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（付属資料９） 

 

ＳＰＥＥＤＩネットワークシステムを用いた予測線量の算定について 

 

 緊急時において、適切な防護対策を実施するためには、予測線量を迅速に得ることが必

要となる。 

 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩネットワークシステ

ム）は、地形の影響を考慮して、放出源情報、気象情報等を基にして、放射性プルームの

移動拡散の状況を計算し、希ガスからの外部被ばくによる線量、ヨウ素の吸入による甲状

腺線量等をコンピュータの画面上に図示することができる。 

 このシステムでは、緊急事態の発生したサイトに係る情報（放出核種、放出量等）、各

地方公共団体の連続モニタのシステムの気象観測情報、気象庁のアメダス情報等を入力す

ることにより、６時間先までの風向・風速の統計的予測等の処理と、それに基づく放射性

プルームの移動拡散の状況を計算する。緊急時には、文部科学省からの指示により計算結

果の２次元表示等を行い、原子力災害対策本部等の関係機関においてこれらを活用するこ

とができる。 
 

 なお、表示されるデータの例を以下に示す。 
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（付属資料１０） 

屋内退避等の有効性について 

 

 大気中を拡散してきた放射性物質からの被ばくを低減するためには、放射性物質から遠

ざかることが最も効果的である。しかしながら、混乱の発生のおそれ等を考慮すれば、被

ばくを低減するための簡便な防護対策としての屋内退避が有効であると考えられる。屋内

退避措置は、周辺住民が屋内に入り、建物の気密性を高め、口及び鼻をタオル等で保護す

ることをいう。 

 屋内退避の有効性は、外部全身被ばくについては、大気中に浮遊している放射性物質並

びに地表面及び建物に降下した放射性物質からのガンマ線に対する建物による遮蔽性能に、

また内部被ばくについては、浮遊放射性物質の吸入を低減するための建物の気密性並びに

口及び鼻をタオル等で保護する方法の効果にそれぞれ依存する。これらの効果について、

めやすとして、ＩＡＥＡがまとめたものを表１、２、３に例示する。 

 甲状腺被ばくは、放射性ヨウ素の吸入に原因することから外部全身被ばくの場合と異な

り木造家屋あるいはコンクリート造りの建物のような構造そのものによる差はあまりなく、

建物内への放射性ヨウ素の侵入をいかに防止するかという気密性に依存する。米国環境保

護庁の研究によれば、気密性の高い建物に避難すると２０分の１から７０分の１に、通常

の換気率の建物に避難すると４分の１から１０分の１に甲状腺線量が低減することが示さ

れている。さらに、これらの甲状腺被ばくは口及び鼻をタオル等で保護することによって、

表３に示すように低減される。 

 

（参考文献） 

 Planning For Off-Site Response to Radiation Accidents in Nuclear Facilities 

 （IAEA-TECDOC-225） 
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表 － １ 

浮遊放射性物質のガンマ線による被ばくの低減係数 

 

場          所  低減係数 
 

 

 

 

 

 

 

屋外 

自動車内 

木造家屋 

石造り建物 

木造家屋の地下室 

石造り建物の地下室 

大きなコンクリート建物（扉及び窓から離れた場合） 

１．０ 

１．０ 

０．９ 

０．６ 

０．６ 

０．４ 

０．２以下  

 

表 － ２ 

沈着した放射性物質のガンマ線による被ばくの低減係数 

 

場          所   低減係数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

理想的な平滑な面上１ｍ（無限の広さ） 

通常の土地の条件下で地面から１ｍの高さ 

平屋あるいは２階だての木造家屋 

平屋あるは２階だてのブロックあるいは煉瓦造りの家屋 

その地下室 

各階が約４５０～９００ｍ２の面積の３～４階だて建物１階及び２階 

その地下室 

各階の面積が約９００ｍ２以上の多層建築物上層 

その地下室 

１．００ 

０．７０ 

０．４０ 

０．２０ 

０．１０以下 

０．０５ 

０．０１ 

０．０１ 

０．００５  
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表 － ３ 

 家庭内及び個人が利用可能なものによって口及び鼻の保護を行った場合の１～５μｍの

微粒子に対する除去効率 

 

          物     質         折りたたみ数  除去効率 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性用木綿ハンカチーフ 

トイレットペーパー 

男性用木綿ハンカチーフ 

男性用木綿ハンカチーフ 

けばの長い浴用タオル 

けばの長い浴用タオル 

モスリンのシーツ 

ぬれたけばの長い浴用タオル 

ぬれた木綿のシャツ 

木綿のシャツ 

ぬれた女性用木綿ハンカチーフ 

ぬれた男性用木綿ハンカチーフ 

ぬれた木綿衣服 

女性用木綿ハンカチーフ 

レイヨンスリップ 

木綿衣服 

木綿のシャツ 

男性用木綿のハンカチーフ 

     １６ 

      ３ 

      ８ 

   しわくちゃにする 

      ２ 

      １ 

      １ 

      １ 

      １ 

      ２ 

      ４ 

      １ 

      １ 

      ４ 

      １ 

      １ 

      １ 

      １ 

９４．２％ 

９１．４ 

８８．９ 

８８．１ 

８５．１ 

７３．９ 

７２．９ 

７０．２ 

６５．９ 

６５．５ 

６３．０ 

６２．６ 

５６．３ 

５５．５ 

５０．０ 

４７．６ 

３４．６ 

２７．５ 
 

 

 注） 表３は、一般公衆が家庭内の手近にある布や衣類を使用した場合のエアロゾルの

除去効率のめやすを示すものである。この除去効率は、人の呼吸方法及び衣類の使

用方法によって大きく変りうるものであることに留意すべきである。なお、防災業

務関係者の保護具としては、専用の防護マスクを準備すべきである。 
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（付属資料１１） 

空間放射線量率分布及び濃度分布の特徴 

 

１．放射性希ガス、ヨウ素による地上における空間放射線量率分布及び濃度分布には概ね

以下に述べるような特徴があり、これに留意して影響範囲の推定、防護対策の立案を行

うことが肝要である。 

(1) 空間放射線量率は放出率及びガンマ線の実効エネルギーに比例し、風速に逆比例す

る。また、濃度は放出率に比例し、風速に逆比例する。 

(2) 地表面放出の場合は空間放射線量率及び濃度とも放出源から風下方向に距離をとる

ことによって減少する。 

(3) 地表面からある高さをもって放出する場合は、 

i) 空間放射線量率及び濃度とも、放出高が高い程減少する。 

ii) 空間放射線量率については、その最大値の出現地点は、放出源から約１ｋｍの

範囲内である。距離による減少割合は大気が安定である程小さい。 

iii) 濃度については、その最大値の出現地点は、大気が安定している場合には放出

源により遠方に、不安定な場合には近傍に出現する。 

 

２．放射性プルームのガンマ線による空間放射線量率を求める基本式から算出された空間

放射線量率分布図の例を示す。図１は、放射性プルームが最も拡散しにくく遠くまで到

達する大気安定度Ｆ型の場合の１００ｍ放出高さの場合、図２は、逆の傾向を示す大気

安定度Ａ型の１００ｍ放出高さの場合である。図３は、大気安定度Ｆ型地表面放出、図

４は、大気安定度Ａ型地表面放出の場合である。 

 これらの図から、避難措置をとる場合、風下軸方向に対して直角方向に移動すれば、

大きな被ばく低減効果があることが知られる。 

 

（参考文献） 

 排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図及び放射性雲からの等ガンマ線量率

分布図（Ⅱ）、1990年、JAERI-M 90-206 

 

 

 

 

 



 

 - 115 -

 



 - 116 - 
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（付属資料１２） 

飲食物摂取制限に関する指標について 

 

 「５－３ 防護のための指標」の表３に示した値の算出についての考え方を以下に示す。 

 

① 放射性ヨウ素について 

 ＩＣＲＰ Publication 63 等の国際的動向を踏まえ、甲状腺（等価）線量５０ｍＳ

v／年を基礎として、飲料水、牛乳・乳製品及び野菜類（根菜、芋類を除く。)の３つ

の食品カテゴリーについて指標を策定した。なお、３つの食品カテゴリー以外の穀類、

肉類等を除いたのは、放射性ヨウ素は半減期が短く、これらの食品においては、食品

中への蓄積や人体への移行の程度が小さいからである。 

 ３つの食品カテゴリーに関する摂取制限指標を算定するに当たっては、まず、３つ

の食品カテゴリー以外の食品の摂取を考慮して、５０ｍＳv／年の２／３を基準とし、

これを３つの食品カテゴリーに均等に１／３ずつ割り当てた。次に我が国における食

品の摂取量を考慮して、それぞれの甲状腺（等価）線量に相当する各食品カテゴリー

毎の摂取制限指標（単位摂取量当たりの放射能）を算出した。 

 

② 放射性セシウムについて 

 放射性セシウム及びストロンチウムについても飲食物摂取制限の指標導入の必要性

が認識されたことを踏まえ、全食品を飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・

卵・魚・その他の５つのカテゴリーに分けて指標を算定した。 

指標を算定するに当たっては、セシウムの環境への放出には８９Ｓｒ及び９０Ｓｒ 

（１３７Ｃｓと９０Ｓｒの放射能比を０.１と仮定）が伴うことから、これら放射性セシウ

ム及びストロンチウムからの寄与の合計の線量をもとに算定するが、指標値としては

放射能分析の迅速性の観点から１３４Ｃｓ及び１３７Ｃｓの合計放射能値を用いた。 

 具体的には、実効線量５ｍＳv／年を各食品カテゴリーに均等に１／５ずつ割り当て、

さらに我が国におけるこれら食品の摂取量及び放射性セシウム及びストロンチウムの

寄与を考慮して、各食品カテゴリー毎に１３４Ｃｓ及び１３７Ｃｓについての摂取制限指標

を算出した。 

 

 

 

 



 

 - 120 -

③ ウラン元素について 

 核燃料施設の防災対策をより実効性あるものとするため、ウランについて我が国の

食生活等を考慮して指標を定めるとの方針のもとに、実効線量５ｍＳv／年を基礎に、

全食品を飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の５つのカテ

ゴリーに分けて指標を算定した。 

 指標を算定するに当たっては、５％濃縮度の２３５Ｕが全食品に含まれ、これが５ｍ 

Ｓv／年に相当すると仮定し、さらに我が国における食品の摂取量を考慮して、各食品

カテゴリー毎に飲食物摂取制限に関する指標を算出した。 

 

④ プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種について 

 再処理施設の防災対策をより実効性あるものとするため、ＩＡＥＡの「電離放射線

に対する防護及び放射線源の安全に関する国際基本」（ＢＳＳ）に記載されているア

ルファ核種（アメリシウム、プルトニウム等）について我が国の食生活等を考慮して

指標を定めるとの方針のもとに、実効線量５ｍＳv／年を基礎に、全食品を飲料水、牛

乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の５つのカテゴリーに分けて指標

を算定した。 

 指標を算定するに当たっては、多種類のアルファ核種が共存して放出される可能性

があるので、核種毎に指標を作成することはせず、アルファ核種が全食品に含まれ、

これが５ｍＳv／年に相当すると仮定し、さらに我が国における食品の摂取量を考慮し

て、各食品カテゴリー毎に飲食物摂取制限に関する指標を算出した。 

 



 - 121 - 

 

(付属資料１３) 
緊急被ばく医療体制の概要 

 

区分 初期被ばく医療体制 二次被ばく医療体制 三次被ばく医療体制 

診療機能 外来診療 入院診療 専門的入院診療 

医療機関等 

 

1. 避難所（救護所） 

2. 保健所  
3.事業所内医療施設（現場救護

所）等 

4.車両、船舶、航空機 
5.地域防災計画に定められた医

療機関等
*1、2

 

地域防災計画に定められた医療機関等 

1.放射線医学総合研究所（放

射線医学総合研究所緊急被
ばく医療ネットワーク会議

を含む。） 

2.地域の三次被ばく医療機関 

サーベイランス, 

スクリーニング 

線量評価 

1.汚染部位のサーベイランス 
2.スクリーニング 

3.簡易な放射線測定による個人

線量評価 

1.汚染部位のサーベイランス 
2.スクリーニング 

3.専門的な個人線量評価 
（三次被ばく医療機関からの技術支援） 

1.汚染部位のサーベイランス 
2.高度専門的な個人線量評価 

除染 ふき取り等の簡易な除染等 シャワー設備等を利用した除染等 

初期及び二次医療機関で行わ
れる除染に加え、必要に応じ

た肺洗浄等の高度な専門的除
染 

診療 

1.安定ヨウ素剤服用等放射線障
害予防処置 

2.救急蘇生法(ＡＣＬＳ*3)等 
3.合併損傷（創傷、熱傷等）の

初期治療 

4.内部被ばく患者に対する初期
対応  

等 

1.局所被ばく患者の診療の開始 
2.高線量被ばく患者の診療の開始 

3.合併損傷の治療 
4.内部被ばくに対する診療の開始  

等 

1.重篤な局所被ばく患者の診
療 

2.高線量被ばく患者の診療等 
3.重症の合併損傷の治療 

4.重篤な内部被ばく患者に対

する診療  
等 

資機材等 
被ばく患者の救急外来診療を行
う医療関係者に必要な資機材

等、その他 

除染用シャワー設備等、広域災害医療
情報システム等の資機材、その他 

専門的線量評価資機材、広域
災害医療情報システム等の資

機材、その他 

病診（病） 

連携 

1.外来診療で完結 

2.外来診療 ⇒ 転送 

1.入院診療 

2.診療開始 ⇒ 転送 
専門医療機関間での転送 

研修、訓練 
1.研修、訓練の実施 

2.緊急被ばく医療マニュアル作

成 

1.研修、訓練の実施 

2.緊急被ばく医療マニュアル作成 

1.研修、訓練の実施 

2.緊急被ばく医療マニュアル

作成 
3.被ばく医療の指導者の育成 

支援機能 

1.医療機関と原子力事業者の連携 

(各種サーベイメータ、放射
線管理要員の派遣等) 

2.原子力事業者間の相互連携、

支援 
 等 

1.初期被ばく医療及び二次被ばく医療

機関相互への技術的支援、専門家派
遣 

2.原子力緊急事態用救急医療機材の貸

出等 

1.地域ブロック内の調整 

2.他の緊急被ばく医療機関へ
の技術的支援、専門家派遣 

3.原子力緊急事態用救急医療

機材の貸出 
等 

備考 

1.既存の避難所や保健所、救急

医療機関等を含めた複数の医
療機関により、相互に診療機

能を分担してもよい。 

2.汚染患者の初期救急医療が可
能な施設を整備する。 

1.既存の医療機関では、放射線測定、

除染及び救急医療等の診療機能を複
数の医療機関により、相互に分担し

てもよい。 

2.緊急被ばく医療機関の新設、移転等
に際しては、緊急被ばく医療に必要

な設備、資機材が同一医療機関内に
整備されることが望ましい。 

 

 

*1 汚染患者の初期救急医療が可能な施設を整備する(原子力施設近隣の医療機関) 
*2救急対応ができる事業所契約医療機関を含む 

*3 Advanced Cardiovascular Life Support 
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（付属資料１４） 

各医療体制における設備、資機材等 

 

各医療体制において整備すべき設備、資機材等の例について、次に示す。 

 

(1) 初期被ばく医療機関における設備、資機材、薬剤等 

① ふき取り等の簡易な除染用資機材 

② 汚染の程度や被ばく線量を測定するための放射線測定器 

③ 救急処置、合併損傷の初期治療等の救急外来診療を行うための医療資機材 

④ 原子力施設との通信回線等 

⑤ 広域災害医療情報システム関連の通信設備及び情報機器 

⑥ 安定ヨウ素剤及びキレート剤等（ただし、キレート剤は、プルトニウム等による

内部被ばく患者に対し放射性物質の排出促進を目的に投与するものであり、必要に

応じて原子力施設の診療所等において用いる。また、これらの薬剤の使用は専門家

の助言を得て行うこと。） 

 

(2) 二次被ばく医療機関における設備、資機材、薬剤等 

① シャワー設備又は排水貯水槽を使用する身体除染設備 

② ホールボディカウンタ等の専門的な線量評価のための測定装置 

③ 無菌治療室あるいはそれに準じる設備 

④ 対象となる原子力施設の種類に応じた設備、資機材 

⑤ 広域災害医療情報システム関連の通信設備及び情報機器 

⑥ 安定ヨウ素剤及びキレート剤等 

（これらの薬剤の使用は専門家の助言を得て行うこと。） 

なお、これらに加え初期被ばく医療体制における設備、資機材等は、当然整備す

る必要がある。 

 

(3) 三次被ばく医療機関における設備、資機材等 

① 高度専門的な線量評価のための設備、資機材 

② 広域災害医療情報システム関連の通信及び情報機器 

③ 学際的な高度医療及び総合医療、とりわけ無菌室における移植医療、集中治療、

熱傷治療等に必要な設備、資機材 

なお、これらの設備、資機材等を地域の三次被ばく医療機関及び放射線医学総合

研究所等に、役割に応じ整備する必要がある。 
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（付属資料１５） 

 

メンタルヘルス対策について 

 

１．周辺住民等に対するメンタルヘルス対策 

(1)  平常時における対策 

原子力災害時に適切に対応するために、 

・周辺住民等への情報提供 

・援助者への情報提供、教育及び訓練 

・原子力災害発生後に実施する対策の準備 

等を行う。 

 

(2)  原子力災害発生後における対策 

① 情報伝達活動 

避難等の措置の指示、放射線や放射性物質の放出状況、放射線の身体的な健康影

響等について、広報、問合わせ窓口等により適切に情報を提供する必要がある。こ

れらの情報提供は、必ずしもメンタルヘルス対策として実施されるわけではないが、

周辺住民等のメンタルヘルスを考える上で重要な役割を果たす。 

 

② アウトリーチ活動（医療関係者等が周辺住民等のところへ赴き、援助を提供すること） 

アウトリーチ活動は、周辺住民等と直接接する中で、 

・周辺住民等に生じた精神的負担及び心理的変化、必要としている援助等を把握する

こと 

・周辺住民等と接することにより、不安を軽減し、安心感をもたらすこと 

・心理的変化が強い者を把握し、対応すること 

・周辺住民等が必要とする情報を提供すること 

等の役割を担う。そのため、アウトリーチ活動は、災害時のメンタルヘルス対策とし

て非常に重要であり、適切に実施する必要がある。 

 

③ 相談活動 

情報提供を主な目的とした問合わせ窓口とは別に、健康不安やメンタルヘルスに関

する専門的な相談に対応するため、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉セン

ター、避難所等に相談窓口を設置する必要がある。 

その際、相談窓口において、医療関係者等が適切に対応するために、メンタルヘル

スの専門家による指導及び助言などが重要である。 

 

④ 避難所等における対策 

汚染検査、安定ヨウ素剤予防服用等を実施する場合などにおいては、併せて健康不

安に対応するための相談窓口を整備するなどの対策を実施することが重要である。 
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２．被ばく患者、防災業務関係者及び原子力施設の従事者に対するメンタルヘルス対策 

(1)  被ばく患者に対するメンタルヘルス対策 

診療を実施する医療機関において、被ばく患者の健康不安への対策を適切に行う。

また、被ばく患者の精神的負担を軽減するためにも、情報の守秘や報道への対応等の

入院生活のマネージメントを行うことが重要である。その際、診療を行う医療関係者

は、早い段階からメンタルヘルスの専門家と連携して対応する。さらに、被ばく患者

の家族についても配慮する。 

 

(2)  防災業務関係者に対するメンタルヘルス対策 

それぞれの組織において、業務の内容に応じて防災業務関係者に対し、平常時から、

放射線やその健康影響に関する情報提供、教育及び訓練等を実施し、原子力災害発生

後には、被ばくや汚染に関する情報提供及び健康管理、業務ローテーションと役割分

担の明確化、相談活動等を適切に行う必要がある。 

 

(3)  原子力施設の従事者に対するメンタルヘルス対策 

原子力事業者は、原子力施設の従事者に対し、業務ローテーションの明確化などの

防災業務に関係するメンタルヘルス対策、健康診断及び健康相談による健康不安に対

する対策等を適切に実施する必要がある。 
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（付属資料１６） 

本指針の改訂の経過 

 

１．平成元年３月：国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）１９７７年勧告の国内法令への取入

れに伴う、ＳＩ単位の導入、関連する用語の変更等を行った。 

２．平成４年６月：緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩネット

ワークシステム）の取入れ等に伴う改訂を行った。 

３．平成１０年１１月：国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）

等の国際的動向を踏まえ、飲食物摂取制限に関する指標の改訂を行った。 

４．平成１１年９月：国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）勧告や国際原子力機関（ＩＡＥ

Ａ）の報告書に示されている緊急作業に係る防護体系の考え方等を参考

に、防災業務関係者の放射線防護に関する指標を追加するとともに、防

護対策の実効性を考慮して、屋内退避及び避難等に関する指標の改訂を

行った。 

５．平成１２年５月：平成１１年９月３０日に発生したＪＣＯ東海事業所臨界事故を契機と

して、同年１２月に制定された「原子力災害対策特別措置法」に基づい

た内容の追加、改訂等を行った。 

６．平成１３年３月：国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）１９９０年勧告の取入れに伴い核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の関係法令の改

正がなされることに合わせ、主に、「実効線量当量」を「実効線量」に、

「組織線量当量」を「等価線量」に変更するなど用語の改訂とともに、

内部被ばくに係る線量係数（Sv/Bq）の変更に伴う改訂を行った。 

７．平成１３年６月：臨界事故による被ばく患者に対する緊急被ばく医療の経験を踏まえ、

緊急被ばく医療をより実効性のあるものとし、国、地方公共団体、原子

力事業者等の医療に携わる者の責務等の明確化を行った。 

８．平成１４年４月：原爆被災者に対する長期追跡調査から得られた科学的知見及びチェル

ノブイリ原子力発電所事故の調査結果等を踏まえ、安定ヨウ素剤予防服

用に係る防護対策について改訂を行った。 

９．平成１４年１１月：ＪＣＯ事故における経験、地震災害等の自然災害における経験等を踏ま

え、原子力災害時におけるメンタルヘルス対策について改訂を行った。 

10．平成１５年７月：緊急被ばく医療体制における地域ブロック化について改訂を行った。 

 

 




