸送物の除染の実施，事象発生輸送物損傷部の修理及び改造の実施，放射性物
質の追加放出の防止などの対策を講じる。
６．他の原子力事業者への協力
6.1 目的
原災法第 14 条に基づき行う原子力事業者間の協力が，迅速かつ適切にできるよう共通の指針
を与えることを目的とする。
6.2 協力協定等の締結
他の原子力事業者の原子力緊急事態等に対応するため，原子力事業者間で協力協定等を締結
する。
（解説６．１）
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6.3 原子力防災要員の派遣及び原子力防災資機材の貸与
他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合，又は他の原子力事業者が責
任を有する事業所外運搬中に原子力災害が発生した場合は，締結した協力協定等に基づき，緊
急事態応急対策等及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため，他の原
子力事業者への原子力防災要員等の派遣及び原子力防災資機材の貸与を行う。
７．記録
7.1 目的
原子力災害予防対策，緊急事態応急対策等及び原子力災害事後対策の記録が，迅速かつ適切
に作成できるよう共通の指針を与えることを目的とする。
7.2 記録の種類
緊急時の対応について作成する記録の種類は以下のとおりとする。
(1) 原子力災害予防対策
a．防災業務計画の修正記録
b．放射線測定設備の放射線量の数値の記録
c．放射線測定設備，原子力防災資機材，原子力防災資料及び原子力防災設備の点検記録
d．原子力防災教育の実施記録
e．原子力防災訓練の実績及び改善事項の記録
(2) 緊急事態応急対策他
a．通報，連絡等の記録
b．プラントパラメータ，気象の記録
c．緊急時対策本部の活動記録
d．テレビ会議の録画記録
(3) 原子力災害事後対策
a．原子力災害事後対策計画
7.3 記録の保存
7.2 項(1)の各記録は，1 年以上保存する。
7.2 項(2)(3)の各記録は，廃止措置の終了について原子力規制委員会の確認を受けるまで保存
する。
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【

解説

】

【解説１．１】
原子力発電所の緊急時対策指針（JEAG4102-202X）は，平成 29 年及び令和 2 年の国内法令，
関係指針等の改正により，重大事故等に対処するための設備で設計基準事故対処設備と同等
の能力があり即応性を有する設備の緊急時活動レベル（EAL）発動基準への考慮並びに通報
連絡様式の見直し等が行われたことなどを受け，防災業務計画の見直しに反映する際の参照
基準及び解釈を示すために作成したものである。
このため，法令等で求められるものを明確にした上で，さらに，緊急時計画の継続的改善
を図ることの一助とすることから外部知見等を踏まえた推奨事項も含まれたものになってい
る。
また，防災業務計画を作成・見直しする際のガイドの位置づけであるが，海外で原子力緊
急事態の準備と対応という観点での基準が整備されていることに鑑み，本指針は「防災」で
はなく「緊急時」という名称を用いている。
なお，緊急事態は対策指針によって，三段階に区分される。

【解説１．２】
１．本指針は，原災法第 2 条第 3 号ロにより，原子炉の設置の許可を受け原子力事業者となっ
た者が，原子力発電所での原子炉の運転（原子炉の運転に付随する核燃料物質又は核燃料物
質によって汚染された物〔原子核分裂生成物を含む。
〕の運搬，貯蔵又は廃棄を含む。
）による
緊急時対策及び原子力発電所の敷地外での放射性物質の運搬による緊急時対策の計画に適用
するものであるため，加工施設，再処理施設等の原子力事業所に適用されることを意図した
ものではないが，関係部分について引用されることについては，差し支えない。
２．本指針でいう「緊急時対策」とは，
「原子力災害事前対策」，
「緊急事態応急対策」及び「原
子力災害中長期対策」という対策指針の基本的な項目を包含させたものとしている。大項目
については，原災法の用語に合わせて「３．原子力災害予防対策」，「４．緊急事態応急対策
他」（本指針では原災法第 25 条の応急措置を含め「緊急事態応急対策他」と称する。）及び
「５．原子力災害事後対策」という構成としている。
なお，対策指針には，事業所外運搬に関する適用はないが，本指針では，同一の扱いとし
ている。
３．本指針は，防災業務計画の作成又は修正に当たっての参照基準を与えるものであるが，原
子力防災訓練等で実行し，その結果を評価して，必要に応じ当該計画を見直すという，PDCA
サイクルをまわすことが重要であることに留意する必要がある。
（参考）
本指針の緊急事態応急対策等の各項目には，原則として主語を記載していないが，防災業
解説―1

務計画を作成又は修正するに当たっては，実際にその項目を実施する原子力防災組織の構成
組織名等を記載することを期待している。

【解説１．３】
事業所外運搬の適用は，陸上輸送に当たっては原子力発電所の敷地外，海上輸送に当たっ
ては当該原子力発電所の岸壁において，輸送物の搬入では水切りを行った時点，輸送物の搬
出では輸送物を輸送船に固縛した時点と考えられる。なお，原子力事業所の敷地内における
運搬にあっては，原子力発電所で発生した事象と解釈するのが良いと考えられる。
（参考）
仮に原子力発電所の敷地内の管理区域の外にある運搬容器において火災・爆発により放射
線が検出された場合，事業所外運搬の 1m で 100μSv/h の基準ではなく，プラントの火災，
爆発等の 50μSv/h（10 分継続）で原災法第 10 条の対象と解釈する。

【解説２．１】
１．原子力基本法の改正により内閣府の原子力防災会議が緊急事態の総合調整を行うとされ，
原子力規制委員会設置法により原子力規制委員会が原子力緊急事態の発生の認定等を行うこ
とになったこと及び原災法施行規則が命令，規則等に分割されたことを踏まえ，これらを関
係法規に反映する。
２．この解説に関する関連法規等は以下のとおりである。
(1) 関連法規，規定
(a)

労働安全衛生法（昭和 47 年 6 月 8 日 法律第 57 号，改正令和元年 6 月 14 日 法律第
37 号）

(b)

道路運送車両法（昭和 26 年 6 月 1 日 法律第 185 号，改正令和元年 6 月 14 日

法律

第 37 号）
(c)

電気通信事業法（昭和 59 年 12 月 25 日 法律第 86 号，改正令和元年 5 月 17 日 法律
第 5 号）

(d)

気象業務法（昭和 27 年 6 月 2 日 法律第 165 号，改正平成 29 年 5 月 31 日

法律第

41 号）
(e)

消防法（昭和 23 年 7 月 24 日 法律第 186 号，改正平成 30 年 6 月 27 日

法律第 67

号）
(f)

気象測器検定規則（平成 14 年 3 月 26 日 国土交通省令第 25 号，改正令和元年 12 月
16 日 国土交通省令第 47 号）

(2) JIS 規格
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(a) T 8155:2014 空気呼吸器
(b) Z 4312:2013 Ⅹ線，γ 線，β 線及び中性子用電子式個人線量（率）計
(c) Z 4316:2013 放射性ダストモニタ
(d) Z 4317:2008 放射性希ガスモニタ
(e) Z 4321:1995 放射線測定用タリウム活性化よう化ナトリウムシンチレータ
(f) Z 4324:2017 Ⅹ線及び γ 線用据置形エリアモニタ
(g) Z 4329:2004 放射性表面汚染サーベイメータ
(h) Z 4330:2008 γ 線検出形水モニタ
(i) Z 4333:2014 Ⅹ線，γ線及びβ線用線量当量（率）サーベイメータ
(j) Z 4336:2010 放射性ヨウ素サンプラ
(k) Z 4341:2006 中性子用線量当量（率）サーベイメータ
(l) Z 4345:2017 Ⅹ・γ 線及びβ線用受動形個人線量計測装置並びに環境線量計測装置
(m) Z 4346:2017 Ⅹ・γ 線用受動形環境モニタリング用線量計測装置
(n) Z 4601:2009 放射性ダストサンプラ
３．
JEAG4102-2010 は旧原子力安全委員会の原子力施設等の防災対策について（昭和 55 年 6 月）
（以下，
「旧防災指針」という。
）を参照し作成した。旧防災指針は，新たに原災法第 6 条の 2
に基づき対策指針が制定されたことにより，廃止となった。
旧防災指針の内容は任意に防災業務計画へ反映する位置付けであったが，対策指針では原
子力事業者は同指針に記載された具体的な基準を踏まえた EAL の設定を行い，防災業務計画
に反映すること等が求められた。
このことから，本指針は対策指針を踏まえ，各原子力事業者の防災業務計画に記載する標
準的な考え方を示した構成とする。
（参考）
防災業務計画は，原災法第 7 条第 1 項により「災害対策基本法第 2 条第 10 号に規定する
地域防災計画に抵触するものであってはならない。
」と規定されている。また，災害対策基本
法第 40 条及び第 42 条では，
「地域防災計画は防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づ
き作成し」と規定があることに鑑み，本指針は，地域防災計画を作成・見直しする際の根本と
なる防災基本計画及び対策指針との適用関係を確認して作成している。
なお，防災業務計画の作成又は修正に当たっては，原災法第 7 条第 2 項に基づき，地域防
災計画との抵触の有無について所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道府県知事
と協議をすることになる。

【解説３．１】
本指針は，解説２．１で述べたとおり対策指針をベースとしているが，原災法は，第 7 条
解説―3

から第 14 条までを「原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等」としているため，対
策指針に記載のある「事前」ではなく原災法の用語に合わせて「予防」という用語を用いるこ
ととする。なお，同様に原子力災害中長期対策は，原子力災害事後対策を用いることとする。

【解説３．２】
防災業務計画は，住民及び緊急時対応要員を防護するための緊急時計画であり，深層防護
の第５層に位置づけられるため，本指針では，国際原子力機関（以下，
「IAEA」という。
）の
安全基本原則（SF-1）の「原則 1」に，
「安全のための一義的な責任は放射線リスクを生じる
施設と活動に責任を負う個人又は組織が負わなければならない」の責務のもと，
「原則 8」の
「異なる深層防護レベルの独立した有効性が不可欠である」という概念の取り入れを考慮し
ている。

【解説３．３】
原子力防災組織の業務の一部を委託する場合の防災業務計画の記載例を解説表－１に示す。

【解説３．４】
１．原災法第 7 条第 2 項により，原子力事業者は，関係周辺都道府県を確定させ，防災業務計
画の作成又は修正に係る協議を申し込まなければならない。
２．関係周辺都道府県の要件は，原災法及び原災法施行令に以下のとおり規定される。
(1)

当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府

県
(2) 原子力事業所の周囲 30 キロメートルの区域内にある都道府県であって，当該原子力事
業所の原子力災害に関する地域防災計画等が作成されている都道府県
３．関係周辺都道府県の適用に当たって，
「原子力事業所の周囲 30 キロメートルの区域内」の
確認は，国土地理院の地図を用いて当該原子力事業所の敷地境界から当該都道府県の境界ま
での距離（海域を含む）を測ること，及び地域防災計画等の作成の確認は，当該原子力事業所
の事故想定による対応措置が記載されていることにより行うことが適当と考えられる。
なお，疑義が生じた場合には，当該都道府県と調整する。
４．関係周辺都道府県の要件である「原子力事業所の周囲 30 キロメートルの区域内」は，原子
力事業者が判断するものであり，地方公共団体が判断する対策指針の「緊急防護措置を準備す
る区域（UPZ）
」の距離（概ね 30 キロメートル）とは直接関係しない。
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【解説３．５】
１．防災業務計画の修正に当たっては協議が必要となるが，特定事象の通報先の組織名称の変
更，原子力防災組織名の変更等については，実態的に緊急事態応急対策等に影響を与えない軽
微な事象で協議を必要としない事項である。このため，協議をせず関係機関に軽微変更である
旨を連絡する運用が可能である。
（参考）
原災法では，
「毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、
これを修正しなければならない。
」という，災害対策基本法の地域防災計画と同様の規定とな
っており，都度の修正を求めていない。
原災法では，原子力防災組織の変更など主要な予防対策については，関係地方公共団体と
の協議を経て内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届出を行うことで防災業務計画が修正さ
れたとみなすことができるが，組織名称変更等の軽微な修正事項については，協議を行わず，
防災業務計画の読み替え表を内閣府，原子力規制庁及び関係地方公共団体に提出する運用と
することができる。この場合，毎年の検討において，読み替え表を提出した軽微な修正事項
をまとめて防災業務計画へ反映し，協議をすることになる。
なお，読み替え表の運用については，原子力事業者防災業務計画の確認に係る視点等につ
いて（平成 29 年 9 月原子力規制委員会）より引用している。
２．市町村合併により周囲 30 キロメートルの区域外で都道府県と隣接すること等により関係
周辺都道府県の変更・追加が必要となった場合，上述のとおり防災業務計画の都度の修正を求
めていないことから，読み替え表提出による対応の可否，修正協議スケジュール，適用開始時
期などは，当該地方公共団体と調整し対応すべきである。
３．毎年の検討は，年であっても年度であってもかまわない。

【解説３．６】
関係地方公共団体との協議を含めた，防災業務計画の作成又は修正スケジュールの例を解
説図－１に示す。
（参考）
防災業務計画の協議は，都道府県知事及び市町村長に宛てた原子力事業者の代表者名の文
書と防災業務計画の案を提出し，開始することになる。この原子力事業者の代表者名の文書
に防災業務計画を作成又は修正する日が記載される。
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なお，協議期間が設けられるが，協議の方法及び内容については，関係地方公共団体と事
前に協議すべき事項である。
また，原災法は協議をすることを求めており，必ずしも協議での合意又は申し入れに対す
る回答文書を必要とするものではないが，緊急事態において，各機関の対応に齟齬を生じさ
せないため，この期間を活用して予防対策，応急措置等の相互に関係する部分について十分
に調整を行うことが肝要と考えられる。
原災法では防災業務計画を毎年検討することが求められており，その検討対象としては，
前回見直し以降の関係地方公共団体の地域防災計画の変更の有無は当然として，防災基本計
画，対策指針の改定反映の有無，原子力防災訓練での反映事項の有無などが考えられる。こ
ういった反映事項の有無については，関係地方公共団体との協議の実施にかかわらず，事前
に意見調整することが求められる。

【解説３．７】
１．原子力防災組織の例を解説図－２に示す。
（参考）
原子力防災組織の具体的な構成及び人数は各原子力事業者の経験等から，相当に異なって
いる。例えば，平常時の組織と原子力防災組織を関連づけて原子力発電所の全構成員を原子力
防災要員等とする場合，又は平常時とは切り分け一定人数を選任している場合などがある。
なお，これら相違があったとしても，原子力防災組織は，通常の組織で対応できない事態
に対応するため，原子力防災管理者のもと，権限を集中させ，情報を一元化し，指揮命令系統
を明確にしていることは同じである。
２．福島第一原子力発電所事故を受け各原子力事業者が実施した緊急安全対策に係る体制等に
ついては，深層防護の第 4 層に係るシビアアクシデント対策であり，前段否定の独立性の観
点から，第 5 層に係る緊急時計画，すなわち防災業務計画に反映が必須なものではない。

【解説３．８】
１．防災業務計画は原子力事業所ごとに作成するもので，本店等の緊急時組織について言及す
ることは求められていないが，原災法第 28 条の災害対策基本法読み替え適用で，指定公共機
関の防災業務計画を対策指針に基づき作成することが求められており，実態上，原子力事業者
である指定公共機関は，指定公共防災業務計画の原子力編を防災業務計画によるものとして
いる。したがって，指定公共機関として緊急事態応急対策を行う本店本部を本店等対策本部と
いう名称で設定する。

解説―6

２．本店等対策本部の組織の例を解説図－３に示す。

【解説３．９】
１．派遣先，派遣者所属又は氏名をあらかじめ定めておくことが有効である。
２．派遣は，原子力防災組織を始動させる原子力防災管理者の体制発令等にあわせて行うと良
い。
（参考）
原子力防災要員等の派遣及び原子力防災資機材の貸与については，
「いつ」，
「どこへ」
，
「誰
（何）を」について，あらかじめ定め，準備しておく必要があると考えられる。
「いつ」については，外部関係機関が動きだす施設敷地緊急事態など対応機関の状況によ
り関係機関マニュアル，相互応援協定等に規定されている場合が考えられる。
「どこへ」については，地域防災計画で定める緊急時モニタリングチーム，原災法で定め
る原子力災害合同対策協議会，関係機関マニュアルに記載された機能班，及び原子力事業者
が締結している相互応援協定等に規定されている場所が考えられる。
さらに，
「誰（何）を」については，人数，数量など関係機関マニュアル，相互応援協定等
に規定されている場合が考えられる。これらの対応者及び資機材名称について社内マニュア
ルに定める例，又は名札若しくは表示札で明確にしておく例がある。
３．本店等対策本部においても，派遣要員の派遣先，派遣者所属又は氏名をあらかじめ定めて
おくことが有効である。

【解説３．１０】
原子力防災管理者は，平常時において統括管理する原子力発電所長と定義しても良い。ま
た，原子力防災管理者は，緊急事態応急対策等においては原子力発電所の緊急時対策本部長
として原子力防災組織を指揮することになる。

【解説３．１１】
副原子力防災管理者を原災法第 9 条により複数人選任した場合は，同法第 9 条第 3 項の原
子力防災管理者を補佐する者を明確にするため，選任した副原子力防災管理者の代行順位及
び最低選任人数を防災業務計画に記載する。
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（参考）
副原子力防災管理者は監督的地位にあるものから 1 名以上選任するとされることについて，
原子力発電所に責任者がいない状態とできないため，休日夜間等の当番体制で対応すること
となり，その体制の組み方で 4～5 人から 20～30 人を選任するケースがある。

【解説３．１２】
副原子力防災管理者による原子力防災管理者の代行は，平常時においては長期にわたり原
子力防災管理者がその職務を遂行出来ない場合に行い，緊急時においては緊急時対策本部に
不在の場合について行うことになる。
このため，原子力防災管理者及び副原子力防災管理者が共に不在となることは許されない
が，原子力事業所から一歩たりとも外出してはならないことを求めているものではなく，確
実に連絡がとれ直ちに原子力事業所に駆けつけるといった対応ができる状態にあれば問題な
い。

【解説３．１３】
１．警戒事態該当事象に係る緊急時活動レベルの設定については，付属資料「原子力発電所 緊
急時活動レベル（EAL）の設定方法」（以下，
「EAL の設定方法」という。
）による。
２．本指針では，原子力事業者がプラントの状況に基づいて確認するものを「警戒事態該当事
象」，国又は地方公共団体が原子力事業者の連絡又は自らの情報に基づいて確認するものを
「警戒事態」と称する。

【解説３．１４】
１．施設敷地緊急事態該当事象に係る緊急時活動レベルの設定については，付属資料「EAL の
設定方法」による。
２．本指針では，原子力事業者がプラントの状況に基づいて確認するものを「施設敷地緊急事
態該当事象」
，国又は地方公共団体が原子力事業者の通報又は自らの情報に基づいて確認する
ものを「施設敷地緊急事態」と称する。

【解説３．１５】
１．全面緊急事態該当事象に係る緊急時活動レベルの設定については，付属資料「EAL の設定
方法」による。
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２．本指針では，原子力事業者がプラントの状況に基づいて確認するものを「全面緊急事態該
当事象」
，国又は地方公共団体が原子力事業者の通報又は自らの情報に基づいて確認するもの
を「全面緊急事態」と称する。

【解説３．１６】
１．防災業務計画に記載する概括的な通報等の体制図の例を，解説図―４に示す。
２．警戒事態該当事象の連絡体制を設定する場合は，地域防災計画に抵触しないようにする必
要がある。
（参考）
防災業務計画は機動的に修正できるものでないため，同計画には概括的な連絡経路を示し，
具体的な内容（電話番号など）は原子力事業者内で適切に管理する必要があると考えられる。

【解説３．１７】
原子力防災施設・設備のうち，各拠点施設間で緊密的な連係を保つことが必要なものは，
予め情報連絡網（ネットワーク）を整備することが有効である。なお，情報連絡網（ネットワ
ーク）の整備に当たっては，複数の情報連絡手段となるよう考慮する。

【解説３．１８】
「適正な検出に支障を生ずるおそれのある状態となっていないこと」とは，モニタリング
ポストを設置している面の地形の変化，又は建物等設置による周辺環境の変化により，放射
線量の適正な検出に支障を生じるおそれがある状態になっていないことをいう。

【解説３．１９】
モニタリングポストは，臨界事故の把握のため，2 基以上設置され，内 1 基は予備とされる
が，重大事故等時には，原災法に基づき各原子力事業所内に設置された全数について，代替
手段での測定を実施することが必要と考えられる。

【解説３．２０】
１．原子力防災資機材の配備，点検等の例を解説表―２に示す。
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２．これら原子力防災資機材の他に，緊急時対策所での原子力防災組織の要員の滞在を考慮し，
非常食，仮眠寝具などの備え付けも考慮する。
（参考）
この原子力防災資機材に該当するもののうち，原子力発電所で多重に保有し日常的に使用
しているものは，緊急時においても，同様に使用することが合理的であると考えられる。し
たがって，法令で「通常時使用しないもの」との規定がない限り，日常的に使用しているもの
であっても，数量が確保され，点検により確認できる状態であれば，備え付けたとみなすこ
とができると考えられる。
また，携帯電話を原子力防災要員に個人貸与している場合でも，その要員の活動に伴って
使用する原子力防災資機材であるため，備え付けたとみなすことができると考えられる。
３．
「必要と認めた場合」とは，例えば他所での原子力防災施設・設備関連資機材の不具合情報
を得た場合，自然災害により原子力防災施設・設備関連資機材に被害の発生の可能性がある
場合などが考えられる。

【解説３．２１】
１．原子力防災施設・設備関連資機材の非常用電源への接続とは，プラント電源に頼らない非
常用電源からの受電又はバッテリの備え付けをいう。
また，地震等自然災害への耐力とは，通信ケーブルの余長の確保，周辺機器を含めた転倒
等防止対策などをいう。
２．原子力防災施設・設備関連資機材の配備，点検等の例を解説表―３に示す。
３．
「定期的」とは，例えば，「運転サイクルごとに 1 回」など，原子力防災施設・設備関連資
機材の種類に応じて適切に設定することが必要と考えられる。
４．
「必要と認めた場合」とは，例えば他所での原子力防災施設・設備関連資機材の不具合情報
を得た場合，自然災害により原子力防災施設・設備関連資機材に被害の発生の可能性がある
場合などが考えられる。

【解説３．２２】
貸与する原子力防災資機材の例を解説表―４に示す。
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（参考）
貸与する原子力防災資機材については，当該原子力発電所に備え付けたものを一時的に移
動させるため，標準的なものを示すことは意味があると考えられる。
なお，原子力防災資機材の貸与は原子力防災要員の派遣と同時に行われるものと考えられ
る。

【解説３．２３】
原子力防災資料の名称，更新等の例を解説表―５に示す。
（参考）
これら資料のうち，周辺地域の人口等に関するものは，地方公共団体と同一データを持っ
ておいた方がよいと考えられる。

【解説３．２４】
「定期的」とは，例えば，
「年 1 回」，
「更新の都度」など，原子力防災資料の種類に応じて
適切に設定することが必要と考えられる。

【解説３．２５】
原子力防災施設・設備の種類，点検等の例を解説表―６に示す。
（参考）
ここでは各原子力発電所に共通の原子力災害対策活動に使用する原子力防災設備を 8 つ規
定している。このうち，緊急時対策所，気象観測設備及び緊急時放送装置は実用発電用原子
炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力
規制委員会規則第 5 号，改正令和 2 年 1 月 23 日原子力規制委員会規則第 3 号）を受け設置さ
れるものであり，気象観測設備は気象業務法を受けたものである。また，緊急時対策所，原子
力事業所災害対策支援拠点施設，原子力緊急事態支援組織拠点施設及び原子力施設事態即応
センターは防災業務計画等命令を受けたものである。

【解説３．２６】
１．原子力発電所の関係者が原子力防災施設・設備の所在を知っておくことは，緊急時の対応
に役立つものであるため，所在地等を防災業務計画中に示すものである。
なお，候補施設とする理由は，風向き，自然災害被害程度，アクセス性などを考慮して選択
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することで，放射線防護上の最適化を図るためのものである。
２．緊急時対策所には現地規制事務所長，原子力施設事態即応センターには原子力規制庁緊急
事態対策監等同庁長官が指名する職員及び緊急事態応急対策委員の派遣があるものとして，
設備を構成する必要があると考えられる。
（参考）
原子力規制庁緊急事態対策監は原子力規制委員会組織規則（平成 24 年 9 月 19 日原子力規
制委員会規則第 1 号，改正令和 2 年 3 月 26 日原子力規制委員会規則第 15 号）第 1 条により，
緊急事態応急対策委員は，原子力規制委員会設置法第 22 条により設置される職位，委員であ
る。
３．防災業務計画に記載すべき原子力防災施設・設備の設置場所一覧の例を解説表－７に示す。

【解説３．２７】
「必要と認めた場合」とは，例えば，他所での原子力防災施設・設備の不具合情報を得た場
合，自然災害により当該原子力防災施設・設備に被害の発生の可能性がある場合などが考え
られる。

【解説３．２８】
１．原子力防災教育は防災業務計画等命令第 2 条第 1 項第 4 号により，防災業務計画の中で実
施することを約束している。
２．原子力防災教育の種類，対象者等の例を解説表－８に示す。
（参考）
原子力防災教育は，原子力防災要員等が緊急時において発揮できる知識，技能を付与する
ものであるが，この知識，技能の多くは通常の原子力事業所の業務運営と密接不可分のもの
である。この観点で，原子力防災教育を実施することが肝要と考えられる。

【解説３．２９】
１．原子力防災訓練の種類，評価指標等の例を解説表－９に示す。
２．原子力防災訓練の計画，実施，評価及び改善に当たっては，原子力安全推進協会の原子力
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防災訓練ガイドラインを有効に活用すると良い。

【解説３．３０】
原子力防災訓練の評価に当たっては，以下の点に留意する。
(1) 原子力防災訓練の計画策定にあたり，その訓練の目的あるいは目標を明確にする。
(2) その目的及び目標の達成度を測る指標を設定する。この指標は必ずしも数値である必要
はない。
(3) 指標にもとづいて訓練を評価する者を指名し，訓練の目的，目標，指標等の説明を行う
ことで，適切な評価ができるよう考慮する。
(4) 訓練終了後，課題と良好事例をまとめた報告書を作成する。

【解説３．３１】
１．防災訓練の結果を原子力規制委員会へ報告する際の様式と記載例を解説表－１０に示す。
２．原子力事業者は，原災法第 28 条で読み替え適用される災害対策基本法第 48 条により，そ
れぞれ又は他の災害予防責任者と共同して原子力防災訓練を実施する義務があるが，このう
ち，他の災害予防責任者（指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長，地方公共団体の長
その他の執行機関，指定公共機関及び指定地方公共機関，公共的団体並びに防災上重要な施
設の管理者）と共同して行った原子力防災訓練は報告を必要としない。なお，共同で行う原
子力防災訓練は，主催者の一員として実施する場合と想定される。
３．いつ報告するかについては，法令上は定められていないが，長期間を置くことは適切では
ないと考えられるため，評価，改善事項抽出の一連のサイクルが終わった 2 ヵ月後ぐらいを
目途で報告すべきと考えられる。

【解説３．３２】
広報活動の内容，方法の例を解説表－１１に示す。
（参考）
一般の方々の放射線影響等に対する理解を十分に高めるために，常日頃から関係する機関
が連携して活動を行っている状況であるが，原子力事業者としても個別に広報活動を行うこ
とが必要と考えられる。その際，周辺住民の問題意識及び災害対応における課題を認識する
ために，双方向のコミュニケーションを取ることが必要と考えられる。
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【解説４．１】
１．原災法第 25 条では特定事象の通報後の応急措置の実施を求め，同法第 26 条では原子力緊
急事態宣言以降，緊急事態応急対策の実施を求めており，一方，対策指針では警戒事態以降の
対応を緊急事態応急対策としている。このため本指針では，原災法と対策指針を組み合わせ
て「緊急事態応急対策他」とする。
２．
「緊急事態応急対策」とは，原災法第 15 条第 2 項の原子力緊急事態宣言以降に必要となる
対策であり，
「緊急事態応急対策等」は，原災法第 16 条により緊急事態応急対策と原子力災
害事後対策を含めて用いられる用語であり，一方，対策指針では警戒事態の対応を含め緊急
事態応急対策としている。このため，本指針では，用語の峻別を図るため，EAL 宣言以降の
対応を「緊急事態応急対策他」としている。

【解説４．２】
１．事象の同定については，EAL によるプラントの緊急事態区分を行うためのもので，米国の
原子力発電所の放射線緊急時対応計画及び対応体制の整備と評価基準(NUREG－0654／FEMA－
REP－1)(以下，
「NUREG－0654」という。)では「緊急事態分類の発動要件」，IAEA の原子力又
は放射線の緊急事態に対する準備と対応（GSR Part7）
（以下，
「GSR Part7」という。）では「同
定，通報，立ち上げ」といった形で表現される緊急時の対応の基礎的要件である。
２．原子力防災管理者による宣言という用語を用いたのは，NUREG－0654 の緊急時管理者による
緊急時対応の発動，及び GSR Part7 の事業者による緊急時活動レベルの決定といった要求事
項を参照したものである。なお，原災法の原子力緊急事態宣言は，
「内閣総理大臣による原子
力緊急事態宣言」と記載し峻別している。
３．米国原子力エネルギー協会の緊急時活動レベルの設定方法（NEI 99－01）（以下，
「NEI 99
－01」という。
）
，及び IAEA の原子力又は放射線緊急事態の準備と対応の基準（以下，「GSG
－2」という。
）でも，緊急時管理者による緊急事態区分の宣言は認められている。
４．EAL のレベルが変化し非該当となるケースについては，NUREG－0654 に例がある。なお，
宣言した EAL を非該当としても，国又は地方公共団体が宣言した対応体制及び緊急事態区分
を格下げ又は解除をするものではないことに留意する必要がある。

【解説４．３】
１．本項は，GSR Part7 の機能的要件 6.「緊急事態対応の運用管理」を参照し，用いた用語であ
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る。
２．緊急時対策本部については，様々な形態又は運用が実施されているが，海外ではインシデン
トコマンドシステム（以下，
「ICS」という。
）が取り入れられ，IAEA の標準にもなっている。
（参考）
IAEA の原子力及び放射線緊急時の対応の整備の方法（EPR－METHOD）には ICS の機能とし
て以下が記載されている。
(1) 状況に応じた組織編制
(2) 標準化された概念，呼称
(3) 空間利用の標準化
(4) 合同指揮本部の確立
(5) 一元的な指揮命令系統
(6) 直接指揮人員の制限
(7) 責任担当機関
(8) 日誌の義務化
(9) 業務計画策定

【解説４．４】
１．原子力規制委員会に連絡するのは，対策指針の表１－１，１－２及び１－３の「原子力事
業者，国，地方公共団体が採ることを想定される措置等」の警戒事態における事業者の措置
に倣ったものであるが，地域防災計画により地方公共団体等へ通報連絡が求められている場
合においては，当該地方公共団体へも連絡を行うことは当然である。
２．対策指針の警戒事態にある地震，津波等の自然現象が発生した場合，原子力規制委員長又
は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合等については，事業者が用いる EAL で
はないため，付属資料「EAL の設定方法」の標準マトリックス表に記載していない。しかし
ながら地域防災計画でこれを警戒事態と設定し事業者からの連絡を求めている場合において
は，原子力規制委員会から警戒事態の連絡があった旨を，地方公共団体に連絡する。
３．EAL による警戒事態該当事象の連絡に当たっては，必要に応じ，その後の事象の拡大の可
能性又は発生事象が EAL を下回る見通しについても補足すべきと考えられる。
４．警戒事態該当事象の発生の連絡と記載例を解説表－１２に示す。
５．警戒事態該当事象発生後の経過連絡と記載例を解説表－１３に示す。なお，特定事象発生
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後は，警戒事態該当事象発生後の経過連絡の様式ではなく，
【解説４．１３】に示す応急措置
の概要報告の様式を用いて報告する。

【解説４．５】
１．通報時間については，従来，防災基本計画において，
「15 分以内を目途として通報文を送信
する。
」とされていたが，平成 24 年 10 月の同計画の修正により「直ちに」となった。しかし
ながら，継続性の観点から，本指針では従来の防災基本計画にならい，15 分以内を目途とし
て特定事象の発生を通報すると規定している。特定事象の発生から通報までの流れは，以下
のとおりとなり，この 15 分目途は(3)項と(4)項の間と想定される。
(1) 特定事象が発生
(2) 第一発見者による特定事象の発見及び原子力防災管理者への連絡
(3) 原子力防災管理者の判断（又は自ら発見）
(4) 内閣総理大臣，原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係周辺都道
府県知事へのファクシミリ送信
(5) 内閣総理大臣，原子力規制委員会，所在都道府県知事，所在市町村長及び関係都道府県
知事への電話での着信確認
（参考）
判断に要する時間，文章を作成する時間など，短時間で行うことが重要であるため，ツー
ルの整備も必要と考えられる。
２．この時間目標を設定したことにより，特定事象が複数プラントでほぼ同時に発生した場合
は，各プラント共通の事象又は最速のプラントの事象により，原子力事業所として 1 件の通
報連絡を行うことを期待している。なお，1 件の通報連絡であるとしても，EAL により判断
した事象は，全て記載することを期待している。

【解説４．６】
１．特定事象発生宣言をした場合の EAL 通報様式とその記載例を解説表－１４に示す。
２．特定事象に係る放射線測定設備により検出した放射線量については，通報事象等規則第 3
条の 2 により，原子力規制委員会に報告した場合は，検出されなかったものとみなされ，通
報は必要とされない。これは放射線測定設備の誤動作等により，対策指針の全面緊急事態の
適用を防止するためと説明される。
なお，この原子力規制委員会への報告の方法等については，付属資料「EAL の設定方法」
に記載されている。
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３．発生した事象が，特定事象の EAL のしきい値を下回ったことが確認された場合は，速やか
に本指針 4.5.2 項により，報告すべきと考えられる。この際，原子力規制委員会又は地方公共
団体が発した事態宣言を解除するまで，4.2.2 項の緊急時の体制は継続する必要があると考え
られる。

【解説４．７】
１．「自ら実施する緊急事態の応急対策に支障がないよう留意する」とは，「原子力災害対策指
針の緊急事態区分を判断する基準等の解説」に，
「可能な限り網羅的に通報等を行うとするが，
これに固執し緊急事態への対応に遅れがあってはならない」ということを表したものである。

【解説４．８】
本指針で例示した 12 項目の応急措置以外に，電気事業法等の関連法規で規定される手続等
を実施する必要があることに留意する。
（参考）
本指針では応急措置として，12 の項目を記載している。これ以外にも関係法令に基づき実
施が必要なものがある。
なお，原災法が原子炉等規制法の特別法と位置づけられているため，原子炉等規制法上の
原子炉設置者の措置は本指針の緊急事態応急対策等で実施されることになる。
(1) 応急復旧等に係る電気事業法の手続
(2) 緊急時対策本部要員に係る労働基準法，労働安全衛生法関係の手続
(3) 電気事業法等で規定された非常時の措置

【解説４．９】
防護措置のうち，原子力災害対策活動に従事する者の安定ヨウ素剤の予防服用の基準の例
を解説表－１５に示す。
なお，安定ヨウ素剤の取り扱い等については，安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって（平成
28 年 9 月 30 日原子力規制庁放射線防護企画課）に記載されている。

【解説４．１０】
医療機関への搬送に係る原子力災害医療の体制等については，対策指針に記載されている。
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【解説４．１１】
メンタルケアの方法等については，原子力災害時におけるメンタルヘルス対策のあり方に
ついて（平成 14 年 11 月原子力安全委員会原子力施設等専門部会報告書）に記載されている。

【解説４．１２】
１．炉心損傷の判断，外部へ放射性物質が放出される可能性の判断，事故拡大の予測及び影響
緩和の対策については，予め準備してあるアクシデントマネジメントガイドライン等による。

【解説４．１３】
応急措置の概要報告様式とその記載の例を解説表－１６に示す。

【解説５．１】
本指針で例示した原子力災害事後対策の他に，電気事業法等の関連法令で規定される手続
等を実施する必要があることに留意する。
（参考）
原子力緊急事態における電気事業法関係の手続と同様に，原子力災害事後対策としての修
理，改造については，電気工作物変更工事認可，使用前検査，使用前安全管理審査，溶接安全
管理審査などの関係手続を実施する必要があると考えられる。

【解説６．１】
１．他の原子力事業者への協力内容は，避難退域時検査，緊急時モニタリング等がある。
２．原子力事業者間の原子力災害に関する協定等は，以下のものがある。
(1) 全国の電力会社等で締結した「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」
(2) 全国の電力会社等で締結した原子力緊急事態支援組織の運営に係る「原子力緊急事態支
援組織の運営に関する基本協定」
(3) 地理的近接性，原子炉型式等の観点から個別の事業者間で締結した協定等
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作成又は修正の協議申し入れ
（原子力事業者代表者名文書＋防災業務計画の案）

協議終了

６０日以上

届出，要旨
公表

所在都道府県知事，所在市町村長，関係周辺
都道府県知事との協議

関係周辺市町村長
の意見聴取(＊１)
防災業務計画案
又は防災業務計
画修正案の作成

原子力事業
者の内部手
続(＊２)

＊１ 原災法第 7 条第 2 項後段の手続
＊２ 関係社内標準の手続，届出に関する手続，要旨公表に関する手続等

解説図－１

原子力事業者防災業務計画の作成又は修正スケジュール（例）
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原子力防災管理者（原子
力発電所長）

解説図－２

情報班

・社内情報の受理及び伝達
・各班情報の収集

通報班

・社外関係機関への通報及び連絡

広報班

・マスメディア対応

技術班

・事故情報の把握評価
・事故影響範囲の推定
・事故拡大防止策の検討

保安班

・原子力発電所の敷地内外の放射
線及び放射能の状況把握
・被ばく管理及び汚染管理
・放射能影響範囲の推定

復旧班

・応急復旧計画の立案と措置
・事故復旧計画の立案
・消火活動

発電班

・事故状況の把握
・事故拡大防止に必要な運転上の
措置
・原子力発電所の施設の保安維持

資材班

・資材の調達及び輸送
・機動力の調達

厚生班

・食料及び被服の調達
・宿泊関係の手配

総務班

・所内への周知
・緊急時対策本部の設営及び運営
・要員の呼集及び輸送
・他の班に属さない事項

警備誘導班

・所内の警備
・一般入所者の避難及び誘導
・物的防護施設の運用

原子力防災組織（例）
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総括班

・本部の設営，運営
・情報の収集及び災害状況把握
・本部長指示の伝達
・社外関係機関への通報連絡
・応援要請 等

原子力技術班

・発電所設備の技術的事項全般
・事故拡大防止措置の支援
・応急復旧計画の策定，支援 等

復旧支援班

・外部電源，情報通信システム被害対応
・応急復旧対策の検討，助言
・外部電源供給 等

広報班

・報道対応方針策定
・地域住民対応及び広報
・報道機関対応
・関係地方公共団体等への連絡

本部長(社長)
副本部長

等

支援班

・原子力事業所災害対策支援拠点の選
定，設営
・応援受入対応
・資機材，食料等の調達，輸送
・損害賠償に関する事項の検討，調整
・原子力災害医療及び健康管理に関す
る事項 等

予備班

・本部長の指示する事項

解説図－３

本店等対策本部の組織（例）
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所在都道府県知事

事象発見者
（当直長等）

所在市町村長

関係周辺都道府県知事

連絡責任者

警察本部・警察署

消防本部・消防署

原子力防災管理者

労働基準監督署

海上保安部

現地規制事務所

原子力防災専門官

原子力規制委員会

内閣官房

内閣総理大臣

社内関係箇所

：原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報先
口頭又は電話
ファクシミリ装置及び電話

解説図－４ 通報連絡の体制図（例）(1/2)
（原子力発電所での事象発生時）
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事象発生場所を管轄する都道府県知事
事業所外運搬責任者
事象発生場所を管轄する市町村長

事象発生場所を管轄する警察本部又は警察署
連絡責任者
事象発生場所を管轄する消防本部又は消防署

事象発生場所を管轄する労働基準監督署

原子力防災管理者

事象発生場所を管轄する海上保安部

現地規制事務所

原子力防災専門官

原子力規制委員会

国土交通大臣

内閣官房

内閣総理大臣

社内関係箇所

：原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報先
口頭又は電話
ファクシミリ装置及び電話

解説図－４ 通報連絡の体制図（例）(2/2)
（事業所外運搬での事象発生時）
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解説表－１ 原子力防災組織の業務委託一覧（例）

該当業務
本指針
第
3.2.1
項の番
号

その項
目の内
容

法人の名称
会社名

主たる事務所の所在地
通常連絡を取り合う事務所
の所在地
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委託する業務の範囲及び実施方法

解説表－２
種類
(1)
放 (1)a 汚染防
射線障害 護服
防護用器
具

(1)b 呼吸用
ボンベ（交
換用のもの
を含む。
）そ
の他の機器
と一体とな
って使用す
る防護マス
ク
(1)c フィル
ター付き防
護マスク

(2)
非 (2)a 通常の
常用通信 業務に使用し
機器
ない電話回線

(2)b ファク
シミリ装置

(2)c 特定事
象が発生し
た場合にお
ける施設内
の連絡を確
保するため
に使用可能
な携帯電話
その他の使
用場所を特
定しない通
信機器

原子力防災資機材の配備，点検等(例)

仕様
配備
PVC スーツ（ポリ塩 配備数 ：3.3.3 項の原子力防災要
化ビニル製）等放射 員の業務の(4)から(10)までにつ
性物質による汚染を いて，その業務を行う要員の人数
防止するためのもの
以上の数
配備場所：緊急時対策所又は緊急時
対策所と隣接する保管場所
JIS T 8155:2014 空 配備数 ：3.3.3 項の原子力防災要
気呼吸器に準拠
員の業務の(5)について，その業務
を行う要員の人数以上の数
配備場所：各号機の中央制御室出入
口，緊急時対策所，緊急時対策所
に隣接する保管場所等

点検
名称（例）
点検頻度：1 回／ ・アノラック
年
スーツ
点検項目：員数確
認

労働安全衛生法に基 配備数 ：3.3.3 項の原子力防災要
づく型式検定合格標 員の業務(4)から(10)までについ
章が付された防じん て，その業務を行う要員の人数以
機能を有した防毒マ 上の数
スク
配備場所：緊急時対策所又は緊急時
対策所と隣接する保管場所
電気通信事業法に基 配備数 ：専用で使用できる電話回
づく技術基準適合認 線を1 回線以上
定及び技術的条件適 配備場所：緊急時対策所等
合認定の認証を有す
るもの
電気通信事業法に基 配備数 ：1 台以上
づく技術基準適合認 配備場所：緊急時対策所等
定及び技術的条件適
合認定の認証を有す
るものとし，一斉に
複数の箇所への送信
が可能となるような
環境設定が行える機
能を有しているもの
電気通信事業法に基 配備数 ：3.3.3 項の原子力防災要
づく技術基準適合認 員の業務(4)から(10)までについ
定及び技術的条件適 て，その業務ごとに1 台以上
合認定の認証を有す 配備場所：緊急時対策所等に設置す
るもの
るか，又は原子力防災要員へ貸与
する

点検頻度：1 回／ ・防じんマス
年
ク
点検項目：員数確
認，外観点検
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点検頻度：1 回／ ・セルフエア
年
セット
点検項目：員数確
認，外観点検

点検頻度：1 回／ ・緊急時用電
年
話回線
点検項目：外観点
検，通話確認
点検頻度：1 回／ ・一斉ファク
年
シミリ装置
点検項目：外観点
検，通信確認

点検頻度：1 回／ ・携帯電話
年
・PHS
点検項目：外観点
検，通話確認

(3)
計 (3)a 排気筒
測器等
その他通常
時に建屋の
外部に放出
する場所か
ら放出され
る放射性物
質を測定す
るための固
定式測定器

排気筒モニタ：
JIS Z 4317:2008
放射性希ガスモニタ
に準拠
放水口モニタ，又は
海水モニタ：
JIS Z 4330－2008
γ線検出形水モニタ
に準拠

(3)b ガンマ JIS Z 4333:2014Ｘ
線測定用可 線，γ線及びβ線用
搬式測定器 線量当量（率）サー
ベイメータ及び
JISZ4321:1995 放射
線測定用タリウム活
性化よう化ナトリウ
ムシンチレータに準
拠
(3)c 中性子 JIS Z 4341:2006 中
線測定用可 性子用線量当量
搬式測定器 （率）サーベイメー
タに準拠
(3)d 空間放 熱ルミネセンス線量
射線積算線 計及び蛍光ガラス線
量計
量計：
JIS Z 4346:2017Ｘ･
γ線用受動形環境モ
ニタリング用線量計
測装置に準拠
(3)e 表面の JIS Z 4329:2004 放
放射性物質 射性表面汚染サーベ
の密度を測 イメータに準拠
定すること
が可能な可
搬式測定器
(3)f 可搬式 サンプラ：
ダスト測定 JIS Z 4601:2009 放
関連機器
射性ダストサンプラ
に準拠
測定器：
JIS Z 4316:2013 放
射性ダストモニタに
準拠

JEAG 4606－2017 放射線モニタリン JEAG 4606－2017 ・排気筒モニ
グ指針等に基づき配備
放射線モニタリ タ
ング指針等によ ・放水口モニ
り，校正及び点検 タ
を実施する。

配備数 ：4 台以上
配備場所：管理区域出入口，緊急時
対策所又はそれぞれに隣接する
保管場所

配備数 ：2 台以上
配備場所：管理区域出入口，緊急時
対策所又はそれぞれに隣接する
保管場所

JEAG 4606－2017 ・NaI シンチレ
放射線モニタリ ーションサー
ング指針に基づ ベイメータ
き，校正及び点検 ・電離箱サー
を実施する。
ベイメータ

JEAG 4606－2017 ・中性子線サ
放射線モニタリ ーベイメータ
ング指針等によ
り，校正及び点検
を実施する。
配備数 ：素子は4 個以上，リーダ JEAG 4606－2017 ・熱ルミネセ
ーは1 台以上
放射線モニタリ ンス線量計
配備場所：平常時より放射線量の測 ング指針に基づ （素子，リー
定を実施する場所と同一の場所 き，校正及び点検 ダー）
又は緊急時対策所
を実施する。
・蛍光ガラス
線量計（素子，
リーダー）
配備数 ：2 台以上
JEAG 4606－2017 ・汚染密度測
配備場所：管理区域出入口，緊急時 放射線モニタリ 定用サーベイ
対策所又はそれぞれに隣接する ング指針に基づ メータ
保管場所
き，校正及び点検 ・汚染密度測
を実施する。
定用
（α線）
サ
ーベイメータ
配備数 ：サンプラは4 台以上，測 JEAG 4606－2017 ・ダストサン
定器は1 台以上
放射線モニタリ プラ
配備場所：管理区域出入口，緊急時 ング指針に基づ ・ダストモニ
対策所又はそれぞれに隣接する き，校正及び点検 タ
保管場所
を実施する。
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(3)g 可搬式
の放射性ヨ
ウ素測定関
連機器

サンプラ：
JIS Z 4336:2010 放
射性ヨウ素サンプラ
に準拠
測定器：
JIS Z 4316:2013 放
射性ダストモニタに
準拠

(3)h 個人用 電子式線量計：
外部被ばく JIS Z 4312:2013Ｘ
線量測定器 線，γ線，β線及び
中性子用電子式個人
線量（率）計に準拠
蛍光ガラス線量計：
JIS Z 4345:2017Ｘ･
γ線及びβ線用受動
形個人線量計測装置
並びに環境線量計測
装置に準拠
(3)i エリア JIS Z 4324:2017Ｘ
モニタリン 線及びγ線用据置型
グ設備
エリアモニタに準拠

(3)j 環境中
の放射線量
又は放射性
物質の測定
のための車
両

道路運送車両法に基
づく自動車検査証が
付されるとともに，
空間放射線量率測定
器，空気中の粒子状
放射性物質濃度及び
ヨウ素濃度測定用の
サンプラと測定器，
無線機等を備えた車
両
(4)
そ (4)a ヨウ化 医薬品ヨウ化カリウ
の他資機 カリウムの ムの丸薬(ヨウ化カ
材
製剤
リウム量50mg)等

(4)b 担架

負傷者等の搬送に適
したもの（二つ折担
架，折り畳み担架，
カート型担架等の市
販品等）

配備数 ：サンプラは2 台以上。た
だし，可搬式ダスト測定関連機器
のサンプラにヨウ素捕集材を装
着して対応できるものは共用す
ることができるため，測定器は1
台以上。また，可搬式ダスト測定
関連機器の測定器により，ヨウ素
の把握が可能であるものは共用
することができる
配備場所：管理区域出入口，管理区
域出入口に隣接する保管場所，緊
急時対策所又は放射線計測車
配備数 ：3.3.3 項の原子力防災要
員の人数以上の数
配備場所：管理区域出入口，緊急時
対策所又はそれぞれに隣接する
保管場所

JEAG 4606－2017 ・ヨウ素サン
放射線モニタリ プラ
ング指針に基づ ・ヨウ素モニ
き，校正及び点検 タ
を実施する。

JEAG 4606－2017 放射線モニタリ
ング指針等に基づき配備

JEAG 4606－2017 ・格納容器内
放射線モニタリ 高レンジエリ
ング指針等によ アモニタ
り，校正及び点検 ・使用済燃料
を実施する。
ピット区域エ
リアモニタ
点検頻度・項目 ・放射線計測
車両：道路運送車 車（モニタリ
両法に基づく点 ングカー）
検頻度・項目
測 定 器 ： JEAG
4606－2017 放射
線モニタリング
指針に基づき，
校正及び点検を
実施する。
点検頻度：1 回／ ・安定ヨウ素
年
剤
点検項目：員数確
認，外観点検，使
用期限確認
点検頻度：1 回／ ・担架
年以上
点検項目：員数確
認，外観点検

配備数 ：1 台以上
配備場所：原子力発電所の敷地内

配備数 ：3.3.3 項の原子力防災要
員の人数に10 をかけた数以上
配備場所：原子力発電所の敷地内で
医療スタッフの管理下にある保
管場所
配備数 ：1 台以上
配備場所：管理区域出入口，緊急時
対策所又は使用者にとって所在
が分かりやすく，かつ速やかな利
用が可能な場所
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JEAG 4610－2015 ・電子式線量
個人線量モニタ 計
リング指針に基 ・蛍光ガラス
づき，校正及び点 線量計（素子）
検を実施する。

(4)c 除染用 衣服や頭髪，頭部等
具
の除染に適したもの
（洗剤，ペーパータ
オル等）

配備数 ：1 式以上
点検頻度：1 回／ ・除染キット
配備場所：管理区域出入口，緊急時 年
対策所又は使用者にとって所在 点検項目：員数確
が分かりやすく，かつ速やかな利 認，使用期限確
用が可能な場所
認

(4)d 被ばく 道路運送車両法に基
者の輸送の づく自動車検査証が
ために使用 付された車両
可能な車両

配備数 ：1 台以上
配備場所：原子力発電所の敷地内

(4)e 屋外消 消防法に基づく消火
火栓設備又 設備に関する基準を
は動力消防 満足するもの
ポンプ設備

配備数 ：1 式以上
配備場所：原子力発電所の敷地内
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点検頻度：道路運 ・急患移送車
送車両法に基づ
く点検頻度
点検項目：道路運
送車両法に基づ
く点検項目
点検頻度：消防法 ・動力消防ポ
に基づく点検頻 ンプ設備
度
・屋外消火栓
点検項目：消防法 設備
に基づく点検項
目

解説表－３ 原子力防災設備関連資機材の配備，点検(例)

種類

仕様

配備

統合原子力
防災ネット
ワークテレ
ビ会議シス
テム
統合原子力
防災ネット
ワークファ
クシミリ装
置
統合原子力
防災ネット
ワーク電話

統合原子力防災
ネットワークか
ら指定される範
囲及び仕様

配備数：カメラ，マイク，表示
画面 1 式及び通信回線
配備場所：緊急時対策所，即応
センター

統合原子力防災
ネットワークか
ら指定される範
囲及び仕様

配備数：1 式以上

統合原子力防災
ネットワークか
ら指定される範
囲及び仕様

配備数：1 式以上

(2) 原 子 力
防災施設
に備え付
ける資機
材に関す
るバック
アップ回
線

通信回線に
関する衛星
回線

EsBird 仕様
帯域等は国仕様
に準じる

配備数：1 式以上

データ伝送
に関する衛
星回線

EsBird 仕様
帯域等は国仕様
に準じる

配備数：1 式以上

(3) そ の 他
非常用通
信機器

一般用所内
外通信設備

PHS，構内無線， 配備数：1 式以上

(1) 原 子 力
防災施設
に備え付
ける資機
材

配備場所：緊急時対策所，即応
センター

配備場所：緊急時対策所，即応
センター

配備場所：国防災ネットワーク
に接続する箇所

配備場所：国防災ネットワーク
に接続する箇所

配備場所：緊急時対策所等
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点検
点検頻度：
1 回／年
点検項目：
外観
通信試験
点検頻度：
1 回／年
点検項目：
外観
通信試験
点検頻度：
1 回／年
点検項目：
外観
通信試験
点検頻度：
1 回／年
点検項目：
外観
通信試験
点検頻度：
1 回／年
点検項目：
外観
通信試験
点検頻度：
1 回／年
点検項目：
外観
通信試験

名称（例）
テレビ会議
システム

IP－FAX

IP－電話

解説表－４
記号
a
b
c
d
e
f
g

貸与する原子力防災資機材（例）

名称
ガンマ線測定用可搬式測定器
熱ルミネセンス線量計又は蛍光ガラス線量計
表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器
可搬式ダスト測定関連機器
可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器
個人用外部被ばく線量測定器
環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両
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解説表－２の種類
(3)b
(3)d
(3)e
(3)f
(3)g
(3)h
(3)j

解説表－５

原子力防災資料の名称，更新等（例）

資料名
原子力発電所周辺航空写真パネル
主要系統模式図（各ユニット）
原子炉設置（変更）許可申請書（各ユニット）*1
系統図
プラント配置図*1
プラント関係プロセス及び放射線計測配置図（各ユニッ
ト）
プラント主要設備概要（各ユニット）
原子炉安全保護系ロジック一覧表（各ユニット）
原子炉施設保安規定*1
(2) 組織及び体制
に関する資料
事故時運転操作要領
原子力事業者防災業務計画*1
原子力発電所周辺地域地図（1/25,000）
(3) 放射性物質又
は放射線による 原子力発電所周辺地域地図（1/50,000）
影響推定に関す 原子力発電所気象統計処理データ
る資料
原子力発電所毎時観測データ
空間線量モニタリング設備配置図
環境試料サンプリング位置図
環境モニタリング測定データ
方位別人口分布図
集落の人口分布図
市町村人口表
＊１ 緊急事態応急対策等拠点施設に備え付ける資料
(1)

区分
施設及び設備
に関する資料
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更新時期
5年
都度
都度
都度
都度
都度
都度
都度
都度
都度
都度
5年
5年
5年
5年
5年
5年
5年
5年
5年
5年

解説表－６

原子力防災設備の種類，点検等（例）

(1)

種類
緊急時対策所

設置内容
・設置数 1 式(代替施設含む)
・設置場所 原子力発電所の敷地内
・仕様
JEAG4627－2017 による
・運営体制 JEAG4627－2017 による
・付属装置等 JEAG4627－2017 による
・設置数 1 式以上
・設置場所 原子力発電所の敷地内
（ただし，放送を発信する装置は緊
急時対策所又は中央制御室に設置
する。）
・設置数 1 式以上
・設置場所 原子力発電所の敷地内
（ただし，表示装置を中央制御室及
び緊急時対策所に設置する。
）
・設置数 1 箇所以上
・設置場所 原子力発電所の敷地内

(2)

緊急時放送装置

(3)

気象観測設備

(4)

退避・避難集合
場所

(5)

応急処置施設

・設置数 1 式以上
・設置場所 原子力発電所の敷地内

(6)

原子力事業所災
害対策支援拠点
施設

(7)

原子力緊急事態
支援組織拠点施
設

・設置数 1 式（代替施設含む）
・設置場所 発電所から 10km 以遠
・仕様
有効スペース○m2 以上
・運営体制 必要人数
・付属装置等 非常用電源，燃料
・設置数 1 式（代替拠点含む）
・設置場所 運営主体による
・仕様
運営主体による
・付属装置等 運営主体による

(8)

原子力施設事態
即応センター

点検の頻度，内容
換気設備については，1 年に 1 回，
外観点検及び機能点検並びに自然
災害発生時において外観点検を実
施する。
日常の使用により使用可能な状態
であることを確認する。ただし，日
常使用しない緊急時対策所からの
放送については，1 年に 1 回，放送
できることを確認する。
気象測器については「気象測器検定
規則」に基づく検定を実施する。

1 年に 1 回，退避場所，避難集合場
所であることを明示した看板等が
所定の位置にあること，汚れ等によ
り識別ができない状態でないこと
を確認する。
1 年に 1 回，設備が使用可能な状態
であること（資機材が必要数量ある
こと）を確認する。
外観点検及び機能点検を 1 年に 1 回
並びに自然災害発生時において外
観点検を実施する。

必要に応じ，運営主体に点検を要請
する。

・設置数 1 式（代替センター含む） 外観点検及び機能点検を 1 年に 1 回
・設置場所 全社統率機能のある場 並びに自然災害発生時において外
所
観点検を実施する。
・仕様
有効スペース○m2 以上
・付属装置等 非常用電源，燃料
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解説表－７

原子力防災設備の設置場所一覧（例）

原子力防災設備

設置場所

管理者

(1) 緊急時対策所

添付図のとおり

原子力防災管理者

(2) 退避・避難集合場所

添付図のとおり

原子力防災管理者

(3) 応急処置施設

添付図のとおり

原子力防災管理者

○○県○○市○○ ○○県総合センター

○○県

○○県○○市○○ ○○電力○○センター

原子力事業者

○○県○○市○○ ○○電力○○営業所

原子力事業者

○○県○○市

原子力緊急事態支援本部

○○県○○市 ○○電力本店

原子力事業者

○○県○○市 ○○電力○○支店

原子力事業者

(4) 原子力事業所災害対策支
援拠点施設(代替施設含む)
(5) 原子力緊急事態支援組織
拠点施設
(6) 原子力施設事態即応セン
ター（代替施設含む）
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解説表－８
種 類
(1) 原子力防災組織
及び活動に関する
知識

(2) 原子力発電所，
放射性物質の運搬
容器等の施設又は
設備に関する知識
(3) 放射線防護に関
する知識

(4) 放射線及び放射
性物質の測定方法
並びに機器を含む
防災対策上の諸設
備に関する知識
(5) シビアアクシデ
ントに関する知識

原子力防災教育の種類，対象者等（例）

対象者
教育内容
原子力防災管理者，副原子力防災管理者， ・原災法及び関係法令の概要
原子力防災要員等
・原子力事業者防災業務計画
の概要
・原子力防災組織の役割分担
・原子力防災要員の具体的な
業務と役割分担
原子力防災要員等のうち，原子力防災要 ・事故時に使用する設備の機
員の業務（本文表－２）の(4)から(7)の業
能とその運用
務を行う者
・各種運搬容器の構造と事故
対策
・緊急時対策所の機能
原子力防災要員等のうち，放射線業務従 ・放射線に関する基礎的知識
事者
・被ばくに対する応急手当て
の知識
原子力防災要員等のうち，原子力防災要 ・放射線の人体に及ぼす影響
員の業務（本文表－２）の(4)から(7)の業 ・放射線の測定と防護 等
務を行う者
原子力防災要員等のうち，原子力防災要 ・測定対象に応じた機器の特
員の業務（本文表－２）の(4)から(7)の業
徴及びその原理
務を行う者
・測定機器の取扱い 等

原子力防災管理者，副原子力防災管理者， ・設計基準事象とシビアアク
原子力防災要員等
シデント
・シビアアクシデントで取り
扱う現象
・シビアアクデントの対応手
順 等
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解説表－９

原子力防災訓練の種類，評価指標等（例）

種 類
緊急時演習
（総合訓練）

対象者
原子力防災管理者，副原子
力防災管理者，原子力防災
要員等

通報連絡訓練

原子力防災管理者，副原子
力防災管理者，原子力防災
要員等のうち，原子力防災
要員の業務（本文表－２）
の(1)又は(4)の業務を行う
者

モニタリング
訓練

避難誘導訓練

訓練内容
放射性物質の放出等の各種
事態を想定し，各原子力防災
訓練の項目を適時組み合わ
せた総合的な演習を実施す
る。

評価指標の例
・定められた手順に従
い，所定の緊急時対応
要員が必要な対応を
実施したか
・想定した事象に必要
となる対策指令が発
せられたか 等
・警戒事象，原災法第
10 条，第 15 条の判断
ができたか
・通報票は適切に作成
されたか 等

警戒事象，特定事象等発生時
を想定し，社外関係機関への
迅速かつ的確な通報連絡を
行うため，緊急時対応要員緊
急時連絡網等を使用し，通報
連絡訓練を実施する。
また，必要に応じ，夜間，休
祭日等についても実施する。
原子力防災要員等のうち， 原子力発電所の敷地内外の ・測定装置は適切に使
原子力防災要員の業務（本 放射線，放射能測定並びに放
用できたか 等
文表－２）の(4)又は(7)の 射能影響範囲の推定訓練を
業務を行う者
実施する。
原子力防災要員等のうち， 緊急事態の発生を想定して， ・適切な退避場所に誘
原子力防災要員の業務（本 原子力発電所の敷地内で原
導できたか 等
文表－２）の(8)又は(10)の 子力災害対策活動に従事す
業務を行う者
る者以外の者，来訪者・見学
者等を安全に避難させるた
めの訓練を実施する。

シビアアクシ
デント対応訓
練

原子力防災管理者，副原子
力防災管理者，原子力防災
要員等

シビアアクデント発生を想
定し，対応手順を確認する訓
練を実施する。

・所定時間以内に対応
できたか 等

その他必要と
認める訓練

訓練が必要な者

原子力災害医療訓練，通報基
準判断訓練等

－
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解説表－１０

防災訓練実施結果報告書及び記載（例）
年

原子力規制委員会

月

日

殿

報告者
住所
氏名

○○県○○市○○１丁目１
○○電力株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○

防災訓練の実施の結果について，原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき
報告します。
原子力事業所の名称
防災訓練を実施した発電所名と住所を記載する。
及び場所
（例 ○○電力株式会社○○発電所 ○○県○○郡○○町）
防災訓練実施
防災訓練の実施日（又は実施期間）を記載する。
年月日
（例 ○○年 ○月○○日）
防災訓練のために想
定した原子力災害の
概要

防災訓練のために想定した概要を記載する。

防災訓練の項目

想定事象に対応して設定した目的に応じた訓練の項目を記載す
る。
（例 総合演習（エクササイズ）
，要素訓練（ドリル））

防災訓練の内容

防災訓練の対象となる組織，機能又は集団並びに評価の体制等を
記載する。

防災訓練の結果の概
要

今後の原子力災害対
策に向けた改善点
備考

訓練目的に対する評価の概要を記載する。

抽出した課題と対応方針を記載する。

この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする
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解説表－１１

広報活動の内容，方法（例）

内容
原子力発電所の周辺の住民を対象
に，次に掲げる事項について理解活
動に努める。
・原子力発電所の概要
・放射線防護に関する正しい知識
・原子力災害とその特殊性
・原子力災害発生時における防災対
策の内容

方法
・パンフレット，チラシ等の作成及び配布
・新聞，テレビ，ラジオ等の報道機関の利用
・国，地方公共団体等が主催するイベントへの参加
・オピニオンリーダーへの理解活動
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解説表－１２

警戒事態該当事象発生連絡様式及び記載(例)(1/2)

警戒事態該当事象発生連絡
Ａ②

Ａ③
原子力規制委員会

殿

Ａ①
（第

報）

○○年○○月○○日

Ａ④
連絡者名

○○電力㈱○○原子力発電所
原子力防災管理者 電力太郎
連 絡 先 0123－45－6789
警戒事態該当事象の発生について、原子力災害対策指針に基づき連絡します。
原子力事業所の名称 ○○電力㈱○○原子力発電所
及び場所
Ａ⑤ ○○県○○市○○町○○－○
警戒事態該当事象連絡

警戒事態該当事象の
発生箇所

Ａ⑥

警戒事態該当事象の
発生時刻

Ａ⑦

○○原子力発電所○号機
○○年○○月○○日

○○時○○分（２４時間表示）

□AL○○ ○○○○○
■AL○○ ○○○○○
□AL○○ ○○○○○
警戒事態該当事
発
生
し
た
警
戒
事
態
該
当
事
象
の
概
要

象の種類

□AL○○ ○○○○○
・
・

Ａ⑧

・
・

想定される原因

Ａ⑨

検出された放射
線量の状況、検出

故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他（
原子炉の運転状態
発生前（運転中、起動操作中、停止操作中、停止中）
発生後（状態継続、停止操作中、停止、停止失敗）

された放射性物

ＥＣＣＳの作動状態

質の状況、主な施

排気筒モニタの指示値

設・設備の状態等

Ａ⑩

作動なし、作動あり（自動、手動）
、作動失敗

確認中、変化なし、変化あり（

cpm→

(例１)

事象の把握に参考と
なる情報

Ａ⑪

cpm）

モニタリングポストの指示値
確認中、変化なし、変化あり（最大値：

その他警戒事態該当

）

(例２)

nGy/h→

○○時○○分

○○町で地震発生（震度６弱）

○○時○○分

外部電源喪失

発信警報名：格納容器サンプ流量高
詳細は続報にて連絡します。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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nGy/h、No.

）

解説表－１２

警戒事態該当事象連絡様式及び記載(例)(2/2)

【説明】 本様式は対策指針に基づく警戒事態該当事象の発生の連絡に用いるものである。
この連絡は，対策指針に基づき直ちに連絡する必要があるため，時間優先の考え方によりその時点で判明してい
る情報に基づき記載する。
なお，複数の警戒事態該当事象が同時又はほぼ同時に発生したときは，警戒事態該当事象ごとに発生箇所，発生
時刻及び種類を明記することにより，1 枚の様式で連絡することができる。
Ａ①
時系列で保存することができるように通し番号を記載する。通し番号は，防災業務計画で定める全て
の通報文（連絡，報告含む）で連番となるよう記載する。
また，誤記等の訂正報を発出する場合は，新たに通し番号を採り直す。
＜通し番号のイメージ＞
発生事象：AL → AL(経過)→ SE →SE(訂正)→ 25 条 → AL → GE → 25 条 → SE
通し番号： 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ａ②
連絡する年月日を記載する。
Ａ③

防災業務計画に基づく連絡先を記載する。

Ａ④

原子力防災管理者の所属，氏名及び連絡先電話番号を記載する。

Ａ⑤

原子力事業所名及び住所を記載する。

Ａ⑥

Ａ⑦

Ａ⑧

Ａ⑨
Ａ⑩

Ａ⑪

警戒事態該当事象の発生場所をユニット単位で記載する。
また，複数ユニット発生した警戒事態該当事象及びほぼ同時に発生した警戒事態該当事象を 1 枚の
様式で連絡する場合は，それぞれのユニット・事象が分かるように記載する。
警戒事態該当事象の発生年月日及び時刻を記載する。発生時刻は警戒事態該当事象に該当する状態と
なったことを原子力防災管理者が判断した時刻を記載する。
また，複数ユニット発生した警戒事態該当事象及びほぼ同時に発生した警戒事態該当事象を 1 枚の
様式で連絡する場合は，それぞれのユニット・事象が分かるように記載する。
本文 3.5.1 項の警戒事態該当事象の EAL 番号及び事象（略称）を記載する。EAL 番号が「－」とな
っている事象については，自治体等との協議結果を受け，必要に応じて記載する。
なお，チェックは■，□等で統一する。
判明している原因を記載する。原因を調査中の場合は「調査中」に丸をつける。
原子炉の運転状態，ECCS の作動状況，排気筒モニタの指示値，モニタリングポストの指示値を記載
する。また，原子炉の運転状態については，連絡する警戒事態該当事象の発生前後の状態を記載する。
なお，モニタリングポスト等の指示値の単位は，現場設備に合わせる。
警戒事態該当事象の判断に至った経緯・根拠を補足するため，プラント時系列，プラントの主要発信
警報等を必要に応じて記載する。

解説―39

解説表－１３

警戒事態該当事象発生後の経過連絡様式及び記載(例)(1/2)

警戒事態該当事象発生後の経過連絡
Ｂ②

Ｂ③

原子力規制委員会

Ｂ①
（第

報）

○○年○○月○○日

殿

Ｂ④
連絡者名

○○電力㈱○○原子力発電所
原子力防災管理者 電力太郎
連 絡 先 0123－45－6789
原子力災害対策指針に基づき、警戒事態該当事象発生後の経過を以下のとおり連絡します。
原 子 力 事 業 所 の 名 称 ○○電力㈱○○原子力発電所
及び場所
Ｂ⑤ ○○県○○市○○町○○－○
警戒事態該当事象
発生後の経過連絡

警戒事態該当事象の
発生箇所（注１）Ｂ⑥
警戒事態該当事象の
発生時刻（注１）
Ｂ⑦
警戒事態該当事象の
種類（注１）

Ｂ⑧

発生事象と対応の概
要（注２）

Ｂ⑨

○○原子力発電所○号機
○○年○○月○○日

１５時４０分（２４時間表示）

外的事象による影響（地震）
（対応日時、対応の概要）
（例）
（前回連絡）
○○月○○日
１５時３０分 外的事象による影響（地震）
１５時４０分 外部電源喪失により給水ポンプ停止，
「原子炉給水機能
の喪失（AL22）
」判断
原子炉隔離時冷却系にて原子炉への給水を実施中
（今回連絡）
１６時００分 外部電源復旧
１６時１５分

給水ポンプ起動

１６時２０分

原子炉水位安定中，
「原子炉給水機能の喪失（AL22）
」
非該当

その他の事項の対応
（注３）

Ｂ⑩

○○月○○日

１５時３３分
１６時０２分

発電所は警戒体制を発令
発電所構内にて負傷者を発見（右腕切傷，内
部被ばくのおそれあり）

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
（注１）最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻
順に記載する。
（注３）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

解説―40

解説表－１３

警戒事態該当事象発生後の経過連絡様式及び記載(例)(2/2)

【説明】 本様式は対策指針に基づく警戒事態該当事象の経過連絡に用いるものである。
また，宣言した警戒事態該当事象が非該当となった場合は，本様式にその旨を記載して連絡する。
Ｂ①
時系列で保存することができるように通し番号を記載する。通し番号は，防災業務計画で定める全て
の通報文（連絡，報告含む）で連番となるよう記載する。
また，誤記等の訂正報を発出する場合は，新たに通し番号を採り直す。
＜通し番号のイメージ＞
発生事象：AL → AL(経過)→ SE →SE(訂正)→ 25 条 → AL → GE → 25 条 → SE
通し番号： 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ｂ②
連絡する年月日を記載する。
Ｂ③

防災業務計画に基づく連絡先を記載する。

Ｂ④

原子力防災管理者の所属，氏名及び連絡先電話番号を記載する。

Ｂ⑤

原子力事業所名及び住所を記載する。

Ｂ⑥

最初に発生した警戒事態該当事象の発生場所をユニット単位で記載する。

Ｂ⑦

最初に発生した警戒事態該当事象の発生年月日及び時刻記載する。

Ｂ⑧

最初に発生した警戒事態該当事象の EAL 番号及び事象（略称）を記載する。

Ｂ⑨
Ｂ⑩

設備機器の状況，故障機器の応急復旧，拡大防止措置等の時刻，場所，内容について発生時刻順に記
載する。
緊急時対策本部の設置状況，被ばく患者発生状況等について記載する。
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解説表－１４

Ｃ③

特定事象発生通報様式及び記載(例)(1/4)

特定事象発生通報（原子炉施設）
Ｃ②

内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長

Ｃ①
（第

報）

○○年○○月○○日

殿

Ｃ④

通報者名

○○電力㈱○○原子力発電所
原子力防災管理者 電力太郎
連 絡 先 0123－45－6789
特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第１０条第１項の規定に基づき通報します。
原子力事業所の名称 ○○電力㈱○○原子力発電所
○○県○○市○○町○○－○
Ｃ⑤
及び場所
第１０条通報

特定事象の発生箇所

○○原子力発電所○号機

特定事象の発生時刻

○○年○○月○○日

Ｃ⑥

Ｃ⑦

特定事象の種類
発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要

○○時○○分（２４時間表示）

原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく基準
＊□SE○○ ○○○○○
□SE○○ ○○○○○
■SE○○ ○○○○○
＊□SE○○ ○○○○○
＊□SE○○ ○○○○○
・
・
・
・
・

原子力災害対策特別措置法第 15 条第 1 項に基づく基準
＊□GE○○ ○○○○○
□GE○○ ○○○○○
□GE○○ ○○○○○
＊□GE○○ ○○○○○
＊□GE○○ ○○○○○
・
・
・
・
・

Ｃ⑧

（注記：＊は電離放射線障害防止規則第７条の２第２項に該当する事象を示す）

想定される原因

故障、誤操作、漏えい、火災、爆発、地震、調査中、その他（

）

検出された放射
線量の状況、検
出された放射性
物質の状況、主
な施設・設備の
状態等

原子炉の運転状態
発生前（運転中、起動操作中、停止操作中、停止中）
発生後（状態継続、停止操作中、停止、停止失敗）
ＥＣＣＳの作動状況 作動なし、作動あり（自動、手動）
、作動失敗
排気筒モニタの指示値
確認中、変化なし、変化あり（
cpm→
cpm）
モニタリングポストの指示値
確認中、変化なし、変化あり（最大値：
nGy/h→
nGy/h、No.

）

Ｃ⑨

Ｃ⑩

(例１)
その他特定事象の把
握に参考となる情報

Ｃ⑪

(例２)

○○時○○分

原子炉自動スクラム

○○時○○分 LOCA 発生，ECCS 起動
事象発生前の原子炉の運転状況：定格熱出力一定運転中
発信警報名：安全注入動作
詳細は続報にて連絡します。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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解説表－１４

特定事象発生通報様式及び記載(例)(2/4)

【説明】 本様式は特定事象（事業所外運搬に係る特定事象を除く。）の発生の通報に用いるものであり，防災
業務計画等命令に定められた様式である。この通報は，原災法に基づき直ちに通報する必要があるため，時間優
先の考え方によりその時点で判明している情報に基づき記載する。
なお，複数の特定事象が同時又はほぼ同時に発生したときは，特定事象ごとに発生箇所，発生時刻及び種類を明
記することにより，1 枚の様式で通報することができる。
Ｃ①
時系列で保存することができるように通し番号を記載する。通し番号は，防災業務計画で定める全て
の通報文（連絡，報告含む）で連番となるよう記載する。
また，誤記等の訂正報を発出する場合は，新たに通し番号を採り直す。
＜通し番号のイメージ＞
発生事象：AL → AL(経過)→ SE →SE(訂正)→ 25 条 → AL → GE → 25 条 → SE
通し番号： 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ｃ②
通報する年月日を記載する。
Ｃ③

防災業務計画に基づく通報先を記載する。

Ｃ④

原子力防災管理者の所属，氏名及び連絡先電話番号を記載する。

Ｃ⑤

原子力事業所名及び住所を記載する。

Ｃ⑥

Ｃ⑦

Ｃ⑧

Ｃ⑨
Ｃ⑩

Ｃ⑪

特定事象の発生場所をユニット単位で記載する。
また，複数ユニット発生した特定事象又はほぼ同時に発生した特定事象を 1 枚の様式で通報する場
合は，それぞれのユニット・時刻ごとに発生した事象が分かるように記載する。
特定事象の発生年月日及び時刻を記載する。発生時刻は特定事象に該当する状態となったことを原
子力防災管理者が判断した時刻を記載する。
また，複数ユニット発生した特定事象又はほぼ同時に発生した特定事象を 1 枚の様式で通報する場
合は，それぞれのユニット・時刻ごとに発生した事象が分かるように記載する。
本文 3.5.2 項の特定事象（事業所外運搬に係る特定事象を除く。）の EAL 番号及び事象（略称）を記
載する。
なお，チェックは■，□等で統一する。
判明している原因を記載する。原因を調査中の場合は「調査中」に丸をつける。
原子炉の運転状態，ECCS の作動状況，排気筒モニタの指示値，モニタリングポストの指示値を記載
する。また，原子炉の運転状態については，通報する特定事象の発生前後の状態を記載する。
なお，モニタリングポスト等の指示値の単位は，現場設備に合わせる。
特定事象の判断に至った経緯・根拠を補足するため，プラント時系列，特定事象発生前の状態，プラ
ントの主要発信警報等を必要に応じて記載する。
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解説表－１４

Ｄ③

特定事象発生通報様式及び記載(例)(3/4)

特定事象発生通報（事業所外運搬）
Ｄ②

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長

Ｄ①
（第

報）

○○年○○月○○日
殿

Ｄ④ 通報者名 ○○電力㈱○○原子力発電所
原子力防災管理者 電力太郎
連 絡 先 0123－45－6789
事業所外運搬に係る特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第１０条第１項の規定に
基づき通報します。
第１０条通報

原子力事業所の名称
及び場所

○○電力㈱○○原子力発電所

Ｄ⑤ ○○県○○市○○町○○－○

特定事象の発生箇所

○○自動車道○○サービスステーション付近

特定事象の発生時刻

○○年○○月○○日

Ｄ⑥

Ｄ⑦

○○時○○分（２４時間表示）

原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく基準
＊■XSE61 事業所外運搬での放射線量率の上昇
＊□XSE62 事業所外運搬での放射性物質漏えい

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要

特定事象の種類

原子力災害対策特別措置法第 15 条第 1 項に基づく基準

Ｄ⑧ ＊□XGE61 事業所外運搬での放射線量率の異常上昇
＊□XGE62

事業所外運搬での放射性物質の異常漏えい

（注記：＊は電離放射線障害防止規則第７条の２第２項に該当する事象を示す）

想定される原因

Ｄ⑨

検出された放射
線量の状況、検

新燃料輸送中のトラック衝突・横転事故による輸送容器の破損及び火災の発生
火災により輸送容器へ接近できず。約 5m 離れた場所において，放射線量率は
50μSv/h。1m 離れた場所において放射線量 100μSv/h を超える蓋然性が高い。

出された放射性
物質の状況、主
な施設・設備の
状態等

Ｄ⑩

その他特定事象の把
握に参考となる情報

Ｄ⑪

○○月○○日

１５時００分

○○高速道路で壁面へトラックが衝突。横転に

より，新燃料輸送容器の固縛が外れ，輸送容器の変形を目視確認。トラック
から漏れた軽油が引火し，新燃料輸送容器が炎上中。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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解説表－１４

特定事象発生通報様式及び記載(例)(4/4)

【説明】 本様式は事業所外運搬に係る特定事象の発生の通報に用いるものであり，原子力災害対策特別措置法
に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令に定められた様式
である。この通報は，原災法に基づき直ちに通報する必要があるため，時間優先の考え方によりその時点で判明
している情報に基づいて記載する。
なお，複数の特定事象が同時又はほぼ同時に発生したときは，特定事象ごとに発生箇所，発生時刻及び種類を明
記することにより，1 枚の様式で通報することができる。
Ｄ①
時系列で保存することができるように通し番号を記載する。通し番号は，防災業務計画で定める全て
の通報文（連絡，報告含む）で連番となるよう記載する。
また，誤記等の訂正報を発出する場合は，新たに通し番号を採り直す。
＜通し番号のイメージ＞
発生事象：SE →SE(訂正)→ 25 条 → GE → 25 条 → SE
通し番号： 1
2
3
4
5
6
Ｄ②
通報する年月日を記載する。
Ｄ③

防災業務計画に基づく通報先を記載する。

Ｄ④

原子力防災管理者の所属，氏名及び連絡先電話番号を記載する。

Ｄ⑤

原子力事業所名及び住所を記載する。

Ｄ⑥

Ｄ⑦

Ｄ⑧
Ｄ⑨
Ｄ⑩
Ｄ⑪

特定事象の発生場所を記載する。
また，複数箇所で発生した特定事象又はほぼ同時に発生した特定事象を 1 枚の様式で通報する場合
は，それぞれの箇所・時刻ごとに発生した事象が分かるように記載する。
特定事象の発生年月日及び時刻を記載する。発生時刻は特定事象に該当する状態となったことを原
子力防災管理者が判断した時刻を記載する。
また，複数箇所で発生した特定事象又はほぼ同時に発生した特定事象を 1 枚の様式で通報する場合
は，それぞれの箇所・時刻ごとに発生した事象が分かるように記載する。
本文 3.5.2 項の事業所外運搬に係る特定事象の EAL 番号及び事象（略称）を記載する。
なお，チェックは■，□等で統一する。
判明している原因を記載する。原因を調査中の場合は「調査中」を記載する。
放射線量率の状況等を記載する。
特定事象の判断に至った経緯・根拠を補足するため，時系列，特定事象発生前の状態等を必要に応じ
て記載する。
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解説表－１５
項目
投与基準

安定ヨウ素剤の予防服用の基準（例）
内容

炉心損傷を検知した場合
原子力防災組織の全要員。
ただし，服用不適切者は除く。
なお，慎重投与対象者には投与後，30 分観察を行う。

服用対象者

服用量

（服用不適切者）
・ヨウ素過敏症の既往歴のある者
（慎重投与対象者）
・ヨード造影剤過敏症の既往歴のある者
・甲状腺機能亢進症の既往歴のある者
・甲状腺機能低下の既往歴のある者
・腎機能障害の既往歴のある者
・先天性筋硬直症の既往歴のある者
・高カリウム血症の既往歴のある者
・低補体血症蕁麻疹様血管炎の既往歴のある者
・肺結核の既往歴のある者
・ジューリング疱疹状皮膚炎の既往歴のある者
医薬品ヨウ化カリウムの丸薬 2 丸（ヨウ素量 76mg，ヨウ化カリウム量 100mg）
を服用する。
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解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(1/10)

応急措置の概要（原子炉施設）
Ｅ③
内閣総理大臣、原子力規制委員会、都道府県知事、市町村長

Ｅ①
（第

報）
Ｅ② ○○年○○月○○日

殿

Ｅ④

報告者名

○○電力㈱○○原子力発電所
原子力防災管理者 電力太郎
連 絡 先 0123－45－6789
原子力災害対策特別措置法第２５条第２項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告し
ます。
原子力事業所の名称 ○○電力㈱○○原子力発電所
Ｅ⑤ ○○県○○市○○町○○－○
及び場所
第２５条報告

特定事象の発生箇所
（注１）

Ｅ⑥

特定事象の発生時刻
（注１）

Ｅ⑦

特定事象の種類
（注１）

Ｅ⑧

○○原子力発電所○号機
○○年○○月○○日

１５時３０分（２４時間表示）

ＳＥ２１ 原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能
（対応日時、対応の概要）

発生事象と対応の概
要（注２）

Ｅ⑨

（例１）
（前回報告）
○○月○○日
１５時２８分 冷却材漏えいによる ECCS 起動
１５時３０分 全高圧注入ポンプ起動失敗，
「原子炉冷却材漏えい時における非常用炉
心冷却装置による一部注水不能（SE21）
」判断
１５時４０分 格納容器スプレイポンプ全台起動せず，
「二つの障壁の喪失又は喪失可
能性（SE42）
」判断
（今回報告)
１６時２０分 格納容器スプレイライン故障原因判明，応急復旧に着手
（例２）
（前回報告）
○○月○○日
１６時２０分 格納容器スプレイライン故障原因判明，応急復旧に着手
（今回報告）
１８時００分 格納容器スプレイライン復旧・ポンプ起動
１８時１０分 格納容器圧力低下傾向，
「二つの障壁の喪失又は喪失可能性（SE42）
」
非該当

※添付の有・無
その他の事項の対応

（例１）
○○月○○日

（注３）

Ｅ⑩

（例２）
○○月○○日

１５時３０分 緊急時対策本部は原子力第一体制を発令
１５時３５分 原子力発電所関係者が退避・避難集合場所に退避
１５時４０分 オフサイトセンター等派遣要員が原子力発電所を出発
１７時３０分 引き続き緊急時対策本部で応急措置検討中

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
（注１）最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻
順に記載する。
（注３）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。
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解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(2/10)

【説明】 本様式は原災法第 25 条第 2 項の応急措置の概要の報告に用いるものである。この報告様式は特定事
象発生の通報以降，重要な通報を妨げないよう，事象進展に応じ適切な間隔で発行するとともに，重大な事象等
が発生すれば，速やかに発行する。
特定事象発生の通報以降においては，特定事象に至っていないユニットの経過を連絡する場合も本様式を用い
る。
また，宣言した特定事象が非該当となった場合は，本様式にその旨を記載して報告する。
Ｅ①
時系列で保存することができるように通し番号を記載する。通し番号は，防災業務計画で定める全て
の通報文（連絡，報告含む）で連番となるよう記載する。
また，誤記等の訂正報を発出する場合は，新たに通し番号を採り直す。
＜通し番号のイメージ＞
発生事象：AL → AL(経過)→ SE →SE(訂正)→ 25 条 → AL → GE → 25 条 → SE
通し番号： 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ｅ②
報告する年月日を記載する。
Ｅ③

防災業務計画に基づく通報先を記載する。

Ｅ④

原子力防災管理者の所属，氏名及び連絡先電話番号を記載する。

Ｅ⑤

原子力事業所名及び住所を記載する。

Ｅ⑥

最初に発生した特定事象の発生場所をユニット単位で記載する。

Ｅ⑦

最初に発生した特定事象の発生年月日及び時刻を記載する。

Ｅ⑧
Ｅ⑨

Ｅ⑩

最初に発生した本文 3.5.2 項の特定事象（事業所外運搬に係る特定事象を除く）の EAL 番号及び事
象（略称）を記載する。なお，SE02，SE03 にあっては GE02，GE03 と併記する。
以下の基準により，前回報告以降の当該プラントの発生事象に対する応急措置の実施日時，場所及び
実施概要を記載する。
・ 施設及び設備の点検状況，故障機器等の応急復旧，原子力災害発生拡大の防止措置（原災法関連）
・ 原子力事業者の応急対策活動の状況（防災基本計画関連）
・ 主要なプラント警報の発信，機器故障等の発生
また，添付資料の有無を記載する。
以下の基準により，原子力発電所の緊急時対策本部の応急措置の活動状況等を記載する。
・ 原子力防災資機材の調達・輸送（原災法関連）
・ 原子力事業者の緊急時対策本部等の設置状況，被害（被ばく患者の発生等）の状況（防災基本計画
関連）
・ オフサイトセンター等に対する要員派遣，資機材提供の状況
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解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(3/10)

ＰＷＲ

添付

Ｆ①
応急措置の概要（○○発電所第○号機状況）

Ｇ①

（確認時刻：○○月○○日 15 時 30 分）

１．プラント状況
0 ％

原子炉出力(中性子束) Ｇ②

Ｇ⑧
0.2 MPa(gage) 非常用交流発電機受電 Ｇ⑨
25.0 ％ 蒸気発生器による冷却 Ｇ⑩
15.8kPa(gage) 原子炉容器注水
Ｇ⑪
180 ℃ 格納容器注水
Ｇ⑫

１次冷却材圧力

Ｇ③
(加圧器・原子炉)水位 Ｇ④
格納容器圧力
Ｇ⑤
炉心出口温度(最高値) Ｇ⑥
格納容器内水素濃度(ﾄﾞﾗｲ値)
Ｇ⑦
炉心損傷
Ｇ⑬
格納容器最高使用圧力 Ｇ⑭

外部電源受電

有
未満

・

・

有 ・ 無 ・不要
有 ・ 無 ・不要
有 ・ 無 ・不要

無

以上

・

２倍以上

Ｈ①

（評価時刻：○○月○○日 15 時 30 分）

放出開始予測時刻

Ｈ②

5 月 20 日 21 時 50 分頃

特記事項

Ｈ③

なし

Ｉ①

（評価時刻：○○月○○日 15 時 30 分）

３．放射性物質放出状況（放出有りの場合に記載）

5 月 20 日 21 時 50 分頃

Ｉ②
Ｉ④

放出停止時刻

有 ・ 無 ・不要

0 Vol%

２．放射性物質放出見通し

放出開始時刻

有 ・ 無

（継続中）
評価時点での放出率 Ｉ⑥

放出実績評価

Ｉ③ 格納容器排気筒
放出高さ(地上高)Ｉ⑤
100 m
評価時刻までの放出量Ｉ⑦
放出箇所

希ガス

約 3.5☓1012

Bq/h

約 1.3☓1013

Bq

ヨウ素

約 8.5☓108

Bq/h

約 2.2☓109

Bq

)

その他(核種:

Bq/h

―

Ｊ①

（確認時刻：○○月○○日 15 時 30 分）

４．モニタ・気象情報
排気筒ガスモニタ

Ｊ②

Bq

―

― (cpm･cps)

5.0×103(cpm･cps) 補助建屋排気筒

格納容器排気筒

名称

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

MS

Ｊ③ (n･µ)Gy/h

850

200

50

48

72

600

モニタリン
グポスト
気象情報

Ｊ④

天候

晴れ

風速

3.0

m/s

５．その他
Ｋ①
（例１）
緊急時対策本部長が○○から○○に交代
（例２）
添付－１配置図，添付－２救急患者記録用紙
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風向

北北東

大気安定度

B

ＰＷＲ

解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(4/10)

【説明】 本表はプラント事象に係る原災法第 25 条第 2 項の連絡様式「応急措置の概要」に添付する。
Ｆ①
対象ユニットを記載する。
Ｇ①
Ｇ②～
Ｇ⑭

Ｈ①

プラントの状況の確認完了時刻を記載する。
プラントの主要パラメータ及び状態を記載する。
・ Ｇ②～⑦のパラメータの単位は，現場設備に合わせる。
・ Ｇ④は，水位計の測定箇所（加圧器・原子炉）を記載し，その測定値を記載する。
・ Ｇ⑦は，格納容器内水素濃度（ドライ値）を記載する。また，サンプリングにより測定する場合であ
って，測定中の場合は「測定中」，サンプリングを実施していない場合は「－」とする。
・ Ｇ⑧は，外部電源受電の状態（有・無）を記載する。
・ Ｇ⑨は，非常用交流発電機受電の状態（有・無・不要）を記載する。
・ Ｇ⑩は，蒸気発生器による冷却の状態（有・無・不要）を記載する。
・ Ｇ⑪は，原子炉容器注水の状態（有・無・不要）を記載する。
・ Ｇ⑫は，格納容器注水の状態（有・無・不要）を記載する。
・ Ｇ⑬は，炉心損傷の状態（有・無）を記載する。
・ Ｇ⑭は，格納容器圧力の状態（最高使用未満・以上・2 倍以上）を記載する。
放射性物質放出見通しの評価完了時刻を記載する。

Ｈ②

放出開始予測時刻を記載する。

Ｈ③

放出開始予測時刻に関する補足事項を記載する。

Ｉ①

放射性物質の放出状況等の確認完了時刻を記載する。

Ｉ②～
Ｉ⑦

Ｊ①
Ｊ②～
Ｊ④

Ｋ①

当該時点までの放出状況（旧防災指針関連）を以下の基準で記載する。
・ Ｉ②は，排気筒モニタ，液体放出モニタの指示が上昇した時刻，主蒸気逃し弁が開放した時刻，火災
爆発等が発生した時刻，又は原子炉外臨界が発生した時刻，いずれも「頃」を付す。
・ Ｉ③は，排気筒名，放水口名，主蒸気逃し弁名，火災爆発等のあった建物名，又は原子炉外臨界の場
所。
・ Ｉ④は，排気筒モニタ，液体放出モニタが平常値に復帰した時刻，主蒸気逃し弁が開放しなくなった
時刻，火災爆発等が収束した時刻，又は原子炉外臨界が停止した時刻，いずれも「頃」を付す。
・ Ｉ⑤は，排気筒放出の場合の排気筒の地上高さ。その他の箇所からの放出の場合は「－」とする。
・ Ｉ⑥の内，希ガス及びヨウ素については，放出されつつある箇所の放射線計測器の観測値又は取替カ
ートリッジのサンプリング分析値と，放出される風量から計算した放出率。その他については，液体の
場合は，放出されつつある流路からのサンプリング分析値と，その流量から求めた放出率。また，検出
された代表的な核種を記載する。放出されていない場合及び放出が停止した場合は「－」とする。数字
には「約」を付す。
・ Ｉ⑦は，Ｉ⑥の時間積分値，廃棄物処理建屋の火災爆発等でＩ⑥のデータが採取できない場合は，敷
地境界等における放射能分析値と推定される拡散希釈率等から求めた放出量。放出がされていない場合
は「－」とする。ただし，数字には「約」を付す。
モニタ・気象情報の確認完了時刻を記載する。
放射性物質の放出の有無に係わらず，以下の内容を記載する。
・ Ｊ②は，排気筒ガスモニタ等の測定値を記載する。
・ Ｊ③は，モニタリングポスト等の測定値（Gy/h）を記載する。
・ Ｊ④は，天候（晴れ，雨等），風向，風速，大気安定度を記載する。
その他，緊急事態応急対策等に参考となる事項を記載する又は資料を添付する。
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解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(5/10)

ＢＷＲ
添付

Ｌ①
応急措置の概要（○○発電所第○号機状況）

Ｍ①

（確認時刻：○○月○○日 15 時 30 分）

１．プラント状況
0 ％

有 ・ 無
Ｍ⑪
0.6 MPa(gage) 非常用交流発電機受電 Ｍ⑫ 有 ・ 無 ・不要

Ｍ②

原子炉出力(APRM)

Ｍ③
原子炉水位( N・W・F ) Ｍ④
原子炉圧力

外部電源受電

D/S mm

O/S ℃ 原子炉圧力容器注水 Ｍ⑬
有 ・ 無 ・不要
Ｍ⑤
620 kPa(gage) 原子炉格納容器注水 Ｍ⑭
有 ・ 無 ・不要
格納容器圧力
Ｍ⑥
開 ・ 閉
主蒸気隔離弁
Ｍ⑦
80 ℃
サプレッションプール水温 Ｍ⑧
900 mm
サプレッションプール水位 Ｍ⑨
― Vol%
格納容器内水素濃度(ﾄﾞﾗｲ値)Ｍ⑩
炉心損傷
有 ・ 無
Ｍ⑮
格納容器最高使用圧力 Ｍ⑯
未満 ・ 以上 ・ ２倍以上
原子炉水温度

Ｎ①

（評価時刻：○○月○○日 15 時 30 分）

２．放射性物質放出見通し
放出開始予測時刻

Ｎ②

5 月 20 日 21 時 50 分頃

特記事項

Ｎ③

なし

Ｏ①

（評価時刻：○○月○○日 15 時 30 分）

３．放射性物質放出状況（放出有りの場合に記載）
放出開始時刻
放出停止時刻

5 月 20 日 21 時 50 分頃

Ｏ②
Ｏ④

（継続中）

放出箇所 Ｏ③

100 m

放出高さ(地上高)Ｏ⑤

評価時点での放出率Ｏ⑥

放出実績評価

格納容器排気筒

評価時刻までの放出量Ｏ⑦

希ガス

約 3.5☓1012

Bq/h

約 1.3☓1013

Bq

ヨウ素

約 8.5☓108

Bq/h

約 2.2☓109

Bq

)

その他(核種:

Bq/h

Ｐ①

（確認時刻：○○月○○日 15 時 30 分）

４．モニタ・気象情報

Ｐ②

排気筒モニタ
モニタリン

名称

グポストＰ③ (n･µ)Gy/h
気象情報

Ｐ④

Bq

―

5.0×103(cpm･cps)

排気筒モニタ

非常用ガス処理

― (cpm･cps)

系ガスモニタ

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

MS

850

200

50

48

72

600

天候

晴れ

風速

3.0

m/s

５．その他
Ｑ①
（例１）
緊急時対策本部長が○○から○○に交代
（例２）
添付－１配置図，添付－２救急患者記録用紙
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風向

北北東

大気安定度

B

解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(6/10)

ＢＷＲ
【説明】 本表はプラント事象に係る原災法第 25 条第 2 項の連絡様式「応急措置の概要」に添付する。
Ｌ①
対象ユニットを記載する。
Ｍ①
Ｍ②～
Ｍ⑯

Ｎ①

プラントの状況の確認完了時刻を記載する。
プラントの主要パラメータ及び状態を記載する。
・ Ｍ②～⑥のパラメータの単位は，現場設備に合わせる。
・ Ｍ④は，原子炉水位計の測定域（N 狭帯域・W 広帯域・F 燃料域）を記載し，その測定値を記載する。
・ Ｍ⑦は，主蒸気隔離弁の状態（開・閉）を記載する。
・ Ｍ⑩は，格納容器内水素濃度（ドライ値）を記載する。また，サンプリングにより測定する場合であ
って，測定中の場合は「測定中」，サンプリングを実施していない場合は「－」とする。
・ Ｍ⑪は，外部電源受電の有無を記載する。
・ Ｍ⑫は，非常用交流発電機受電の状態（有・無・不要）を記載する。
・ Ｍ⑬は，原子炉圧力容器注水の状態（有・無・不要）を記載する。
・ Ｍ⑭は，原子炉格納容器注水の状態（有・無・不要）を記載する。
・ Ｍ⑮は，炉心損傷の有無を記載する。
・ Ｍ⑯は，格納容器圧力の状態（最高使用未満・以上・2 倍以上）を記載する。
放射性物質放出見通しの評価完了時刻を記載する。

Ｎ②

放出開始予測時刻を記載する。

Ｎ③

放出開始予測時刻に関する補足事項を記載する。

О①

放射性物質の放出状況等の確認完了時刻を記載する。

О②～
О⑦

Ｐ①
Ｐ②～
Ｐ④

Ｑ①

当該時点までの放出状況（旧防災指針関連）を以下の基準で記載する。
・ О②は，排気筒モニタ，液体放出モニタの指示が上昇した時刻，火災爆発等が発生した時刻，又は原
子炉外臨界が発生した時刻，いずれも「頃」を付す。
・ О③は，排気筒名，放水口名，火災爆発等のあった建物名，又は原子炉外臨界の場所。
・ О④は，排気筒モニタ，液体放出モニタが平常値に復帰した時刻，火災爆発等が収束した時刻，又は
原子炉外臨界が停止した時刻，いずれも「頃」を付す。
・ О⑤は，排気筒放出の場合の排気筒の地上高さ。その他の箇所からの放出の場合は「－」とする。
・ О⑥の内，希ガス及びヨウ素については，放出されつつある箇所の放射線計測器の観測値又は取替カ
ートリッジのサンプリング分析値と，放出される風量から計算した放出率。その他については，液体の
場合は，放出されつつある流路からのサンプリング分析値と，その流量から求めた放出率。また，検出
された代表的な核種を記載する。放出されていない場合及び放出が停止した場合は「－」とする。数字
には「約」を付す。
・ О⑦は，О⑥の時間積分値，廃棄物処理建屋の火災爆発等でО⑥のデータが採取できない場合は，敷
地境界等における放射能分析値と推定される拡散希釈率等から求めた放出量。放出がされていない場合
は「－」とする。ただし，数字には「約」を付す。
モニタ・気象情報の確認完了時刻を記載する。
放射性物質の放出の有無に係わらず，以下の内容を記載する。
・ Ｐ②は，排気筒モニタ等の測定値を記載する。
・ Ｐ③は，モニタリングポスト等の測定値（Gy/h）を記載する。
・ Ｐ④は，天候（晴れ，雨等），風向，風速，大気安定度を記載する。
その他，緊急事態応急対策等に参考となる事項を記載する又は資料を添付する。
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解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(7/10)

Ｒ①
応急措置の概要（事業所外運搬）
（第
報）
Ｒ② ○○年○○月○○日

Ｒ③

内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長

殿

Ｒ④
報告者名

○○電力㈱○○原子力発電所
原子力防災管理者 電力太郎
連 絡 先 0123－45－6789
原子力災害対策特別措置法第２５条第２項の規定に基づき、応急措置の概要を以下のとおり報告し
ます。
第２５条報告

原子力事業所の名称
及び場所

Ｒ⑤

特定事象の発生箇所
（注１）

Ｒ⑥

特定事象の発生時刻
（注１）

Ｒ⑦

特定事象の種類
（注１）

Ｒ⑧

○○電力㈱○○原子力発電所
○○県○○市○○町○○－○
○○自動車道○○サービスステーション付近
○○年○○月○○日

１５時４０分（２４時間表示）

ＸＳＥ６１ 事業所外運搬での放射線量率の上昇
（対応日時、対応の概要）
（例）

発生事象と対応の概
要（注２）

Ｒ⑨

その他の事項の対応
（注３）

Ｒ⑩

（前回報告）
○○月○○日
１５時３０分 運搬中のトラック強風により横転，ラックより火災
１５時３０分 約５メートル離れた場所において放射線量率 100μSv/h
検出，
「事業所外運搬での放射線量率の上昇（XSE61）
」
判断
（今回報告)
１６時３０分 ○○消防による鎮火を確認
１６時３５分 約５メートル離れた場所において放射線量率は 40μSv/h
まで低下

※添付の有・無
○○月○○日 １５時３５分
１５時５０分
１６時２０分

緊急時対策本部は原子力第一体制を発令
トラックの運転手を○○病院へ搬送
○○県○○市のオフサイトセンターへ派遣す
る要員が，○○原子力発電所を出発

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
（注１）最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。
（注２）設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時
刻順に記載する。
（注３）緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。
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解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(8/10)

【説明】 本様式は原災法第 25 条第 2 項の応急措置の概要の報告に用いるものである。この報告様式は特定事
象発生の通報以降，事象進展を考慮し，適切な間隔で発行するとともに，重大な事象等が発生すれば，速やかに
発行する。
また，宣言した特定事象が非該当となった場合は，本様式にその旨を記載して報告する。
Ｒ①
時系列で保存することができるように通し番号を記載する。通し番号は，防災業務計画で定める全て
の通報文（連絡，報告含む）で連番となるよう記載する。
また，誤記等の訂正報を発出する場合は，新たに通し番号を採り直す。
＜通し番号のイメージ＞
発生事象：SE →SE(訂正)→ 25 条 → GE → 25 条 → SE
通し番号： 1
2
3
4
5
6
Ｒ②
通報する年月日を記載する。
Ｒ③

防災業務計画に基づく通報先を記載する。

Ｒ④

原子力防災管理者の所属，氏名及び連絡先電話番号を記載する。

Ｒ⑤

原子力事業所名及び住所を記載する。

Ｒ⑥

最初に発生した特定事象の発生場所を記載する。

Ｒ⑦

最初に発生した特定事象の発生年月日及び時刻を記載する。

Ｒ⑧

最初に発生した本文 3.5.2 項の事業所外運搬に係る特定事象の EAL 番号及び事象（略称）を記載す
る。

Ｒ⑨

以下の基準により，前回報告以降の当該発生事象に対する応急措置の実施日時，場所及び実施概要を
記載する。
・ 設備の点検状況，故障機器等の応急復旧，原子力災害発生拡大の防止措置（原災法関連）
・ 原子力事業者の応急対策活動の状況（防災基本計画関連）
・ 主要な警報の発信，機器故障等の発生
また，添付資料の有無を記載する。
以下の基準により，応急措置の活動状況等を記載する。
・ 原子力防災資機材の調達・輸送（原災法関連）
・ 原子力事業者の緊急時対策本部等の設置状況，被害（被ばく患者の発生等）の状況（防災基本計画
関連）
・ オフサイトセンター等に対する要員派遣，資機材提供の状況

Ｒ⑩

解説―54

解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(9/10)

添付
応急措置の概要（輸送容器状況）

Ｓ①

（確認時刻：○○月○○日 10 時 00 分）

１．輸送容器状況

事故発生時の
状況

輸送物

Ｓ② 使用済燃料

出発地

Ｓ④ ○○発電所

輸送手段

Ｓ⑥ 海上

○○電力

火災の有無

Ｓ⑦

現在の状況

漏えいの有無

Ｓ⑨

特記事項

有・可能性有・
無・不明
有・可能性有・
無・不明

場所
µSv/h

Ｔ②
Ｔ③

Ｓ③

Ｂ型

到着予定地

Ｓ⑤

むつ小川原港

爆発の有無

有・可能性有・

Ｓ⑧ 無・不明

Ｓ⑩
Ｔ①

（確認時刻：○○月○○日 10 時 00 分）

２．放射線量状況
距離・

使用容器

北

10m
1.0

Ｕ①

３．放射性物質放出状況等（放出，漏えい有りの場合に記載）（確認時刻：○○月○○日 10 時 00 分）
放出，漏えい
開始時刻

Ｕ②

放出，漏えい
箇所

Ｕ④

○○日 09 時 10 分

頃

放出，漏えい
停止時刻

Ｕ③

継続

底部から 20cm の損傷部

４．その他 Ｖ①
(例 1)
・ 付近民家，重要施設との関係
南方１００ｍに小学校あり
・ 運搬の委託を受けた者の社名，住所
○○海運株式会社，東京都港区
・ 気象
天候：晴れ，外気温：２０℃
（例２）
添付－１付近見取図
添付－２状況写真
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解説表－１６

応急措置の概要報告様式及び記載(例)(10/10)

【説明】 本表は事業所外運搬事象に係る原災法第 25 条第 2 項の連絡様式「応急措置の概要」に添付する。
Ｓ①

輸送容器の状況の確認完了時刻を記載する。

Ｓ②

輸送物の種類（使用済燃料，新燃料，低レベル廃棄物，MOX 新燃料等）を記載する。

Ｓ③

使用容器の区分（A 型，B 型，IP－2 型，IP－3 型等）を記載する。

Ｓ④
Ｓ⑤
Ｓ⑥
Ｓ⑦
Ｓ⑧

Ｓ⑨

Ｓ⑩
Ｔ①
Ｔ②
Ｔ③
Ｕ①

出発地（混載の場合，最終の出発地）を記載する。ただし，日本国領海外が出発地又は目的地の場合
は「海外」とする。
搬送目的地の事業所名又は港湾名を記載する。ただし，日本国領海外が出発地又は目的地の場合は
「海外」とする。
輸送手段（海上，陸上）を記載する。
火炎が確認された場合は「有」，煙又は火炎痕跡が確認された場合は「可能性有」，左記以外は「無」，
輸送物が確認できない場合は「不明」を記載する。
輸送物形状が変化し爆発音が確認された場合において，輸送物からの爆発音と確認された場合は
「有」，輸送物からの爆発音と確認できない場合は「可能性有」，爆発音が確認されない場合は「無」，
輸送物自体が確認できない場合は「不明」と記載する。
輸送物形状が変化し放射性物質の漏えいが確認された場合は「有」，放射性物質と確認できないが漏
えいが確認された場合は「可能性有」，漏えいの確認ができない場合は「無」，輸送物自体が確認できな
い場合は「不明」と記載する。
輸送物内部の状況について推定される状況（例えば放射線量率の測定による輸送物遮蔽の劣化など。）
等を記載する。
放射線量状況の確認完了時刻を記載する。
当該輸送物の立入り禁止線上の 4 方向（北，東，南，西，場合によっては上部）の記号とおおよその
距離を記載する。
当該輸送物の立入り禁止線上での放射線量率の測定値を記載する。
放射性物質の放出状況等の確認完了時刻を記載する。

Ｕ②～
当該時点までの放出状況（旧防災指針関連）を以下の基準で記載する。
Ｕ④
・ Ｕ②は，放射線量率が平常値に比して上昇した時刻，爆発を確認した時刻又は漏えいを確認した時
刻。ただし，これらが確認できない場合は「－」とし，時刻には「頃」を付す。
・ Ｕ③は，放射線量率が平常値に復帰した時刻，爆発による残存事象の収束を確認した時刻又は漏え
い停止を確認した時刻。ただし，継続している場合は「継続」とし，Ｕ②が「－」の場合は同様に「－」
を付す。
・ Ｕ④は，漏えい箇所が確認できた場合の位置関係。
Ｖ①
その他，緊急事態応急対策等に参考となる事項を記載する又は資料を添付する。
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【

原子力発電所

付属資料

】

緊急時活動レベル（EAL）の設定方法

１．目的
この「原子力発電所

緊急時活動レベル（EAL）の設定方法」
（以下，
「本資料」という。）

は，原子力災害対策指針（平成 24 年 10 月 31 日原子力規制委員会決定,令和 2 年 2 月 5 日
一部改正）
（以下，
「対策指針」という。）の緊急時活動レベル（以下，
「EAL」という。）の
枠組みに基づき，原子力事業者が原子力事業者防災業務計画（以下，
「防災業務計画」とい
う。）に EAL を設定する場合の指針を示すことを目的とする。
（考察）
○ 原子力規制委員会は対策指針を定め，原子力事業者に EAL の設定を求めた。経緯は以
下のとおり。
１．平成 24 年 10 月 31 日，原子力災害対策特別措置法（以下，「原災法」という。）第
6 条の 2 に基づき，対策指針を定め，その中で，今後詳細な検討等が必要とされる事
項として，防護措置実施を判断する際の EAL，緊急事態区分の在り方などをあげ，こ
れらは，原子力規制委員会において検討し，その内容を対策指針に記載していくとさ
れた。
２．平成 24 年 11 月 22 日，原子力災害事前対策等に関する検討チームが立ち上がり，
緊急時に想定される原子力施設の状態として EAL を定めること等，緊急事態におけ
る判断及び防護措置実施に係る基準等について検討を開始し，平成 25 年 1 月 24 日，
対策指針に盛り込む内容案としてまとめた。
３．平成 25 年 2 月 27 日，緊急事態区分を 3 段階としそれぞれの防護措置を示すととも
に，対策指針の表２に「当面の EAL」を示した。また，今後の検討として，原子力事
業者に標準的な EAL の設定及びその提出を求め，標準的な EAL に基づき表２を改定
し，この表２に従い，原子力事業者は EAL の更なる詳細を設定し，その結果を防災
業務計画に反映して原子力規制委員会に届け出るとされた。
なお，EAL の事象は，警戒事態は原子力規制委員会が判断する事象，施設敷地緊急
事態は原災法第 10 条の事象，全面緊急事態は原災法第 15 条の事象（一部，原災法第
10 条の事象から移行）とされた。
４．平成 25 年 9 月 5 日，対策指針の表２の「当面の EAL」を「EAL の枠組み」に変更
し，各実用発電用原子炉の特性及び立地地域の状況に応じた EAL の設定については，
原子力規制委員会が示した EAL の枠組みに基づき原子力事業者が行うとされ，今後
の検討として，原子力事業者は表２の「EAL の枠組み」に基づき，各実用発電用原子
炉の特性及び立地地域の状況に応じた EAL の設定を検討し，その結果を防災業務計
画に反映して原子力規制委員会に届け出なければならないとされた。
なお，平成 25 年 9 月 12 日，この対策指針表２の「EAL の枠組み」に合うように，
原災法第 10 条事象及び原災法第 15 条事象が改正された。
５．平成 27 年 4 月 22 日，東京電力株式会社福島第一原子力発電所に設置されている原
子炉施設に係る原子力対策について，当該原子炉施設の状態は他の実用発電用原子炉
施設とは異なることから，対策指針に規定する原子力災害対策の基本的枠組みを基礎
としつつ，当該原子炉施設に特有の取り決めを設け，表２の「EAL の枠組み」1～5 項
目に当該原子炉施設を反映し，1～6 項目とした。
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６．平成 29 年 7 月 5 日，実用発電用原子炉の EAL について新規制基準を反映した記載
に変更，新規制基準に適合していない実用発電用原子炉について福島第一原子力発電
所 1～4 号機と同じ EAL に変更，核燃料施設等について施設ごとに緊急事態区分と
EAL を追加及び全ての原子炉施設の警戒事態について地震・津波等の自然災害に対す
る要件の見直しを行った。このため，表２の「EAL の枠組み」1～6 項目が 1～9 項目
に変更された。
なお，対策指針の改正内容に合わせ，原子力災害対策特別措置法（平成 11 年 12 月
17 日 法律第 156 号，改正平成 30 年 6 月 27 日法律第 66 号）に基づき原子力防災管理
者が通報すべき事象等に関する規則，原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業
者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令（以下，
「防災業務計画等命
令」という）及び原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説が改正
又は追加された。
７．令和 2 年 2 月 5 日，原子力事業者防災訓練において，EAL の判断基準，運用などに
ついて課題が見出されたことから，対策指針，原子力災害対策特別措置法に基づき原
子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成 24 年 9 月 14 日文部科学省・
経済産業省令第 2 号，改正令和 2 年 3 月 17 日原子力規制委員会規則第 12 号），原子
力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説（平成 29 年 7 月 5 日

原子

力規制委員会決定，令和 2 年 2 月 5 日一部改正）が改正された。
２．適用範囲
本資料は，原災法第 6 条の 2 に基づく対策指針によって規定される緊急事態分類等に基
づき，加圧水型原子炉施設（以下，
「PWR」という。）及び沸騰水型原子炉施設（以下，
「 BWR」
という。）に係る原子力事業者が，防災業務計画に設定する EAL について適用する。
(考察)
○ 原災法に対策指針の防災業務計画反映要求はないが，対策指針から EAL の設定及び
運用（防災業務計画への反映）について定めている。
・

原災法第 7 条により，地域防災計画に抵触しないよう対策指針を反映する。

・

原災法第 28 条により，指定公共機関として対策指針を反映する。

・

対策指針より，EAL の設定は，各発電用原子炉の特性及び立地地域の状況に応じ，
原子力規制委員会が示す EAL の枠組み及び EAL の運用を踏まえ原子力事業者が行
う。

・

対策指針より，EAL の運用は，EAL の設定を防災業務計画に反映し，原子力規制
委員会に届け出なければならない。また，原子力事業者は，各原子力施設の設備の状
況の変化等を踏まえ，設定した EAL の内容の見直しを行い，必要に応じ防災業務計
画に反映する。

３．定義
本資料に用いる用語の定義は，以下のとおりとする。
(1)

オフサイト：サイトの敷地境界線(サイトバウンダリ)の外側の領域
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(2)

オンサイト：サイトの敷地境界線(サイトバウンダリ)の内側の領域

(3)

脅威：原子炉を停止する，及び冷却する機能若しくは放射性物質を格納容器内に閉じ
込める機能の喪失が顕在化している，又は機能の喪失の潜在的可能性がある状
態

(4)

緊急事態区分：緊急時対応準備のため，体系的に分析し，施設の潜在的な危険性の大
きさによって識別された区分。原子力発電所は，対策指針によって警戒事態，
施設敷地緊急事態及び全面緊急事態に区分される。

(5)

緊急時：潜在する，又は顕在化した放射線危険があるプラント状態であることを示し，
これを検知した場合，オンサイト及びオフサイトにおいて，緊急の対応がなさ
れる。対策指針では，表１－１，１－２及び１－３の「原子力事業者，国，地
方公共団体が採ることを想定される措置等」に示される。

(6)

緊急時活動レベル（EAL）*1：防護措置の準備及び実施をするべく，原子力施設等の
準備状況に応じて，緊急事態の区分を決定するための判断基準をいう。観測可
能なプラントの状態等で表される。

(7)

緊急時防護措置を準備する区域（UPZ）*1：確率的影響のリスクを低減するため，EAL，
OIL に基づき，緊急防護措置を準備する区域

(8)

予防的防護措置を準備する区域（PAZ）*1：急速に進展する事故においても放射線被
ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため，EAL に応じて，即
時避難を実施する等，通常の運転及び停止中の放射性物質の放出量とは異なる
水準で放射性物質が放出される前の段階から予防的に防護措置を準備する区
域

*1

(6)は本文，(7)，(8)は対策指針を引用した。

（考察）
○

対策指針では用語の定義がなされていないものがあるため，本資料で用いる用語の定
義は，EAL 等の導入の契機となった，旧原子力安全委員会の報告書を引用する。

４． EAL の設定の考え方
4.1

EAL を設定する実質的な目的は以下のとおりとする。
(1)

緊急時の特徴的なプラントの状態を設定すること。

(2)

このプラントの状態に関する警報を，オンサイト及びオフサイトの関係者に発する
こと。

(3)

オンサイト及びオフサイトの緊急時の準備又は対応を確実に始動させること。

（考察）
○

EAL を設定する目的を直接的に記載したものはないが，事業者として適切な EAL を
設定する必要があることから，この項を明示した。

付属―3

4.2

緊急事態区分は対策指針に従い，以下の 3 クラスとする。
(1)

警戒事態：
警戒事態は，その時点では公衆への放射線による影響やそのおそれが緊急のもので

はないが，原子力施設における異常事象の発生又はそのおそれがあるため，情報収集
や，緊急時モニタリング（放射性物質若しくは放射線の異常な放出又はそのおそれが
ある場合に実施する環境放射線モニタリングをいう。以下同じ。）の準備，施設敷地緊
急事態要避難者の避難等の防護措置の準備を開始する必要がある段階である。
(2)

施設敷地緊急事態：
施設敷地緊急事態は，原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能

性のある事象が生じたため，原子力施設周辺において緊急時に備えた避難等の主な防
護措置の準備を開始する必要がある段階である。
(3)

全面緊急事態：
全面緊急事態は，原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能性が

高い事象が生じたため，重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため，及び確率的
影響のリスクを低減するため，迅速な防護措置を実施する必要がある段階である。
（考察）
○ この緊急時区分の定義は，対策指針（令和 2 年 2 月 5 日）の防護措置の考え方を引用
した。
〇

海外の緊急事態区分は，以下のとおりとなっている。日本，IAEA 及び米国の EAL の
概要比較を参考資料に示す。

a.

米国連邦規則

10CFR50.47（緊急事態区分に関する説明は，10CRF50 appendix E に

あり，各緊急事態区分は NUREG-0654 Rev.2 の用語集に記載されている。)
・

Notification of Unusually Event(NOUE)

潜在的安全性の劣化，放射性物質

の放出は考えられない。
・

Alert

NOUE がさらに深刻となった場合の体制を構築。予測放出量による被

ばくは Protective Action Guideline(PAG)のごく一部
・

Site Area Emergency

プラント機能の重大な損傷の発生又はその可能性事象

の発生，PAG を超えるのは敷地境界近傍
・

General Emergency

格納容器健全性の喪失又は喪失可能性にいたる炉心損

傷の発生
b.

国際原子力機関（以下，
「IAEA」という。）の安全要件

原子力あるいは放射線の緊

急時に対する準備と対応（GSR Part 7）（以下，「GSR Part 7」という。）の要件 7
（第 5.14 項）
(ｱ)

Alert

緊急事態準備分類Ｉ，Ⅱ又はⅢに該当する施設における，当該施設に

おける潜在的な影響を評価するため，及び緩和するための措置を講じることが
必要となる事象
(ｲ)

Facility Emergency

緊急事態準備分類Ⅰ，Ⅱ又はⅢに該当する施設におけ

る，施設及び敷地内で防護措置，その他の対応措置を講じる必要があるが，敷
地外では防護措置を講じる必要はない緊急事態
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(ｳ) Site Area Emergency

緊急事態準備分類Ｉ又はⅡに該当する施設における，

敷地内及び敷地周辺において防護措置，その他の対応措置を講じることが必要
となる緊急事態
(ｴ)

General Emergency

緊急事態準備分類Ⅰ又はⅡに該当する施設における，

敷地内及び敷地外で予防的緊急防護措置，緊急防護措置，早期防護措置，その
他の対応措置を講じることが必要となる緊急事態
(ｵ)

Other Nuclear or Radiological Emergency

緊急事態準備分類Ⅳ（原子力事

業所外運搬が該当する。）に関する，どこでも防護措置及びその他の対応措置を
講じることが必要となる緊急事態。この緊急事態クラス及び緊急時対応のレベ
ルが宣言された場合，敷地内において当該緊急事態の潜在的な影響を緩和する
ため，周辺の人々（例えば，作業者及び緊急作業者並びに公衆）を防護するた
め，並びに防護措置，その他の対応措置が必要となる場所及び人々を決定する
ために，迅速に措置を講じなければならない。
4.3

緊急事態区分に従う特徴的なプラントの状態等は，対策指針の表２の EAL の枠組みに
従い，原子力発電所の特性及び立地地域の状況に応じた解釈を加えて設定する。

（考察）
○ 対策指針の表２は，海外基準とは別に，それまでの原災法第 10 条事象及び同 15 条
事象をベースに，警戒事象を追加する形で構築された。また，この表２により原災法
関係の通報事象等規則等も改正された。
なお，あくまで EAL の枠組みであり，EAL は防災業務計画に記載したものであ
ることに留意する必要がある。
4.4

対策指針の表２の事象等を，緊急時の状態をより認識しやすくするため，以下のとおり，
5 つの EAL 区分に分類する。
(1)

放射線量，放射性物質の放出

(2)

止める機能の喪失

(3)

冷やす機能の喪失

(4)

閉じ込める機能の喪失

(5)

その他の脅威

（考察）
○ この分類は，原災法の特定事象等の考え方に従った。
なお，事業所外運搬については，対策指針の表２に適用がないことにより，EAL 区
分を設定していない。
〇

米国原子力エネルギー協会の緊急時活動レベルの設定方法(NEI99-01)（以下，
「NEI
99-01 Rev.6」という。）では，以下の認識カテゴリーを用いている。
１．A(Abnormal Radiation Levels

異常な放射線レベル)：敷地境界付近で一定

の被ばくを与える放射線レベルの異常
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２．C(Cold Shutdown Condition/ Refueling System Malfunction

冷温停止状

態)：冷態停止時／燃料取替時における設備の不具合
３．F(Fission Product Barrier

放射性物質バリアの喪失又は喪失の可能性)：燃

料被覆管，原子炉冷却材バウンダリ及び格納容器の放射性物質障壁の損傷
４．H(Hazards and Other Conditions Affecting Plant Safety

外的脅威)：プラ

ントの安全性に影響を及ぼすハザード及び他の状態
５．S(System Malfunction

重要システム異常)：放射性物質障壁の損傷を引き起

こす，停止系，冷却系，崩壊熱除去系，及びこれらのサポート系のシステム不
具合
〇

IAEA の安全指針

原子力又は放射線緊急時の準備と対応に関する基準(GSG-2）
（以

下，「GSG-2」という。）では，EAL に対して特にカテゴリーを設けていない。
4.5

緊急時の特徴的なプラント状態等は，観測可能な基準と施設の状態に基づき区分する
ものとし，緊急事態区分ごとに，以下の EAL 呼称とする。
・

警戒事態該当事象（EAL 呼称：AL）警戒事態に該当する事象

・

特定事象－施設敷地緊急事態該当事象（EAL 呼称：SE）施設敷地緊急事態に該
当する事象

・

特定事象－全面緊急事態該当事象（EAL 呼称：GE）全面緊急事態に該当する事象

(考察)
○ 基本的な考え方は，
「事象」は防災業務計画に基づき原子力事業者が判断し，
「事態」
は，対策指針又は地域防災計画に基づき，国又は自治体が判断するという区分とし
ている。これは，対策指針に「警戒事態に該当する事象の発生について（中略）報告
する」とされていること，及び施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の EAL 項目は，
通報事象等規則により「特定事象」とされていることによる。
○ EAL 呼称はそれぞれ，AL：Alert，SE：Site Area Emergency，GE：General
Emergency を表している。
５．標準 EAL マトリックス表の作成
5.1

EAL 区分と EAL 呼称をあわせ，EAL 区分ごとに，2 桁の数字で EAL 番号を設定する。
なお事業所外運搬は EAL ではないが，通報等は原災法によって区分ができないため
固有の記号，番号を付す。
SE01～SE06，GE01～GE06

(1)

放射線量，放射性物質の放出

(2)

止める機能の喪失

AL11，GE11

(3)

冷やす機能の喪失

AL21～AL25，AL29～AL31
SE21～SE25，SE27，SE29～SE31
GE21～GE25，GE27～GE31
AL42，SE41～SE42，GE41～GE42

(4)

閉じ込める機能の喪失

(5)

その他の脅威

AL51～AL53，AL55，SE51～SE53，SE55，GE51，GE55

(6)

事業所外運搬

XSE61,62，XGE61,62
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（考察）
○ 「放射線量，放射性物質の放出」は，対策指針の EAL 枠組みでは 1 つの EAL に設
定されているが，原災法に基づきさらに細分化した方が，EAL として認識しやすい
ため，敷地境界付近線量率，通常放出経路での気体放射性物質の放出，通常放出経路
での液体放射性物質の放出，火災爆発等による放射線の放出，火災爆発等による放
射性物質の放出，施設内臨界事故に区分する。
なお，施設内臨界事故は，原災法施行令によると「核燃料物質が臨界状態にあるこ
と」とあり，直接的には放射線又は放射性物質の放出を意味しないが，現実的には，
なにがしか測定をして判断できる可能性が高いため，この EAL 区分とする。
〇

EAL 番号は EAL 区分ごとに設定しているため，PWR，BWR，FBR，廃止措置中
プラント及び新規制基準対応外プラントごとに分けた表では，連番とならない。

5.2

EAL 番号を組み合わせた標準 EAL マトリックス表を別表１に示す。
なお，この表は，地域防災計画がカバーする範囲を考慮し，高速増殖炉（FBR），及び
廃止措置中のプラントも含んでいる。

（考察）
○ 対策指針により事業者は EAL により通報を行うことを求められているが，何が起き
たかを簡潔明瞭に通報連絡先へ伝えるため，EAL 番号とその事象の略称を用いるこ
とが適当と考えられる。
よって，このマトリックス表は通報先である国，自治体，関係機関を含めて共有すべ
きものである。
○ 対策指針に「緊急事態区分に応じた防護措置の提案を行うことが望ましい。」とある
が，この提案は EAL 番号によるものと解することができる。
○ EAL 呼称「放射線量，放射性物質の放出」は，EAL 区分の「AL」を含んでいない。
これは対策指針の中で基準として設定されていないためである。
○ 対策指針では，これらに相当する警戒事態として，原子力規制委員長又は委員長代
理が判断した場合として，次の事象等を定めているが，これは事業者が判断する EAL
ではないため，標準マトリックス表には記載していない。
・

当該原子力事業所所在市町村において，震度 6 弱以上の地震が発生した場合

・

当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において，大津波警報が
発表された場合

・

オンサイト統括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生
した場合

・

当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が
発生した場合（竜巻，洪水，台風，火山等）

○ 米国原子力エネルギー協会の NEI 99-01 Rev.6 には次のような記載がある。
・ HA6(Alert)：緊急時指揮者の判断に基づき，警戒事態を宣言する必要のある他
の条件が存在する。
・ HS6(Site Area Emergency)：緊急時指揮者の判断に基づき，サイト領域緊急
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事態を宣言する必要のある他の条件が存在する。
・ HG6(General Emergency)：緊急時指揮者の判断に基づき，全面緊急事態を宣
言する必要のある他の条件が存在する。
６．防災業務計画の EAL
6.1

防災業務計画に記載する EAL は，標準的には EAL 番号，対策指針の表２の項目及び
原子力発電所の特性及び立地地域の状況に応じた解釈とし，地域防災計画との整合の観
点から，これらを適切に組み合わせる。

（考察）
○ 防災業務計画は，2 項で考察したとおり，地域防災計画に抵触しないことが要件のた
め，EAL を防災業務計画にどう記載するかについては，地域防災計画との整合とい
う観点から検討されるべきものと考えられる。
なお，その検討の妥当性は，原災法第 7 条第 2 項による防災業務計画の案の関係自
治体との協議で確認される。
6.2

EAL 設定の基本は以下のとおりとし，BWR の標準的な EAL を別表２，PWR の標準
的な EAL を別表３に示す。
・ 対策指針で述べられた緊急事態区分及び EAL の段階並びに EAL の枠組みを，原子
力施設の観測可能な指標等に基づき具体化する。
・ 警戒事態の定義にある原子力施設の異常事象の発生又はそのおそれに係る原子力施
設の指標等については，災害防止上支障の無いものとして認可を受けた原子炉施設保
安規定で設定される指標（LCO 逸脱等）を明らかに超えた事象に設定する。
・ 適用するプラント運転状態を原子炉施設保安規定で規定する運転状態又は運転モー
ドで設定する。
・

作業等で計画的に該当事象へ移行する場合は，EAL の適用とならないよう設定す

る。
（考察）
○

EAL を運転状態又は運転モードで設定することは，米国原子力エネルギー協会の
NEI 99-01 Rev.6 と同じ考え方である。

○

原子炉施設保安規定の枠内であれば緊急時と判断できないが，このことについて，
米国原子力エネルギー協会の NEI 99-01 Rev.6 では例えば，原子炉冷却材漏えいに
関する Alert が，T-Spec.の 200 倍(AA1)等に設定されるなど，これらは認識カテゴ
リー間で一貫性が保たれているが，対策指針の緊急事態区分はこういった概念がな
い。このため，警戒事象は原子炉施設保安規定で設定される指標を明らかに超えた
ものに設定するとした。

○

運転状態又は運転モードで設定すること，及び計画的な移行については，原子力災
害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説に以下の記載がある。
（緊急事態区分を判断する基準の解説における共通事項）
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・ 運転中と停止中の考え方
「原子炉の運転中」及び「原子炉の停止中」の詳細については，保安規定に従
い，原子力事業者が原子炉の運転の状態（モード）に応じて設定をするものとす
る。
・ 計画された機能喪失
保安規定に沿ってあらかじめ計画された機能の喪失については，緊急事態を判
断する基準の対象外とする。
6.3

EAL の設定にあわせ，AL53 に係る重要区域及び SE53 に係る安全機器等の位置及び名
称の一覧を次の基準で設定し，防災業務計画に記載する。具体的な重要区域及び重要施
設に関する一覧の BWR の例を別表４，PWR の例を別表５に示す。
・ 旧原子力安全委員会が示した発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関
する審査指針で分類される安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，PS-1 又は
MS-1 に区分されるもので，かつ，緊急事態事象で動作又は使用が予定される構築物，
系統及び機器

（考察）
○ この項は，防災業務計画等命令第 2 条第 2 項第 8 号に基づく，重要区域〔安全上重
要な構築物，系統又は機器（以下，
「安全機器等」という。）を設置する区域をいう。〕
の位置及び安全機器等の一覧を作成することにある。
○ 同命令では安全機器等は定義されていないが，旧原子力安全委員会が示した発電用
軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針に具体的な機能が示さ
れている。
○ 緊急事態事象では，異常の発生を防止する機能（PS）及び異常の影響緩和の機能(MS)
が損なわれ炉心の著しい損傷，並びに敷地周辺公衆への過度の放射線影響を引き起
こす可能性がある。これら防止又は緩和させる機能を持つ機器等が火災又は溢水に
より，使用不能となった場合に備えて緊急事態区分を設定する。
6.4

米国原子力エネルギー協会の NEI 99-01 Rev.6 の認識カテゴリーF（放射性物質バリア
の喪失）の障壁喪失又は喪失可能性を参考に，以下の障壁喪失又は喪失可能性に関して
AL42，SE42 及び GE42 を設定する。
・

燃料被覆管障壁

・

原子炉冷却材系統障壁

・

原子炉格納容器障壁

○

米国基準の認識カテゴリーＦは，3 種類のバリアの喪失か喪失可能性で組み合わさ
れており，以下の緊急時分類となっている。
なお，米国基準は，短時間でバリアが喪失したと断言できない場合もあるため，喪
失可能性で判断することを求めている。
・ Notification of Unusually Event：原子炉格納容器バリアの喪失又は喪失可能
性
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・ Alert：燃料被覆管バリア又は原子炉冷却材系統バリアの喪失又は喪失可能性
・

Site Area Emergency：いずれか 2 つのバリアの喪失又は喪失可能性

・

General Emergency：2 つのバリアの喪失と 3 つめのバリアの喪失又は喪失
可能性

○

実際の設定にあたっては，米国認識カテゴリーF から，この手順により設定する他
の EAL に該当していないプラント状態を選定するのが望ましい。

6.5

防災業務計画の EAL は，観測可能な基準と施設の状態に基づき設定（第 4.5 項参照）
するものであるため，原子力事業者は数値的な基準等について，その根拠を保有してお
く必要がある。標準的な根拠を別表２及び別表３に示す。

（考察）
○

防護措置要請は，EAL の事象確認後，通報又は報告する様式に記載し，速やかに行
う必要がある（原災法第 10 条通報では「直ちに」とされる。）が，その行動は大き
な心理的負担を伴うものである。このため，EAL の設定にあたっては，その事象確
認がユニットで発生した脅威に照らして正当であり，躊躇なく行動に移れるよう，根
拠となる資料において十分な説明をしなければならない。
このため別表２及び別表３に例示したように，個別のしきい値等について，EAL 設
定根拠集（EAL ベーシス）を作成しておく必要がある。

○

米国原子力エネルギー協会の NEI 99-01 Rev.6 では， EAL ごとに，その設定基準
として根拠が示されており，EAL の修正等が容易なものとなっている。

別表１

標準 EAL マトリックス表

別表２

標準的な EAL：BWR

別表３

標準的な EAL：PWR

別表４

重要区域及び重要施設に関する一覧：BWR

別表５

重要区域及び重要施設に関する一覧：PWR

（参考資料）

日本，IAEA 及び米国の緊急時活動レベルの概要
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標準 EAL マトリックス表

別表１

※１：廃止措置計画認可プラント（新規制基準適合プラントから廃止措置計画に移行するプラント）
※２：冷却告示プラント，全燃料取出しプラント
旧基準：新規制基準対応外プラント

警戒事態該当事象

EAL
区分

区分

01

BWR
PWR
FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準

EAL
No.

指針
番号

EAL 略称

EAL
No.

－

－

－

SE
01

－

－

－

SE
02

BWR
PWR
02

放
射
線
量
・
放
射
性
物
質
放
出

03

04

05

06

止
め
る

11

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準

－

－

－

－

－

－

－

－

1-①
2-①
AL
11

－

－

－

－

－

SE
03

SE
04

SE
05

SE
06

特定事象
施設敷地緊急事態該当事象
政令
指針
EAL
EAL 略称
規則
番号
No.
1-⑭
2-⑬
3-⑫ 敷地境界付 GE
令 4-4-1
近の放射線
01
7-⑦ 量の上昇
9-①
5-②
1-⑭
2-⑬ 通常放出経
3-⑫ 路での気体 GE
令 4-4-2
則 5-1-1～3
02
7-⑦ 放射性物質
の放出
9-①

令 4-4-2
則 5-1-1～3

令 4-4-3 ｲ

令 4-4-3 ﾛ

則 7-2

全面緊急事態該当事象
政令
指針
EAL 略称
規則
番号
1-⑬
2-⑫
3-⑪ 敷地境界付
令 6-3-1
近の放射線
7-⑤ 量の上昇
9-①
5-②
1-⑬
2-⑫ 通常放出経
3-⑪ 路での気体
令 6-4-1
則 12
7-⑤ 放射性物質
9-① の放出

5-②

5-②

1-⑭
2-⑬
3-⑫

1-⑬
2-⑫
3-⑪

7-⑦
9-①
5-②

1-⑭
2-⑬
3-⑫
7-⑦
9-①
5-②

1-⑭
2-⑬
3-⑫
7-⑦
9-①
5-②

1-⑮
2-⑭
3-⑬
7-⑧
9-②
5-③

通常放出経
路での液体
放射性物質
の放出

火災爆発等
による管理
区域外での
放射線の放
出

火災爆発等
による管理
区域外での
放射性物質
の放出

施設内(原
子炉外)臨
界事故のお
それ

GE
03

GE
04

GE
05

GE
06

令 6-4-1
則 12

令 6-3-2

令 6-4-2

－

－
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－

GE
11

7-⑤
9-①
5-②

1-⑬
2-⑫
3-⑪
7-⑤
9-①
5-②

則 14--ハ(1)

－

－

令 6-4-3

則 14--ロ(1)

－

1-⑬
2-⑫
3-⑪

1-⑭
2-⑬
3-⑫
7-⑥
9-②
5-③
1-①
2-①
3-①

則 14--イ(1)

原子炉停
止機能の
異常又は
異常のお
それ

7-⑤
9-①
5-②

通常放出経
路での液体
放射性物質
の放出

火災爆発等
による管理
区域外での
放射線の異
常放出

火災爆発等
による管理
区域外での
放射性物質
の異常放出

施設内(原
子炉外)で
の臨界事故

全ての原子
炉停止操作
の失敗

警戒事態該当事象

EAL
区分

区分

EAL
No.

1-②
2-②

BWR
PWR
21

22

FBR
※１

廃止
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準

AL
21

PWR

FBR

AL
22

25

27

28

FBR
※１

廃止
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
※１

廃止
廃止※２
旧基準

－

原子炉冷
却材の漏
えい

SE
21

原子炉給
水機能の
喪失

原子炉除
熱機能の
一部喪失

AL
23

SE
22

SE
23

－

－

則 7--1 イ(3)

1-③

－

－

則 7--1 ハ(2)

3-②

－
－

原子炉注水
機能喪失の
おそれ

GE
22

全面緊急事態該当事象
政令
指針
EAL 略称
規則
番号
則 14--イ(2) 1-②
原子炉冷却
則 14--ロ(2) 2-② 材漏えい時
における非
常用炉心冷
－
－
却装置によ
る注水不能
則 14--イ(3)

1-③

－

－

則 14--イ(5)

1-⑤

－

－

則 14--ハ(2)

3-②

－

－

－

－
2-②

－
則 14--ロ(3)

－
2-③

－

－

則 14--イ(6)

則 14--チ(1)

1-⑥
2-⑤
3-④
7-①

－

－

則 14--イ(7)

則 14--チ(2)

1-⑦
2-⑥
3-⑤
7-②

－

－

則 14--イ(8)
則 14--ハ(6)

1-⑧
2-⑦
3-⑥

－

－

残留熱除去
機能の喪失

GE
23

－

廃止
廃止※２
旧基準
BWR
PWR
24

EAL
No.

1-④

※１

冷
や
す

－

EAL 略称

1-③

BWR

23

指針
番号

特定事象
施設敷地緊急事態該当事象
政令
指針
EAL
EAL 略称
規則
番号
No.
則 7--1 イ(1)
1-① 原子炉冷却
則 7--1 ロ(1)
2-① 材漏えい時
則 7--1 ハ(1)
3-① における非 GE
常用炉心冷
21
却装置作動
－
－
による一部
注水不能
則 7--1 イ(2)
1-②

－
2-③
AL
24

AL
25

－
1-⑤
2-④
3-①
7-①
－

蒸気発生
器給水機
能喪失の
おそれ

非常用交
流高圧母
線喪失又
は喪失の
おそれ

則 7--1 ロ(2)

SE
24

－

－

則 7--1 イ(4)

則 7--1 チ(1)

1-④
2-③
3-③
7-①

－

－

則 7--1 イ(5)

則 7--1 チ(2)

1-⑤
2-④
3-④
7-②

－

－

則 7--1 ロ(3)

SE
25

則 7--1 ハ(3)

則 7--1 ロ(4)

－

－

－

SE
27

則 7--1 ハ(4)

蒸気発生器
給水機能の
喪失

非常用交流
高圧母線の
３０分間以
上喪失

GE
24

則 14--ロ(5)

GE
25

則 14--ハ(4)

則 14--ロ(6)

直流電源の
部分喪失

GE
27

則 14--ハ(5)

則 14--ロ(7)

－

－

－

－

－

－

付属―12

－

GE
28

原子炉注水
機能の喪失

残留熱除去
機能喪失後
の圧力制御
機能喪失
－
全ての冷却
機能の喪失
－
蒸気発生器
給水機能喪
失後の非常
用炉心冷却
装置注水不
能

非常用交流
高圧母線の
１時間以上
喪失

全直流電源
の５分間以
上喪失

炉心損傷の
検出

警戒事態該当事象

EAL
区分

区分

EAL
No.

1-⑥
2-⑤

BWR
PWR
29

冷
や
す

30

31

41

閉
じ
込
め
る

42

43

そ
の
他
脅
威

51

FBR
※１

廃止
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
※１

廃止
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準

指針
番号

AL
29

AL
30

－
1-⑦
2-⑥
3-②
7-②
－

AL
31

－

EAL 略称

EAL
No.

停止中の
原子炉冷
却機能の
一部喪失

SE
29

AL
42

－

1-⑪
2-⑩
3-⑥
－

則 7--1 チ(3)

1-⑦
2-⑥
3-⑥
7-③

－

－

則 7--1 イ(7)

使用済燃
料貯蔵槽
の冷却機
能喪失の
おそれ

使用済燃
料貯蔵槽
の冷却機
能喪失の
おそれ

則 7--1 ロ(6)

SE
30

SE
31

5-①

－

特定事象
施設敷地緊急事態該当事象
政令
指針
EAL
EAL 略称
規則
番号
No.
則 7--1 イ(6)
1-⑥
則 7--1 ロ(5)
2-⑤
則 7--1 ハ(5)
3-⑤ 停止中の原 GE
子炉冷却機
29
能の喪失
－
－

－

単一障壁
の喪失又
は喪失の
おそれ

SE
41

則 7--１ハ(6)

－

－

AL
51

－

1-⑧
2-⑦
3-③
7-③
－

－

原子炉制
御室他の
機能喪失
のおそれ

－

－

使用済燃料
貯蔵槽の冷
却機能喪失

則 14--ロ(9)

GE
30

則 14--ハ(8)

則 7--1 ヘ(1)

則 14--ヘ(1)

則 7--1 イ(11)

則 14--イ(4)
則 14--ハ(3)

5-①
1-④
2-④
3-③

－

－

5-①
1-⑪
則 7--1 ロ(10) 2-⑩
則 7--１ハ(10) 3-⑩
－

－

則 7--1 イ(13)
則 7--1 ハ(11)

1-⑬
2-⑫
3-⑪

－

－

則 7--1 イ(12)

1-⑫
2-⑪

－

－

則 7--1 イ(8)

則 7--1 チ(4)

1-⑧
2-⑦
3-⑦
7-④

－

－

則 7--1 ロ(7)

SE
51

使用済燃料
貯蔵槽の冷
却機能喪失

－

則 7--1 ロ(11)

SE
43

則 14--チ(3)

1-⑩
2-⑨
3-⑧
7-③

則 14--イ(10)

－

則 7--1 ロ(12)

SE
42

－

全面緊急事態該当事象
政令
指針
EAL 略称
規則
番号
則 14--イ(9) 1-⑨
則 14--ロ(8) 2-⑧ 停止中の原
則 14--ハ(7) 3-⑦ 子炉冷却機
能の完全喪
失
－
－

則 7--1 ハ(7)
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格納容器健
全性喪失の
おそれ

GE
31

則 14--ロ(4)

GE
41

1-⑫
2-⑪
則 14--ハ(10) 3-⑩

使用済燃料
貯蔵槽の冷
却機能喪
失・放射線
放出

使用済燃料
貯蔵槽の冷
却機能喪
失・放射線
放出

格納容器圧
力の異常上
昇

則 14--イ(12)

２つの障壁
の喪失又は
喪失のおそ
れ

GE
42

原子炉格納
容器圧力逃
がし装置の
使用

－

原子炉制御
室他の一部
の機能喪
失・警報喪
失

－

－

２つの障壁
喪失及び１
つの障壁の
喪失又は喪
失のおそれ

－

－

－

則 14--イ(11)

則 14--チ(4)

1-⑪
2-⑩
3-⑨
7-④

－

－

則 14--ロ(11)

則 14--ロ(10)

GE
51

則 14--ハ(9)

原子炉制御
室他の機能
喪失・警報
喪失

警戒事態該当事象

EAL
区分

区分

EAL
No.

指針
番号

AL
52

1-⑨
2-⑧
3-④
7-④

BWR
PWR
52

そ
の
他
脅
威

53

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

FBR
廃止※１
廃止※２
旧基準
BWR
PWR

－

AL
53

－

FBR
55

廃止※１
廃止※２

AL
55

－

－

1-⑰
2-⑮
3-⑪
7-⑪
9-⑤
5-⑥

旧基準

事
61
業（
所参
外考
運）
搬
62

1-⑩
2-⑨
3-⑤
7-⑤

－

－

－

－

EAL 略称

EAL
No.

所内外通
信連絡機
能の一部
喪失

SE
52

重要区域
で の 火
災・溢水
による安
全機能の
一部喪失
のおそれ

特定事象
施設敷地緊急事態該当事象
政令
指針
EAL
EAL 略称
規則
番号
No.
則 7--1 イ(9)
1-⑨
則 7--１ロ(8) 2-⑧
則 7--1 ハ(8)
3-⑧ 所内外通信
連絡機能の －
則 7--1 チ(5)
7-⑤ 全ての喪失
－

－

則 7--1 イ(10)

則 7--1 チ(6)

1-⑩
2-⑨
3-⑨
7-⑥

－

－

則 7--1 イ(14)

則 7--1 ヌ

1-⑮
2-⑭
3-⑬
7-⑧
9-②

則 7--1 ヘ(2)

5-③

則 7--1 ロ(9)

SE
53

則 7--1 ハ(9)

（原子力
規制委員
会委員長
又は委員
長代理が
警戒本部
の設置を
判断した
場合）

SE
55

－

XSE
61

令 4-4-4

－

XSE
62

令 4-4-5
事業所外運搬
通報基準等省
令第 3 条

則 7--1 ロ(13)
則 7--1 ハ(12)
則 7--1 チ(7)

－

－
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火災・溢水
による安全
機能の一部
喪失

－

全面緊急事態該当事象
政令
指針
EAL 略称
規則
番号

－

－

－

－

－

－

1-⑭
則 14--ロ(12) 2-⑬
則 14--ハ(11) 3-⑫
則 14--チ(5) 7-⑥
則 14--ヌ
9-②
則 14--イ(13)

防護措置の
準備及び一
部実施が必
要な事象発
生

GE
55

則 14--ヘ(2)

事業所外運
搬での放射
線量率の上
昇
事業所外運
搬での放射
性物質漏え
い

住民の避難
を開始する
必要がある
事象発生

5-③

XGE
61

令 6-3-3

－

XGE
62

令 6-4-4
事業所外運
搬通報基準
等省令第 4 条

－

事業所外運
搬での放射
線量率の異
常上昇
事業所外運
搬での放射
性物質の異
常漏えい

別表２ 標準的な EAL：BWR
（１／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

解釈

根拠

参考

SE01
BWR
敷地境界付近の放射線量の上昇
(1)放射線測定設備について，単位時間（2 分以内のものに限る。
）ごとのガンマ線の放
射線量を測定し 1 時間あたりの数値に換算して得た数値が 5μSv/h 以上の放射線量
を検出すること。
(2)放射線測定設備のすべてについて 5μSv/h を下回っている場合において，当該放射
線測定設備の数値が 1μSv/h 以上であるときは，当該放射線測定設備における放射
線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において，中性子線が検出されないこと
が明らかになるまでの間，中性子線測定用可搬式測定器により測定した中性子の放
射線量とを合計して得た数値が，5μSv/h 以上のものとなっているとき。
ただし，(1)又は(2)において，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該数値は検
出されなかったこととする。
(a)排気筒及び指定エリアモニタに示す測定設備により検出された数値に異常が認め
られないものとして，原子力規制委員会に報告した場合
(b)当該数値が落雷の時に検出された場合
・ここでいう「放射線測定設備」とは，原子力事業者防災業務計画別図により配置され
た放射線測定設備をいう。
・(1)項の「単位時間（2 分以内に限る。
）
」を放射線測定設備のデジタル値で確認する場
合は，そのデジタル値の間隔（2 分以内）を指定できるものとする。
・(a)項の「検出された数値に異常が認められない」とは，放射線測定設備において，5
μSv/h 以上の放射線量を検出したときに速やかに原子力防災資機材の排気筒モニタ
及び指定エリアモニタの警報が動作していないか，又は指示値が有意に変化してい
ないことを確認した場合とする。
・(a)項の「原子力規制委員会へ報告した場合」とは，これらモニタ等に異常がないこ
とを確認した場合において，以下の事項について，原子力規制委員会へ電話で連絡し
た場合をいう。
a. プラントが SE，GE の状態ではないこと。
b. 通報事象等規則第 3 条の 2 により，報告するものであること。
c. 放射線測定設備の指示上昇の原因はプラント由来のものではないこと。
d. 特定事象の通報は実施しないこと。
・
「5μSv/h」については，旧原災法導入の際に“原子力安全委員会（当時）が定めてき
た防災のための指針では，地方公共団体が独自に防護対策準備を開始する目安とし
て「周辺モニタリングポスト等で実測されたγ線 10μGy/h」を提案しており通報レ
ベルとしては，その前段階に設定することが適当であること”を考慮したものとなっ
ており，今回の EAL でも引き継がれている。
・単位時間の「2 分以内」については我が国の放射線測定設備の基本測定単位が通常 2
分単位で行われていることを踏まえて設定される。
・測定対象については，軽水炉の事故時に放出される放射性物質は核分裂生成物であ
ることからγ線放出核種であり，被ばくの観点からはγ線を測定する。一方で臨界事
故等の中性子が放出される事象が考えられる場合は中性子線量とγ線量を合わせて
5μSv/h の判定をすることで万全を期している。
・検出方法については原災法第 11 条第 1 項及び通報事象等規則第 8 条に記載されてい
る。
NEI99-01Rev6 では，AS1〔フィールドサーベイ結果が 60 分以上，閉窓で 100mR/h
（1mGy/h）を超える。
〕がある。
GSG-2 では，Site Area Emergency に「周辺線量率が 0.1mSv/h を超えている又は
避難に関する OIL の 1/10 を超えている場合。
」などがある。

付属―15

EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準と
して政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外
運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説

規則等条文

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の放射線量の検出に係る通報基
準のうち，原子力事業所の区域の境界付近において定める基準については，『バック
グラウンドの毎時の放射線量（3か月平均）＋毎時5マイクロシーベルト』とする。
例）4 月 22 日時点のバックグラウンドの毎時の放射線量（3 か月平均）＝1 月 22 日
から 4 月 21 日までの放射線量の検出値の総和／1 月 22 日から 4 月 21 日までの検出
値の総件数
令第 4 条第 4 項第 1 号
第一項に規定する基準以上の放射線量が第二項又は前項の定めるところにより検出
されたこと。

付属―16

（２／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

解釈

根拠

参考

GE01
BWR
敷地境界付近の放射線量の上昇
(1)放射線測定設備について，単位時間（2 分以内のものに限る。
）ごとのガンマ線の放
射線量を測定し 1 時間あたりの数値に換算して得た数値が 5μSv/h 以上の放射線量
（2 地点以上において検出された場合又は 10 分以上継続して検出された場合に限
る。
）を検出すること。
(2)放射線測定設備のすべてについて 5μSv/h を下回っている場合において，当該放射
線測定設備の数値が 1μSv/h 以上であるときは，当該放射線測定設備における放射
線量と原子炉の運転等のための施設の周辺において，中性子線が検出されないこと
が明らかになるまでの間，中性子線測定用可搬式測定器により測定した中性子の放
射線量とを合計して得た数値が，5μSv/h 以上（2 地点以上において検出された場合
又は 10 分以上継続して検出された場合に限る。
）のものとなっているとき。
ただし，(1)又は(2)において，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該数値は
検出されなかったこととする。
(a)排気筒及び指定エリアモニタに示す測定設備により検出された数値に異常が認め
られないものとして，原子力規制委員会に報告した場合
(b)当該数値が落雷の時に検出された場合
・ここでいう「放射線測定設備」とは，原子力事業者防災業務計画別図により配置され
た放射線測定設備をいう。
・(1)項の「単位時間（2 分以内に限る。
）
」を放射線測定設備のデジタル値で確認する場
合は，そのデジタル値の間隔（2 分以内）を指定できるものとする。
・(a)項の「検出された数値に異常が認められない」とは，放射線測定設備において，5
μSv/h 以上の放射線量を検出したときに速やかに原子力防災資機材の排気筒モニタ
及び指定エリアモニタの警報が動作していないか，又は指示値が有意に変化してい
ないことを確認した場合とする。
・(a)項の「原子力規制委員会へ報告した場合」とは，これらモニタ等に異常がないこ
とを確認した場合において，以下の事項について，原子力規制委員会へ電話で連絡し
た場合をいう。
a. プラントが SE，GE の状態ではないこと。
b. 通報事象等規則第 3 条の 2 により，報告するものであること。
c. 放射線測定設備の指示上昇の原因はプラント由来のものではないこと。
d. 特定事象の通報は実施しないこと。
・
「5μSv/h」については，旧原災法導入の際に“原子力安全委員会（当時）が定めてき
た防災のための指針では，地方公共団体が独自に防護対策準備を開始する目安とし
て「周辺モニタリングポスト等で実測されたγ線 10μGy/h」を提案しており通報レ
ベルとしては，その前段階に設定することが適当であること”を考慮したものとなっ
ており，今回の EAL でも引き継がれている。
・単位時間の「2 分以内」については我が国の放射線測定設備の基本測定単位が通常 2
分単位で行われていることを踏まえて設定される。
・測定対象については，軽水炉の事故時に放出される放射性物質は核分裂生成物であ
ることからγ線放出核種であり，被ばくの観点からはγ線を測定する。一方で臨界事
故等の中性子が放出される事象が考えられる場合は中性子線量とγ線量を合わせて
5μSv/h の判定をすることで万全を期している。
・検出方法については原災法第 11 条第 1 項及び通報事象等規則第 8 条に記載されてい
る。
NEI99-01Rev6 では，AS1〔フィールドサーベイ結果が 60 分以上，閉窓で 100mR/h
（1mGy/h）を超える。
〕がある。
GSG-2 では，General Emergency に「周辺線量率が 1mSv/h を超えている又は避難
に関する OIL を超えている場合」などがある。

付属―17

EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判
断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合
（事業所外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の放射線量の検出に係る通報基
準のうち，原子力事業所の区域の境界付近において定める基準については，『バック
グラウンドの毎時の放射線量（3か月平均）＋毎時5マイクロシーベルト』とする。
例）4 月 22 日時点のバックグラウンドの毎時の放射線量（3 か月平均）＝1 月 22 日
から 4 月 21 日までの放射線量の検出値の総和／1 月 22 日から 4 月 21 日までの検出
値の総件数
規則等条文
令第 6 条第 3 項第 1 号
第四条第四項第一号に規定する検出された放射線量又は第一項の放射線測定設備及
び前項の測定方法により検出された放射線量（これらの放射線量のいずれかが，二地点
以上において又は十分間以上継続して検出された場合に限る。
）一時間当たり五マイク
ロシーベルト

付属―18

（３／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE02
BWR
通常放出経路での気体放射性物質の放出
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これらに類
する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放
射能水準が 5μSv/h に相当する以上の気体放射性物質が検出されたこと。
（10 分間以
上継続）
解釈
・
「排気筒その他これらに類する場所」とは，原子力防災資機材の排気筒モニタリング
設備及びその他の固定式測定設備の設置してある場所とする。
・この計測器での放射性物質の検出は，通報事象等規則第 5 条による。
・
「10 分間以上検出」について，デジタル値で確認する場合においては，10 分間以上
そのデジタル値が連続した場合とすることができる。
根拠
・排気については，放出濃度（Bq/cm3）をリアルタイムで測定している放射性物質に
ついては，排出場所（排気筒）の拡散を見越した係数及び通常時の変動を考慮した値
が，10 分間以上継続して検出されたこととする。この値は，最大となる地点で 5μ
Sv/h が 10 分間継続することになる。
（おおよそ 1mSv を 50 倍し，365 日 24 時間で
割ると 5μSv/h となる。
）
・排出場所（排気筒）の拡散を見越した係数は「発電用原子炉施設の安全解析に関する
気象指針」
（昭和 57 年原子力委員会決定，平成元年 3 月，平成 6 年 4 月，一部改定）
のⅥ「想定事故時の大気拡散の解析方法」等に基づき，排気筒高さと敷地境界までの
距離による変動係数を算定している。
・通常時の変動を考慮した値については，年間 1mSv の管理は，原子炉等規制法上は
3 ヶ月平均の値で行っているため，放射性物質の濃度については通常時の変動も考慮
して 50 倍の幅を持たせることとする。なお，この 50 倍の意味としては，放射線業
務従事者に適用されるレベルである。また，通報は迅速性を確保する観点から 10 分
間の検出で行うことし，仮に濃度が 10 時間継続しても，最大地点で 50μSv となる
レベルである。
参考
NEI99-01Rev6 では，AS1（どれかの放射線モニタで 15 分以上サイト固有値を越え
る。
）がある。
GSG-2 では，Site Area Emergency に「排水モニタ値が 15 分以上，4 時間オフサイ
ト線量評価値が緊急防護措置介入レベルの 0.1 倍を超える可能性がある値を示してい
る場合」などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準と
して政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外
運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 4 条第 4 項第 2 号
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒，排水口その他こ
れらに類する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけ
るその放射能水準が第一項に規定する放射線量に相当するものとして原子力規制委員
会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより
検出されたこと。

付属―19

（４／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

GE02
BWR
通常放出経路での気体放射性物質の放出
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これに類す
る場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射
能水準が 5μSv/h に相当する以上の気体放射性物質が検出されたこと。
（10 分間以上
継続）
解釈
・この EAL を検出した場合は，SE02 と放射線量の基準が同一であるため，SE02 及
び GE02 を検出したとして，SE02 の例により通報を行う。
根拠
・線量の「5μSv/h」については，
“当該見直しは，東京電力株式会社福島第一原子力発
電所事故の経験を踏まえ，適切な段階において防護措置等が行えるように，原子力緊
急事態宣言の判断基準を改めるものです。
”との位置づけで設定されている。
・検出方法については通報事象等規則第 5 条に記載
参考
NEI99-01Rev6 では，AG1（どれかの放射線モニタで 15 分以上サイト固有値を越え
る。
）がある。
GSG-2 では，General Emergency に「排水モニタ値が 15 分以上，1 時間オフサイ
ト線量評価値が緊急防護措置介入レベルを超える可能性がある値を示している場合」
などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判
断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合
（事業所外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 6 条第 4 項第 1 号
第四条第四項第二号に規定する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近
に達した場合におけるその放射能水準が前項第一号に定める放射線量に相当するもの
として原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則
で定めるところにより検出されたこと。
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（５／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE03
BWR
通常放出経路での液体放射性物質の放出
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これらに類
する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放
射能水準が 5μSv/h に相当する以上の液体放射性物質が検出されたこと。
（10 分間以
上継続）
解釈
・
「排水口その他これらに類する場所」とは，原子力防災資機材の固定式測定設備を設
置している場所とする。
・この計測器での検出は，通報事象等規則第 5 条による。
・
「10 分間以上検出」について，デジタル値で確認する場合においては，10 分間以上
そのデジタル値が連続した場合とすることができる。
根拠
・排水については，周辺監視区域外で放出されているものであり，通常時の変動のみを
考慮した値を検出したこととし，放出の継続時間は 10 分間以上とする。この値は，
敷地外で 5μSv/h が 10 分間継続することに該当する。
・計測器における設定点の考え方については参考資料 1 が参照できる。
・検出方法については通報事象等規則第 5 条に記載されている。
参考
参考資料 1 原子力災害対策特別措置法解説 原子力防災法令研究会編 179 ペー
ジから 189 ページ
NEI99-01Rev6 では，AS1（どれかの放射線モニタで 15 分以上サイト固有値を越え
る。
）がある。
GSG-2 では，Site Area Emergency に「排水モニタ値が 15 分以上，4 時間オフサイ
ト線量評価値が緊急防護措置介入レベルの 0.1 倍を超える可能性がある値を示してい
る場合」などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準と
して政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外
運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 4 条第 4 項第 2 号
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒，排水口その他こ
れらに類する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけ
るその放射能水準が第一項に規定する放射線量に相当するものとして原子力規制委員
会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより
検出されたこと。
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（６／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

GE03
BWR
通常放出経路での液体放射性物質の放出
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これに類す
る場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射
能水準が 5μSv/h に相当する以上の液体放射性物質が検出されたこと。
（10 分間以上
継続）
解釈
この EAL を検出した場合は，SE03 と放射線量の基準が同一であるため，SE03 及
び GE03 を検知したとして，SE03 の例により通報を行う。
根拠
・線量の「5μSv/h」については，
“当該見直しは，東京電力株式会社福島第一原子力発
電所事故の経験を踏まえ，適切な段階において防護措置等が行えるように，原子力緊
急事態宣言の判断基準を改めるものです。
”との位置付けで設定されている。
参考
NEI99-01Rev6 では，AG1（どれかの放射線モニタで 15 分以上サイト固有値を越え
る。
）がある。
GSG-2 では，General Emergency に「排水モニタ値が 15 分以上，1 時間オフサイ
ト線量評価値が緊急防護措置介入レベルを超える可能性がある値を示している場合」
などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判
断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合
（事業所外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 6 条第 4 項第 1 号
第四条第四項第二号に規定する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近
に達した場合におけるその放射能水準が前項第一号に定める放射線量に相当するもの
として原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則
で定めるところにより検出されたこと。

付属―22

（７／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE04
BWR
火災爆発等による管理区域外での放射線の放出
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定
された管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際
に，50μSv/h 以上の放射線量の水準が 10 分間以上継続して検出されたこと，又は，
火災，爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合
であって，その状況にかんがみ，放射線量が検出される蓋然性が高いこと。
解釈
・事業所内での放射性物質の輸送の場合において，輸送容器外で放射線量を検出した
場合にも適用する。
・
「50μSv/h 以上の放射線量の水準が 10 分間以上検出されたこと」とは，原子力防災
資機材のガンマ線測定用サーベイメータで検出された数値が，水準として 50μSv/h
以上となって，その状態が 10 分間以上継続した場合をいう。
根拠
・原子力事業所の放射線量については，50μSv/h〔敷地境界付近の通報線量基準（5μ
Sv/h）の 10 倍値〕が，事業所内の管理区域周辺で 10 分間継続することとする。こ
の場合においても，放射線量は距離 2 乗に反比例することから，周辺への影響は小
さい。
（当該放射線量が 10 時間継続しても事業所内の管理区域周辺において 0.5mSv
程度である。
）
・検出方法については通報事象等規則第 6 条に記載
参考
NEI99-01Rev6 では，AS1〔フィールドサーベイ結果が 60 分以上，閉窓で 100mR/h
（1mGy/h）を超える。
〕がある。
GSG-2 では，Site Area Emergency に「複数のモニタが 100 倍以上かそれ以上で計
画外又は予想外の上昇を示すとともに，炉心保護機能の影響を及ぼす事象が進行して
いる」などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準と
して政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外
運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 4 条第 4 項第 3 号イ
一時間当たり五十マイクロシーベルト以上の放射線量

付属―23

（８／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

GE04
BWR
火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定
された管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際
に，当該場所における放射線量の水準として 5mSv/h が 10 分間以上継続して検出され
たこと，又は，火災，爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困
難である場合であって，その状況にかんがみ，放射線量が検出される蓋然性が高いこ
と。
解釈
・
「放射線量の水準として 5mSv/h が 10 分間以上継続して検出されたこと」とは，原
子力防災資機材のガンマ線測定用サーベイメータで検出された数値が，水準として
5mSv/h 以上となってその状態が 10 分間以上継続した場合をいう。
根拠
原子力事業所の放射線量については，事業所内の管理区域の周辺付近で 5mSv/h の
線量（10 時間継続した場合には 50mSv）が 10 分間以上継続することとする。なお，
直達線による影響は距離の 2 乗に反比例して減衰することから，住民の防護活動に十
分な余裕があるものと考えられる。
参考
NEI99-01Rev6では，
AG1
〔フィールドサーベイ結果が60分以上，
閉窓で1,000mR/h
（10mGy/h）を超える。
〕がある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判
断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合
（事業所外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 6 条第 3 項第 2 号
第四条第四項第三号イに規定する検出された放射線量 一時間当たり五ミリシーベ
ルト

付属―24

（９／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE05
BWR
火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定
された管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際
に，当該場所における放射能水準が 5μSv/h に相当するものとして空気中の放射性物
質について次に掲げる放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと，又は，火災，爆
発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合
であって，その状況にかんがみ，次に掲げる放射性物質が検出される蓋然性が高いこ
と。
(a)検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，1 種類である場合にあっては，放
射性物質の種類又は区分に応じた空気中濃度限度に 50 を乗じて得た値
(b)検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，2 種類以上の放射性物質がある場
合にあっては，それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての
前号の規定により得られた値に対する割合の和が 1 となるようなそれらの放射性
物質の濃度の値
(c)検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては，空気中濃度限度（当
該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除
く。
）のうち，最も低いものに 50 を乗じて得た値
解釈
・事業所内での放射性物質の輸送の場合において，輸送容器外で放射性物質を検出し
た場合にも適用する。
・
「放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと」とは，原子力事業者防災業務計画
別表の「可搬式ダスト測定関連機器（サンプラ，測定器）及び可搬式放射性ヨウ素測
定関連機器（サンプラ，測定器）
」により，(a)～(c)の濃度以上の放射性物質が検出さ
れた場合をいう。
根拠
原子力事業所の放射性物質については，周辺監視区域外で空気中の放射性物質の濃
度限度（年間 1mSv）の 50 倍にあたる放射性物質濃度が，事業所内の管理区域近傍で
検出される状況とする。この値は，管理区域の周辺で 5μSv/h が検出されることに該
当する。ただし，実際の現場におけるサンプリングの困難性を考慮し，継続時間の概念
は導入しないとともに，これに相当するおそれのある事象が発生した状態も通報事象
とする。この場合においても，管理区域境界から敷地境界間での拡散を考慮すれば，周
辺への影響は小さい。
火災，爆発等を伴った管理区域外での排水漏えいについては，かかる事象が単独で発
生することは想定しがたく，仮に発生しても気体放出を伴っていることが想定される
ことから，ここでは排除する。
ここでは，爆発等による施設の異常事態を前提としているため拡散の概念は導入し
ない。なお，当該濃度が 10 時間継続しても，事業所内の管理区域周辺において 50μ
Sv/h 程度である。
参考
NEI99-01Rev6 では，AS1（サンプル分析で甲状線被ばくが 60 分で 500mrem を越
える。
）がある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準と
して政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外
運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 4 条第 4 項第 3 号ロ
当該場所におけるその放射能水準が一時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量
に相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質

付属―25

（１０／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

GE05
BWR
火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定
された管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際
に，当該場所におけるその放射能水準が 1 時間当たり 500μSv/h に相当するものとし
て空気中の放射性物質について次に掲げる放射能水準以上の放射性物質が検出された
こと又は，火災，爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定
が困難である場合であって，その状況にかんがみ，次に掲げる放射性物質が検出される
蓋然性が高いこと。
(a)検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，1 種類である場合にあっては，放
射性物質の種類又は区分に応じた空気中濃度限度に 5,000 を乗じて得た値
(b)検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，2 種類以上の放射性物質がある場
合にあっては，それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての
前号の規定により得られた値に対する割合の和が 1 となるようなそれらの放射性
物質の濃度の値
(c)検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては，空気中濃度限度（当
該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除
く。
）のうち，最も低いものに 5,000 を乗じて得た値
解釈
・
「放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと」とは，原子力防災資機材の可搬式
ダスト測定関連機器（サンプラ，測定器）又は可搬式放射性ヨウ素測定関連機器（サ
ンプラ，測定器）により，(a)～(c)の濃度以上の放射性物質が検出された場合をいう。
根拠
原子力事業所の放射性物質については，事業所内の管理区域周辺で当該濃度が 20 時
間継続した場合に，当該場所で 10mSv となるレベルである，500μSv/h に該当する基
準とする。なお，実際の拡散がさらに見込めることから，住民の防護活動に十分な余裕
があるものと考えられる。
参考
NEI99-01Rev6 では，AG1（サンプル分析で甲状線被ばくが 60 分で 5,000mrem を
越える。
）がある。
IAEA GSG-2 では，
「複数の発電所放射線モニタが 100 倍以上の計画外又は予想外
の増加を示しており，さらに実際の炉心損傷を示す何らかのその他の表示も存在して
いる。
」がある。
EAL の枠組 放射線量の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判
断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合
（事業所外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 6 条第 4 項第 2 号
第四条第四項第三号に規定する場所において，当該場所におけるその放射能水準が
一時間当たり五百マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして原子力規制委
員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところによ
り検出されたこと。

付属―26

（１１／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

解釈

根拠

SE06
BWR
施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。
）
において，核燃料物質等の形状による管理，質量による管理その他の方法による管理が
損なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。
・原子炉外臨界について，原災法はプラント事象で区分されるが，臨界状態は放射線量
の測定によって検出される可能性があるため，蓋然性を含め放射線・放射能放出の
EAL 区分とする。
形状及び質量管理が物理的に機能しない状態となり，臨界が起きる蓋然性が高くな
ることは，事象として明確であり（実際に発生するかどうかは別として）突発的に臨界
が起きるような場合には，既存のγ線エリアモニタ等原子力事業所の警報装置の運用
で検知・把握し，通報する。

NEI99-01Rev6 に該当なし。
IAEA GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準と
して政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外
運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
参考

規則等条文

規則第 7 条第 2 号
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。
）
において，核燃料物質の形状による管理，質量による管理その他の方法による管理が損
なわれる状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。

付属―27

（１２／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL
解釈

根拠

GE06
BWR
施設内（原子炉外）での臨界事故
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。
）において，核燃
料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。
）にあること。
・原子炉外臨界について，原災法はプラント事象で区分されるが，臨界状態は放射線量
の測定によって検出される可能性があるため，蓋然性を含め放射線・放射能放出の
EAL 区分とする。
臨界事故があれば即座に緊急事態と判断する。

NEI99-01Rev6 に該当なし。
IAEA GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判
断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合
（事業所外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
参考

規則等条文

令第 6 条第 4 項第 3 号
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。
）において，核燃
料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。
）にあること。

付属―28

（１３／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

解釈

根拠

AL11
BWR
原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ
原子炉の運転中に原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され，
その状態が一定時間継続された場合において，当該原子炉停止信号が発信された原因
を特定できないこと，又は原子炉の非常停止が必要な場合において，原子炉制御室から
の制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと，若しくは停止した
ことを確認することができないこと。
(1)「原子炉の運転中」とは原子炉の状態のうち，
「運転」
，
「起動」及び「高温停止」で
ある場合をいう。
(2)「原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され」とは，試験，保
守作業等意図的な場合を除き，片系のみで原子炉自動スクラム警報が発信した場合
をいう。
(3)「一定時間」とは，1 時間をいう。
(4)「発信された原因を特定できない」とは原子炉がスクラムすべき状況になっている
かどうか確定できない状況をいう。なお，以下の場合は警戒事象の対象外とする。
・一定時間内に手動スクラムを実施又はLCO 逸脱を宣言し原子炉停止操作を開始し
た場合
・全制御棒全挿入の場合
(5)「原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこ
と，若しくは停止したことを確認することができないこと」とは，自動スクラム，
手動スクラム，手動代替制御棒挿入，原子炉モードスイッチ「停止」による全制御
棒挿入操作に失敗し，未挿入制御棒がペア 1 組又は 1 本（BWR5 の場合は 1 本）
以下であることが確認できない状態をいう。
本項は，長時間にわたる原因不明の原子炉保護系単一チャンネル故障継続に対する
AL 及び，原子炉制御室からの制御棒挿入操作により原子炉を停止することができない
事象に対する AL である。
本項は BWR 固有の保護系構成におけるラサール事象への対応として設けられたも
のと考えられる。
よって本項の BWR における解釈としては，1 チャンネル故障継続による複数チャ
ンネル故障発生まで考慮した原子炉保護回路機能喪失の前段の位置づけと考えるべき
である。
1 時間：故障の原因を特定するために十分な時間（かつ複数チャンネル故障に進展しな
いため十分短い。
）として設定

参考

全制御棒全挿入の場合を対象外とする理由は，EAL 全体において「原子炉の運転中」
の定義に高温停止を追加したが，高温停止時においては全制御棒が全挿入であり，この
状態で原子炉停止信号が発信されなくても，原子炉に係る安全性は確保できると考え
られるためである。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SU5 は原子炉自動停止は失敗し手動停止は成功。
）
IAEA GSG-2 では，
「十分な熱除去機能が存在する中で，通常の運転停止の一環として
の完全な運転停止の失敗（中性子束の増加）
」がある。
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EAL の枠組 原子炉停止機能の異常
み
原子炉の運転中に原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され，
その状態が一定時間継続された場合において，当該原子炉停止信号が発信された原因
を特定できないこと，又は原子炉の非常停止が必要な場合において，原子炉制御室から
の制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと，若しくは停止した
ことを確認することができないこと。
同 解説
原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され，
その状態が一定時間継続された状態においては，原子炉停止信号をリセットする場合
があり，追加で一部の原子炉停止信号が発信されたとしても，原子炉停止に至らない
可能性があることから，警戒事態の判断基準とする。
また，事象の進展によっては，上記の状態を経ずに原子炉の非常停止失敗という事
象に至る可能性があるため，原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停
止することができないときは，早期に関係者の体制を構築する必要があることから併
せて警戒事態の判断基準とする。
一定時間については，各原子力事業者がそれぞれの原子炉施設の特性に応じて設定
するものである。
「原子炉の運転中」には，停止操作後の冷温停止に至るまでの状態を含む（以下この
表において同じ。
）
。
「原子炉の非常停止が必要な場合」とは，原子炉で異常な過渡変化等が発生し，原
子炉施設の状態を示す事項（パラメータ）が原子炉スクラム設定値に達した場合をい
う（以下この表において同じ。）。
「原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこ
と，若しくは停止したことを確認することができないこと」とは，自動スクラム，手
動スクラム及び原子炉制御室からの全制御棒の挿入操作ができないこと，又はその状
態が確認できないことをいう。
規則等条文
なし
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（１４／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL
解釈

根拠

GE11
BWR
全ての原子炉停止操作の失敗
原子炉の非常停止が必要な場合において，全ての停止操作により原子炉を停止する
ことができないこと，又は停止したことを確認することができないこと。
(1) 「全ての停止操作」とは，以下の全ての制御棒挿入操作（ATWS 緩和設備による制
御棒挿入を含む。）及びほう酸水注入系の操作をいう。
BWR5【東海第二の場合】
①自動スクラム
②手動スクラム
③手動代替制御棒挿入
④原子炉モードスイッチ「停止」
⑤シングルロッドスクラム
⑥制御棒手動挿入
⑦スクラムパイロット弁ヒューズ引抜
⑧スクラムパイロット弁制御空気ブロー
ABWR【柏崎刈羽 6，7 号機の場合】
①自動スクラム
②手動スクラム
③手動代替制御棒挿入
④原子炉モードスイッチ「停止」
⑤制御棒電動挿入
⑥ペアロッドスクラム
⑦原子炉緊急停止系電源断
(2)「原子炉を停止することができないこと，又は停止したことを確認することができ
ないこと」とは，未挿入制御棒がペア 1 組又は 1 本（BWR5 の場合は 1 本）以
下であることが確認できず，かつ，中性子束が定格出力の 0.1%未満であること
が確認できない状態をいう。
本項は中央制御室からの原子炉停止失敗に加え，現場操作を含む全ての原子炉停止
操作による原子炉停止不能という緊急事態に対する GE である。
GE 発信は，通常の原子炉停止手段喪失に対し十分に早い段階での敷地周辺退避を促
すものである。

0.1%：中性子束が定格出力時の 0.1%未満であることにより原子炉の停止を判断するの
は，残留熱除去系熱交換器 1 基あたりの除熱能力が定格出力の約 0.37%（BWR5 の場
合）であることから，仮に核分裂反応による発熱が定格出力の 0.1%程度継続した場合
であっても十分な原子炉の冷却が行われるためである。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SS5 は原子炉停止失敗でかつ炉心冷却の脅威あり。
）
IAEA GSG-2 では，以下がある。
5%を上回る出力でのスクラム失敗，かつ，以下のいずれかが存在している。
・容器の水位が使用済燃料の頂部を下回っている。
・複数の放射線モニタでの数値の大幅増加（100～1,000 倍）
・実際又は差し迫った炉心損傷に関わるその他の表示
EAL の枠組 原子炉停止機能の異常
み
原子炉の非常停止が必要な場合において，全ての停止操作により原子炉を停止する
ことができないこと，又は停止したことを確認することができないこと。
同 解説
上記の場合，原子炉の冷却はなされているものの，原子炉の非常停止失敗という事象
の重大性に鑑み，全面緊急事態の判断基準とする。
「全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと，又は停止したことを
確認することができないこと」とは，自動スクラム，手動スクラムその他の方法による
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規則等条文

制御棒の挿入による停止操作並びに ATWS 緩和設備（原子炉の非常停止が失敗した場
合に原子炉を未臨界にするための設備をいう。以下同じ。
）及びほう酸水注入設備によ
る停止操作によっても，原子炉内の中性子束が一定値以下にならないこと，又はその状
態が確認できないことをいう。
規則第 14 条イ(1)
原子炉の非常停止が必要な場合において，全ての停止操作により原子炉を停止する
ことができないこと，又は停止したことを確認することができないこと。
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（１５／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

AL21
BWR
原子炉冷却材の漏えい
原子炉の運転中に保安規定（炉規法第 43 条の 3 の 24 に規定する保安規定をいう。
以下同じ。
）で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり，定められた
時間内に定められた措置を実施できないこと，又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却
装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」であ
る場合をいう。
(2)「保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり」とは，保安
規定の（原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えい率）の運転上の制限を超える漏
えい率が確認され，保安規定で定める完了時間内に保安規定で定める措置を完了
できない場合をいう。
(3)「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，原子炉格
納容器内外において原子炉冷却材の漏えいと判断した場合若しくは現場で漏えい
を発見した場合において，原子炉水位の低下等により，非常用炉心冷却装置が作
動した状態をいう。
根拠
本項は通常運転時における漏えい管理規準値を超えた場合に対する警戒事態の判
断基準であり，漏えいを伴う異常事象（LOCA）発生の前段として位置付けられる。
通常の漏えい管理については保安規定に明確に記載されており，漏えいの判断基準と
して以下が適用される。
0.23m3/h：保安規定（原子炉格納容器内の冷却材漏えい率）の運転制限値
4 時間：保安規定における漏えい率を制限値以内に復旧する完了時間
24 時間・36 時間：上記措置が完了出来ない場合に，高温停止及び低温停止にする完
了時間
また，事象の進展によっては，保安規定の措置を行っている間に，非常用炉心冷却
装置の作動を伴う漏えいに至る可能性を考慮した判断基準である。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SU4 は確認されない漏えいが 15 分以上サイト固有
値を超えた場合等。
）
IAEA GSG-2 では，以下がある。
・容器の水位は，系統が設計通りに応答している中で見込まれるものに
比べて，長期間にわたり下回っている。
・通常全出力給水量の 2%を上回る 15 分間以上にわたる 1 次系漏えい率
・タービン及び／又は，凝縮器への蒸気配管の健全性が維持された中での
主蒸気隔離弁の故障
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）
み
原子炉の運転中に保安規定（炉規法第 43 条の 3 の 24 に規定する保安規定をいう。
以下同じ。
）で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり，定められた
時間内に定められた措置を実施できないこと，又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却
装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。
同 解説
非常用炉心冷却装置（以下この表において「ECCS」という。
）の作動を必要とする
ものではないが，原子炉冷却材の漏えいという事象に鑑み，警戒事態の判断基準とす
る。保安規定で定める措置の完了時間内に保安規定で定められた措置を完了できない
場合を対象とする。
また，事象の進展によっては，上記の措置を行っている間に施設敷地緊急事態を
判断するEALに至る可能性があるため，ECCSの作動を必要とする漏えいが発生す
る場合についても併せて警戒事態の判断基準とする。
規則等条文
なし
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（１６／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE21
BWR
原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが
発生した場合において，非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並び
にこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常用炉心冷却装置等」という。
）のうち
当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこ
と。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」である
場合をいう。
(2)「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，原子炉格
納容器内外において原子炉冷却材の漏えいと判断した場合若しくは現場で漏えい
を発見した場合において，原子炉水位の低下等により，非常用炉心冷却系が作動し
た状態をいう。
(3)「非常用炉心冷却装置等」とは，設計基準事故対処設備である非常用炉心冷却装置
及び，原子炉隔離時冷却系に加え，同設備と同程度の能力（吐出圧力及び容量）並
びに即応性を有する設備をいう。なお，即応性とは，条件を満たした場合（非常用
炉心冷却装置の作動失敗等）に自動起動する，又は原子炉制御室や現場での簡単な
操作により速やかに起動できることであり，現場で系統構成等の工事を要する場合
は含まれない。
(4)「高圧又は低圧で注水するもののいずれか」とは，全ての高圧系非常用炉心冷却装
置等又は全ての低圧系非常用炉心冷却装置等をいう。
(5)「注水が直ちにできないこと」とは，ポンプが起動しないこと，注入弁が「開」しな
いこと等により，原子炉への注水がされていることを確認できない状態をいう。
根拠
非常用炉心冷却装置が正常に作動すれば事故収束に至るものの，機能すべき非常用
炉心冷却装置が喪失した場合に炉心損傷に至る可能性があることより SE としてい
る。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（FS1 の RCS バリアの喪失／喪失可能性有と他の 1 バ
リアの喪失／喪失可能性有で示される。非常用炉心冷却装置作動のみを条件とした
EAL はないが，例えば，PWR における SGTR で非常用炉心冷却装置が作動したこと
と格納容器内モニタはサイト固有値を超えた場合など。
）
IAEA GSG-2 では，以下がある。
・容器の水位が，使用済燃料の頂部を下回っている，又は，下回っているものと予
想される。
・1 次系水位を維持するのに全ての通常及び高圧緊急炉心冷却系を必要とする
15 分間以上にわたる１次系での漏えい
・1 次系の大気中への直接漏えい
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）
み
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが
発生した場合において，非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並び
にこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常用炉心冷却装置等」という。
）のうち
当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこ
と。
同 解説
上記の場合は，原子炉冷却機能の喪失に至るおそれがあるため，施設敷地緊急事態の
判断基準とする。
「非常用炉心冷却装置等」とは，ECCS 及び原子炉隔離時冷却系に係る装置（以下
この表においてこれらを「DB 設備」という。
）のほか，重大事故等の防止のための設
備（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平
成 25 年原子力規制委員会規則第 5 号）第 2 条第 2 項第 14 号に規定する重大事故等対
処設備及び原子炉事業者が自主的に設けているもの
（以下この表においてこれらを
「SA
設備」という。
）
）であって，DB 設備と同程度の能力（吐出圧力及び容量）を有する設
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規則等条文

備をいう（以下この表において同じ。
）
。
「注水が直ちにできない」とは，非常用炉心冷却装置等のうち即応性を有する設備に
よる注水ができないことをいい，当該即応性とは，条件を満たした場合（ECCS の作
動失敗等）に自動起動し，又は原子炉制御室や現場での簡単な操作により速やかに起動
できることであり，現場で系統構成等の工事を要する場合は含まない（以下この表にお
いて同じ。
）
。
規則第 7 条第 1 号イ(1)
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが
発生した場合において，非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並び
にこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常用炉心冷却装置等」という。
）のうち
当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこ
と。
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（１７／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

解釈

根拠

参考

EAL
み

GE21
BWR
原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注水不能
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが
発生した場合において，全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこ
と。
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」である
場合をいう。
(2)「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，原子炉格
納容器内外において原子炉冷却材の漏えいと判断した場合若しくは現場で漏えい
を発見した場合において，原子炉水位の低下等により，非常用炉心冷却系が作動し
た状態をいう。
(3)「全ての非常用炉心冷却装置等」とは，設計基準事故対処設備である非常用炉心冷
却装置及び，原子炉隔離時冷却系に加え，同設備と同程度の能力（吐出圧力及び容
量）並びに即応性を有する設備の全てをいう。なお，即応性とは，条件を満たした
場合（非常用炉心冷却装置の作動失敗等）に自動起動する，又は原子炉制御室や現
場での簡単な操作により速やかに起動できることであり，現場で系統構成等の工事
を要する場合は含まれない。
(4)「注水が直ちにできないこと」とは，ポンプが起動しないこと，注入弁が「開」しな
いこと等により，原子炉への注水がされていることを確認できない状態をいう。ま
た，高圧の状態から低圧の非常用炉心冷却装置等による注水のために必要な原子炉
の減圧等の運転操作ができない場合においても，本事象に該当するものとする。
非常用炉心冷却装置の作動を伴う漏えいの発生時に，更に非常用炉心冷却装置の作
動不能の状況に対する判断基準であり，この様な状態は早期炉心損傷を招くため GE
としている。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（FG1 の RCS バリアの喪失と燃料バリアの喪失及び格
納容器バリアの喪失／喪失可能性有で示される。非常用炉心冷却装置の作動のみを条
件とした EAL はないが，例えば，非常用炉心冷却装置の作動を伴う RCS 漏えい発生，
炉心出口温度 650℃以上に加え CV 圧力が設定値以上となる等により GE としてい
る。
）
IAEA GSG-2 では，以下がある。
(1)容器の水位が，15 分間以上にわたり，使用済燃料の頂部を下回っている，又は，下
回っていると予想される。
(2)1 次系水位を維持するのに全ての通常及び高圧非常用炉心冷却系を必要とする 1 次
系での漏えい，かつ，以下のいずれかが存在する。
(3)容器への注入が規定量より少ない。
(4)容器の水位が使用済燃料の頂部を下回っている。
(5)複数の放射線モニタでの数値の大幅増加（100～1,000 倍）
(6)実際又は差し迫った炉心損傷のその他の表示
(7)1 次系の大気中への直接漏えい，かつ，以下のいずれかが存在する。
(8)容器の水位が使用済燃料の頂部を下回っていると予想される又は確認されている。
の枠組 原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが
発生した場合において，全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこ
と。

付属―36

同 解説

当該原子炉への注水が行われず原子炉が冷却されないことにより，炉心の損傷に発
展する可能性が高くなることから，全面緊急事態の判断基準とする。
「全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと」とは，DB 設備若
しくは SA 設備のポンプが起動しないこと又はこれらの装置に係る注入弁が開となら
ないことのほか，高圧の状態から低圧の DB 設備及び SA 設備による注水のために必
要な運転操作ができないこと等をいう（以下この表において同じ。
）
。
なお，1 系統以上の DB 設備や SA 設備により原子炉への注水がなされる場合には，
炉心の冷却が可能であることから，全面緊急事態には該当しないこととなる。
（注）高圧注水系及び低圧注水系は，施設のタイプにより以下のように分類される。

高圧注水系
低圧注水系

規則等条文

ABWR
高圧炉心注水系
原子炉隔離時冷却系
低圧注水系

BWR-5
高圧炉心スプレイ系
原子炉隔離時冷却系
低圧注水系

BWR-2～4
高圧注水系
原子炉隔離時冷却系
低圧注水系
（BWR-4 のみ）
低圧炉心スプレイ系 炉心スプレイ系

規則第 14 条イ(2)
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが
発生した場合において，全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこ
と。
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（１８／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL
解釈

AL22
BWR
原子炉給水機能の喪失
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失すること。
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」である
場合をいう。
(2)「全ての給水機能」は，常用の給復水機能が対象であり，原子炉隔離時冷却系の起動
は含まない。
(3)「給水機能が喪失」とは，常用の給復水系が使用できない場合をいう。
根拠
本項は原災法第 10 条特定事象の前段の警戒事態とし，常用の給復水機能が喪失した
場合に対する判断基準である。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（PWR について補助給水喪失そのものを条件とする
EAL はないが，FS1 では補助給水喪失により 3 つのバリアのうち 2 つが喪失／喪失可
能性有となった場合は適用される。
）
IAEA GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失）
み
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失すること。
同 解説

規則等条文

注水が適切に行われれば原子炉は冷却されるが，全ての給水機能喪失という事象に
鑑み，警戒事態の判断基準とする。
給水機能に原子炉隔離時冷却系は含まない。
「原子炉への全ての給水機能が喪失」とは，常用の給復水系に係る設備により注水で
きないことをいう（以下この表において同じ。
）
。
なし

付属―38

（１９／５５）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE22
BWR
原子炉注水機能喪失のおそれ
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において，非常用
炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできない
こと。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」である
場合をいう。
(2)「当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合」とは，常用の給復水系が使用で
きない場合をいう。
(3)「非常用炉心冷却装置等」とは，設計基準事故対処設備である非常用炉心冷却装置
及び，原子炉隔離時冷却系に加え，同設備と同程度の能力（吐出圧力及び容量）並
びに即応性を有する設備をいう。なお，即応性とは，条件を満たした場合（非常用
炉心冷却装置の作動失敗等）に自動起動する，又は原子炉制御室や現場での簡単な
操作により速やかに起動できることであり，現場で系統構成等の工事を要する場合
は含まれない。
(4)「注水が直ちにできないこと」とは，ポンプが起動しないこと，注入弁が「開」しな
いこと等により，原子炉への注水がされていることを確認できない状態をいう。
根拠
本項は常用の給水機能の喪失に加え，非常用炉心冷却装置（高圧系）による注水がで
きないという事象の重大性を考慮した SE である。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（PWR について補助給水喪失そのものを条件とする
EAL はないが，FS1 では補助給水喪失により 3 つのバリアのうち 2 つが喪失／喪失可
能性有となった場合は適用される。
）
IAEA GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（注水機能の喪失）
み
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において，非常用
炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできない
こと。
同 解説
上記の場合にも主蒸気逃がし弁の開放等により原子炉の圧力を減圧して非常用の低
圧注水系（低圧炉心スプレイ系又は低圧注水系等）により注水されれば原子炉は冷却さ
れるが，全ての給水機能が喪失し，かつ，非常用炉心冷却装置等のうち高圧の ECCS
及び原子炉隔離時冷却系に係る装置等による注水ができないという事象の重大性に鑑
み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。
規則等条文

規則第 7 条第 1 号イ(2)
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において，非常用
炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできない
こと。

付属―39

（２０／５５）
GE22
BWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉注水機能の喪失
EAL
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において，全ての
非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」である場
合をいう。
(2)「当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合」とは，常用の給復水系が使用できな
い場合をいう。
(3)「全ての非常用炉心冷却装置等」とは，設計基準事故対処設備である非常用炉心冷却装
置及び，原子炉隔離時冷却系に加え，同設備と同程度の能力（吐出圧力及び容量）並び
に即応性を有する全ての設備をいう。なお，即応性とは，条件を満たした場合（非常用
炉心冷却装置の作動失敗等）に自動起動する，又は原子炉制御室や現場での簡単な操作
により速やかに起動できることであり，現場で系統構成等の工事を要する場合は含ま
れない。
(4)「注水が直ちにできないこと」とは，ポンプが起動しないこと，注入弁が「開」しない
こと等により，原子炉への注水がされていることを確認できない状態をいう。
根拠
原子炉への注水に失敗し，炉心損傷に至る可能性が高いことから，GE とする。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（PWR について補助給水喪失そのものを条件とする EAL
はないが，FG1 では補助給水喪失により 3 つのバリアのうち 2 つが喪失，1 つが喪失/喪
失可能性有となった場合は適用される。
）
IAEA GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（注水機能の喪失）
み
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において，全ての
非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。
同 解説
原子炉への注水が行われず原子炉が冷却されないことにより，炉心の損傷に至る可能性
が高いことから，全面緊急事態の判断基準とする。
なお，1 系統以上の DB 設備又は SA 設備により原子炉への注水がなされる場合には，
炉心の冷却が可能であることから，全面緊急事態には該当しないこととなる。
規則等条文
規則第 14 条イ(3)
原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において，全ての
非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。
参考

付属―40

（２１／５５）
AL23
BWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉除熱機能の一部喪失
EAL
原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合に
おいて，当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」である場
合をいう。
(2)「主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失」とは，以下のいずれかの状
態をいう。
①復水器内圧力が○kPaabs（●mmHgabs）まで悪化（○，●の具体的数値は，プラン
トごとの設計による値）
②同一ラインの主蒸気隔離弁 2 基を「開」にすることが不能
(3)「残留熱を除去する場合の一部の機能喪失」とは，利用できる残留熱除去系装置がいず
れか 1 系統のみになる場合をいう。なお，残留熱除去系装置における熱交換器に冷却
水を供給する機能（代替の冷却機能を含む。
）が喪失した場合も該当する。
根拠
原災法第 10 条特定事象（残留熱除去機能喪失）の前段として，残留熱除去機能の一部が
喪失した場合に対する判断基準である。
参考

なし

EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失）
み
原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合に
おいて，当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。
同 解説
上記の状態が続き，残りの残留熱除去機能が失われた場合，原子炉格納容器の過圧又は
炉心損傷に至る可能性があることから警戒事態の判断基準とする。
「残留熱を除去する機能の一部が喪失」とは，残留熱除去系の系統のうち使用可能な系
統が残り 1 系統になることをいう。
規則等条文

なし

付属―41

（２２／５５）
SE23
BWR
EAL 番号
EAL 略称
残留熱除去機能の喪失
EAL
原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において，残留
熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」である場
合をいう。
(2)「主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合」とは，以下のいずれかの状態
をいう。
①復水器内圧力が○kPaabs（●mmHgabs）まで悪化（○，●の具体的数値は，プラ
ントごとの設計による値）
②同一ラインの主蒸気隔離弁 2 基を「開」にすることが不能
(3)「残留熱除去系装置等」とは，残留熱除去系装置に加え，機能すべき残留熱除去系装置
と同程度の能力（吐出圧力及び容量）があり，即応性を有する設備をいう。
(4)「残留熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できない」とは，残留
熱除去系装置等の以下のモードが全て使用不能になる場合をいい，この場合において，
熱交換器に冷却水を供給する機能（代替の冷却機能を含む。
）が喪失した場合も該当す
る。なお，
「残留熱を直ちに除去できない」には，交流電源喪失時の電源切り替えに伴
う 30 分以内の残留熱除去系装置等の機能停止は含まない。
①停止時冷却モード
②サプレッションプール冷却モード
③格納容器スプレイ冷却モード
根拠
残留熱除去機能が喪失した場合，原子炉格納容器の過圧及び炉心損傷に至る可能性が高
いことから SE とする。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失）
み
原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において，残留
熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。
同 解説
上記の状態が長期にわたった場合，原子炉格納容器の過圧又は炉心の損傷に至る可能性
があることから施設敷地緊急事態の判断基準とする。
「主復水器による原子炉から熱を除去する機能が喪失すること」とは，主復水器の真空
度が一定以上低下すること，原子炉から主復水器に至る配管のうち一の配管において，2
基の主蒸気隔離弁を開放できないこと等をいう。
「当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと」とは，残留熱除去系の停止時冷却
モード等除熱するための全てのモードが使用不能になり，さらに SA 設備のうち DB 設備
と同程度の能力（吐出圧力及び容量）及び即応性を有する設備が機能しないことをいう。
なお，交流電源喪失時の電源切替えに伴う 30 分以内の残留熱除去系装置等の機能停止
は，施設敷地緊急事態の判断とはならない。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(3)
原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において，残留
熱除去系に係る装置及びこれと同等の機能を有する設備（以下「残留熱除去系装置等」と
いう）により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。

付属―42

（２３／５５）
GE23
BWR
EAL 番号
EAL 略称
残留熱除去機能喪失後の圧力制御機能喪失
EAL
原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において，残留
熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに，原子炉格納
容器の圧力抑制機能が喪失すること。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，原子炉の状態が「運転」
，
「起動」及び「高温停止」である場
合をいう。
(2)「主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合」とは，以下のいずれかの状態
をいう。
①復水器内圧力が○kPaabs（●mmHgabs）まで悪化（○，●の具体的数値は，プラン
トごとの設計による値）
②同一ラインの主蒸気隔離弁 2 基を「開」にすることが不能
(3)「残留熱除去系装置等」とは，残留熱除去系装置に加え，機能すべき残留熱除去装置と
同程度の能力（吐出圧力及び容量）があり，即応性を有する設備をいう。
(4)「残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できない」とは，残
留熱除去系装置等の以下のモードが全て使用不能になる場合をいい，熱交換器に冷却
水を供給する機能（代替の冷却機能を含む。
）が喪失した場合も該当する。なお，
「残留
熱を直ちに除去できない」には，交流電源喪失時の電源切り替えに伴う 30 分以内の残
留熱除去系装置等の機能停止は含まない。
①停止時冷却モード
②サプレッションプール冷却モード
③格納容器スプレイモード
(5)「原子炉格納容器内の圧力抑制機能が喪失」とは，次のいずれかの状態をいう。
①サプレッションプール水平均温度が 100℃以上となった場合
②原子炉格納容器内の圧力が設計上の最高使用圧力に達した場合
根拠
残留熱除去機能が喪失し，更に原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失した場合，放射性
物質放出に至るおそれがあることから GE とする。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（残留熱除去機能喪失）
み
原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において，残留
熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに，原子炉格納
容器の圧力抑制機能が喪失すること。
同 解説
原子炉格納容器の圧力上昇が継続した場合には，放射性物質の閉じ込め機能を喪失する
可能性があるため，全面緊急事態の判断基準とする。
「原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること」とは，サプレッションプール水の平
均温度が 100℃以上となる状態が継続すること等をいう。
規則等条文

規則第 14 条イ(5)
原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において，残留
熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに，原子炉格納
容器の圧力抑制機能が喪失すること。

付属―43

（２４／５５）
AL25
BWR
EAL 番号
EAL 略称
非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ
EAL
非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源
が一となる状態が 15 分間以上継続すること，全ての非常用交流母線からの電気の供給が
停止すること，又は外部電源喪失が 3 時間以上継続すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「非常用交流母線」とは，非常用交流高圧母線●●と緊急時高圧母線●●をいう（緊急
時高圧母線は，EAL21，22 における注水設備として期待できる代替注水設備等の負荷
が緊急時高圧母線に直接接続されている場合に考慮する。付表 1 参照）
。
(3)「非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源
が一となる状態」とは，使用可能な非常用交流母線が 1 系統となった場合において，当
該母線への供給電源が外部電源，非常用ディーゼル発電機，常設代替電源設備等のどれ
か１つになった場合をいう。
計画的にこうした状態にする場合を除く。
(4)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気の供給が見込
めるため，
「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線とする。
(5)常用交流母線のみが受電し，非常用交流母線が全て喪失している場合には，重大事故対
応及び冷温停止への移行が困難となることから，
非常用交流母線のみに着目することと
したもの。
(6)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部
電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，常設代替電源設備から受
電ができていない状態をいい，これを起点として SE25 及び GE25 のカウントアップ
を開始する。
(7)「外部電源」とは，電力系統及び主発電機（当該原子炉の主発電機を除く。
）からの電
力を非常用交流母線へ供給する設備をいう。
根拠
本項は，原災法第 10 条特定事象（非常用交流母線喪失）の前段として，非常用交流電
源が単一となる（又は長時間の外部電源喪失が生じる）場合に対する判断基準である。
電源は供給しているものの非常用電源が単独状態（15 分）となる，又は長時間の外部電源
喪失（3 時間）の状態は，その後非常用交流母線喪失に進展する可能性が高く AL として
いる。
また，全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止した場合には，原子炉隔離時冷却系
等の交流電源を必要としない設備によって原子炉は冷却されるものの，全ての非常用交流
母線の喪失という状況を踏まえ，AL としている。

参考

15 分及び 3 時間：原子力災害対策指針改定案に対するパブリックコメント回答（平成 25
年 9 月 5 日）において，15 分及び 3 時間の根拠（コメント番号 12）に対し以下のように
原子力規制庁は回答している。
非常用交流母線からの電気供給が 1 系統のみになった場合において，すぐに危険な状態と
なるものではありませんが，15 分継続しても回復しない場合，何らかの異常が発生してい
るものと考えられ，残りの 1 系統も喪失する可能性があることから警戒事態の判断基準と
して設定しています。
また，外部電源喪失においても，非常用発電機によって必要な電気が供給されますが，
3 時間以上外部電源が喪失することは，その後も同様の状況が続く可能性が高いと考えら
れ，電気の供給の手段が限られる状況が継続することから，警戒事態の判断基準として設
定しています。
NEI99-01Rev6 に該当なし。なお，全外部電源喪失の 15 分継続で SU1，非常用母線単一
状態の 15 分継続で SA1 となる。
GSG-2 では，Alert に「安全系とその支援系の運転に必要な AC 又は DC 電源が喪失して
いる，又は，電源 1 つに低減している。
」などがある。
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EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 1：交流電源喪失）
み
非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源
が一となる状態が 15 分間以上継続すること，全ての非常用交流母線からの電気の供給が
停止すること，又は外部電源喪失が 3 時間以上継続すること。
同 解説
非常用交流母線からの電気の供給が停止するという深刻な状態又はそのおそれがある
状態であることから，警戒事態の判断基準とする。また，外部電源が喪失している状況が
継続する場合についても，交流電源の喪失に至る可能性があることから，警戒事態の判断
基準とする。
「非常用交流母線」とは，重大事故等の防止に必要な電気を供給する交流母線のこと
をいう（以下この表において同じ。）。
「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外
部電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，常設代替電源設備から
受電ができていないことをいう。なお，常用交流母線からのみ電気が供給される場合も
本事象に該当する（以下この表において同じ。）。
規則等条文
なし
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（２５／５５）
SE25
BWR
EAL 番号
EAL 略称
非常用交流高圧母線の 30 分間以上喪失
EAL
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 30 分間以上継続
すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「非常用交流母線」とは，非常用交流高圧母線●●と緊急時高圧母線●●をいう（緊急
時高圧母線は，EAL21，22 における注水設備として期待できる代替注水設備等の負荷
が緊急時高圧母線から直接供給される場合に考慮する。付表 1 参照）
。
(3)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部
電源及び非常用のディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，常設代替電源設備から
受電ができていない状態をいう。
(4)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気の供給が見込
めるため，
「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線とする。
(5)常用交流母線のみが受電し，非常用交流母線が全て喪失している場合には，重大事故対
応及び冷温停止への移行が困難となることから，非常用交流母線のみに着目すること
としたもの。
根拠
常用／非常用の全ての交流電源が喪失した場合，1 次系の冷却手段は原子炉隔離時冷却系
のみとなる。このような状態の長時間の継続は炉心損傷を招く可能性が高く，復旧に時間
を要する場合，SE としている。
30 分：原子力災害対策指針改定案に対するパブリックコメント回答（平成 25 年 9 月 5
日）において，30 分の根拠（コメント番号 5）に対し以下のように原子力規制庁は回答し
ている。
発電用原子炉に係る新規制基準等への対応によって，常設代替電源等が設置されることと
なっており，設計基準事故対処設備の電源が喪失したとしても，原子炉の冷却のために必
要な電気が 30 分以内に確保される可能性があることから，30 分としたものです。30 分
以内に電源が確保される状況下において，住民防護措置を実行することは，住民の方々に
とって負担となることから，新基準への対応を行った原子炉については，全交流電源喪失
が 30 分以上継続した場合を施設敷地緊急事態の判断基準としています。
参考
NEI99-01Rev6 では，SS1（全ての非常用電源喪失の 15 分継続。
）がある。
GSG-2 では，Site Area Emergency に「30 分以上システムの安全な稼働に必要な AC，
DC 電源の喪失，又はその予測」などがある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 1：交流電源喪失）
み
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 30 分間以上継続
すること。
同 解説
上記の場合，原子炉隔離時冷却系等の交流電源を必要としない設備によって原子炉は冷
却されるが，事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。
なお，重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機（原子力事業
所内の全ての代替電源設備を含む）が 30 分以内に接続され，非常用交流母線からの電気
の供給が行われるのであれば，施設敷地緊急事態の判断基準とはならない。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(4)
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が三十分間以上継続
すること。
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（２６／５５）
GE25
BWR
EAL 番号
EAL 略称
非常用交流高圧母線の 1 時間以上喪失
EAL
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 1 時間以上継続す
ること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「非常用交流母線」とは，非常用交流高圧母線●●と緊急時高圧母線●●をいう（緊急
時高圧母線は，EAL21，22 における注水設備として期待できる代替注水設備等の負荷
が緊急時高圧母線から直接供給される場合に考慮する。付表 1 参照）
。
(3)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部
電源及び非常用のディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，常設代替電源設備から
受電ができていない状態をいう。
(4)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気の供給が見込
めるため，
「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線とする。
(5)常用交流母線のみが受電し，非常用交流母線が全て喪失している場合には，重大事故対
応及び冷温停止への移行が困難となることから，非常用交流母線のみに着目すること
としたもの。
根拠
常用／非常用の全ての交流電源が喪失した場合，1 次系の冷却手段は原子炉隔離時冷却
系のみとなる。このような状態の長時間の継続は炉心損傷を招く可能性が高く，GE とし
ている。
1 時間：原子力災害対策指針改定案に対するパブリックコメント回答（平成 25 年 9 月 5
日）において，1 時間の根拠（コメント番号 18）に対し以下のように原子力規制庁は回答
している。
基本的に，30 分以内に常設代替電源等から電気の供給がなされるものと考えておりま
すが，常設代替電源の起動や接続に失敗する可能性があり，1 時間以内であれば再起動又
は再接続が行われる可能性があります。一方，交流母線からの電気の供給が 1 時間以上停
止している状況は，原子炉施設にとって極めて異常な事態が発生している状況です。さら
に追加的な時間により電気の供給が回復される可能性もありますが，住民防護措置実施の
開始の遅れにつながる可能性があるため，1 時間以上交流電源が喪失した場合，全面緊急
事態と判断することとしています。
参考
NEI99-01Rev6 では，SG1（長時間の非常用交流電源喪失，又は非常用交流電源喪失で
炉心冷却不能。
）がある。
GSG-2 では，General Emergency に「45 分以上システムの安全な稼働に必要な AC，DC
電源の喪失，又はその予測」などがある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 1：交流電源喪失）
み
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 1 時間以上継続す
ること。
同 解説
上記の場合，電源供給機能の回復に時間を要している状態であり，この状態が継続すれ
ば炉心の損傷に至る可能性が高いことから，全面緊急事態の判断基準とする。
なお，重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機（原子力事業
所内の全ての代替電源設備を含む。
）が 1 時間以内に接続され，非常用交流母線からの電
気の供給が行われるのであれば，全面緊急事態の判断基準とはならない。
規則等条文
規則第 14 条イ(6)
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が一時間以上継続す
ること。
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（２７／５５）
SE27
BWR
EAL 番号
EAL 略称
直流電源の部分喪失
EAL
非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一と
なる状態が 5 分間以上継続すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一
となる状態」とは，複数ある直流●●V 母線のうち，電源供給可能な母線が 1 つにな
った場合に，当該母線に電気を供給する電源が蓄電池，充電器，予備充電器等のうち 1
つだけになった場合をいう。
（●の具体的数値は，プラントごとの設計による値）
(3)「当該直流母線に電気を供給する電源」とは，可搬型を含む原子力事業所内の全ての直
流電源設備をいう。
根拠
非常用直流電源（及び直流電源への供給電源）が単一となった場合，更なる故障等の発
生により全直流電源喪失に至る可能性がある。非常用直流電源の全喪失はプラント監視及
びプラント操作手段が全て失われた危険な状態であり，単一の故障が継続すると判断され
た場合 SE としている。
5 分間：電源の瞬停を除外するための時間である。
NEI99-01Rev6 では，SS8（全ての非常用直流電源喪失の 15 分継続)がある。
GSG-2 では，Site Area Emergency に「安全系とその支援系の運転に必要な全ての AC
又は DC 電源が，30 分以上（又は，炉心を損傷させる上で必要なサイト固有の時間を記
入）にわたり実際に喪失している，又は喪失していることが予測される。
」などがある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 2：直流電源喪失）
み
非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一と
なる状態が 5 分間以上継続すること。
同 解説
使用可能な非常用直流母線が残り 1 系統及び直流電源が残り 1 つとなった場合は，非常
用直流母線からの電気の供給が停止するおそれがあることから，施設敷地緊急事態の判断
基準とする。
「当該直流母線に電気を供給する電源」とは，必要な電力を確保できる原子力事業所内の
全ての直流電源設備をいう。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(5)
非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一と
なる状態が五分間以上継続すること。
参考
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（２８／５５）
GE27
BWR
EAL 番号
EAL 略称
全直流電源の 5 分間以上喪失
EAL
全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 5 分間以上継続
すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止」とは，可搬型電源からの供給を含む
原子力事業所内の全ての直流電源母線への供給が不能となった場合をいう。
根拠
非常用直流電源が全喪失した場合，プラント監視・制御機能が著しく低下することから，
GE としている。
5 分間：電源の瞬停を除外するための時間である。
NEI99-01Rev6 では，SG8（全交流電源喪失及び全非常用直流電源喪失の 15 分継続)が
ある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 2：直流電源喪失）
み
全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 5 分間以上継続す
ること。
同 解説
原子炉施設の監視・制御機能が著しく低下すること及び炉心冷却機能喪失発生時の
ECCS その他の設備の起動ができなくなることから，全面緊急事態の判断基準とする。
「全ての非常用直流母線からの電気」とは，必要な電力を確保できる原子力事業所内の
全ての直流電源設備からの電気をいう。
規則等条文
規則第 14 条イ(7)
全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が五分間以上継続す
ること。
参考
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（２９／５５）
GE28
BWR
EAL 番号
EAL 略称
炉心損傷の検出
EAL
炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。
解釈
(1)原子炉の状態が，
「運転」
，
「起動」及び「高温停止」において適用する。
(2)「炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量」とは，ドライウェル若しくは
サプレッションチェンバのどちらか一方の原子炉格納容器雰囲気モニタ系ガンマ線線
量計の測定値が，原子炉停止後の時間経過に応じて炉心損傷と判断する基準値を超え
た場合をいう。
根拠
炉心損傷が発生している状況であるため GE としている。
炉心損傷を判断する基準値は，各種事故の追加放出相当の 10 倍とする。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（炉心損傷そのものを条件とする EAL はないが，FG1 で
は燃料被覆管バリアの喪失，RCS バリアの喪失及び格納容器バリアの喪失／喪失可能性
有となった場合は適用される。
）
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（炉心損傷の検出）
み
炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。
参考

同 解説

規則等条文

原子炉冷却材の漏えいや原子炉への給水喪失による冷却能力の低下等により炉心の損
傷に至る可能性のある事象については，事前にその兆候を検知し必要な措置をとることと
なっているが，不測の事象から炉心の損傷に至る場合に備え，炉心の損傷を検知した場合
を全面緊急事態の判断基準とする。
「炉心の損傷を示す原子炉格納容器内の放射線量」とは，原子炉格納容器雰囲気モニタ
系ガンマ線線量率等によって判断することとなる。
規則第 14 条イ(8)
炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。

付属―50

（３０／５５）
AL29
BWR
EAL 番号
EAL 略称
停止中の原子炉冷却機能の一部喪失
EAL
原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下すること。
解釈
(1)「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態のうち，
「冷温停止」又は「燃料交換」における
照射済燃料集合体が原子炉容器内にある場合をいう。
(2)「水位低設定値」とは，L－2（ABWR は L－1.5）の水位相当をいう。
根拠
水位低設定値まで低下している状況は，原子炉注水機能に異常が発生している可能性が
あることから，その後の事象進展に備えて AL とする。
NEI99-01Rev6 では CA1（原子炉水位のサイト固有値以下）がある。
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 停止中の原子炉に関する異常
み
原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下すること。
参考

同 解説

規則等条文

原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が低下した場合には通常直ちに原子炉容器内へ
の注水が実施され原子炉容器内の水位の回復が図られるが，当該原子炉容器内の水位が水
位低設定値まで低下するような場合には原子炉への注水機能に何らかの異常があると考
えられ，早期に関係者の体制を構築する必要があることから，警戒事態の判断基準とする。
「原子炉の停止中」とは，停止操作後の冷温停止に至るまでの状態を除く（以下この表
において同じ。
）
。
なし

付属―51

（３１／５５）
SE29
BWR
EAL 番号
EAL 略称
停止中の原子炉冷却機能の喪失
EAL
原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水
するものに限る。
）が作動する水位まで低下した場合において，全ての非常用炉心冷却装
置による注水ができないこと。
解釈
(1)「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態のうち，
「冷温停止」又は「燃料交換」における
照射済燃料集合体が原子炉容器内にある場合をいう。
(2)「非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水する系に限る。
）が作動する水位」と
は，L－1 の水位相当をいう。
根拠
水位低設定値を下回りさらに非常用炉心冷却装置が作動する水位まで低下している状
況は，原子炉注水機能に異常が発生している可能性が高いことから，SE とする。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（残留熱除去系喪失そのものを条件とする EAL はないが，
CS1 では格納容器閉止状態ごとに必要な原子炉水位のサイト固有値となった場合は適用
される。
）
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 停止中の原子炉に関する異常
み
原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水
する系に限る。
）が作動する水位まで低下した場合において，全ての非常用炉心冷却装置
による注水ができないこと。
同 解説
原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が低下した場合には，通常直ちに原子炉容器内へ
の注水が実施され原子炉容器内の水位の回復が図られる。しかし，当該原子炉容器内の水
位が異常低設定値（ECCS（低圧で注水するものに限る。
）が作動する水位をいう。
）まで
低下した場合において，当該 ECCS による注水ができない場合には，注水機能の喪失に
至るおそれがあるため，施設敷地緊急事態の判断基準とする。
参考

規則等条文

規則第 7 条第 1 号イ(6)
原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水
するものに限る。
）が作動する水位まで低下した場合において，全ての非常用炉心冷却装
置による注水ができないこと。

付属―52

（３２／５５）
GE29
BWR
EAL 番号
EAL 略称
停止中の原子炉冷却機能の完全喪失
EAL
原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水
するものに限る。
）が作動する水位まで低下した場合において，全ての非常用炉心冷却装
置等による注水ができないこと。
解釈
(1)「原子炉の停止中」とは，原子炉の状態のうち，
「冷温停止」又は「燃料交換」における
照射済燃料集合体が原子炉容器内にある場合をいう。
(2)「非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水する系に限る。
）が作動する水位」と
は，L－1 の水位相当をいう。
(3)「非常用炉心冷却装置等」とは，設計基準事故対処設備である非常用炉心冷却装置及び，
原子炉隔離時冷却系に加え，同設備と同程度の能力（吐出圧力及び容量）並びに即応性
を有する設備をいう。
(4)「全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができない」とは，非常用炉心冷却装置等に
より原子炉へ注水されていることを確認できない状態をいう。
根拠
原子炉水位が低下して非常用炉心冷却装置が作動しない状況は，炉心損傷に至る可能性
が高いため GE とする。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
〔残留熱除去系喪失そのものを条件とする EAL はないが，
CG1 では格納容器異常（開放継続，圧力上昇等）の状態で，原子炉水位がサイト固有値
（一般的には燃料有効長上端）まで低下した場合に適用される。
〕
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 停止中の原子炉に関する異常
み
原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水
するものに限る。
）が作動する水位まで低下した場合において，全ての非常用炉心冷却装
置等による注水ができないこと。
同 解説
上記の場合において，ECCS（低圧で注水するものに限る。
）による注水ができないとき
に，SA 設備による注水ができなければ原子炉容器内の水位の低下が継続する状態であり，
炉心の損傷に至る可能性が高くなるため，事象の重大性に鑑み，全面緊急事態の判断基準
とする。
参考

規則等条文

規則第 14 条イ(9)
原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水
するものに限る。
）が作動する水位まで低下した場合において，全ての非常用炉心冷却装
置等による注水ができないこと。

付属―53

（３３／５５）
AL30
BWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。
解釈
(1)「水位が一定の水位まで低下すること」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位が「照射済
燃料集合体の頂部から上方約 6m の水位に達すること」を使用済燃料貯蔵プール水位
計，監視カメラ等により確認した場合をいう。
(2)水位の回復手段は，可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
本項は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失に係わる原災法第 10 条の特定事象の前段と
して，通常水位範囲を超えた使用済燃料貯蔵プール水位低下時に AL としている。
NEI99-01Rev6 では，AA2（作業者に対して確実に放射線を防ぐことができる使用済燃
料貯蔵槽水位のサイト固有値。
）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Alert となる事象は「使用済燃料頂部以上の水位確保機能
が喪失」
，
「使用済燃料の損傷」
，
「使用済燃料ピットの温度を 80℃未満に維持する能力の喪
失」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。
参考

同 解説

規則等条文

通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られるが，その原因に
よっては水位の回復が困難な場合もあることから，警戒事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること」とは，可搬型を含む全ての
設備を考慮しても，当該水位まで低下することをいう。
なし

付属―54

（３４／５５）
SE30
BWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維持できていな
いおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
解釈
(1)「水位を維持できていない」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位が「照射済燃料集合体
の頂部から上方約 4m の水位に達すること」を使用済燃料貯蔵プール水位計，監視カ
メラ等により確認した場合をいう。
(2)「水位を測定できない」とは，直接的又は監視カメラ等による間接的な手段によって液
面の位置が確認できない場合をいう。
(3)水位の回復手段及び水位の測定手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
通常水位維持不能の判断として，又は GE 設定水位の前段として燃料露出に対して十分
な余裕を確保可能な水位としてGE 設定値である照射済燃料集合体の頂部から上方2m と
AL 水位の中間にしきい値を定め，SE としている。
NEI99-01Rev6 では，AS2（燃料は水没状態を維持しているが，緊急の追加注水が必要
な使用済燃料貯蔵槽水位のサイト固有値。
）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Site Area Emergency となる事象は「使用済燃料ピットの
水位が使用済燃料頂部以下」
，
「使用済燃料ピット区域の放射線レベルが 30mGy/h を超過」
がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維持できていな
いおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
同 解説
通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られるが，当該貯蔵槽
の水位が低下し，その水位を維持できない場合には当該貯蔵槽への注水機能に何らかの異
常があると考えられることから，施設敷地緊急事態の判断基準とする。また，当該貯蔵槽
の水位を維持できていないおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できない
ときは，上記と同様な状況にある可能性があること及び水位を測定できないという何らか
の異常が発生していると考えられることから併せて施設敷地緊急事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維持できてい
ないおそれがある場合」とは，可搬型を含む全ての設備を考慮しても，当該水位を維持で
きないこと，又は維持できないおそれがある場合をいう。
「当該貯蔵槽の水位を測定できないこと」とは，常設及び可搬型の測定機器で当該貯蔵
槽の水位を測定できないことをいう（以下この表において同じ。
）
。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(7)
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維持できていな
いおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
参考

付属―55

（３５／５５）
GE30
BWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2 メートルの水位まで低下
すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位
を測定できないこと。
解釈
(1)「照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低下すること」とは，使用済
燃料貯蔵プールの水位が「照射済燃料集合体の頂部から上方 2m に達すること」を使
用済燃料貯蔵プールの水位計，監視カメラ等により確認した場合をいう。
(2)「当該水位まで低下しているおそれ」とは，使用済燃料貯蔵プール付近の放射線モニタ
の指示が有意に上昇している場合をいう。
(3)「水位を測定できない」とは，直接的又は間接的な手段によって液面の位置が確認でき
ない場合をいう。
(4)水位の回復手段及び水位の測定手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
通常水位から燃料頂部上 2m まで水位低下した状況は，注水機能の異常が復旧される見
込みがなく，燃料露出の可能性が高いことから GE としている。
2m：原子力災害対策指針改定案に対するパブリックコメント回答（平成 25 年 9 月 5 日）
において，2m の根拠（コメント番号 68）に対し以下のように原子力規制庁は回答してい
る。
使用済燃料貯槽の水位が低下し，水位が維持できない場合，照射済燃料集合体の冷却機
能を喪失する可能性があります。そのような場合において，水位が 2m に達することによ
り，水による照射済燃料集合体からの放射線の遮へい効果が著しく損なわれ，使用済燃料
貯槽付近への人によるアクセスが困難となり，冷却材の注水など必要な措置の実施も困難
となってくることから，当該水位を設定しています。
参考
NEI99-01Rev6 では，AG2（燃料は水没状態を維持しているが，緊急の追加注水が必要
な使用済燃料貯蔵槽水位に対し 1 時間が経過した固有の水位。
）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で General Emergency となる事象は「過去 3 年以内に原子
炉から取り出された 1/3 炉心以上の使用済燃料が貯蔵されている使用済燃料プールの冷却
水の完全喪失」
，
「使用済燃料ピット区域の放射線レベルが 3Gy/h を超過」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2 メートルの水位まで低下
すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位
を測定できないこと。
同 解説
上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではないが，何らかの異
常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，現場への立入りが困難とな
り水位の回復ができず，照射済燃料集合体の露出に至るという事象の重大性に鑑み，全面
緊急事態の判断基準とする。また，当該水位まで低下しているおそれがある場合において，
当該貯蔵槽の水位を測定できない状態にあることは，上記と同様な状況にある可能性があ
ること及び水位を測定できないという何らかの異常が発生していると考えられることか
ら併せて全面緊急事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低
下すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合」とは，可搬型を含む全て
の設備を考慮しても，当該水位まで低下すること，又は低下しているおそれがある場合を
いう。
規則等条文

規則第 14 条イ(10)
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低
下すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水
位を測定できないこと。

付属―56

（３６／５５）
AL31
BWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測
定できないこと。
解釈
(1)「水位を維持できないこと」とは，使用済燃料貯蔵プールの水位が「照射済燃料集合体
の頂部から上方約 4m の水位に達すること」を使用済燃料貯蔵プール水位計，監視カ
メラ等により確認した場合をいう。
(2)「水位を一定時間以上測定できない」とは，直接又は監視カメラ等による間接的な手段
によって液面の位置が確認できない状態が 24 時間以上継続した場合をいう。
(3)水位の回復手段及び水位の測定手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
本項は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失に係わる原災法第 10 条の特定事象の前段と
して，通常水位範囲を超えた使用済燃料貯蔵プール水位低下時に AL としている。
なお，本項は，新規制基準未適合プラントに適用される EAL であり，使用済燃料貯蔵
槽内の燃料の冷却が概ねなされていることから，燃料交換が行われる適合プラントより低
い水位を設定している。
NEI99-01Rev6 では，AA2（作業者に対して確実に放射線を防ぐことができる使用済燃
料貯蔵槽水位のサイト固有値。
）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Alert となる事象は「使用済燃料頂部以上の水位確保機能
が喪失」
，
「使用済燃料の損傷」
，
「使用済燃料ピットの温度を 80℃未満に維持する能力の喪
失」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測
定できないこと。
同 解説
通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られるが，当該貯蔵槽
の水位が低下し，その水位を維持できない場合には当該貯蔵槽への注水機能に何らかの異
常があると考えられることから，警戒事態の判断基準とする。また，当該貯蔵槽の水位を
維持できないおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できない
ときは，上記と同様な状況にある可能性があること及び水位を測定できないという何らか
の異常が継続していると考えられることから併せて警戒事態の判断基準とする。
「一定時間」とは，測定できない状況を解消するために準備している措置を実施するま
でに必要な時間をいう。
「使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと」とは，可搬型を含む全ての設備を考慮
しても，当該水位を維持できないこと，又は維持できないおそれがある場合をいう。
規則等条文
なし
参考

付属―57

（３７／５５）
SE31
BWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低下
すること。
解釈
(1)「照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低下すること」とは，使用済
燃料貯蔵プールの水位が「照射済燃料集合体の頂部から上方 2m に達すること」を使用
済燃料貯蔵プールの水位計，監視カメラ等により確認した場合をいう。
(2)水位の回復手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
通常水位から燃料頂部上 2m までの水位低下にかかる時間的余裕は大きく，この間水位
回復が不能だったことは事象の深刻さを示しており，燃料露出の可能性に対して SE とし
ている。
参考
NEI99-01Rev6 では，AS2（燃料は水没状態を維持しているが，緊急の追加注水が必要
な使用済燃料貯蔵槽水位のサイト固有値。
）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Site Area Emergency となる事象は「使用済燃料ピットの
水位が使用済燃料頂部以下」
，
「使用済燃料ピット区域の放射線レベルが 30mGy/h を超過」
がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低下
すること。
同 解説
上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではないが，何らかの異
常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，現場への立入りが困難とな
り水位の回復ができず，照射済燃料集合体の露出に至るおそれがあるという事象の重大性
に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低
下すること」とは，可搬型を含む全ての設備を考慮しても，当該水位まで低下することを
いう。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号へ(1)
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低下
すること。

付属―58

（３８／５５）
GE31
BWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。
解釈
(1)「照射済燃料集合体の水位が頂部の水位まで低下すること」とは，使用済燃料貯蔵プー
ルの水位が「照射済燃料集合体の頂部に達すること」を使用済燃料貯蔵プールの水位
計，監視カメラ等により確認した場合をいう。
(2)水位の回復手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
燃料露出という事象の重大性に対して GE としている。
NEI99-01Rev6 では，AG2（燃料は水没状態を維持しているが，緊急の追加注水が必要
な使用済燃料貯蔵槽水位に対し 1 時間が経過した固有の水位。
）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で General Emergency となる事象は「過去 3 年以内に原子
炉から取り出された 1/3 炉心以上の使用済燃料が貯蔵されている使用済燃料プールの冷却
水の完全喪失」
，
「使用済燃料ピット区域の放射線レベルが 3Gy/h を超過」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。
参考

同 解説

規則等条文

上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではないが，何らかの異
常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，現場への立入りが困難とな
り水位の回復ができず，照射済燃料集合体の露出に至るという事象の重大性に鑑み，全面
緊急事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること」とは，
可搬型を含む全ての設備を考慮しても，当該水位まで低下することをいう。
規則第 14 条へ(1)
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。

付属―59

（３９／５５）
SE41
BWR
EAL 番号
EAL 略称
格納容器健全性喪失のおそれ
EAL
原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止
中において想定される上昇率を超えること。
解釈
(1)原子炉の状態が，
「運転」
，
「起動」及び「高温停止」において適用する。
(2)「原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止
中において想定される上昇率を超えること」とは，原子炉格納容器内の圧力又は温度が
格納容器スプレイを実施する基準に達した状態で，上昇傾向が 15 分以上継続したとき
をいう。
（参考）スプレイ基準
格納容器圧力
格納容器温度

柏崎刈羽6，7号機の場合
98kPa
90℃（D/W 圧力が 13.7kPa 以
上の場合に限る）

東海第二の場合
245kPa
171℃接近

(3)格納容器冷却機能などの常用の設備の故障によって圧力又は温度の上昇傾向が一定時
間にわたって継続した場合は施設敷地緊急事態に該当しない。
根拠
原子炉格納容器内の圧力又は温度がスプレイを実施する基準に達した状態は原子炉格
納容器に設計想定を超える事象発生が想定されることから SE としている。なお，15 分と
は原子炉格納容器の圧力又は温度が格納容器スプレイ実施基準を超えて上昇を続けてい
ることを確認するとともに，原子炉への注水から原子炉格納容器へのスプレイへの切替時
間を考慮し設定する。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（FS1 の格納容器バリアの喪失／喪失可能性有と他のバリ
アの 1 つの喪失／喪失可能性有で示される。例えば，格納容器隔離失敗で格納容器内エリ
アモニタがサイト固有値を超えた場合など。
）
EAL の枠組 原子炉格納容器機能の異常
み
原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止
中において想定される上昇率を超えること。
同 解説
上記の状態が一定時間継続する場合は，その事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の
判断基準とする。
なお，原子炉格納容器冷却機能等の常用の設備の故障によって圧力又は温度の上昇傾向
が一定時間にわたって継続した場合は施設敷地緊急事態に該当しないこととなる。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(11)
原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止
中において想定される上昇率を超えること。

付属―60

（４０／５５）
GE41
BWR
EAL 番号
EAL 略称
格納容器圧力の異常上昇
EAL
原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使
用温度に達すること。
解釈
(1)原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。
(2)「最高使用圧力」とは，○MPa［gage］をいう。
(3)「最高使用温度」とは，○℃をいう。
根拠
原子炉格納容器が最高使用圧力又は最高使用温度を超える場合，原子炉格納容器内の閉
じ込め機能が脅かされていることから GE としている。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（FG1 の RCS バリアの喪失／喪失可能性有と燃料バリア
及び RCS バリアの喪失で示される。
）
EAL の枠組 原子炉格納容器機能の異常
み
原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使
用温度に達すること。
同 解説
最高使用圧力又は最高使用温度に達した後に圧力上昇又は温度上昇が継続した場合に
は，放射性物質の閉じ込め機能が低下する可能性があるため，全面緊急事態の判断基準と
する。
規則等条文
規則第 14 条イ(4)
原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使
用温度に達すること。
参考

付属―61

（４１／５５）
AL42
BWR
EAL 番号
EAL 略称
単一障壁の喪失又は喪失のおそれ
EAL
燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること，又は，燃料被
覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。
解釈
(1)原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。
(2)3 つの障壁のうち，燃料被覆管障壁又は原子炉冷却系障壁のいずれかの喪失若しくはそ
のおそれがある場合をいう。
各障壁の喪失又は喪失のおそれについては，付表 2 で判断する。
根拠
燃料被覆管障壁及び原子炉冷却材障壁において，どちらか 1 つの障壁が喪失（又は喪失
のおそれ）となった場合はその後の事象進展に備えて AL としている。
参考

NEI99-01Rev6 では，FS1（RCS バリアの喪失／喪失可能性有又は燃料バリアの喪失／
喪失可能性有）がある。

EAL の枠組 障壁の喪失
み
燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること，又は，燃料被
覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。
同 解説
以下の 4 つのケースが考えられる。
(1)燃料被覆管障壁が喪失するおそれ
(2)原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ
(3)燃料被覆管障壁の喪失
(4)原子炉冷却系障壁の喪失
なお，本事象については，原子力事業者が"NEI 99-01 Methodology for Development of
Emergency Action Levels"を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるもの
とする。
規則等条文
なし

付属―62

（４２／５５）
SE42
BWR
EAL 番号
EAL 略称
2 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ
EAL
燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあ
ること，燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること，又は燃
料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子
炉格納容器の障壁が喪失すること。
解釈
(1)原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。
(2) 3 つの障壁のうち，いずれか 2 つの障壁の喪失若しくはそのおそれがある場合をいう。
各障壁の喪失又は喪失のおそれについては，付表 2 で判断する。
根拠
判断の煩雑さを避けるため，燃料被覆管障壁，原子炉冷却材障壁及び原子炉格納容器障
壁のうち，いずれか 2 つが喪失（又は喪失のおそれ）となった場合に SE としている。
NEI99-01Rev6 では，FS1（FG1 の 3 つのバリアうち 2 つの喪失／喪失可能性有）が
ある。
EAL の枠組 障壁の喪失
み
燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあ
ること，燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること，又は燃
料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子
炉格納容器の障壁が喪失すること。
同 解説
以下の 4 つのケースが考えられる。
(1)燃料被覆管障壁が喪失+原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ
(2)燃料被覆管障壁が喪失するおそれ+原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ
(3)燃料被覆管障壁が喪失するおそれ+格納容器障壁が喪失
(4)原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ+格納容器障壁が喪失
なお，本事象については，原子力事業者が"NEI 99-01 Methodology for Development
of Emergency Action Levels"を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるも
のとする。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(13)
燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあ
ること，燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること，又は燃
料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子
炉格納容器の障壁が喪失すること。
参考

付属―63

（４３／５５）
GE42
BWR
EAL 番号
EAL 略称
2 つの障壁喪失及び 1 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ
EAL
燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において，原子炉格納容器の
障壁が喪失するおそれがあること。
解釈
(1)原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。
(2)3 つの障壁のうち，2 つの障壁が喪失し，3 つ目の障壁の喪失若しくはそのおそれがあ
る場合をいう。
各障壁の喪失又は喪失のおそれについては，付表 2 で判断する。
根拠
判断の煩雑さを避けるため，3 つの障壁のうち 2 つが喪失し，更に残る 1 つの障壁が喪
失又は喪失のおそれがある場合に GE としている。
NEI99-01Rev6 では，FG1（2 つのバリアの喪失と残り 1 つのバリアの喪失／喪失可能
性有）がある。
EAL の枠組 障壁の喪失
み
燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において，原子炉格納容器の
障壁が喪失するおそれがあること。
同 解説
以下のケースが考えられる。
燃料被覆管障壁が喪失＋原子炉冷却系障壁が喪失＋原子炉格納容器障壁が喪失するお
それ
なお，本事象については，原子力事業者が"NEI 99-01 Methodology for Development of
Emergency Action Levels"を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるもの
とする。
規則等条文
規則第 14 条イ(12)
燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において，原子炉格納容器の
障壁が喪失するおそれがあること。
参考

付属―64

（４４／５５）
SE43
BWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用
EAL
原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。
）の損傷が発生していない場合において，炉心
の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。
解釈
(1)原子炉の状態が，「運転」，「起動」及び「高温停止」において適用する。
(2)「炉心の損傷が発生していない場合」とは，格納容器放射線モニタが基準値以下にある
場合をいう。
根拠
炉心損傷防止のための原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用に対し，炉心損傷前ではあ
るが，有意な放射性物質放出のおそれがあるため，SE としている。
格納容器放射線モニタの基準値は，追加放出相当とする。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用
み
原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。
）の損傷が発生していない場合において，炉心
の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。
同 解説
原子炉格納容器の圧力を低下させることにより，炉心の損傷を防止することに成功する
ことが想定されるが，原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用するという事象の重大性に鑑
み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(12)
原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。
）の損傷が発生していない場合において，炉心
の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。
参考

付属―65

（４５／５５）
AL51
BWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉制御室他の機能喪失のおそれ
EAL
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術
基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 6 号）第 38 条第 4 項及び研究開
発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委
員会規則第 10 号）第 37 条第 4 項に規定する装置が施設された室をいう。以下同じ。
）か
らの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室」とは，中央制御室及び中央制御室外操作
盤室をいう。
(3)「運転や制御に影響を及ぼす」とは，放射線レベル又は室温の上昇等により，運転員が
中央制御室の操作盤及び中央制御室外操作盤での操作が容易にできなくなる状況をい
う。
根拠
本項は原災法第 10 条特定事象の前段の警戒事態として，原子炉制御室の環境悪化によ
り原子炉制御に支障が生じる，又は原子炉施設異常警報装置の機能の一部が喪失するおそ
れがある場合に AL としている。
NEI99-01Rev6 では，HA6（原子炉制御室を退避し，原子炉制御室外操作盤などに操作
が移行した場合。
）がある。
GSG-2 では，Alert に「主制御室から避難し，緊急時管理室から制御できる。
」
「15 分間
以上にわたり複数の安全系計装又は制御室内の制御装置の機能が停止。
」
「数時間にわたり
継続する可能性がある 0.10mSv/h を上回る放射線レベル。
」がある。
EAL の枠組 原子炉制御室等に関する異常
み
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術
基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 6 号）第 38 条第 4 項及び研究開
発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委
員会規則第 10 号）第 37 条第 4 項に規定する装置が施設された室をいう。以下同じ。
）か
らの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。
同 解説
原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから警戒事態の判断基準と
する。
規則等条文
なし
参考

付属―66

（４６／５５）
SE51
BWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉制御室他の一部の機能喪失・警報喪失
EAL
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御
に支障が生じること，又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合におい
て，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常
を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化」とは，以下の状態をいう。
①原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生していない場合
中央制御室及び中央制御室外操作盤室の放射線レベル又は室温の上昇等により，防
護具，局所排気装置等を用いなければ，運転員が操作盤で操作できない状態をいう。
②原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合
中央制御室の放射線レベル又は室温の上昇等により，防護具，局所排気装置等を用い
なければ，運転員が操作盤で操作できない状態をいう。
(3)「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合」とは，原子炉出力に影響の
ある過渡事象が進行中である場合若しくは使用済燃料貯蔵槽の水位低下が確認された
場合とする。
(4)「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常
を表示する警報装置の機能の一部が喪失する」とは，系統分離している安全設備のうち
1 区分の安全設備の運転・監視が可能であれば原子炉の制御は可能であることから，制
御盤の表示灯，警報，指示計，記録計が消失するなどにより運転・監視の可能な安全設
備が 1 系統のみとなった状態をいう。
（ただし，BWR5 においては HPCS 系の区分を
除く。
）
根拠
原子炉制御室の環境悪化により原子炉制御に支障が生じる，又は原子炉施設異常警報装
置の機能の一部が喪失した場合に，SE としている。
参考
NEI99-01Rev6 では HS6（原子炉制御室を退避し原子炉制御室外操作盤等に操作を移
行した場合で，更に安全上重要な制御監視機能が時間内に使用不能となった場合。
）があ
る。
GSG-2 では，Site Area Emergency に「主制御室あるいは緊急時管理室も居住できな
い。
」
「15 分間以上にわたり安全系計装又は制御室内での制御装置の機能が停止，さらに，
炉心保護能力に影響を及ぼす可能性がある大きな過渡変化が進行中。
」
「数時間にわたり継
続する可能性がある 1mSv/h を上回る放射線レベル。
」がある。
EAL の枠組 原子炉制御室等に関する異常
み
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより，原子炉の制御
に支障が生じること，又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合におい
て，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常
を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
同 解説
火災等により原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することによっ
て，原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能性が高いことから施設敷地緊急事態の判
断基準とする。
原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に，原子炉制御室からこれらを監視
する機能の一部が喪失することによって，原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可
能性が高いことから併せて施設敷地緊急事態の判断基準とする。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(8)
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御
に支障が生じること，又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合におい
て，原子炉制御室に設置する原子炉及びその附属施設（以下「原子炉施設」という。
）の状
態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失す
ること。

付属―67

（４７／５５）
GE51
BWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失
EAL
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原子炉を停
止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること，又は原子炉若しくは使用済
燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を
表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失するこ
と。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなる」とは，以下の状態を
いう。
①原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生していない場合
中央制御室及び中央制御室外操作盤室の放射線レベル又は室温の上昇等により，当
該場所からの退避が必要となった場合をいう。
②原子炉若しくは使用済燃料貯蔵プールに異常が発生した場合
中央制御室の放射線レベル又は室温の上昇等により，当該場所からの退避が必要と
なった場合をいう。
(3)「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合」とは，原子炉出力に影響の
ある過渡事象が進行中である場合若しくは使用済燃料貯蔵槽の水位低下が確認された
場合をいう。
(4)「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常
を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること」とは，制御盤の表示灯，警報，指示
計，記録計が消失する等により全ての安全設備の運転・監視ができなくなった状態をい
う。
（ただし，BWR5 においては HPCS 系の区分を除く。
）
根拠
原子炉制御室が使用不能となる，又は異常発生時に原子炉の状態表示，異常警報装置が
機能喪失した場合は原子炉制御不能であり，GE としている。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
GSG-2 では，General Emergency に「安全系計装の機能が停止又は制御室内及び遠隔
制御場所での制御装置の機能が停止，かつ，以下のいずれかが存在している。容器の水位
が使用燃料の頂部を下回っている。又は，複数の放射線モニタでの数値の大幅増加（100
～1,000 倍）
。又は，実際又は差し迫った炉心損傷のその他の表示。
」
「10mSv/h を上回る
放射線レベル。
」がある。
EAL の枠組 原子炉制御室等に関する異常
み
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原子炉を停
止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること，又は原子炉若しくは使用済
燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を
表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失するこ
と。
同 解説
火災等により原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることによ
って，原子炉の安全な状態を確保できなくなることから，全面緊急事態の判断基準とする。
原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に，原子炉制御室からこれらを監視
する機能の全てが喪失することによって，原子炉施設の安全な状態を確保できなくなるこ
とから併せて全面緊急事態の判断基準とする。
規則等条文
規則第 14 条イ(11)
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより原子炉を停
止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること，又は原子炉若しくは使用済
燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を
表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失するこ
と。

付属―68

（４８／５５）
AL52
BWR
EAL 番号
EAL 略称
所内外通信連絡機能の一部喪失
EAL
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の一部の機能が喪失すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の一部の機能が喪失する」とは，原子炉施設に何らかの異常が発生し，①原
子力事業所内の通信機能，②原子力事業所内から所外への通信機能のいずれかが，どれ
か 1 つの手段のみとなる場合をいう。
(3)「どれか 1 つの手段のみとなる場合」とは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，
衛星回線等のうち，使用可能な通信手段が 1 種類のみになる場合をいう。
根拠
本項は原災法第 10 条特定事象の前段の警戒事態として，何らかの異常発生により通常
の運転操作に必要な通信手段又は規制当局との通信手段を一部喪失した場合にAL として
いる。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SU6 は，日常の発電所運営に係る通信手段の喪失や NRC
との通信の喪失など。
）
GSG-2 では，Alert に「長期間にわたる敷地への通信の実際の喪失又は喪失の可能性を
生じる事象。
」がある。
EAL の枠組 事業所内通信設備又は外部への通信設備
み
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の一部の機能が喪失すること。
同 解説
原子炉施設内に何らかの異常が発生していると考えられる。一部の機能が喪失すること
により，直ちに通信が不可能となるわけではないが，全ての機能が喪失する前に関係者へ
の連絡を行うことが必要であることから，警戒事態の判断基準とする。
規則等条文
なし
参考

付属―69

（４９／５５）
SE52
BWR
EAL 番号
EAL 略称
所内外通信連絡機能の全ての喪失
EAL
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の全ての機能が喪失すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の全ての機能が喪失する」とは，原子炉施設に何らかの異常が発生し，①原
子力事業所内の通信手段，②原子力事業所内から所外への通信手段のいずれかが，全て
使用不能になる場合をいう。
(3)「全て使用不能になる場合」とは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，衛星回線
等の全ての通信手段が使用できない場合をいう。
根拠
何らかの異常が生じ，通常の運転操作に必要な通信手段又は規制当局との通信手段が全
て喪失した場合に，原子炉の運転操作に支障をきたす可能性が高く，SE としている。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SU6 は，日常の発電所運営に係る通信手段の喪失や NRC
との通信の喪失など。
）
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 事業所内通信設備又は外部への通信設備
み
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の全ての機能が喪失すること。
同 解説
原子炉施設内に何らかの異常が発生していると考えられ，その異常な状態が把握できな
いことから，原子炉施設の安全な状態が確保されていない状況が想定されるため，施設敷
地緊急事態の判断基準とする。
なお，原子力事業所内の通信設備の機能喪失については外部への連絡が可能である場合
が考えられるが，外部との通信設備が全て機能喪失した場合には外部との通信ができな
い。この場合，車等の交通手段を用いて関係者への連絡を行うことが考えられる。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(9)
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の全ての機能が喪失すること。
参考

付属―70

（５０／５５）
AL53
BWR
EAL 番号
EAL 略称
重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ
EAL
重要区域（原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者
防災業務計画等に関する命令（平成 24 年文部科学省・経済産業省令第 4 号）第 2 条第 2
項第 8 号に規定する重要区域をいう。以下同じ。
）において，火災又は溢水が発生し，同号
に規定する安全上重要な構築物，系統又は機器（以下「安全機器等」という。
）の機能の一
部が喪失するおそれがあること。
解釈
(1) 全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「重要区域」及び「安全上重要な構築物，系統又は機器」とは，原子力事業者防災業務
計画に定めるものをいう。
(3)「安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがある」とは，火災又は溢水により，安全
上重要な構築物，系統又は機器の機能に支障が生じ，同一の機能を有する系統のうち使
用できる系統が 1 系統のみとなるおそれがあることをいう。
(4)「火災」とは，発電所敷地内に施設される設備又は仮置きされた可燃性物質（難燃性を
含む）が発火することをいう。
(5)「溢水」とは，発電所内に施設される機器の破損による漏水又は消火栓等の系統の作動
による放水が原因で，系統外に放出された流体をいう（滞留水，流水，蒸気を含む）
。
根拠
本項は原災法第 10 条特定事象の前段の警戒事態として，火災又は溢水により安全機能
が一部喪失のおそれがある場合に AL としている。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（HU4 は，プラントの安全性レベルを低下させる可能性の
ある火災，HU3 はプラントの安全性に影響を与える可能性のある自然現象あるいは工学
的ハザード。
）
GSG-2 では，Alert に「安全系を封じ込める区域に影響を及ぼす可能性のある火災又は
爆発。
」がある。
EAL の枠組 火災又は溢水の発生
み
重要区域（原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者
防災業務計画等に関する命令（平成 24 年文部科学省・経済産業省令第 4 号）第 2 条第 2
項第 8 号に規定する重要区域をいう。以下同じ。
）において，火災又は溢水が発生し，同号
に規定する安全上重要な構築物，系統又は機器（以下「安全機器等」という。
）の機能の一
部が喪失するおそれがあること。
同 解説
原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから警戒事態の判断基
準とする。
なお，重要区域及び安全機器等の範囲については，原子力災害対策特別措置法に基づき
原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令（平成 24 年文部科
学省・経済産業省令第 4 号。以下「防災業務計画等命令」という。
）第 2 条第 2 項第 8 号
に基づき，原子力事業者が原子力事業者防災業務計画において記載することとし，その範
囲の妥当性については，原子力規制委員会が原子力事業者防災業務計画の届出を受けた
後，確認することとする。
規則等条文
なし
参考
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（５１／５５）
SE53
BWR
EAL 番号
EAL 略称
火災・溢水による安全機能の一部喪失
EAL
火災又は溢水が発生し，安全機器等の機能の一部が喪失すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「安全機器等の機能の一部が喪失すること」とは，火災又は溢水により，安全上重要な
構築物，系統又は機器の機能に支障が生じ，同一の機能を有する全ての系統が使用でき
なくなることをいう。
根拠
火災又は溢水により安全機能が一部喪失した場合，その後の運転における原子炉の安全
性を考慮し SE としている。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（HU4 は，プラントの安全性レベルを低下させる可能性の
ある火災，HU3 はプラントの安全性に影響を与える可能性のある自然現象あるいは工学
的ハザード。
）
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 火災又は溢水の発生
み
火災又は溢水が発生し，安全機器等の機能の一部が喪失すること。
参考

同 解説

規則等条文

上記の場合は，原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから施設
敷地緊急事態の判断基準とする。
安全機器等の範囲については，防災業務計画等命令第 2 条第 2 項第 8 号に基づき，原子
力事業者が原子力事業者防災業務計画において記載することとし，その範囲の妥当性につ
いては，原子力規制委員会が原子力事業者防災業務計画の届出を受けた後，確認すること
とする。
規則第 7 条第 1 号イ(10)
火災又は溢水が発生し，防災業務計画等命令第二条第二項第八号に規定する安全上重要
な構築物，系統又は機器（以下「安全機器等」という。
）の機能の一部が喪失すること。
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（５２／５５）
SE55
BWR
EAL 番号
EAL 略称
防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生
EAL
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること
等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺において，緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を
開始する必要がある事象が発生すること。
解釈
(1)「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは，破壊妨害行為等，プラントの安全を維
持する機能に不具合を引き起こすような事象をいう。
(2)「原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所
外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原子力事業所周辺において，緊急事態に
備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象」とは，原
子炉施設に影響を及ぼすおそれにより放射性物質又は放射線が放出されうる状況であ
ると原子力防災管理者が判断した事象をいう。
根拠
外的な事象によって放射性物質又は放射線が放出されうる状況であると原子力防災管
理者が判断した場合に SE としている。
NEI99-01Rev6 に，
FS1（3 つのバリア喪失／喪失可能性有に対する危機管理者の判断）
，
HS1（防護区域での破壊妨害行為発生。
）
，及び HS7（その他，危機管理者の判断）がある。
GSG-2 では，Site Area Emergency に「安全系への進入経路の損傷又は障害を結果とし
て生じるセキュリティ事象。
」がある。
EAL の枠組 その他原子炉施設以外に起因する事象等による原子力施設への影響
み
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること
等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺において，緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を
開始する必要がある事象が発生すること。
同 解説
放射性物質又は放射線が異常な水準ではないものの，原子力事業所外へ放出され，又は
放出されるおそれがあり，原子炉施設周辺において，緊急事態に備えた防護措置の準備及
び施設敷地緊急事態要避難者の避難を開始する必要があることから施設敷地緊急事態の
判断基準とする。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号イ(14)，ヘ(2)
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること
等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺において，緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を
開始する必要がある事象が発生すること。
参考
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（５３／５５）
GE55
BWR
EAL 番号
EAL 略称
住民の避難を開始する必要がある事象発生
EAL
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質
又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
解釈
(1)「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは，破壊妨害行為等，プラントの安全を維
持する機能に不具合を引き起こすような事象をいう。
(2)「原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所
外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原子力事業所周辺の住民の避難を開始す
る必要がある事象」とは，原子炉施設への影響により放射性物質又は放射線が放出され
うる状況であると原子力防災管理者が判断した事象をいう。
根拠
外的な事象によって住民避難措置が必要な放射性物質又は放射線が放出されうる状況
と原子力防災管理者が判断した場合に GE としている。
NEI99-01Rev6 に，FG1（3 つのバリア喪失／喪失可能性有に対する危機管理者の判
断）
，HG1（破壊妨害行為による施設制御不能。
）
，及び HG7（その他，危機管理者の判断）
がある。
GSG-2 では，General Emergency に「炉心を保護するために必要な安全機能を監視及
び管理する能力の喪失を招くセキュリティ事象。
」がある。
EAL の枠組 その他原子炉施設以外に起因する事象等による原子力施設への影響
み
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質
又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
同 解説
原子炉施設周辺の住民の避難等を開始する必要があることから全面緊急事態の判断基
準とする。
規則等条文
規則第 14 条イ(13)，ヘ(2)
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質
又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
参考
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別表 2 付表 1 EAL25 の「非常用交流母線」として考慮する電源について
（５４／５５）
①緊急時母線を「非常用交流母線」として考慮する場合

【考慮する「非常用交流母線」】
非常用交流母線(C)，(D)，(H)，緊急時母線
＜緊急時母線を「非常用交流母線」として考慮する場合の判断例＞
【①－Ⅰ】D/G(H)から非常用交流母線(H)へ給電している場合
⇒「非常用交流母線」１系統と考える

【①－Ⅱ】常設代替電源設備から緊急時母線へ給電している場合
⇒「非常用交流母線」１系統と考える

【①－Ⅲ】常設代替電源設備から緊急時母線を介して非常用交流
母線(D)へも給電している場合
⇒「非常用交流母線」２系統と考える

【①－Ⅳ】常用交流母線のみ健全な場合
⇒「非常用交流母線」０系統と考える
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②緊急時母線を「非常用交流母線」として考慮しない場合

緊急時母線に直接つながる負荷がない
又は
直接つながる負荷にEAL21，22 の注
水設備として期待できる
SA 設備がない

【考慮する「非常用交流母線」】
非常用交流母線(C)，(D)，(H)
＜緊急時母線を「非常用交流母線」として考慮しない場合の判断例＞
【②－Ⅰ】D/G(H)から非常用交流母線(H)へ給電している場合
⇒「非常用交流母線」１系統と考える

【②－Ⅱ】常設代替交流電源設備から緊急時母線へ給電してい
る場合
⇒「非常用交流母線」０系統と考える

【②－Ⅲ】常設代替交流電源設備から緊急時母線を介して非常
用母線(D)へ給電している場合
⇒「非常用交流母線」１系統と考える

【②－Ⅳ】常用交流母線のみ健全な場合
⇒「非常用交流母線」０系統と考える
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別表 2 付表 2 放射性物質障壁の詳細
（５５／５５）
プラントパラメータ
原子炉冷却材中よう素濃
度
原子炉水位
一次系

原子炉
格納容
器

燃料被覆管障壁

原子炉冷却系障壁

原子炉格納容器障壁

－

－

－

○ 有効燃料頂部(TAF)未満
○ 水位不明
◎ 有効炉心長の 2/3(L-0)未満

原子炉圧力

－

その他

－

格納容器圧力

－

格納容器温度

－

サプレションプール水温

－

格納容器雰囲気モニタ系
（放射線）

◎ 有効燃料頂部(TAF)未満
◎ 水位不明
－
－
◎ 急速減圧操作の実施
◎ 13.7kPa[g]以上
（D/W 圧力高設定点）
－
－

◎ 格納容器雰囲気モニタ系ガンマ線線量率が
原子炉停止後の時間経過に応じて炉心損傷 ◎ 指示値の有意な上昇
と判断する基準値を超過

格納容器雰囲気モニタ
（ガス）

－

建屋

その他
建屋内温度

－
－

その他

緊急時責任者の判断

○ 燃料被覆管障壁の喪失のおそれ判断

◎ 燃料被覆管障壁の喪失判断
＜凡例＞ ◎：障壁喪失を示す ○：障壁喪失のおそれを示す
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－
－
－
○ サプレッションプール水温度が
原子炉圧力に応じて減圧禁止とな
る領域
－
◎ 最高使用圧力以上
◎ 最高使用温度以上
○ サプレッションプール水温度が
原子炉圧力に応じて減圧禁止とな
る領域
－

○ 燃焼が発生するガス濃度以上
－
（例：水素ガス 4%以上，酸素ガス
5%以上）
－
◎ 格納容器ベントの実施
◎ 基準温度（系統隔離温度）以上
◎ 基準温度（系統隔離温度）以上
○ 原子炉冷却系障壁の喪失のおそ ○ 格納容器障壁の喪失のおそれ判
れ判断
断
◎ 原子炉冷却系障壁の喪失判断
◎ 格納容器障壁の喪失判断

別表３ 標準的な EAL：PWR
（１／５０）
SE01
PWR
EAL 番号
EAL 略称
敷地境界付近の放射線量の上昇
EAL
(1)放射線測定設備について，単位時間（2 分以内のものに限る。
）ごとのガンマ線の放射線
量を測定し 1 時間あたりの数値に換算して得た数値が 5μSv/h 以上の放射線量を検出
すること。
(2)放射線測定設備のすべてについて 5μSv/h を下回っている場合において，当該放射線測
定設備の数値が 1μSv/h 以上であるときは，当該放射線測定設備における放射線量と
原子炉の運転等のための施設の周辺において，中性子線が検出されないことが明らかに
なるまでの間，中性子線測定用可搬式測定器により測定した中性子の放射線量とを合計
して得た数値が，5μSv/h 以上のものとなっているとき。
ただし，(1)又は(2)において，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該数値は検出
されなかったこととする。
(a) 排気筒及び指定エリアモニタに示す測定設備により検出された数値に異常が認め
られないものとして，原子力規制委員会に報告した場合
(b) 当該数値が落雷の時に検出された場合
解釈
・ 「放射線測定設備」とは，原子力事業者防災業務計画別図により配置された放射線測
定設備をいう。
・ (1)項の「単位時間（2 分以内に限る。
）
」を放射線測定設備のデジタル値で確認する場
合は，そのデジタル値の間隔（2 分以内）を指定できるものとする。
・ (a)項の「検出された数値に異常が認められない」とは，放射線測定設備において，5
μSv/h 以上の放射線量を検出したときに速やかに原子力防災資機材の排気筒モニタ及
び指定エリアモニタの警報が動作していないか，又は指示値が有意に変化していないこ
とを確認した場合とする。
・ (a)項の「原子力規制委員会へ報告した場合」とは，これらモニタ等に異常がないこと
を確認した場合において，以下の事項について，原子力規制委員会へ電話で連絡した場
合をいう。
a. プラントが SE，GE の状態ではないこと。
b. 通報事象等規則第 3 条の 2 により，報告するものであること。
c. 放射線測定設備の指示上昇の原因はプラント由来のものではないこと。
d. 特定事象の通報は実施しないこと。
根拠
・ 「5μSv/h」については，旧原災法導入の際に“原子力安全委員会（当時）が定めてき
た防災のための指針では，
地方公共団体が独自に防護対策準備を開始する目安として
「周
辺モニタリングポスト等で実測されたγ線 10μGy/h」を提案しており通報レベルとし
ては，その前段階に設定することが適当であること”を考慮したものとなっており，今
回の EAL でも引き継がれている。
・ 単位時間の「2 分以内」については我が国の放射線測定設備の基本測定単位が通常 2
分単位で行われていることを踏まえて設定される。
・ 測定対象については，軽水炉の事故時に放出される放射性物質は核分裂生成物である
ことからγ線放出核種であり，被ばくの観点からはγ線を測定する。一方で臨界事故等
の中性子が放出される事象が考えられる場合は中性子線量とγ線量を合わせて 5μSv/h
の判定をすることで万全を期している。
・ 検出方法については原災法第 11 条第 1 項及び通報事象等規則第 8 条に記載されてい
る。
参考
NEI99-01Rev6 では，AS1〔フィールドサーベイ結果が 60 分以上，閉窓で 100ｍR/h
（1mGy/h）を超える。
〕がある。
GSG-2 では，Site-area Emergency に「周辺線量率が 0.1mSv/h を超えている又は避難
に関する OIL の 1/10 を超えている場合」などがある。
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EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準とし
て政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に
係る場合を除く。
）
。
同 解説
規則等条文

なし
令第 4 条第 4 項第 1 号
第一項に規定する基準以上の放射線量が第二項又は前項の定めるところにより検出さ
れたこと。
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（２／５０）
GE01
PWR
EAL 番号
EAL 略称
敷地境界付近の放射線量の上昇
EAL
(1)放射線測定設備について，単位時間（2 分以内のものに限る。
）ごとのガンマ線の放射線
量を測定し 1 時間あたりの数値に換算して得た数値が 5μSv/h 以上の放射線量（2 地
点以上において検出された場合又は 10 分以上継続して検出された場合に限る。
）を検
出すること。
(2)放射線測定設備のすべてについて 5μSv/h を下回っている場合において，当該放射線
測定設備の数値が 1μSv/h 以上であるときは，当該放射線測定設備における放射線量
と原子炉の運転等のための施設の周辺において，中性子線が検出されないことが明ら
かになるまでの間，中性子線測定用可搬式測定器により測定した中性子の放射線量と
を合計して得た数値が，5μSv/h 以上（2 地点以上において検出された場合又は 10 分
以上継続して検出された場合に限る。
）のものとなっているとき。
ただし，(1)又は(2)において，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該数値は検
出されなかったこととする。
(a) 排気筒及び指定エリアモニタに示す測定設備により検出された数値に異常が認めら
れないものとして，原子力規制委員会に報告した場合
(b) 当該数値が落雷の時に検出された場合
解釈
・ 「放射線測定設備」とは，原子力事業者防災業務計画別図により配置された放射線測
定設備をいう。
・ (1)項の「単位時間（2 分以内に限る。
）
」を放射線測定設備のデジタル値で確認する場
合は，そのデジタル値の間隔（2 分以内）を指定できるものとする。
・ (a)項の「検出された数値に異常が認められない」とは，放射線測定設備において，5
μSv/h 以上の放射線量を検出したときに速やかに原子力防災資機材の排気筒モニタ及
び指定エリアモニタの警報が動作していないか，又は指示値が有意に変化していないこ
とを確認した場合とする。
・ (a)項の「原子力規制委員会へ報告した場合」とは，これらモニタ等に異常がないこと
を確認した場合において，以下の事項について，原子力規制委員会へ電話で連絡した場
合をいう。
a. プラントが SE，GE の状態ではないこと。
b. 通報事象等規則第 3 条の 2 により，報告するものであること。
c. 放射線測定設備の指示上昇の原因はプラント由来のものではないこと。
d. 特定事象の通報は実施しないこと。
根拠
・ 「5μSv/h」については，旧原災法導入の際に“原子力安全委員会（当時）が定めてき
た防災のための指針では，地方公共団体が独自に防護対策準備を開始する目安として
「周辺モニタリングポスト等で実測されたγ線 10μGy/h」を提案しており通報レベル
としては，その前段階に設定することが適当であること”を考慮したものとなってお
り，今回の EAL でも引き継がれている。
・ 単位時間の「2 分以内」については我が国の放射線測定設備の基本測定単位が通常 2
分単位で行われていることを踏まえて設定される。
・ 測定対象については，軽水炉の事故時に放出される放射性物質は核分裂生成物である
ことからγ線放出核種であり，被ばくの観点からはγ線を測定する。一方で臨界事故等
の中性子が放出される事象が考えられる場合は中性子線量とγ線量を合わせて 5μ
Sv/h の判定をすることで万全を期している。
・ 検出方法については原災法第 11 条第 1 項及び通報事象等規則第 8 条に記載されてい
る。
参考
NEI99-01Rev6 では，AS1〔フィールドサーベイ結果が 60 分以上，閉窓で 100ｍR/h
（1mGy/h）を超える。
〕がある。
GSG-2 では，General Emergency に「周辺線量率が 1mSv/h を超えている又は避難に
関する OIL を超えている場合」などがある。

付属―80

EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断
基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所
外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 6 条第 3 項第 1 号
第四条第四項第一号に規定する検出された放射線量又は第一項の放射線測定設備及び
前項の測定方法により検出された放射線量（これらの放射線量のいずれかが，二地点以上
において又は十分間以上継続して検出された場合に限る。
）一時間当たり五マイクロシー
ベルト
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（３／５０）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE02
PWR
通常放出経路での気体放射性物質の放出
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これらに類す
る場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水
準が 5μSv/h に相当する以上の気体放射性物質が検出されたこと。
（10 分間以上継続）
解釈
・ 「排気筒その他これらに類する場所」とは，原子力防災資機材の排気筒モニタリング
設備及びその他の固定式測定設備の設置してある場所とする。
・ この計測器での放射性物質の検出は，通報事象等規則第 5 条による。
・ 「10 分間以上検出」について，デジタル値で確認する場合においては，10 分間以上
そのデジタル値が連続した場合とすることができる。
根拠
・ 排気については，放出濃度（Bq/cm3）をリアルタイムで測定している放射性物質につ
いては，排出場所（排気筒）の拡散を見越した係数及び通常時の変動を考慮した値が，
10 分間以上継続して検出されたこととする。この値は，最大となる地点で 5μSv/h が
10 分間継続することになる。
（おおよそ 1mSv を 50 倍し，365 日 24 時間で割ると 5
μSv/h となる。
）
・ 排出場所（排気筒）の拡散を見越した係数は「発電用原子炉施設の安全解析に関する
気象指針」
（昭和 57 年原子力委員会決定，平成元年 3 月，平成 6 年 4 月，一部改定）
のⅥ「想定事故時の大気拡散の解析方法」等に基づき，排気筒高さと敷地境界までの距
離による変動係数を算定している。
・ 通常時の変動を考慮した値については，年間 1mSv の管理は，原子炉等規制法上は 3
ヶ月平均の値で行っているため，放射性物質の濃度については通常時の変動も考慮し
て 50 倍の幅を持たせることとする。なお，この 50 倍の意味としては，放射線業務従
事者に適用されるレベルである。また，通報は迅速性を確保する観点から 10 分間の検
出で行うこととし，仮に濃度が 10 時間継続しても，最大地点で 50μSv となるレベル
である。
参考
NEI99-01Rev6 では，AS1（どれかの放射線モニタで 15 分以上サイト固有値を越える。
）
がある。
GSG-2 では，Site-area Emergency に「排水モニタ値が 15 分以上，4 時間オフサイト
線量評価値が緊急防護措置介入レベルの 0.1 倍を超える可能性がある値を示している場
合」などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準とし
て政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に
係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 4 条第 4 項第 2 号
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒，排水口その他これら
に類する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放
射能水準が第一項に規定する放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定
める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこ
と。

付属―82

（４／５０）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

GE02
PWR
通常放出経路での気体放射性物質の放出
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒その他これに類する
場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準
が 5μSv/h に相当する以上の気体放射性物質が検出されたこと。
（10 分間以上継続）
解釈
・ この EAL を検出した場合は，SE02 と放射線量の基準が同一であるため，SE02 及び
GE02 を検出したとして，SE02 の例により通報を行う。
根拠
・ 線量の「5μSv/h」については，
“当該見直しは，東京電力株式会社福島第一原子力発
電所事故の経験を踏まえ，適切な段階において防護措置等が行えるように，原子力緊急
事態宣言の判断基準を改めるものです。
”との位置づけで設定されている。
・ 検出方法については通報事象等規則第 5 条に記載
参考
NEI99-01Rev6 では，
AG1
（どれかの放射線モニタで 15 分以上サイト固有値を越える。
）
がある。
GSG-2 では，General Emergency に「排水モニタ値が 15 分以上，1 時間オフサイト線
量評価値が緊急防護措置介入レベルを超える可能性がある値を示している場合」などがあ
る。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断
基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所
外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 6 条第 4 項第 1 号
第四条第四項第二号に規定する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達
した場合におけるその放射能水準が前項第一号に定める放射線量に相当するものとして
原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定める
ところにより検出されたこと。
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（５／５０）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE03
PWR
通常放出経路での液体放射性物質の放出
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これらに類す
る場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水
準が 5μSv/h に相当する以上の液体放射性物質が検出されたこと。
（10 分間以上継続）
解釈
・ 「排水口その他これらに類する場所」とは，原子力防災資機材の固定式測定設備を設
置している場所とする。
・ この計測器での検出は，通報事象等規則第 5 条による。
・ 「10 分間以上検出」について，デジタル値で確認する場合においては，10 分間以上
そのデジタル値が連続した場合とすることができる。
根拠
・ 排水については，周辺監視区域外で放出されているものであり，通常時の変動のみを
考慮した値を検出したこととし，放出の継続時間は 10 分間以上とする。この値は，敷
地外で 5μSv/h が 10 分間継続することに該当する。
・ 計測器における設定点の考え方については参考資料 1 が参照できる。
・ 検出方法については通報事象等規則第 5 条に記載されている。
参考
参考資料 1 原子力災害対策特別措置法解説 原子力防災法令研究会編 179 ページか
ら 189 ページ
NEI99-01Rev6 では，AS1（どれかの放射線モニタで 15 分以上サイト固有値を越える。
）
がある。
GSG-2 では，Site-area Emergency に「排水モニタ値が 15 分以上，4 時間オフサイト
線量評価値が緊急防護措置介入レベルの 0.1 倍を超える可能性がある値を示している場
合」などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準とし
て政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に
係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 4 条第 4 項第 2 号
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排気筒，排水口その他これら
に類する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放
射能水準が第一項に規定する放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規則で定
める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出されたこ
と。
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（６／５０）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

GE03
PWR
通常放出経路での液体放射性物質の放出
当該原子力事業所における原子炉の運転等のための施設の排水口その他これに類する
場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達した場合におけるその放射能水準
が 5μSv/h に相当する以上の液体放射性物質が検出されたこと。
（10 分間以上継続）
解釈
この EAL を検出した場合は，SE03 と放射線量の基準が同一であるため，SE03 及び
GE03 を検知したとして，SE03 の例により通報を行う。
根拠
・ 線量の「5μSv/h」については，
“当該見直しは，東京電力株式会社福島第一原子力発
電所事故の経験を踏まえ，適切な段階において防護措置等が行えるように，原子力緊急
事態宣言の判断基準を改めるものです。
”との位置付けで設定されている。
参考
NEI99-01Rev6 では，AG1(どれかの放射線モニタで 15 分以上サイト固有値を越える。
）
がある。
GSG-2 では，General Emergency に「排水モニタ値が 15 分以上，1 時間オフサイト線
量評価値が緊急防護措置介入レベルを超える可能性がある値を示している場合」などがあ
る。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断
基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所
外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 6 条第 4 項第 1 号
第四条第四項第二号に規定する場所において，当該原子力事業所の区域の境界付近に達
した場合におけるその放射能水準が前項第一号に定める放射線量に相当するものとして
原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定める
ところにより検出されたこと。
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（７／５０）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

SE04
PWR
火災爆発等による管理区域外での放射線の放出
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ
れた管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際に，50
μSv/h 以上の放射線量の水準が 10 分間以上継続して検出されたこと，又は，火災，爆発
その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって，その
状況に鑑み，放射線量が検出される蓋然性が高いこと。
解釈
・ 事業所内での放射性物質の輸送の場合において，輸送容器外で放射線量を検出した場
合にも適用する。
・
「50μSv/h 以上の放射線量の水準が 10 分間以上検出されたこと」とは，原子力防災資
機材のガンマ線測定用サーベイメータで検出された数値が，水準として 50μSv/h 以上
となって，その状態が 10 分間以上継続した場合をいう。
根拠
・ 原子力事業所の放射線量については，50μSv/h〔敷地境界付近の通報線量基準（5μ
Sv/h）の 10 倍値〕が，事業所内の管理区域周辺で 10 分間継続することとする。この
場合においても，放射線量は距離 2 乗に反比例することから，周辺への影響は小さい。
（当該放射線量が10 時間継続しても事業所内の管理区域周辺において0.5mSv 程度で
ある。
）
・ 検出方法については通報事象等規則第 6 条に記載
参考
NEI99-01Rev6 では，AS1〔フィールドサーベイ結果が 60 分以上，閉窓で 100ｍR/h
（1mGy/h）を超える。
〕がある。
GSG-2 では，Site-area Emergency に「複数のモニタが 100 倍以上か，それ以上で計
画外又は予想外の上昇をもたらすとともに，炉心保護機能への影響を及ぼす事象が進行し
ている」などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準とし
て政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に
係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 4 条第 4 項第 3 号イ
一時間当たり五十マイクロシーベルト以上の放射線量
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（８／５０）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

GE04
PWR
火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ
れた管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際に，当
該場所における放射線量の水準として 5mSv/h が 10 分間以上継続して検出されたこと，
又は，火災，爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場
合であって，その状況に鑑み，放射線量が検出される蓋然性が高いこと。
解釈
・ 「放射線量の水準として 5mSv/h が 10 分間以上継続して検出されたこと」とは，原
子力防災資機材のガンマ線測定用サーベイメータで検出された数値が，水準として
5mSv/h 以上となって，その状態が 10 分間以上継続した場合をいう。
根拠
原子力事業所の放射線量については，事業所内の管理区域の周辺付近で 5mSv/h の線量
（10 時間継続した場合には 50 mSv）が 10 分間以上継続することとする。なお，直達線
による影響は距離の 2 乗に反比例して減衰することから，住民の防護活動に十分な余裕が
あるものと考えられる。
参考
NEI99-01Rev6 では，AG1〔フィールドサーベイ結果が 60 分以上，閉窓で 1,000ｍ
R/h(10mGy/h)を超える。
〕がある。
GSG-2 では，General Emergency に「複数のモニタが 100 倍以上か，それ以上で計画
外又は予想外の上昇を示すとともに，実際の炉心損傷が生じたことを示す兆候が見られ
る」などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断
基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所
外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
規則等条文

令第 6 条第 3 項第 2 号
第四条第四項第三号イに規定する検出された放射線量 一時間当たり五ミリシーベル
ト

付属―87

（９／５０）
EAL 番号
EAL 略称
EAL

解釈

根拠

SE05
PWR
火災爆発等による管理区域外での放射性物質の放出
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ
れた管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際に，当
該場所における放射能水準が 5μSv/h に相当するものとして空気中の放射性物質につい
て次に掲げる放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと，又は，火災，爆発その他こ
れらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって，その
状況に鑑み，次に掲げる放射性物質が検出される蓋然性が高いこと。
(a) 検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，1 種類である場合にあっては，放射
性物質の種類又は区分に応じた空気中濃度限度に 50 を乗じて得た値
(b) 検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，2 種類以上の放射性物質がある場合
にあっては，それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の
規定により得られた値に対する割合の和が 1 となるようなそれらの放射性物質の濃度
の値
(c) 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては，空気中濃度限度（当該
空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。
）の
うち，最も低いものに 50 を乗じて得た値
・ 事業所内での放射性物質の輸送の場合において，輸送容器外で放射性物質を検出した
場合にも適用する。
・ 「放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと」とは，原子力事業者防災業務計画
別表の「可搬式ダスト測定関連機器（サンプラ，測定器）及び可搬式放射性ヨウ素測定
関連機器（サンプラ，測定器）
」により，(a)～(c)の濃度以上の放射性物質が検出された
場合をいう。
原子力事業所の放射性物質については，周辺監視区域外で空気中の放射性物質の濃度限
度（年間 1mSv）の 50 倍にあたる放射性物質濃度が，事業所内の管理区域近傍で検出さ
れる状況とする。この値は，管理区域の周辺で 5μSv/h が検出されることに該当する。た
だし，実際の現場におけるサンプリングの困難性を考慮し，継続時間の概念は導入しない
とともに，これに相当するおそれのある事象が発生した状態も通報事象とする。この場合
においても，管理区域境界から敷地境界間での拡散を考慮すれば，周辺への影響は小さい。
火災，爆発等を伴った管理区域外での排水漏えいについては，かかる事象が単独で発生す
ることは想定しがたく，仮に発生しても気体放出を伴っていることが想定されることか
ら，ここでは排除する。
ここでは，爆発等による施設の異常事態を前提としているため拡散の概念は導入しな
い。なお，当該濃度が 10 時間継続しても，事業所内の管理区域周辺において 50μSv/h 程
度である。

NEI99-01Rev6 では，AS1(サンプル分析で甲状線被ばくが 60 分で 500mrem を越え
る。
）がある。
GSG-2 では，Site-area Emergency に「複数のモニタが 100 倍以上か，それ以上で計
画外又は予想外の上昇をもたらすとともに，炉心保護機能への影響を及ぼす事象が進行し
ている」などがある。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準とし
て政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に
係る場合を除く。
）
。
同条
なし
解説
参考

付属―88

規則等条文

令第 4 条第 4 項第 3 号ロ
当該場所におけるその放射能水準が一時間当たり五マイクロシーベルトの放射線量に
相当するものとして原子力規制委員会規則で定める基準以上の放射性物質

付属―89

（１０／５０）
GE05
PWR
EAL 番号
EAL 略称
火災爆発等による管理区域外での放射性物質の異常放出
EAL
当該原子力事業所の区域内の場所のうち原子炉の運転等のための施設の内部に設定さ
れた管理区域外の場所において，火災，爆発その他これらに類する事象の発生の際に，当
該場所におけるその放射能水準が 1 時間当たり 500μSv/h に相当するものとして空気中
の放射性物質について次に掲げる放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと又は，火
災，爆発その他これらに類する事象の状況により放射性物質の濃度の測定が困難である場
合であって，その状況に鑑み，次に掲げる放射性物質が検出される蓋然性が高いこと。
(a) 検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，1 種類である場合にあっては，放射
性物質の種類又は区分に応じた空気中濃度限度に 5,000 を乗じて得た値
(b) 検出された放射性物質の種類が明らかで，かつ，2 種類以上の放射性物質がある場合
にあっては，それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の
規定により得られた値に対する割合の和が 1 となるようなそれらの放射性物質の濃度
の値
(c) 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては，空気中濃度限度（当該
空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。
）の
うち，最も低いものに 5,000 を乗じて得た値
解釈
・ 「放射能水準以上の放射性物質が検出されたこと」とは，原子力防災資機材の可搬式
ダスト測定関連機器（サンプラ，測定器）又は可搬式放射性ヨウ素測定関連機器（サン
プラ，測定器）により，(a)～(c)の濃度以上の放射性物質が検出された場合をいう。
根拠
原子力事業所の放射性物質については，事業所内の管理区域周辺で当該濃度が 20 時間
継続した場合に，当該場所で 10mSv となるレベルである，500μSv/h に該当する基準と
する。なお，実際の拡散がさらに見込めることから，住民の防護活動に十分な余裕がある
ものと考えられる。
NEI99-01Rev6 では，AG1(サンプル分析で甲状線被ばくが 60 分で 5,000mrem を越え
る。
）がある。
GSG-2 では，General Emergency に「複数のモニタが 100 倍以上か，それ以上で計画
外又は予想外の上昇を示すとともに，実際の炉心損傷が生じたことを示す兆候が見られ
る」などがある。
EAL の枠組 放射線量の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断
基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所
外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
参考

規則等条文

令第 6 条第 4 項第 2 号
第四条第四項第三号に規定する場所において，当該場所におけるその放射能水準が一時
間当たり五百マイクロシーベルトの放射線量に相当するものとして原子力規制委員会規
則で定める基準以上の放射性物質が原子力規制委員会規則で定めるところにより検出さ
れたこと。

付属―90

（１１／５０）
SE06
PWR
EAL 番号
EAL 略称
施設内(原子炉外)臨界事故のおそれ
EAL
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。
）にお
いて，核燃料物質の形状による管理，質量による管理その他の方法による管理が損なわれ
る状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。
解釈
・ 原子炉外臨界について，原災法はプラント事象で区分されるが，臨界状態は放射線量
の測定によって検出される可能性があるため，
蓋然性を含め放射線・放射能放出のEAL
区分とする。
根拠
形状及び質量管理が物理的に機能しない状態となり，臨界が起きる蓋然性が高くなるこ
とは，事象として明確であり（実際に発生するかどうかは別として）突発的に臨界が起き
るような場合には，既存のγ線エリアモニタ等原子力事業所の警報装置の運用で検知・把
握し，通報する。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準とし
て政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に
係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
参考

規則等条文

規則第 7 条第 2 号
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体及び再処理施設の内部を除く。
）にお
いて，核燃料物質の形状による管理，質量による管理その他の方法による管理が損なわれ
る状態その他の臨界状態の発生の蓋然性が高い状態にあること。

付属―91

（１２／５０）
GE06
PWR
EAL 番号
EAL 略称
施設内（原子炉外）での臨界事故
EAL
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。
）において，核燃料物
質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。
）にあること。
解釈
・ 原子炉外臨界について，原災法はプラント事象で区分されるが，臨界状態は放射線量
の測定によって検出される可能性があるため，
蓋然性を含め放射線・放射能放出のEAL
区分とする。
根拠
臨界事故があれば即座に緊急事態と判断する。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 放射線量等の検出
み
原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断
基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所
外運搬に係る場合を除く。
）
。
同 解説
なし
参考

規則等条文

令第 6 条第 4 項第 3 号
原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。
）において，核燃料
物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。
）にあること。

付属―92

（１３／５０）
AL11
PWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉停止機能の異常又は異常のおそれ
EAL
原子炉の運転中に原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され，その
状態が一定時間継続された場合において，当該原子炉停止信号が発信された原因を特定で
きないこと，又は原子炉の非常停止が必要な場合において，原子炉制御室からの制御棒の
挿入操作により原子炉を停止することができないこと，若しくは停止したことを確認する
ことができないこと。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは運転モード 1，2，3 及び 4 のうち，パーシャル信号が発信する
モードをいう。
(2)「原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され」とは，パーシャル原
子炉トリップ警報が発信した場合をいう。
(3)「一定時間継続された場合」とは，原子炉の状況を確認するための時間として 1 時間と
する。
(4)「発信された原因を特定できない」とは，その時点で原子炉がトリップしておらず，か
つ，原子炉がトリップすべき状況になっているかどうかを確定できない状況をいう。
(5)「原子炉制御室からの制御棒の挿入操作」とは，自動原子炉トリップ，手動原子炉トリ
ップ，MG セット電源断による制御棒の挿入（原子炉制御室からの母線しゃ断器開放）
，
制御棒の手動（自動）挿入をいう。
なお，制御棒の手動（自動）挿入とは，制御棒固着等を考慮し，自動又は手動による挿
入のことをいう。
また，1 次系と 2 次系の温度偏差で自動挿入されるが，その後偏差がなくなり，手動と
して挿入する場合も考慮している。
(6)「原子炉を停止することができないこと，若しくは停止したことを確認することができ
ないこと」とは，運転モード 1，2 において原子炉出力が定格の 5%未満でかつ中間領
域中性子束起動率が零又は負にならないとき，又は，その状態が確認できない状態をい
う。
根拠
本項は，長時間にわたる原因不明の原子炉保護回路単一チャンネル故障継続に対する
AL 及び，原子炉制御室からの制御棒挿入操作により原子炉を停止することができない事
象に対する AL である。
前段はBWR 固有の保護回路構成におけるラサール事象への対応として設けられたもの
と考えられ，本来 PWR は直接の対象とならないと考えられる。
よって本項の PWR における解釈としては，1 チャンネル故障継続による複数チャンネル
故障発生まで考慮した原子炉保護回路機能喪失の前段の位置付けと考えるべきである。
1 時間：故障の原因を特定するために十分な時間（かつ複数チャンネル故障に進展しない
ため十分短い時間。
）として設定する。
後段は前段の状態を経ずに原子炉の停止失敗という事象に至る可能性を考慮した AL で
ある。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SU5 は原子炉自動停止は失敗し手動停止は成功。)
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉停止機能の異常
み
原子炉の運転中に原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され，その
状態が一定時間継続された場合において，当該原子炉停止信号が発信された原因を特定で
きないこと，又は原子炉の非常停止が必要な場合において，原子炉制御室からの制御棒の
挿入操作により原子炉を停止することができないこと，若しくは停止したことを確認する
ことができないこと。
同 解説
原子炉の運転中に原子炉保護回路の 1 チャンネルから原子炉停止信号が発信され，その
状態が一定時間継続された状態においては，原子炉停止信号をリセットする場合があり，
追加で一部の原子炉停止信号が発信されたとしても，原子炉停止に至らない可能性がある
ことから，警戒事態の判断基準とする。

付属―93

規則等条文

また，事象の進展によっては，上記の状態を経ずに原子炉の非常停止失敗という事象に
至る可能性があるため，原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止するこ
とができないときは，早期に関係者の体制を構築する必要があることから併せて警戒事態
の判断基準とする。
一定時間については，各原子力事業者がそれぞれの原子炉施設の特性に応じて設定する
ものである。
「原子炉の運転中」には，停止操作後のモード 5（一次冷却材の温度が 93℃以下のこと
をいう。
）に到るまでの状態を含むものとする（以下この表において同じ。
）
。
「原子炉の非常停止が必要な場合」とは，原子炉で異常な過渡変化等が発生し，原子炉
施設の状態を示す事項（パラメータ）が原子炉トリップ設定値に達した場合をいう（以下
この表において同じ。
）
。
「原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと若
しくは停止したことを確認することができないこと」とは，自動トリップ，手動トリップ
及び原子炉制御室からの制御棒の挿入操作を行っても，原子炉内の中性子束が一定値以下
にならないこと，又はその状態が確認できないことをいう。
なし

付属―94

（１４／５０）
GE11
PWR
EAL 番号
EAL 略称
全ての原子炉停止操作の失敗
EAL
原子炉の非常停止が必要な場合において，全ての停止操作により原子炉を停止すること
ができないこと，又は停止したことを確認することができないこと。
解釈
(1)「全ての停止操作」とは，原子炉制御室からの制御棒挿入操作に加え，MG セット電源
断による制御棒の挿入（現場でのしゃ断器開放）
，現場での原子炉トリップしゃ断器開
放，ATWS 緩和設備及びほう酸注入をいう。
なお，ほう酸注入には全てのほう酸注入の手段を考慮する。
(2)「原子炉を停止することができないこと，又は停止したことを確認することができない
こと」とは，運転モード 1，2 において原子炉出力が定格の 5%未満でかつ中間領域中
性子束起動率が零又は負にならないとき又は，その状態が確認できない状態をいう。
根拠
本項は原子炉制御室からの原子炉停止失敗に加え，現場操作を含む全ての原子炉停止操
作による原子炉停止不能という緊急事態に対する GE である。
5%：保安規定の未臨界判断基準であり，原子炉停止の判断において計器誤差等を考慮した
値。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SS5 は原子炉停止失敗でかつ炉心冷却の脅威あり。)
GSG-2 に該当なし。
（類似で General Emergency となる事象は，炉出力 5%以上となる
原子炉停止失敗で，かつ，実際の，又は予想される炉心の損傷が示された場合などがある。
）
EAL の枠組 原子炉停止機能の異常
み
原子炉の非常停止が必要な場合において，全ての停止操作により原子炉を停止すること
ができないこと，又は停止したことを確認することができないこと。
同 解説
上記の場合，原子炉の冷却はなされているものの，原子炉の非常停止失敗という事象の
重大性に鑑み，全面緊急事態の判断基準とする。
「全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと，又は停止したことを確
認することができないこと」とは，自動トリップ，手動トリップその他の方法による制御
棒の挿入による停止操作並びに ATWS 緩和設備及びほう酸注入機能を有する設備による
停止操作によっても，原子炉内の中性子束が一定値以下にならないこと，又はその状態が
確認できないことをいう。
規則等条文
規則第 14 条ロ(1)
原子炉の非常停止が必要な場合において，全ての停止操作により原子炉を停止すること
ができないこと，又は停止したことを確認することができないこと。
参考

付属―95

（１５／５０）
AL21
PWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉冷却材の漏えい
EAL
原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり，
定められた時間内に定められた措置を実施できないこと，又は原子炉の運転中に非常用炉
心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，運転モード 1，2，3 及び 4 をいう。
(2)「保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こること」とは，保安
規定（原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えい率）の運転上の制限を超える漏えい率が
確認され，保安規定で定める完了時間内に保安規定で定める措置を完了できない場合
をいう。
(3)「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，原子炉の圧力
低下等により，非常用炉心冷却装置作動設定値に到達した場合又は手動により非常用
炉心冷却装置を作動させた場合をいう。
根拠
本項は通常運転時における漏えい管理基準値を超えた場合に対する警戒事態の判断基
準であり，漏えいを伴う異常事象（LOCA）発生の前段として位置付けられる。
通常の漏えい管理については保安規定に明確に記載されており，漏えいの判断基準とし
て以下が適用される。
0.23m3/h：保安規定（原子炉格納容器内の原子炉冷却材漏えい率）の運転上の制限
12 時間， 56 時間：保安規定における各モードでの判断時間
また，事象の進展によっては，保安規定の措置を行っている間に，非常用炉心冷却装置
の作動を伴う漏えいに至る可能性を考慮した判断基準である。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SU4 は確認されない漏えいが 15 分以上サイト固有値を
超えた場合等。)
GSG-2 に該当なし。
（類似で Alert となる事象は，過渡応答中，予想される以上の長期
間にわたり原子炉水位が減少する場合など）
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）
み
原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり，
定められた時間内に定められた措置を実施できないこと，又は原子炉の運転中に非常用炉
心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。
同 解説
非常用炉心冷却装置（以下この表において「DB 設備」という。
）の作動を必要とするも
のではないが，原子炉冷却材の漏えいという事象に鑑み，警戒事態の判断基準とする。保
安規定で定める措置の完了時間内に保安規定で定められた措置を完了できない場合を対
象とする。
また，事象の進展によっては，上記の措置を行っている間に施設敷地緊急事態を判断す
る EAL に至る可能性があるため，DB 設備の作動を必要とする漏えいが発生する場合に
ついても併せて警戒事態の判断基準とする。
規則等条文
なし

付属―96

（１６／５０）
SE21
PWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置作動による一部注水不能
EAL
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発
生した場合において，非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該
原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，運転モード 1，2，3 及び 4 をいう。
(2)「非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい」とは，原子炉の圧力
低下により，非常用炉心冷却装置が作動した場合をいう。
(3) 「これと同等の機能を有する設備」とは，機能すべき非常用炉心冷却装置と同程度の
能力があって，即応性を有する設備をいい，これを判断に加える場合には原子力事業者
防災業務計画に明記する。
(4)「高圧又は低圧で注水するもののいずれか」とは，全ての高圧系非常用炉心冷却装置等
又は全ての低圧系非常用炉心冷却装置等をいう。
(5)「注水が直ちにできないこと」とは，ポンプが起動しないこと，注入弁が「開」しない
こと等により，原子炉への注水がなされていることを確認できない状態をいう。
根拠
非常用炉心冷却装置が正常に作動すれば事故収束に至るものの，機能すべき非常用炉心
冷却装置が喪失した場合に炉心損傷に至る可能性があることより SE としている。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（FS1 の RCS バリアの喪失／喪失可能性有と他の 1 バリ
アの喪失／喪失可能性有で示される。非常用炉心冷却装置の作動のみを条件とした EAL
はないが，例えば，PWR における隔離不能な RCS 漏えい発生に加え，更に炉心出口温度
が 350℃以上となる等により SE としている。
）
GSG-2 に該当なし。
（類似で Site Area Emergency となる事象は，通常及び非常用によ
って原子炉の水位を維持する漏えいが 15 分以上継続する場合など。
）
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）
み
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発
生した場合において，非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該
原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。
同 解説
上記の場合は，原子炉冷却機能の喪失に至るおそれがあるため，施設敷地緊急事態の判
断基準とする。
「非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備」とは，DB 設備のほか，重
大事故等の防止のための設備（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備
の基準に関する規則第 2 条第 2 項第 14 号に規定する重大事故等対処設備及び原子力事業
者が自主的に設けているもの（以下この表においてこれらを「SA 設備」という。
）
）であ
って，DB 設備と同程度の能力（吐出圧力及び容量）を有する設備をいう（以下この表に
おいて同じ。
）
。
「注水が直ちにできない」とは，DB 設備及びこれと同等の機能を有する設備のうち即
応性を有する設備による注水ができないことをいい，当該即応性とは，条件を満たした場
合（DB 設備の作動失敗等）に自動起動し，又は原子炉制御室や現場での簡単な操作によ
り速やかに起動できることであり，現場で系統構成等の工事を要する場合は含まない（以
下この表において同じ。
）
。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(1)
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発
生した場合において，非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該
原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。
参考

付属―97

（１７／５０）
GE21
PWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による注入不能
EAL
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発
生した場合において，全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備によ
る注水が直ちにできないこと。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，運転モード 1，2，3 及び 4 をいう。
(2)「全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにで
きないこと」とは，非常用炉心冷却装置及び重大事故等の防止のための設備のポンプが
起動しないこと，又は，注入弁が「開」しないこと等により，原子炉への注水がなされ
ていることを確認できない状態，並びに炉心出口温度 350℃以上の状態が 30 分以上計
測された状態のほか，これら注水のための 1 次冷却材圧力の減圧が蒸気発生器により
行えない状態をいう。
(3) 「これと同等の機能を有する設備」とは，機能すべき非常用炉心冷却装置と同程度の
能力があって，即応性を有する設備をいい，これを判断に加える場合には原子力事業者
防災業務計画に明記する。
根拠
非常用炉心冷却装置の作動を伴う漏えいの発生時に，さらに非常用炉心冷却装置の作動
不能の状況に対する判断基準であり，この様な状況は早期炉心損傷を招くため GE として
いる。
非常用炉心冷却装置及び重大事故防止のための設備による注水のための1 次冷却材圧力
の減圧が蒸気発生器により行えない場合は炉心損傷に至る可能性があるためGEとしてい
る。
350℃：安全機能ベース運転操作要領・炉心冷却の維持への移行基準であり，炉心露出の
指標ともなる。
30 分以上継続：350℃の状態が継続する時間。基本的に原子炉冷却手順の実行及び成功を
確認するための時間であり，主に電源回復にかかる時間となる。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（FG1 の RCS バリアの喪失と燃料バリアの喪失及び格納
容器バリアの喪失／喪失可能性有で示される。非常用炉心冷却装置の作動のみを条件とし
た EAL はないが，例えば，非常用炉心冷却装置の作動を伴う RCS 漏えい発生，炉心出口
温度 650℃以上に加え CV 圧力が設定値以上となる等により GE としている。
）
GSG-2 に該当なし。
（類似で General Emergency となる事象は，漏えいがある場合に
通常及び非常用がすべて稼動できる状態で，かつ，原子炉への注水量が必要水量以下など
がある。
）
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（冷却材の漏えい）
み
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発
生した場合において，全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備によ
る注水が直ちにできないこと。
同 解説
当該原子炉への注水が行われず原子炉が冷却されないことにより，炉心の損傷に至る可
能性が高くなることから，全面緊急事態の判断基準とする。
「全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにで
きないこと」とは，DB 設備若しくは SA 設備のポンプが起動しないこと又はこれらの装
置に係る注入弁が開とならないことのほか，高圧の状態から低圧の DB 設備及び SA 設備
による注水のために必要な運転操作ができないこと等をいう（以下この表において同
じ。
）
。
なお，1 系統以上の DB 設備及び SA 設備により原子炉への注水がなされる場合には，
炉心の冷却が可能であることから，全面緊急事態には該当しないこととなる。
規則等条文
規則第 14 条ロ(2)
原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発
生した場合において，全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備によ
る注水が直ちにできないこと。

付属―98

（１８／５０）
AL24
PWR
EAL 番号
EAL 略称
蒸気発生器給水機能喪失のおそれ
EAL
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において，電動補助給水
ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，運転モード 1，2，3 及び 4（蒸気発生器が除熱のために使用
されている場合。
）をいう。
(2)「全ての主給水が停止した場合」とは，全ての主給水ポンプが停止した場合をいう。
(3)「電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失する」とは，
運転を必要とする電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプのうち，いずれ
か 1 台しかポンプが起動しない，又は，流量調整以外の要因によって，補助給水ライ
ンの流量の合計が○m3/h 未満となった場合をいう。
根拠
本項は原災法第 10 条特定事象の前段警戒事態とし，主給水喪失発生時に更に補助給水
系統にも異常が生じた場合に対する判断基準である。
具体的な判断は以下となる。
・ 全ての主給水が喪失，かつ
・ 2 種類の補助給水ポンプ（電動及びタービン動）のうち，いずれか 1 台しかポンプが
起動しない，又は，
・ 流量調整以外の要因によって，補助給水ライン流量の合計が○m3/h 未満となった場合
○m3/h：崩壊熱除去可能な流量であり，電動補助給水ポンプ 1 台の設計容量
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（補助給水喪失そのものを条件とする EAL はないが，FA1
では補助給水喪失により3 つのバリアのうち1 つが喪失／喪失可能性有となった場合は適
用される。)
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失）
み
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において，電動補助給水
ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。
同 解説
電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプが適切に動作すれば原子炉は冷却
されるが，給水機能喪失直前という事象に鑑み，警戒事態の判断基準とする。
規則等条文
なし
参考

付属―99

（１９／５０）
SE24
PWR
EAL 番号
EAL 略称
蒸気発生器給水機能の喪失
EAL
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，運転モード 1，2，3 及び 4（蒸気発生器が除熱のために使用
されている場合。
）をいう。
(2)「全ての給水機能が喪失」とは，主給水が喪失し，流量調整以外の要因によって，補助
給水ラインの流量が○m3/h 未満で，かつ全ての蒸気発生器の狭域水位が 0%以下であ
ることをいう。
(3)「全ての給水機能」とは，電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプに求めら
れる能力と同程度の能力があって即応性を有する設備をいい，これを判断に加える場
合には，原子力事業者防災業務計画に明記する。
根拠
本項は2 次側給水喪失によって生じる原子炉冷却機能喪失による炉心損傷の可能性に対
する SE である。
具体的な判断は以下による
・ 全ての主給水が喪失，かつ
・ 流量調整以外の要因によって，補助給水ライン流量の合計が○m3/h 未満，かつ
・ 全ての蒸気発生器の狭域水位が 0%以下
○m3/h：崩壊熱除去可能な流量であり，電動補助給水ポンプ 1 台の設計容量
0%：蒸気発生器狭域水位計による監視可能範囲下限（事故時手順書第二部・蒸気発生器の
除熱機能維持の導入条件）
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（補助給水喪失そのものを条件とする EAL はないが，FS1
では補助給水喪失により3 つのバリアのうち2 つが喪失／喪失可能性有となった場合は適
用される。)
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失）
み
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。
参考

同 解説

規則等条文

上記の場合は，原子炉冷却機能の喪失に至るおそれがあるため，施設敷地緊急事態の判
断基準とする。
「全ての給水機能」とは，電動補助給水ポンプ，タービン動補助給水ポンプ及び蒸気発
生器への給水に関する SA 設備のうち電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプ
に求められる能力と同程度の能力（吐出圧力及び容量）及び即応性を有する設備をいう（以
下この表において同じ。
）
。
なお，通常の起動・停止工程において一次冷却材圧力が一定値以下である場合には，余
熱除去系により原子炉からの熱除去を行うため，余熱除去系によって熱除去を行っている
期間については，施設敷地緊急事態の判断基準とはならない。
規則第 7 条第 1 号ロ(2)
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。

付属―100

（２０／５０）
GE24
PWR
EAL 番号
EAL 略称
蒸気発生器給水機能喪失後の非常用炉心冷却装置注水不能
EAL
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において，全ての非常
用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。
解釈
(1)「原子炉の運転中」とは，運転モード 1，2，3 及び 4（蒸気発生器が除熱のために使用
されている場合。
）をいう。
(2)「全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにで
きない」とは，非常用炉心冷却装置及び重大事故等の防止のための設備のポンプが起動
しないこと，又は注入弁が「開」しないこと等により，原子炉への注水がなされている
ことを確認できない状態のほか，1 次系フィードアンドブリードのための加圧器逃がし
弁操作に失敗した状態をいう。
(3) 「これと同等の機能を有する設備」とは，機能すべき非常用炉心冷却装置と同程度の
能力があって，即応性を有する設備をいい，これを判断に加える場合には原子力事業者
防災業務計画に明記する。
根拠
全ての 2 次側給水機能及び 1 次側注水機能が同時に喪失した場合，短時間で炉心損傷に
至る可能性が高く，GE とする。また 1 次系注水が確保できた場合にも炉心温度が継続し
て上昇した場合には実質的に 1 次系注水失敗とみなす。
全給水喪失発生によって 2 次側での炉心冷却が不能となった場合，次の炉心冷却手段と
して，1 次系へのフィードアンドブリードが必要となるが，これも不能な場合には炉心は
大幅に損傷する可能性が高いとの判断である。
・ 全ての主給水及び補助給水（電動及びタービン動）が喪失，かつ
・ 補助給水ライン流量の合計が○m3/h 未満，かつ
・ 全ての蒸気発生器の広域水位が基準値以下，かつ
・ 充てん／高圧注入ポンプあるいは余熱除去ポンプの起動及び注入流量があることの両
者を確認することができない，又はポンプ起動及び注入流量の両者が確認できた場合
であっても，30 分以上炉心出口温度が 350℃以上の状態が継続して観測された場合，
又は，1 次系へのフィードアンドブリードのための加圧器逃がし弁開ができない場合
○m3/h：崩壊熱除去可能な流量であり，電動補助給水ポンプ 1 台の設計流量
水位基準値：安全機能ベース運転操作基準「蒸気発生器除熱機能の維持」におけるフィー
ドアンドブリード運転移行条件
350℃：安全機能ベース運転操作要領・炉心冷却の維持への移行基準であり，炉心露出の
指標となる。

参考

30 分：350℃以上の状態が継続する時間であり基本的に原子炉冷却手順の実行及び成功を
確認するための時間であり，主に電源回復にかかる時間となる。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（補助給水喪失そのものを条件とする EAL はないが，FG1
では補助給水喪失により 3 つのバリアのうち 2 つが喪失，1 つが喪失/喪失可能性有となっ
た場合は適用される。
）

EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（給水機能の喪失）
み
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において，全ての非常
用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。
同 解説
一次冷却材の加圧により加圧器逃がし弁が作動し，一次冷却材が一次冷却系統外に放出
された場合において，原子炉への注水が行われず原子炉が冷却されなければ，炉心の損傷
に至る可能性が高いことから，全面緊急事態の判断基準とする。
なお，1 系統以上の DB 設備及び SA 設備により原子炉への注水がなされる場合には，
炉心の冷却が可能であることから，全面緊急事態には該当しないこととなる。
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規則等条文

規則第 14 条ロ(3)
原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において，全ての非常
用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。
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（２１／５０）
AL25
PWR
EAL 番号
EAL 略称
非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ
EAL
非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源
が一となる状態が 15 分間以上継続すること，全ての非常用交流母線からの電気の供給が
停止すること，又は外部電源喪失が 3 時間以上継続すること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源
が一となる状態」とは，使用可能な非常用交流母線が 1 系統となった場合において，
当該母線への供給電源が非常用ディーゼル発電機，所内変圧器，起動変圧器，予備変圧
器，又は常設代替電源設備のどれか 1 つになった場合をいう。
(3)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気の供給が見込
めるため，
「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線をいう。
(4)常用交流母線のみが受電し，非常用交流母線が全て喪失している場合には，重大事故対
応及び低温停止への移行が困難となることから，非常用交流母線のみに着目すること
としたもの。
(5)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部
電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗したときをいい，これを起点とし
て SE25 及び GE25 のカウントアップを開始する。
(6)「外部電源」とは，電力系統及び主発電機（当該原子炉の主発電機を除く。
）からの電力
を非常用高圧母線へ供給する設備をいう。
根拠
本項は，原災法第 10 条特定事象（非常用交流母線喪失）の前段として，非常用交流電
源が単一となる（又は長時間の外部電源喪失が生じる）場合に対する判断基準である。
電気は供給されているものの非常用電源が単独状態(15 分)となる，又は長時間の外電喪
失（3 時間）の状態は，その後非常用交流母線喪失に進展する可能性が高く，AL としてい
る。
また，全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止した場合には，タービン動補助給
水ポンプ等の交流電源を必要としない設備によって原子炉は冷却されるものの，全ての非
常用交流母線の喪失という状況を踏まえ，AL としている。
15 分及び 3 時間：原子力災害対策指針改定案に対するパブリックコメント回答（平成 25
年 9 月 5 日）において，15 分及び 3 時間の根拠（コメント番号 12）に対し以下のように
原子力規制庁は回答している。
非常用交流母線からの電気供給が 1 系統のみになった場合において，すぐに危険な状態と
なるものではありませんが，15 分継続しても回復しない場合，何らかの異常が発生してい
るものと考えられ，残りの 1 系統も喪失する可能性があることから警戒事態の判断基準と
して設定しています。
また，外部電源喪失においても，非常用発電機によって必要な電気が供給されますが，
3 時間以上外部電源が喪失することは，その後も同様の状況が続く可能性が高いと考えら
れ，電気の供給の手段が限られる状況が継続することから，警戒事態の判断基準として設
定しています。
参考
NEI99-01Rev6 では全外部電源喪失の 15 分継続で SU1，非常用母線単一状態の 15 分
継続で SA1 となる。
GSG-2 では，Alert に「システムの安全な稼働に必要な AC，DC 電源の喪失，又は 1 系
統に減少」などがある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 1：交流電源喪失）
み
非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源
が一となる状態が 15 分間以上継続すること，全ての非常用交流母線からの電気の供給が
停止すること，又は外部電源喪失が 3 時間以上継続すること。
同 解説
非常用交流母線からの電気の供給が停止するという深刻な状態又はそのおそれがある
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規則等条文

状態であることから，警戒事態の判断基準とする。また，外部電源が喪失している状況が
継続する場合についても，交流電源の喪失に至る可能性があることから，警戒事態の判断
基準とする。
「非常用交流母線」とは，重大事故等の防止に必要な電気を供給する交流母線のことを
いう（以下この表において同じ。
）
。
「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部
電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，常設代替電源設備から受電
ができていないことをいう。なお，常用交流母線からのみ電気が供給される場合も本事象
に該当する（以下この表において同じ。
）
。
なし
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（２２／５０）
SE25
PWR
EAL 番号
EAL 略称
非常用交流高圧母線の 30 分間以上喪失
EAL
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 30 分間以上継続
すること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部
電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，常設代替電源設備から受
電ができていない状態をいう。
(3)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気の供給が見込
めるため，
「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線をいう。
(4)常用交流母線のみが受電し，非常用交流母線が全て喪失している場合には，重大事故対
応や低温停止への移行が困難となることから，非常用交流母線のみに着目することと
したもの。
根拠
非常用の全ての交流電源が喪失した場合，1 次系の冷却手段はタービン動補助給水のみ
となる。このような状態の長時間の継続は炉心損傷を招く可能性が高く，復旧に時間を要
する場合，SE としている。
30 分：原子力災害対策指針改定案に対するパブリックコメント回答（平成 25 年 9 月 5 日）
において，30 分の根拠（コメント番号 5）に対し以下のように原子力規制庁は回答してい
る。
発電用原子炉に係る新規制基準等への対応によって，常設代替電源等が設置されること
となっており，設計基準事故対処設備の電源が喪失したとしても，原子炉の冷却のために
必要な電気が 30 分以内に確保される可能性があることから，30 分としたものです。30 分
以内に電源が確保される状況下において，住民防護措置を実行することは，住民の方々に
とって負担となることから，新基準への対応を行った原子炉については，全ての交流電源
喪失が 30 分以上継続した場合を施設敷地緊急事態の判断基準としています。
NEI99-01Rev6 では，SS1（全ての非常用電源喪失の 15 分継続。
）がある。
GSG-2 では，Site-area Emergency に「30 分以上システムの安全な稼働に必要な AC，
DC 電源の喪失，又はその予測」などがある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 1：交流電源喪失）
み
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 30 分間以上継続
すること。
同 解説
上記の場合，タービン動補助給水ポンプ等の交流電源を必要としない設備によって原子
炉は冷却されるが，事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。
なお，重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機（原子力事業
所内の全ての代替電源設備を含む。
）が 30 分以内に接続され，非常用交流母線からの電気
の供給が行われるのであれば，施設敷地緊急事態の判断基準とはならない。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(3)
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が三十分間以上継続
すること。
参考
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（２３／５０）
GE25
PWR
EAL 番号
EAL 略称
非常用交流高圧母線の 1 時間以上喪失
EAL
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 1 時間以上継続す
ること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止」とは，全ての非常用交流母線が外部
電源及び非常用ディーゼル発電機からの受電に失敗し，かつ，常設代替電源設備から受
電ができていない状態をいう。
(3)非常用交流高圧母線への電気の供給がなされていれば低圧母線への電気の供給が見込
めるため，
「非常用交流母線」は，非常用交流高圧母線をいう。
(4)常用交流母線のみが受電し，非常用交流母線が全て喪失している場合には，重大事故対
応や低温停止への移行が困難となることから，非常用交流母線のみに着目することと
したもの。
根拠
非常用の全ての交流電源が喪失した場合，1 次系の冷却手段はタービン動補助給水のみ
となる。このような状態の長時間の継続は炉心損傷を招く可能性が高く，GE としている。
1 時間：原子力災害対策指針改定案に対するパブリックコメント回答（平成 25 年 9 月 5
日）において，1 時間の根拠（コメント番号 18）に対し以下のように原子力規制庁は回答
している。
基本的に，30 分以内に常設代替電源等から電気の供給がなされるものと考えておりま
すが，常設代替電源の起動や接続に失敗する可能性があり，1 時間以内であれば再起動又
は再接続が行われる可能性があります。一方，交流母線からの電気の供給が 1 時間以上停
止している状況は，原子炉施設にとって極めて異常な事態が発生している状況です。さら
に追加的な時間により電気の供給が回復される可能性もありますが，住民防護措置実施の
開始の遅れにつながる可能性があるため，1 時間以上交流電源が喪失した場合，全面緊急
事態と判断することとしています。
参考
NEI99-01Rev6 では，SG1（長時間の非常用交流電源喪失，又は非常用交流電源喪失で
炉心冷却不能。
）がある。
GSG-2 では，General Emergency に「45 分以上システムの安全な稼働に必要な AC，
DC 電源の喪失，又はその予測」などがある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 1：交流電源喪失）
み
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 1 時間以上継続す
ること。
同 解説
上記の場合，電気供給機能の回復に時間を要している状態であり，この状態が継続すれ
ば炉心の損傷に至る可能性が高いことから，全面緊急事態の判断基準とする。
なお，重大事故等の防止に必要な電力の供給を行うための非常用の発電機（原子力事業
所内の全ての代替電源設備を含む。
）が 1 時間以内に接続され，非常用交流母線からの電
気の供給が行われるのであれば，全面緊急事態の判断基準とはならない。
規則等条文
規則第 14 条ロ(5)
全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が一時間以上継続す
ること。
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（２４／５０）
SE27
PWR
EAL 番号
EAL 略称
直流電源の部分喪失
EAL
非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一と
なる状態が 5 分間以上継続すること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一
となる状態」とは，電源供給可能な母線が 1 つになった場合に，当該母線に電気を供
給している健全な蓄電池，交流直流変換装置等が全非常用直流母線中で 1 つになった
場合をいう。
(3)「電気を供給する電源」とは，可搬型を含む原子力事業所内の全ての直流電源設備をい
う。
根拠
非常用直流交流電源（及び直流電源への供給電源）が単一となった場合，更なる故障等
の発生により全直流電源喪失に至る可能性がある。非常用直流電源の全喪失はプラント監
視及びプラント操作手段が全て失われプラントは危険な状態であり，単一の故障が継続す
ると判断された場合，SE としている。
5 分間：電源の瞬停を除外するための時間
NEI99-01Rev6 では，SS8（全ての非常用直流電源喪失の 15 分継続）がある。
GSG-2 では，Site-area Emergency に「30 分以上システムの安全な稼働に必要な AC，
DC 電源の喪失，又はその予測」などがある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 2：直流電源喪失）
み
非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一と
なる状態が 5 分間以上継続すること。
同 解説
使用可能な非常用直流母線が残り 1 系統及び直流電源が残り 1 つとなった場合は，非常
用直流母線からの電気の供給が停止するおそれがあることから，施設敷地緊急事態の判断
基準とする。
「当該直流母線に電気を供給する電源」とは，必要な電力を確保できる原子力事業所内
の全ての直流電源設備をいう。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(4)
非常用直流母線が一となった場合において，当該直流母線に電気を供給する電源が一と
なる状態が五分間以上継続すること。
参考
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（２５／５０）
GE27
PWR
EAL 番号
EAL 略称
全直流電源の 5 分間以上喪失
EAL
全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 5 分間以上継続す
ること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止」とは，可搬型電源からの供給を含む
原子力事業所内の全ての直流母線への供給が不能となった場合をいう。
根拠
非常用直流交流電源が全喪失した場合，プラント監視及びプラント操作手段が全て失わ
れる。このような状態は即炉心損傷に至る可能性が高く，このような状態が継続すると判
断された場合，GE としている。
5 分間：電源の瞬停を除外するための時間
NEI99-01Rev6 では，SG8（全交流電源喪失及び全非常用直流電源喪失の 15 分継続）
がある。
GSG-2 では，General Emergency に「45 分以上システムの安全な稼働に必要な AC，
DC 電源の喪失，又はその予測」などがある。
EAL の枠組 電源供給機能の異常（その 2：直流電源喪失）
み
全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が 5 分間以上継続す
ること。
同 解説
原子炉施設の監視・制御機能が著しく低下すること及び炉心冷却機能喪失発生時の DB
設備その他の設備の起動ができなくなることから，全面緊急事態の判断基準とする。
「全ての非常用直流母線からの電気」とは，必要な電力を確保できる原子力事業所内の
全ての直流電源設備からの電気をいう。
規則等条文
規則第 14 条ロ(6)
全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し，かつ，その状態が五分間以上継続す
ること。
参考
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（２６／５０）
GE28
PWR
EAL 番号
EAL 略称
炉心損傷の検出
EAL
炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を
検知すること。
解釈
(1)運転モード 1，2 及び 3 において適用する。
(2)「炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度」
とは，原子炉格納容器内の格納容器高レンジエリアモニタの線量率が 1×105mSv/h 以
上及び炉心出口温度が 350℃以上となった場合をいう。
根拠
炉心損傷検知として GE としている。炉心出口温度及び高レンジエリアモニタの指示に
より炉心内，炉心外の双方のパラメータにより炉心損傷を検知する。この 2 つを炉心損傷
判断条件とし，多様に信頼度高く炉心損傷を検知している。
350℃：安全機能ベース運転操作要領における炉心冷却の維持への移行基準であり，炉心
露出の指標となる。
加圧器安全弁設定圧に対応する飽和温度を丸めた値として設定した値
炉心が露出して上部プレナムが過熱蒸気雰囲気にならないかぎり到達すること
はないといえるため，炉心冷却が不十分な状態としてとらえることができる。
1×105mSv/h：評価上，燃料の設計漏洩率程度の原子炉冷却材を格納容器内に放出した場
合でも至らないレベルであり，これを超えた場合には炉心が損傷した可能性が高
い。
（シビアアクシデントマネジメントガイドライン整備時に実施したシビアアク
シデント解析結果に基づいた包絡値である。
）
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（炉心損傷そのものを条件とする EAL はないが，FG1 で
は炉心出口温度がサイト固有値を超えることと，RCS バリアの喪失及び格納容器バリア
の喪失/喪失可能性有となった場合は適用される。)
GSG-2 では，General Emergency に「格納容器放射線レベルが 5Gy/h（又はギャップ
インベントリの 20%以上を放出する値）を超過」
，
「炉心出口熱電対温度が 800℃以上」
，
「ギャップインベントリの 20%相当のサンプリング値」がある。
EAL の枠組 原子炉冷却機能の異常（炉心損傷の検出）
み
炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を
検知すること。
同 解説
原子炉冷却材の漏えいや原子炉への給水喪失による冷却能力の低下等により炉心の損
傷に至る可能性のある事象については，事前にその兆候を検知し必要な措置をとることと
なっているが，不測の事象から炉心の損傷に至る場合に備え，炉心の損傷を検知した場合
を全面緊急事態の判断基準とする。
「炉心の損傷を示す原子炉格納容器内の放射線量」とは，高レンジエリアモニタ等によ
って判断することとなる。また，原子炉容器の出口温度によって炉心の損傷を検知できる
ことから，当該出口温度の検知も対象とする。
規則等条文
規則第 14 条ロ(7)
炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を
検知すること。
参考
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（２７／５０）
AL29
PWR
EAL 番号
EAL 略称
停止中の原子炉冷却機能の一部喪失
EAL
原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。
解釈
(1) ミッドループ運転時に適用する。
(2)「残留熱を除去する機能の一部が喪失」とは，1 次冷却材配管の水位が低下し，余熱除
去配管の吸込口上端となった場合をいう。
根拠
ミッドループ運転時の水位低下によって，余熱除去系配管の吸込口上端に至った場合，
運転中の余熱除去ポンプがキャビテーションを起こし機能喪失する可能性があることか
ら，AL としている。
NEI99-01Rev6 では，AL として“CA1＝RCS 水位低”
（一般的にループ水位下端に設
定）により AL としている。
GSG-2 に該当なし。
（類似で低温停止又は燃料交換モードの Alert となる事象は，
「1 次
系温度が 80℃超過」
，
「原子炉容器水位がミッドループ高さよりも低い又は低くなると予
測され，さらに残留熱除去が 15 分間以上にわたり中断」がある。
）
EAL の枠組 停止中の原子炉に関する異常
み
原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。
参考

同 解説

規則等条文

上記の事象は，蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器内の水位を低下さ
せた状態であり，直ちに照射済燃料集合体の露出に至らないものの，事象に鑑み，警戒事
態の判断基準とする。
なし
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（２８／５０）
SE29
PWR
EAL 番号
EAL 略称
停止中の原子炉冷却機能の喪失
EAL
原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
解釈
(1) ミッドループ運転時に適用する。
(2)「残留熱を除去する機能が喪失する」とは，1 次冷却材配管の水位が低下し，余熱除去
配管の吸込口上端以下となり，30 分間以上継続した場合をいう。
根拠
ミッドループ運転時に 1 次系冷却材配管水位が低下し，余熱除去系配管の吸込口上端以
下となり十分な時間が経過した場合，余熱除去ポンプが機能を喪失し，1 次系冷却機能喪
失となる可能性があり，SE としている。
30 分間：残留熱を除去する機能喪失による炉心露出に対する回復操作時間（AL 発信から
の時間余裕）であり，炉心露出までに余裕を確保可能な時間
(国内検討結果により，残留熱を除去する機能喪失による水位低下において，1 次冷
却材配管下端から炉心露出開始までには約 1 時間を要することが確認されている
ため，30 分の操作時間に対し，更に炉心露出までに 30 分を確保可能。
）
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（残留熱除去系喪失そのものを条件とする EAL はないが，
CS1 では格納容器閉止状態ごとに必要な原子炉水位のサイト固有値となった場合は適用
される。)
GSG-2 に該当なし。
（類似で低温停止，燃料交換モードの Site-area Emergency となる
事象は，
「1 次系温度が 30 分間以上にわたり 90℃（又は低温停止温度）超過」
，
「原子炉容
器水位が使用中燃料の頂部を下回っている又は下回っていると予測」がある。
）
EAL の枠組 停止中の原子炉に関する異常
み
原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
参考

同 解説

規則等条文

上記の事象は，蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器内の水位を低下さ
せた状態であり，直ちに照射済燃料集合体の露出に至らないものの，事象の重大性に鑑み，
施設敷地緊急事態の判断基準とする。
規則第 7 条第 1 号ロ(5)
原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。
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（２９／５０）
GE29
PWR
EAL 番号
EAL 略称
停止中の原子炉冷却機能の完全喪失
EAL
蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で，当該原子
炉から残留熱を除去する機能が喪失し，かつ，燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができない
こと。
解釈
(1)「一時的に原子炉容器の水位を下げた状態」とはミッドループ運転状態をいう。
(2)「残留熱を除去する機能が喪失」とは，余熱除去ポンプを用いた冷却及び蒸気発生器を
通じた除熱ができないことをいう。
(3)「注水ができないこと」とは，充てん注入ポンプ，高圧注入ポンプ（代替低圧注入ポン
プ）
，蓄圧注入タンクを用いた注入手段のすべてを喪失した場合で，1 次冷却材配管の
水位が配管の下端となって 1 時間以上継続した場合をいう。
根拠
ミッドループ運転時に全ての炉心注水／炉心冷却手段が失われた場合，崩壊熱による 1
次系保有水の蒸散により炉心は露出に至るため GE としている。
1 時間：停止時に炉心冷却機能を失った場合に，炉心露出の可能性を示す時間として設定
される。
〔旧原災法解説では，1 時間について，原子炉停止後に検査工程で原子炉冷却材
水位を低下させた状態(ミッドループ運転）を開始する時期における崩壊熱等を考
慮して定めた時間とされていた。
〕
NEI99-01Rev6 に該当なし。
〔残留熱除去系喪失そのものを条件とする EAL はないが，
CG1 では格納容器異常（開放継続，圧力上昇等）の状態で，原子炉水位がサイト固有値
（一般的には燃料有効長上端）まで低下した場合に適用される。
〕
GSG-2 に該当なし。
（類似で低温停止又は燃料交換モードの General Emergency とな
る事象は，
「1 次系温度が 90℃を上回り，かつ原子炉容器への注水流量が崩壊熱沸騰によ
る蒸発量より小さい」
，
「原子炉容器水位が 30 分間以上，使用中燃料の頂部を下回ってい
る又は下回っていると予想される」などがある。
）
EAL の枠組 停止中の原子炉に関する異常
み
蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で，当該原子
炉から残留熱を除去する機能が喪失し，かつ，燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができない
こと。
同 解説
原子炉容器内の水位を下げた状態で，上記の事象が継続すれば，やがて原子炉冷却材の
温度が上昇し，照射済燃料集合体の露出に至ることから，全面緊急事態の判断基準とする。
規則等条文
規則第 14 条ロ(8)
蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で，当該原子
炉から残留熱を除去する機能が喪失し，かつ，燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができない
こと。
参考
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（３０／５０）
AL30
PWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。
解釈
(1)「水位が一定の水位まで低下すること」とは，使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸発が
確認され，
「照射済燃料集合体の頂部から上方約 6m の水位に達すること」をいう。
なお，照射済燃料集合体の頂部から上方約 6m 付近に SFP 出口配管下端が設置されて
いるため，SFP 出口配管下端付近を一定の水位とする。
（EL○m は，各プラントの状況に応じて定める。
）
(2) 水位の回復手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
本項は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失に係わる原災法第 10 条の特定事象の前段と
して，通常水位範囲を超えた使用済燃料ピット水位低下時に AL としている。
NEI99-01Rev6 では，AA2（作業者に対して確実に放射線を防ぐことができる使用済燃
料貯蔵槽水位のサイト固有値。)がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Alert となる事象は，
「使用済燃料頂部以上の水位確保機能
の喪失」
，
「使用済燃料の損傷」
，
「使用済燃料ピットの水温を 80℃未満に維持する能力の喪
失」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。
参考

同 解説

規則等条文

通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られるが，サイフォン
ブレーカが機能しない等，その原因によっては水位の回復が困難な場合もあることから，
警戒事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること」とは，可搬型を含む全ての
設備を考慮しても，当該水位まで低下することをいう。
なし
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（３１／５０）
SE30
PWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維持できていな
いおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
解釈
(1)「水位を維持できていない」とは，使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸発が継続し，
「照
射済燃料集合体の頂部から上方約 4m の水位に達すること」をいう。
（EL○m は，各プラントの状況に応じて定める。
）
(2)「水位を測定できない」とは，使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸発が継続した場合に
おいて，直接的又は間接的な手段によって液面の位置が 3 時間以上確認できない場合
をいう。
(3) 水位の回復手段及び水位の測定手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
通常水位維持不能の判断として，また GE 設定水位の前段として燃料露出に対して十分
な余裕を確保可能な水位として GE 設定値である照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メ
ートルと AL 水位の中間にしきい値を定め，SE としている。
3 時間：可搬型水位計の設置時間を考慮した目安時間
NEI99-01Rev6 では，AS2（燃料は水没状態を維持しているが，緊急時の追加注水が必
要な使用済燃料貯蔵槽水位のサイト固有値。)がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Site-area Emergency となる事象は，
「使用済燃料ピット
の水位が照射済燃料頂部以下」
，
「使用済燃料ピット区域の放射線レベルが 30mGy/h を超
過」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維持できていな
いおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
同 解説
通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られるが，当該貯蔵槽
の水位が低下し，その水位を維持できない場合には当該貯蔵槽への注水機能に何らかの異
常があると考えられることから，施設敷地緊急事態の判断基準とする。また，当該貯蔵槽
の水位を維持できていないおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できない
ときは，上記と同様な状況にある可能性があること及び水位を測定できないという何らか
の異常が発生していると考えられることから併せて施設敷地緊急事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維持できてい
ないおそれがある場合」とは，可搬型を含む全ての設備を考慮しても，当該水位を維持で
きないこと，又は維持できないおそれがある場合をいう。
「当該貯蔵槽の水位を測定できないこと」とは，常設及び可搬型の測定機器で当該貯蔵
槽の水位を測定できないことをいう（以下この表において同じ。
）
。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(6)
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯蔵槽の水位を維持できていな
いおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。
参考
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（３２／５０）
GE30
PWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低
下すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水
位を測定できないこと。
解釈
(1)「照射済燃料集合体の頂部から上方 2m の水位まで低下」とは，使用済燃料ピット水位
計で EL○m 以下を検出するか使用済燃料ピット付近の放射線モニタの指示が振り切
れ，使用済燃料ピット付近に接近できない場合をいう。
(2)「当該水位まで低下しているおそれ」とは，使用済燃料ピット付近の放射線モニタの指
示が有意に上昇している場合をいう。
(3)「水位を測定できない」とは，使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸発が継続した場合に
おいて，直接的又は間接的な手段によって液面の位置が確認できない場合をいう。
(4) 水位の回復手段及び水位の測定手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
通常水位から燃料頂部上 2m までの水位低下にかかる時間的余裕は大きく，この間水位
回復が不能だったことは事象の深刻さを示しており，燃料露出の可能性に対して GE とし
ている。
本項については，
“使用済燃料プールの冷却の水がなくなってしまうような状況に向か
っている場合は早めに緊急事態として対処していく必要がある”という位置付けで，平成
25 年 9 月の原子力災害対策特別措置法の改正時に，原災法第 15 条に規定される原子力緊
急事態に変更されている。
2m：原子力災害対策指針改正案に対するパブリックコメント回答（平成 25 年 9 月 5 日）
において，2m の根拠（コメント番号 68）に対し以下のように原子力規制庁は回答し
ている。
・ 使用済燃料貯蔵槽の水位が低下し，水位が維持できない場合，照射済燃料集合体
の冷却機能を喪失する可能性があります。そのような場合において，水位が 2m に
達することにより，水による照射済燃料集合体からの放射線の遮へい効果が著しく
損なわれ，使用済燃料貯槽付近への人によるアクセスが困難となり，冷却材の注水
など必要な措置の実施も困難となってくることから，当該水位を設定しています。
参考
NEI99-01Rev6 では，AG2（燃料は水没状態を維持しているが，緊急の追加注水が必要
な使用済燃料貯蔵槽水位に対し 1 時間が経過した固有の水位。)がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で General Emergency となる事象は，
「過去 3 年以内に原子
炉から取り出された 1/3 炉心以上の使用済燃料が貯蔵されている使用済燃料プールの冷却
水の完全喪失」
，
「使用済燃料ピット区域の放射線レベルが 3Gy/h を超過」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低
下すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水
位を測定できないこと。
同 解説
上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではないが，何らかの異
常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，現場への立入りが困難とな
り水位の回復ができず，照射済燃料集合体の露出に至るという事象の重大性に鑑み，全面
緊急事態の判断基準とする。また，当該水位まで低下しているおそれがある場合において，
当該貯蔵槽の水位を測定できないときは，上記と同様な状況にある可能性があること及び
水位を測定できないという何らかの異常が発生していると考えられることから併せて全
面緊急事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低
下すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合」とは，可搬型を含む全て
の設備を考慮しても，当該水位まで低下すること，又は低下しているおそれがある場合を
いう。

付属―115

規則等条文

規則第 14 条ロ(9)
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低
下すること，又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水
位を測定できないこと。
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（３３／５０）
AL31
PWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失のおそれ
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯槽の水位を一定時間以上測定
できないこと。
解釈
(1)「水位を維持できない」とは，使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸発が継続し，
「照射
済燃料集合体の頂部から上方約 4m の水位に達すること」をいう。
（EL○m は，各プラントの状況に応じて定める。
）
(2)「一定時間以上測定できない」とは使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸発が継続した場
合において，直接的又は間接的な手段によって液面の位置が確認できない状態が 3 時
間以上継続した場合をいう。
(3) 水位の回復手段及び水位の測定手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
本項は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失に係わる原災法第 10 条の特定事象の前段と
して，通常水位範囲を超えた使用済燃料ピット水位低下時に AL としている。
なお，本項は，新規制基準未適合プラントに適用される EAL であり，使用済燃料貯蔵
槽内の燃料の冷却が概ねなされていることから，燃料交換が行われる適合プラントより低
い水位を設定している。
3 時間：蒸発時を考慮しても使用済燃料ピット水位に異常はないが SE 設定水位に対し
て十分な余裕をもった時間
参考
NEI99-01Rev6 では，AA2（作業者に対して確実に放射線を防ぐことができる使用済燃
料貯蔵槽水位のサイト固有値。)がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Alert となる事象は，
「使用済燃料頂部以上の水位確保機能
の喪失」
，
「使用済燃料の損傷」
，
「使用済燃料ピットの水温を 80℃未満に維持する能力の喪
失」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと，又は当該貯槽の水位を一定時間以上測定
できないこと。
同 解説
通常直ちに使用済燃料貯蔵槽への注水が実施され水位の回復が図られるが，当該貯蔵槽
の水位が低下し，その水位を維持できない場合には当該貯蔵槽への注水機能に何らかの異
常があると考えられることから，警戒事態の判断基準とする。また，当該貯蔵槽の水位を
維持できないおそれがある場合において，当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できない
ときは，上記と同様な状況にある可能性があること及び水位を測定できないという何らか
の異常が継続していると考えられることから併せて警戒事態の判断基準とする。
「一定時間」とは，測定できない状況を解消するために準備している措置を実施するま
でに必要な時間をいう。
「使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと」とは，可搬型を含む全ての設備を考慮
しても，当該水位を維持できないこと又は維持できないおそれがある場合をいう。
規則等条文
なし

付属―117

（３４／５０）
SE31
PWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低
下すること。
解釈
(1)「照射済燃料集合体の頂部から上方 2m の水位まで低下」とは，使用済燃料ピット水位
計で EL○m 以下を検出した場合をいう。
(2) 水位の回復手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
通常水位から燃料頂部上 2m までの水位低下にかかる時間的余裕は大きく，この間水位
回復が不能だったことは事象の深刻さを示しており，燃料露出の可能性に対して SE とし
ている。
参考
NEI99-01Rev6 では，AS2（燃料は水没状態を維持しているが，緊急時の追加注水が必
要な使用済燃料貯蔵槽水位のサイト固有値。)がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Site-area Emergency となる事象は，
「使用済燃料ピット
の水位が照射済燃料頂部以下」
，
「使用済燃料ピット区域の放射線レベルが 30mGy/h を超
過」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低
下すること。
同 解説
上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではないが，何らかの異
常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，現場への立入りが困難とな
り水位の回復ができず，照射済燃料集合体の露出に至るおそれがあるという事象の重大性
に鑑み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで
低下すること」とは，可搬型を含む全ての設備を考慮しても，当該水位まで低下すること
をいう。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ヘ(1)
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方二メートルの水位まで低
下すること。
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（３５／５０）
GE31
PWR
EAL 番号
EAL 略称
使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失・放射線放出
EAL
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。
解釈
(1) 「燃料集合体の頂部の水位まで低下」とは使用済燃料ピット水位計にて EL〇ｍ以下を
検出した場合をいう。
(2) 水位の回復手段には可搬型を含む全ての設備を考慮する。
根拠
燃料露出という事象の重大性に対して GE としている。
NEI99-01Rev6 では，AG2（燃料は水没状態を維持しているが，緊急の追加注水が必要
な使用済燃料貯蔵槽水位に対し 1 時間が経過した固有の水位。)がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で General Emergency となる事象は，
「過去 3 年以内に原子
炉から取り出された 1/3 炉心以上の使用済燃料が貯蔵されている使用済燃料プールの冷却
水の完全喪失」
，
「使用済燃料ピット区域の放射線レベルが 3Gy/h を超過」がある。
）
EAL の枠組 使用済燃料貯蔵槽に関する異常
み
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。
参考

同 解説

規則等条文

上記の場合，直ちに照射済燃料集合体の冷却性が喪失するわけではないが，何らかの異
常の発生により，水位の低下が継続し遮蔽能力が低下すれば，現場への立入りが困難とな
り水位の回復ができず，照射済燃料集合体の露出に至るという事象の重大性に鑑み，全面
緊急事態の判断基準とする。
「使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること」とは，
可搬型を含む全ての設備を考慮しても，当該水位まで低下することをいう。
規則第 14 条ヘ(1)
使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。
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（３６／５０）
SE41
PWR
EAL 番号
EAL 略称
格納容器健全性喪失のおそれ
EAL
原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止
中において想定される上昇率を超えること。
解釈
(1)運転モードが，1，2，3 及び 4 において適用する。
(2)「原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率」とは，原子炉冷却材喪失事象又は主蒸気
管破断事象が発生した場合の上昇率をいう。
(3)「一定期間」とは，格納容器スプレイの設定点である○kPa を超えた状態が，10 分以
上経過した状態をいう。
(4)「想定される上昇率」とは，格納容器スプレイで抑制される上昇率をいい，10 分経過
して○kPa まで低下しない状態をいう。
根拠
設計想定（大破断 LOCA）を超えた格納容器圧力上昇発生に対し SE としている。
○kPa：格納容器スプレイ作動設定値
10 分：大幅な格納容器圧力上昇を生じさせる“原子炉冷却材喪失事故”及び“格納容器内
での主蒸気管破断事故(CV 内 SLB)”における初期の圧力上昇を考慮した時間。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（FS1 の格納容器バリアの喪失／喪失可能性有と他のバリ
アの 1 つの喪失／喪失可能性有で示される。例えば，格納容器隔離失敗で格納容器内エリ
アモニタがサイト固有値を超えた場合など。
）
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉格納容器機能の異常
み
原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止
中において想定される上昇率を超えること。
同 解説
上記の状態が一定時間継続する場合は，その事象の重大性に鑑み，施設敷地緊急事態の
判断基準とする。
なお，原子炉格納容器冷却機能等の常用の設備の故障によって圧力又は温度の上昇傾向
が一定時間にわたって継続した場合は施設敷地緊急事態に該当しないこととなる。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(10)
原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止
中において想定される上昇率を超えること。
参考
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（３７／５０）
GE41
PWR
EAL 番号
EAL 略称
格納容器圧力の異常上昇
EAL
原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使
用温度に達すること。
解釈
(1)運転モードが，1，2，3 及び 4 において適用する。
(2)「最高使用圧力」とは，○kPa をいう。
(3)「最高使用温度」とは，最高使用圧力を検知した場合の飽和温度をいう。
根拠
格納容器圧力が設計圧力を超える場合，設計想定を大幅に超える事象発生が想定され，
これにより格納容器内の閉じ込め機能が脅かされていることから GE としている。
○kPa：格納容器最高使用圧力
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（FG1 の格納容器障壁喪失（又は喪失可能性有）に加え，
燃料及び RCS の障壁喪失の同時発生で示される。
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉格納容器機能の異常
み
原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使
用温度に達すること。
同 解説
最高使用圧力又は最高使用温度に達した後に圧力上昇又は温度上昇が継続した場合に
は，放射性物質の閉じ込め機能が低下する可能性があるため，全面緊急事態の判断基準と
する。
規則等条文
規則第 14 条ロ(4)
原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使
用温度に達すること。
参考
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（３８／５０）
AL42
PWR
EAL 番号
EAL 略称
単一障壁の喪失又は喪失のおそれ
EAL
燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること，又は，燃料被
覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。
解釈
(1)運転モード 1，2 及び 3 において適用する。
(2)「燃料被覆管障壁が喪失するおそれ」とは，サブクール度が負〔又は炉内熱電対の最高
値が 350℃以上（サイト固有値）
〕となっている場合をいう。
(3)「燃料被覆管障壁が喪失」とは，炉内熱電対の最高値が 650℃以上(サイト固有値）とな
っている場合をいう。
(4)「原子炉冷却系障壁が喪失のおそれ」とは，抽出隔離が働いた状態で，加圧器水位が保
持できない場合をいう。
ただし，2 次系破断，制御系故障等に伴う一時的な冷却収縮による場合は除く。
(5)「原子炉冷却系障壁が喪失」とは，
「加圧器圧力」又は「加圧器水位及び加圧器圧力」
が非常用炉心冷却装置の作動を必要とする設定圧力又は設定水位以下となった場合を
いう。
ただし，2 次系破断，制御系故障等に伴う一時的な冷却収縮による場合は除く。
根拠
燃料被覆管障壁及び原子炉冷却材障壁において，どちらか 1 つの障壁が喪失（又は喪失
のおそれ）となった場合に AL としている。
（CV 障壁を除く 1/3 の障壁喪失又は喪失のお
それ）
350℃：安全機能ベース運転操作要領における炉心冷却の維持への移行基準であり，炉心
露出の指標となる温度
（加圧器安全弁設定圧に対する飽和温度を丸めた値として設定した値であり，炉心が
露出して上部プレナムが過熱蒸気雰囲気にならない限り到達することはないといえ
るため，炉心冷却が不十分な状態としてとらえることができる。
）
650℃：大幅な燃料損傷に対するしきい値の温度
（燃料被覆管が高温になると，被覆管中のジルコニウムが冷却材と反応し，酸化が進む。
この反応は 700℃近傍から急激に進むため，しきい値として控え目な 650℃が推奨され
る。なお，この温度は米国の PWR の ERG 導入条件としても使用されており，一部の
ヨーロッパのプラントにおいても用いられている。
）
NEI99-01Rev6 では，FA1（RCS バリアの喪失／喪失可能性有又は燃料バリアの喪失
／喪失可能性有）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Alert となる事象は，
「炉心損傷や大規模な放出を阻止する
安全系が残り 1 系列になった又は 1 系列になると予測される故障」がある。
）
EAL の枠組 障壁の喪失
み
燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること，又は，燃料被
覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。
同 解説
以下の 4 つのケースが考えられる。
1)燃料被覆管障壁が喪失するおそれ
2)原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ
3)燃料被覆管障壁の喪失
4)原子炉冷却系障壁の喪失
なお，本事象については，原子力事業者が"NEI 99-01 Methodology for Development of
Emergency Action Levels"を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるもの
とする。
規則等条文
なし
参考

付属―122

（３９／５０）
SE42
PWR
EAL 番号
EAL 略称
2 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ
EAL
燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあ
ること，燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること，又は燃
料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子
炉格納容器の障壁が喪失すること。
解釈
(1)運転モード 1，2 及び 3 において適用する。
(2)「燃料被覆管の障壁が喪失するおそれ」とは，サブクール度が負〔又は炉内熱電対の最
高値が 350℃以上（サイト固有値）
〕となっている場合をいう。
(3)「燃料被覆管の障壁が喪失」とは，炉内熱電対の最高値が 650℃（又は 350℃）以上(サ
イト固有値）となっている場合をいう。
(4)「原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれ」とは，抽出隔離が働いた状態で，加圧器水位
が保持できない場合をいう。
ただし，2 次系破断，制御系故障等に伴う一時的な冷却収縮による場合は除く。
(5)「原子炉冷却系の障壁が喪失」とは，
「加圧器圧力」又は「加圧器水位及び加圧器圧力」
が非常用炉心冷却装置の作動を必要とする設定圧力又は設定水位以下となった場合を
いう。
ただし，2 次系破断，制御系故障等に伴う一時的な冷却収縮による場合は除く。
(6)「原子炉格納容器の障壁が喪失」とは，1 系統の隔離弁の閉不能等により直接放出経路
が存在する場合をいう。
根拠
燃料被覆管障壁及び原子炉冷却材障壁において，両者が喪失（又は喪失のおそれ）とな
った場合に SE としている。
（CV 障壁を除く 2/3 の障壁喪失又は喪失のおそれ）
また，燃料被覆管障壁及び原子炉冷却材障壁においてどちらか 1 つの障壁に喪失のおそ
れがあり，さらに CV 障壁が喪失した場合に SE としている。
（CV 障壁を含む 2/3 の障壁
喪失又は喪失のおそれ）
350℃：安全機能ベース運転操作要領における炉心冷却の維持への移行基準であり，炉心
露出の指標となる温度
（加圧器安全弁設定圧に対する飽和温度を丸めた値として設定した値であり，炉心が
露出して上部プレナムが過熱蒸気雰囲気にならない限り到達することはないといえ
るため，炉心冷却が不十分な状態としてとらえることができる。
）
650℃：大幅な燃料損傷に対するしきい値の温度
（燃料被覆管が高温になると，被覆管中のジルコニウムが冷却材と反応し，酸化が進む。
この反応は 700℃近傍から急激に進むため，しきい値として控え目な 650℃が推奨され
る。なお，この温度は米国の PWR の ERG 導入条件としても使用されており，一部の
ヨーロッパのプラントにおいても用いられている。
）
NEI99-01Rev6 では，FS1（3 つのバリアうち 2 つの喪失／喪失可能性有）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で Site-area Emergency となる事象は，
「炉心の露出に至る
更なる安全系機器の故障」がある。
）
EAL の枠組 障壁の喪失
み
燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあ
ること，燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること，又は燃
料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子
炉格納容器の障壁が喪失すること。
同 解説
以下の 4 つのケースが考えられる。
1)燃料被覆管障壁が喪失+原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ
2)燃料被覆管障壁が喪失するおそれ+原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ
3)燃料被覆管障壁が喪失するおそれ+格納容器障壁が喪失
参考

付属―123

規則等条文

4)原子炉冷却系障壁が喪失するおそれ+格納容器障壁が喪失
なお，本事象については，原子力事業者が"NEI 99-01 Methodology for Development of
Emergency Action Levels"を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるもの
とする。
規則第 7 条第 1 号ロ(12)
燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあ
ること，燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること，又は燃
料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子
炉格納容器の障壁が喪失すること。

付属―124

（４０／５０）
GE42
PWR
EAL 番号
EAL 略称
2 つの障壁喪失及び 1 つの障壁の喪失又は喪失のおそれ
EAL
燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において，原子炉格納容器の
障壁が喪失するおそれがあること。
解釈
(1)運転モード 1，2 及び 3 において適用する。
(2)「燃料被覆管の障壁が喪失」とは，炉内熱電対の最高値が 650℃以上(固有値）となって
いる場合をいう。
(3)「原子炉冷却系の障壁が喪失」とは，
「加圧器圧力」又は「加圧器水位及び加圧器圧力」
が非常用炉心冷却装置の作動を必要とする設定圧力又は設定水位以下となった場合を
いう。
ただし，2 次系破断，制御系故障等に伴う一時的な冷却収縮による場合は除く。
(4)「格納容器障壁の喪失のおそれ」とは，格納容器スプレイが動作した場合において，格
納容器スプレイ系が 1 系統のみの場合をいう。
根拠
燃料被覆管障壁及び原子炉冷却材障壁の両者が喪失し，更に CV 障壁に喪失のおそれが
ある場合に GE としている。
（3/3 の障壁喪失又は喪失のおそれ）
650℃：大幅な燃料損傷に対するしきい値の温度
（燃料被覆管が高温になると，被覆管中のジルコニウムが冷却材と反応し，酸化が進む。
この反応は 700℃近傍から急激に進むため，しきい値として控え目な 650℃が推奨され
る。なお，この温度は米国の PWR の ERG 導入条件としても使用されており，一部の
ヨーロッパのプラントにおいても用いられている。
）
NEI99-01Rev6 では，FG1（2 つのバリアの喪失と残り 1 つのバリアの喪失／喪失可能
性有）がある。
GSG-2 に該当なし。
（類似で General Emergency となる事象は，
「炉心保護に必要な全
ての安全系が 45 分間以上にわたり喪失」がある。
）
EAL の枠組 障壁喪失
み
燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において，原子炉格納容器の
障壁が喪失するおそれがあること。
同 解説
以下のケースが考えられる。
燃料被覆管障壁が喪失 ＋ 原子炉冷却系障壁が喪失 ＋ 原子炉格納容器障壁が喪
失するおそれ
なお，本事象については，原子力事業者が"NEI 99-01 Methodology for Development of
Emergency Action Levels"を参考として原子力事業者防災業務計画に詳細を定めるもの
とする。
規則等条文
規則第 14 条ロ(11)
燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において，原子炉格納容器の
障壁が喪失するおそれがあること。
参考

付属―125

（４１／５０）
SE43
PWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用
EAL
炉心の損傷が発生していない場合において，炉心の損傷を防止するために原子炉格納容
器圧力逃がし装置を使用すること。
解釈
(1)運転モードが，1，2，3 及び 4 において適用する。
(2)「炉心の損傷が発生していない場合」とは，格納容器内高レンジエリアモニタで
1×105mSv/h 以下である場合をいう。
根拠
炉心損傷防止のための原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用に対し，炉心損傷の可能性
が高いことが想定されるため，SE としている。
1×105mSv/h：炉心損傷開始時の格納容器内線量率
（シビアアクシデントマネジメントガイドライン整備時に実施したシビアアクシデン
ト解析結果に基づいた包絡値である。
）
NEI99-01Rev6 に該当なし。
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 原子炉格納容器圧力逃がし装置の使用
み
炉心の損傷が発生していない場合において，炉心の損傷を防止するために原子炉格納容
器圧力逃がし装置を使用すること。
同 解説
原子炉格納容器の圧力を低下させることにより，炉心の損傷を防止することに成功する
ことが想定されるが，原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用するという事象の重大性に鑑
み，施設敷地緊急事態の判断基準とする。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(11)
炉心の損傷が発生していない場合において，炉心の損傷を防止するために原子炉格納容
器圧力逃がし装置を使用すること。
参考

付属―126

（４２／５０）
AL51
PWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉制御室他の機能喪失のおそれ
EAL
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす
可能性が生じること。
解釈
・ 全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
・ 「運転や制御に影響を及ぼす」とは，放射線レベル又は室温の上昇等により，運転員
が原子炉制御室の操作盤及び原子炉制御室外操作盤での監視及び操作が容易にできな
くなる状況をいう。
根拠
本項は原災法第 10 条特定事象の前段警戒事態として，原子炉制御室の環境悪化により
原子炉の運転が制御に影響を及ぼすおそれがある場合に AL としている。
NEI99-01Rev6 では HA6（原子炉制御室を退避し，原子炉制御室外操作盤等に操作が
移行した場合。
）がある。
GSG-2 では，
「主制御室から退避し，緊急時管理室から制御できる」
「15 分間以上にわ
たり複数の安全系計装又は制御室内の制御装置の機能が停止」がある。
EAL の枠組 原子炉制御室等に関する異常
み
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす
可能性が生じること。
同 解説
原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから警戒事態の判断基準と
する。
規則等条文
なし
参考

付属―127

（４３／５０）
SE51
PWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉制御室他の一部の機能喪失・警報喪失
EAL
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御
に支障が生じること，又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合におい
て，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常
を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化」とは，以下の状態をいう。
①原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生していない場合
・放射線レベルの上昇等により，防護具等を用いなければ，運転員が原子炉制御室及
び原子炉制御室外操作盤室の操作盤にて監視及び操作ができなくなったとき。
②原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合
・放射線レベルの上昇等により，防護具等を用いなければ，運転員が原子炉制御室の
操作盤にて監視及び操作ができなくなったとき。
(3)「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合」とは，原子炉出力に影響の
ある過渡事象が進行中である場合若しくは使用済燃料ピット水の水位低下が確認され
た場合をいう。
(4)「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常
を表示する警報装置の機能の一部が喪失する」とは，原子炉制御室の主盤，原子炉補助
盤又は原子炉関連盤のいずれかにおいて，全ての表示灯，警報，指示計及び記録計が使
用不能となった場合をいう。
＜総デジタルプラント＞
総デジタルプラントにおける「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する
装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること」と
は，計測制御設備の故障等により，大型表示装置，操作用パネル及びハード計器（設置
するプラントのみ）でプラント状態監視及び警報が監視できなくなった場合をいう。
根拠
原子炉制御室の環境悪化により原子炉制御に支障が生じる，又は原子炉施設異常警報装
置の機能の一部が喪失した場合に，SE としている。
参考
NEI99-01Rev6 では HS6（原子炉制御室を退避し原子炉制御室外操作盤等に操作を移
行した場合で，更に安全上重要な制御監視機能が時間内に使用不能となった場合。
）があ
る。
GSG-2 では，
「主制御室あるいは緊急時管理室も居住できない」
「15 分間以上にわたり
安全系計装又は制御室内での制御装置の機能が停止，さらに，炉心保護能力に影響を及ぼ
す可能性がある大きな過渡変化が進行中」がある。
EAL の枠組 原子炉制御室等に関する異常
み
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御
に支障が生じること，又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合におい
て，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常
を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。
同 解説
火災等により原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することによっ
て，原子炉の安全な状態を確保できなくなる可能性が高いことから施設敷地緊急事態の判
断基準とする。
原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に，原子炉制御室からこれらを監視
する機能の一部が喪失することによって，原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可
能性が高いことから併せて施設敷地緊急事態の判断基準とする。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(7)
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制
御に支障が生じること，又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合にお
いて，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異
常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。

付属―128

（４４／５０）
GE51
PWR
EAL 番号
EAL 略称
原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失
EAL
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより，原子炉を停
止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること，又は原子炉若しくは使用済
燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を
表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失するこ
と。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなる」とは，以下の状態を
いう。
①原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生していない場合
・原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの退避が必要となったとき。
②原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合
・原子炉制御室からの退避が必要となったとき。
(3)「原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合」とは，原子炉出力に影響の
ある過渡事象が進行中である場合若しくは，使用済燃料ピット水の漏えい又は蒸発が
確認された場合をいう。
(4)「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常
を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること」とは，原子炉制御室の主盤，原子炉
補助盤及び原子炉関連盤の全ての表示灯，警報，指示計及び記録計が使用不能な状態
をいう。
＜総デジタルプラント＞
総デジタルプラントにおける「原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する
装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること」と
は，計測制御設備の故障等により，大型表示装置，操作用パネル及びハード計器（設置
するプラントのみ）でプラント状態監視及び警報が監視できなくなった場合をいう。
根拠
原子炉制御室が使用不能となる，又は異常発生時に原子炉の状態表示，異常警報装置が
機能喪失した場合は原子炉制御不能であり，GE としている。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
GSG-2 に「安全系計装の機能が停止又は制御室内及び遠隔制御場所での制御装置の機
能が停止，かつ，容器の水位が燃料頂部以下又は複数の放射線モニタでの数値の大幅増加
（100～1,000 倍）又は炉心損傷のその他の表示」がある。
EAL の枠組 原子炉制御室等に関する異常
み
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより，原子炉を停
止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること，又は原子炉若しくは使用済
燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を
表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失するこ
と。
同 解説
火災等により原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることによ
って，原子炉の安全な状態を確保できなくなることから，全面緊急事態の判断基準とする。
原子炉又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に，原子炉制御室からこれらを監視
する機能の全てが喪失することによって，原子炉施設の安全な状態を確保できなくなるこ
とから併せて全面緊急事態の判断基準とする。
規則等条文
規則第 14 条ロ(10)
原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることにより，原子炉を
停止する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること，又は原子炉若しくは使用
済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において，原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態
を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失する
こと。
参考

付属―129

（４５／５０）
AL52
PWR
EAL 番号
EAL 略称
所内外通信連絡機能の一部喪失
EAL
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の一部の機能が喪失すること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の一部の機能が喪失する」とは，原子炉施設に何らかの異常が発生し①原
子力事業所内の通信機能，②原子力事業所内から所外への通信機能のいずれかが，ど
れか 1 つの手段のみとなる場合をいう。
(3)「どれか 1 つの手段のみとなる場合」とは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，
衛星回線等のうち，使用可能な通信手段が 1 種類のみになる場合をいう。
根拠
本項は原災法第 10 条特定事象の前段の警戒事態として，何らかの異常発生により通常
の運転操作に必要な通信手段を一部喪失した場合に AL としている。
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SU6 は，日常の発電所運営に係る通信手段の喪失や NRC
との通信の喪失など。
）
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 事業所内通信設備又は外部への通信設備
み
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の一部の機能が喪失すること。
同 解説
原子炉施設内に何らかの異常が発生していると考えられる。一部の機能が喪失すること
により，直ちに通信が不可能となるわけではないが，全ての機能が喪失する前に関係者へ
の連絡を行うことが必要であることから，警戒事態の判断基準とする。
規則等条文
なし
参考
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（４６／５０）
SE52
PWR
EAL 番号
EAL 略称
所内外通信連絡機能の全ての喪失
EAL
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の全ての機能が喪失すること。
解釈
(1)全ての原子炉の状態において適用する。
(2)「原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の全ての機能が喪失する」とは，原子炉施設に何らかの異常が発生し①原
子力事業所内の通信機能，②原子力事業所内から所外への通信手段のいずれかが，全
て使用不能になる場合をいう。
(3)「全て使用不能になる場合」とは，設備的に異なる電力保安回線，公衆回線，衛星回線
等の全ての通信手段が使用できない場合をいう。
根拠
何らかの異常が生じ，通常の運転操作に必要な通信手段が全て喪失した場合に，原子炉
の運転操作に支障をきたす可能性が高く，SE としている。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（SU6 は，日常の発電所運営に係る通信手段の喪失や NRC
との通信の喪失など。
）
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 事業所内通信設備又は外部への通信設備
み
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の全ての機能が喪失すること。
同 解説
原子炉施設内に何らかの異常が発生していると考えられ，その異常な状態が把握できな
いことから，原子炉施設の安全な状態が確保されていない状況が想定されるため，施設敷
地緊急事態の判断基準とする。
なお，原子力事業所内の通信設備の機能喪失については外部への連絡が可能である場合
が考えられるが，外部との通信設備が全て機能喪失した場合には外部との通信ができな
い。この場合，車等の交通手段を用いて関係者への連絡を行うことが考えられる。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(8)
原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信の
ための設備の全ての機能が喪失すること。
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（４７／５０）
AL53
PWR
EAL 番号
EAL 略称
重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ
EAL
重要区域において，火災又は溢水が発生し，安全機器等の機能の一部が喪失するおそれ
があること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「重要区域」
「安全上重要な構築物，系統又は機器」とは，原子力事業者防災業務計画
に定めるものをいう。
(3)「安全機器等の機能に支障が生じるおそれがある」とは，火災又は溢水により，安全上
重要な構築物，系統又は機器の機能に支障が生じ，同一の機能を有する系統のうち使
用できる系統が 1 系統のみとなるおそれがあることをいう。
(4)「火災」とは，発電所敷地内に施設される設備又は仮置きされた可燃性物質（難燃性を
含む）が発火することをいう。
(5)「溢水」とは，発電所内に施設される機器の破損による漏水又は消火栓等の系統の作動
による放水が原因で，系統外に放出された流体をいう（滞留水，流水，蒸気を含む）
。
根拠
本項は原災法第 10 条特定事象の前段の警戒事態として，火災又は溢水により安全機能
が一部喪失のおそれがある場合に AL としている。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（HU4 は，プラントの安全性レベルを低下させる可能性の
ある火災，HU3 はプラントの安全性に影響を与える可能性のある自然現象あるいは工学
的ハザード。
）
GSG-2 に該当なし。
（類似で Alert となる事象は，
「安全系を封じ込める区域に影響を及
ぼす可能性のある火災又は爆発」がある。
）
EAL の枠組 火災又は溢水の発生
み
重要区域において，火災又は溢水が発生し，安全機器等の機能の一部が喪失するおそれ
があること。
同 解説
原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから警戒事態の判断基
準とする。
なお，重要区域及び安全機器等の範囲については，防災業務計画等命令第 2 条第 2 項第
8 号に基づき，原子力事業者が原子力事業者防災業務計画において記載することとし，そ
の範囲の妥当性については，原子力規制委員会が原子力事業者防災業務計画の届出を受け
た後，確認することとする。
規則等条文
なし
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（４８／５０）
SE53
PWR
EAL 番号
EAL 略称
火災・溢水による安全機能の一部喪失
EAL
火災又は溢水が発生し，安全機器等の機能の一部が喪失すること。
解釈
(1)全ての運転モード及び運転モード外において適用する。
(2)「安全機器等の機能の一部が喪失すること」とは，火災又は溢水により，安全上重要な
構築物，系統又は機器の機能に支障が生じ，同一の機能を有する全ての系統が使用で
きなくなることをいう。
根拠
火災又は溢水により安全機能が一部喪失した場合，その後の運転における原子炉の安全
性を考慮しＳＥとしている。
参考
NEI99-01Rev6 に該当なし。
（HU4 は，プラントの安全性レベルを低下させる可能性の
ある火災，HU3 はプラントの安全性に影響を与える可能性のある自然現象あるいは工学
的ハザード。
）
GSG-2 に該当なし。
EAL の枠組 火災又は溢水の発生
み
火災又は溢水が発生し，安全機器等の機能の一部が喪失すること。
同 解説

規則等条文

上記の場合は，原子炉施設の安全な状態を確保できなくなる可能性があることから施設
敷地緊急事態の判断基準とする。
安全機器等の範囲については，防災業務計画等命令第 2 条第 2 項第 8 号に基づき，原子
力事業者が原子力事業者防災業務計画において記載することとし，その範囲の妥当性につ
いては，原子力規制委員会が原子力事業者防災業務計画の届出を受けた後，確認すること
とする。
規則第 7 条第 1 号ロ(9)
火災又は溢水が発生し，安全機器等の機能の一部が喪失すること。
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（４９／５０）
SE55
PWR
EAL 番号
EAL 略称
防護措置の準備及び一部実施が必要な事象発生
EAL
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること
等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺において，緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を
開始する必要がある事象が発生すること。
解釈
(1)「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは，破壊妨害行為等，プラントの安全を維
持する機能に不具合を引き起こすような事象をいう。
(2)「原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所
外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原子力事業所周辺において，緊急事態に
備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象」とは，原
子炉施設に影響を及ぼすおそれにより放射性物質又は放射線が放出されうる状況であ
ると原子力防災管理者が判断した事象をいう。
根拠
外的な事象によって放射性物質又は放射線が放出されうる状況であると原子力防災管
理者が判断した場合に SE としている。
NEI99-01Rev6 に，
FS1（3 つのバリア喪失／喪失可能性有に対する危機管理者の判断）
，
HS1（防護区域での破壊妨害行為発生。
）
，及び HS7（その他，危機管理者の判断）がある。
GSG-2 では，Site-area Emergency に「安全系への進入経路の損傷又は障害を結果とし
て生じるセキュリティ事象。
」がある。
EAL の枠組
その他原子炉施設以外に起因する事象等による原子力施設への影響
み
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等
放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原子
力事業所周辺において，緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開
始する必要がある事象が発生すること。
同 解説
放射性物質又は放射線が異常な水準ではないものの，原子力事業所外へ放出され，又は
放出されるおそれがあり，原子炉施設周辺において，緊急事態に備えた防護措置の準備及
び施設敷地緊急事態要避難者の避難を開始する必要があることから施設敷地緊急事態の
判断基準とする。
規則等条文
規則第 7 条第 1 号ロ(13)，ヘ(2)
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること
等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺において，緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を
開始する必要がある事象が発生すること。
参考
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（５０／５０）
GE55
PWR
EAL 番号
EAL 略称
住民の避難を開始する必要がある事象発生
EAL
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質
又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
解釈
(1)「その他原子炉施設以外に起因する事象」とは，破壊妨害行為等，プラントの安全を維
持する機能に不具合を引き起こすような事象をいう。
(2)「原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所
外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原子力事業所周辺の住民の避難を開始す
る必要がある事象」とは，原子炉施設への影響により放射性物質又は放射線が放出され
うる状況であると原子力防災管理者が判断した事象をいう。
根拠
外的な事象によって住民避難措置が必要な放射性物質又は放射線が放出されうる状況
と原子力防災管理者が判断した場合に GE としている。
NEI99-01Rev6 に，FG1（3 つのバリア喪失／喪失可能性有に対する危機管理者の判
断）
，HG1（破壊妨害行為による施設制御不能。
）
，及び HG7（その他，危機管理者の判断）
がある。
GSG-2 では，General Emergency に「炉心を保護するために必要な安全機能を監視及
び管理する能力の喪失を招くセキュリティ事象。
」がある。
EAL の枠組
その他原子炉施設以外に起因する事象等による原子力施設への影響
み
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又
は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原子
力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
同 解説
原子炉施設周辺の住民の避難等を開始する必要があることから全面緊急事態の判断基
準とする。
規則等条文
規則第 14 条第 1 号ロ(12)，ヘ(2)
その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質
又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され，又は放出されるおそれがあり，原
子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。
参考
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別表４ 重要区域及び重要施設に関する一覧：BWR
要求される機能
安全機器等
高圧の非常用炉 RCIC
心冷却
HPCS
HPCF
残留熱除去
RHR(A)
RHR(B)
低圧の非常用炉 RHR(A)
心冷却
RHR(B)
RHR(C)
LPCS
HCU
CRD(A),(B)
FMCRD
直流電源（充電 125V 充電器盤(A)
器）
125V 充電器盤(B)
125V 充電器盤(H)
125V 充電器盤(C)
125V 充電器盤(D)
直流電源
125V 蓄電池(A)
（バッテリ）
125V 蓄電池(B)
125V 蓄電池(H)
125V 蓄電池(C)
125V 蓄電池(D)
交流電源（非常 M/C(C),P/C(C)
用母線）
M/C(D) ,P/C(D)
M/C(H)
M/C(E) ,P/C(E)
交流電源（D/G） D/G(A)
D/G(B)
D/G(H)
D/G(C)
中央制御室
燃料プール水補 FPC(A),(B)
給
SPC
MUWC(A),(B),(C)
原子炉停止

機器
ポンプ

ポンプ
熱交換器
ポンプ

重要区域
RCIC ポンプ室
HPCS ポンプ室
HPCＦポンプ室
RHR ポンプ室
RHR 熱交換器室
RHR ポンプ室
LPCS ポンプ室

ユニット
ポンプ
盤
盤

HCU エリア
CRD ポンプエリア
FMCRD 制御盤室
計測用電源室

バッテリ

バッテリ室

盤

非常用電気品室

発電機

非常用ディーゼル発電設備室

盤
ポンプ
熱交換機
ポンプ

中央制御室
FPC ポンプ室
FPC 熱交換器室
SPCU ポンプ室
MUWC ポンプ室
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別表５ 重要区域及び重要施設に関する一覧：PWR
要求される機能
高圧の非常用炉心冷却

残留熱除去
低圧の非常用炉心冷却
原子炉格納容器
原子炉停止
蒸気発生器への給水

直流電源（充電器）

直流電源（バッテリ）
交流電源（非常用母線）
交流電源（D/G）
中央制御室

燃料プール水補給

安全機器等
CH/SIP(A)
CH/SIP(B)
SIP(A)
SIP(B)
RHRP(A)
RHRP(B)
RHRP(A)
RHRP(B)
CSP(A)
CSP(B)
CRDM
M/D AFWP(A)
M/D AFWP(B)
T/D AFWP
125V 充電器(A)
125V 充電器(B)
125V 予備充電器(A)
125V 予備充電器(B)
125V 蓄電池(A)
125V 蓄電池(B)
M/C(A)
M/C(B)
D/G(A)
D/G(B)
主盤
原子炉補助盤
中央制御室外原子炉停
止盤
SFP(A),(B)

機器
ポンプ

盤

重要区域
CH/SIP(A)ポンプ室
CH/SIP(B)ポンプ室
SIP(A)ポンプ室
SIP(B)ポンプ室
RHRP(A)ポンプ室
RHRP(B)ポンプ室
RHRP(A)ポンプ室
RHRP(B)ポンプ室
CSP(A)ポンプ室
CSP(B)ポンプ室
CRDM 電源盤室
M/D AFWP(A) ポンプ室
M/D AFWP(B) ポンプ室
T/D AFWP ポンプ室
充電器室

バッテリ

バッテリ室

盤

非常用電気室

発電機

非常用ディーゼル発電機室

盤

中央制御室
中央制御室
中央制御室外原子炉停止盤室

ポンプ

SFP ポンプ室

ポンプ
ポンプ
ポンプ
盤
ポンプ
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参考資料

日本，IAEA，及び米国の「緊急事態活動レベル」の概要（基本的事項の比較）
日本
施設敷地緊急事
態

IAEA
Site Area Emergency
(SAE)

警戒事態

EAL の
要求事
項

○ 対策指針
GSR Part7 機能要件 7 原子力又は放射線の緊急事態の認知及び通報並びに緊急事態対
緊急事態の初期対応段階においては，情報収集により事態 応の立ち上げ
を把握し，原子力施設の状況や当該施設からの距離等に応
政府は，原子力又は放射線の緊急事態を迅速な認知及び通報のため，並びに緊急事態対
じ，防護措置の準備やその実施等を適切に進めることが重 応の立ち上げのため取り決めを整備しておくことを確実にしなければならない。
要である。このような対応を実現するため，以下のとおり，
同要件 7 5.14
原子力施設の状況に応じて，緊急事態を，警戒事態，施設
施設の操業組織又は活動を行う操業組織は，防護措置，その他の対応措置を必要とす
敷地緊急事態及び全面緊急事態の３つに区分し，各区分に
る原子力緊急事態を，ハザード評価に基づき，迅速に区分するための取り決めを防護
おける，原子力事業者，国及び地方公共団体のそれぞれが
戦略に従って定めなければならない。これには，すべての種類の緊急事態を，全面緊
果たすべき役割を明らかにする。
急事態，敷地緊急事態，施設緊急事態，警戒事態のように区分する体系を含めなけれ
ばならない。
○ 原災法第 10 条 原子力防災管理者の通報義務等
同要件 7 5.16
- 原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める
緊急事態区分システムは，発生確率が極めて低い事象に起因する緊急事態も含め，す
基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出さ
べての想定される緊急事態を考慮しなければならない。区分の運用上の判断基準に

警戒事態は，その
時点では公衆へ
の放射線による
影響やそのおそ
れが緊急のもの
ではないが，原子
力施設における
異常事象の発生
又はそのおそれ
があるため，情報
収集や，緊急時モ
ニタリングの準
備，施設敷地緊急
事態要避難者の
避難等の防護措
置の準備を開始
する必要がある
段階である。

施設敷地緊急事
態は，原子力施設
において公衆に
放射線による影
響をもたらす可
能性のある事象
が生じたため，原
子力施設周辺に
おいて緊急時に
備えた避難等の
主な防護措置の
準備を開始する
必要がある段階
である。

全面緊急事態

全面緊急事態は，
原子力施設にお
いて公衆に放射
線による影響を
もたらす可能性
が高い事象が生
じたため，重篤な
確定的影響を回
避し又は最小化
するため，及び確
率的影響のリス
クを低減するた
め，迅速な防護措
置を実施する必
要がある段階で
ある。

Alert

Facility
Emergency

公衆又は事業所内の
要員の防護レベルが
不明となる，又は著
しい低下を伴う事象

事業所内の要員の
防護レベルの著し
い低下をもたらす
事象だが，SAE や
GE に発展する可
能性はない
1.燃料取扱時の緊
急事態
2. 安全系統に影響
しない施設内の
火災又は他の緊
急事態
3. 事業所内に危険
な状況をもたら
すテロ又は犯罪
行為だが，防護
措置を必要とす
るような臨界あ
るいは事業所外
への放出が発生
する可能性はな
い

米国

EAL の
要求根
拠
緊急事
態区分
の考え
方

敷地 内及 び 施設 周辺
の人 々の 防 護レ ベル
を著 しく 低 下さ せる
事象
・炉心あるいは使用済
燃料に施された深
層防護レベルの著
しい低下
・偶発的な遮蔽なし状
態での臨界に対す
る防護の著しい低
下
・さらなる故障が重な
れば GE となる可能
性
・敷地外の線量が緊急
防護措置の介入レ
ベル近くに上昇
・重要な安全機能の動
作に障害を与える
又は大規模な放出
や深刻な被ばくを
もたらす可能性の
あるテロ又は犯罪
行為

General
Emergency
(GE)
臨界又は遮蔽の喪失
による，敷地外で緊
急防護措置の実施が
必要となるような大
気中への放出，又は
被ばくの現存するリ
スク又は実質的なリ
スクを引き起こす事
象
・炉心又は新しい取
出燃料の現に起き
た損傷又は予測さ
れる損傷
・敷地外で予防的な
防護措置を必要と
する放出，又は臨
界をもたらすおそ
れのある障壁ある
いは重要安全系統
の損傷の発生
・施設境界付近にお
ける臨界の発生又
は発生の可能性
・緊急防護措置の実
施が必要な敷地外
での放射線レベル
検出
・敷地外で緊急防護
措置を必要とする
ような放射線量を
生じる可能性のあ
る放出，又は被ば
くを防止するため
に必要な監視又は
重要な安全系の管
理を不能にするテ
ロ又は犯罪行為

Notification of
Unusual Event

Alert

Site Area
Emergency

施設の安全性の潜在
的劣化の兆候を示す
事象が既に発生した
か，発生しているこ
とを示している緊急
事態区分。更なる安
全システムの劣化が
起きない限り，敷地
外での対応やモニタ
リングを必要とする
放射性物質の放出は
考えられない。

施設の安全性の潜
在的な，あるいは
現実の劣化を含む
事象が発生しつつ
ある，又は現に発
生していることを
示している緊急事
態区分。放射性物
質の放出は環境保
護庁の防護対策指
針の被ばく量に対
し小さな割合に限
られると予想され
る。

公衆の防護が必要
となるプラント機
能の重大な損傷が
発生した，又はそれ
が発生する可能性
が高い事象が発生
しつつある，又は現
に発生しているこ
とを示している緊
急事態区分。敷地境
界を越えて，環境保
護庁の防護対策指
針の被ばく量を超
えるような放出は
考えられない。

General
Emergency
格納容器の健全
性の喪失の潜在
的可能性があり，
かつ，大きな炉心
損傷若しくは溶
融を含む事象が
実際に起こった
か又は差し迫っ
ている事象が発
生しつつある，又
は現に発生して
いることを示し
ている緊急事態
区分。敷地に隣接
した地域を超え
る敷地外におい
ても環境保護庁
の防護対策指針
の被ばく量を超
過するような放
出が十分予想さ
れる。

10CFR50.47「緊急事態計画」
，(b)「緊急時計画が満足しなければならない基準」
(4)事業者は，プラントのシステム及び放出パラメータに基づく標準的な緊急事態
区分及び緊急時活動レベルのスキームを使用している。また，州及び地方の対応
計画は，敷地外における最低限の初期対応策を決定するため，事業者が提供する
情報に対する信頼性を事業者に要求している。
10CFR50 Appendix E 第Ⅳ章「緊急時計画の内容」
，B 項「評価活動」
，１より抜粋
緊急時活動レベルは，敷地内外のモニタリングに加え，プラントの状況，計測装
置に基づくものでなければならない。2012 年 6 月 20 日までに，原子力発電所免
許取得者においては，これらの緊急時活動レベルに，原子力発電施設に影響を及
ぼす悪意による活動を含めなければならない。初期の緊急時活動レベルは，申請
者若しくは免許取得者及び州及び地方政府当局によって議論され，合意されると
ともに，NRC によって承認されなければならない。その後，緊急時活動レベルは，
毎年州及び地方政府当局によって再確認されなくてはならない。
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れたこと
- その他政令で定める事象の発生
○ 原災法第 15 条 原子力緊急事態等・原災法第 10 条第 1 項前段の規定により内閣総理大臣及
び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射
線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法によ
り検出された放射線量が，異常な水準の放射線量の基準と
して政令で定めるもの以上である場合
・前号に掲げるもののほか，原子力緊急事態の発生を示す
事象として政令で定めるものが生じた場合

は，緊急時活動レベル（EAL)及び他の観測可能な条件（すなわち「観測可能量」
）並
びに，施設及び/又は敷地内若しくは敷地外の条件に関する指標を含めなければなら
ない。
GSR Part7 機能要件 9 緊急防護措置とその他の対応措置の実施
政府は，原子力又は放射線の緊急事態に際して，緊急事態の状況を評価し緊急防護措置
とその他の対応措置を効果的に講じるための取り決めが整備されることを，確実にしな
ければならない。
同要件 9 5.32
施設の操業組織は，以下について迅速に評価し予測するための取り決めを定めなけ
ればならない。
(a)施設の異常状態
(b)被ばく，放射性物質の放出，その他の有害物質の放出
(c)敷地内及び，適切であれば敷地外の放射線状況
(d)作業者・緊急作業者・公衆の，また，関連する場合は患者及び緊急事態支援者＊
の全ての被ばく，若しくは潜在的な被ばく

NUREG-0654 Rev.2 第Ⅱ章「計画標準と評価基準」，D 項 「緊急事態区分システム」
より抜粋
原子力施設の免許者は，施設のシステムや放出パラメータに基づく標準的な緊急
事態区分及び緊急事態活動レベルのスキームを使用している。
評価基準 D.1 「標準的な緊急事態区分及び緊急事態活動レベルのスキームが確
立され，維持されている。そのスキームは，4 つの緊急事態区分のそれぞれに対
して具体的な EAL を示している。
」
評価基準 D.1.a 「EAL は，当該原子炉の設計に適した，NRC が提供あるいはエ
ンドースしているガイダンスを用いて策定されている。
」
（注；NRC がエンドースしているガイダンスとは，NEI 99-01 Rev.6 を指す。）
NEI 99-01 Rev.6 に具体的な EAL の例示がある。

（＊IAEA の安全基準文書における緊急事態支援者（helper in an emergency）の定義は，日本の
場合，災害ボランティアが最も意味が近い。
）

GS-G-2.1（抜粋） 4.1 原子力緊急時の重大性は初期において，たとえ事象の重大性を
疑う余地がない兆候が示されていたとしても，運転者にいつも認識若しくは把握され
るとは限らない。
同 4.2 このため，安全要件は，運転者に緊急事態の迅速な特定と適切な対応レベル決定
のための取り決めを整えておくことを求めている。
同 4.4 EAL は，発生する推定確率が非常に低いものを含め，すべての想定される緊急
事態全体に対して行われた検討に基づいたものであるべきである。
同 Appendix Ⅳ 「施設における緊急時に関する緊急事態の区分」（上欄「緊急事態区分
の考え方」に抜粋して示した。
）
GSG-2（抜粋）
同 3.4 運用上の判断基準とは，計測可能量の数値又は観測量であり，これらには，緊
急事態での意思決定において利用されるべき運用上の介入レベル(OIL)，緊急時活動レ
ベル(EAL)，その場面での条件に関する特定の観測量及び他の指標を含む。運用上の判
断基準は，適切な防護措置と他の対応措置の必要性を決定するために，即時かつ直接
的に用いられることができる。
同 3.8 表２には，重篤な確定的影響の防止に向けて，いかなる状況下でも予防的な緊急
防護措置を実施するための包括的判断基準（予測線量又は既に受けた線量として表さ
れている）を示している。
（表２には，例えば，赤色骨髄に対して，10 時間未満で 1Gy
に達する場合，予防的な緊急防護措置を直ちに実施とある。）
同 3.9 表３には，予測線量又は既に受けた線量として表された一連の包括的判断基準
を提示している。予測線量として表されている一連の包括的判断基準は，20-100mSv
の範囲内での参照レベルと両立している。このレベルの線量での防護措置の実施によ
り，全ての確定的影響の発生を防ぐことが可能となり，確率的影響リスクを容認レベ
ルまで低減することが可能になるであろう。
（表３には，例えば，初期 7 日間で実効線
量が 100mSv に達する場合，屋内退避，避難，除染，胎児に関する線量当量が同値に
達する場合は，食物，ミルク及び飲料水の摂取制限とある。）
同 付属書 Ⅲ「EAL の策定と軽水炉での EAL の事例」に具体的な EAL の例示がある。
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