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放 射 性 同 位 元 素 等 の
規 制 に 係 る 近 の 動 向

文部科学省
科学技術・学術政策局

原子力安全課
放射線規制室

ｰ　２．規制の動向

ｰ　３．線源の安全とセキュリティ　ー
　　　　　３．１　IAEA 行動規範
　　　 ３．２　放射線源登録制度

ｰ　１． 近の事故事例と安全対策　
　　　　　 １．１　事故事例

　　　　　 １．２　事故の傾向と対応

　　　　　 １．３　地震・事故時等の連絡方法

　　　　　 １．４　INES (国際原子力事象尺度)　

保物セミナー２００８

41



2

3

管理区域内にある放射性廃液用の流しの１つが一般排水系に直接
流れていることが判明。一般排水系に直接流入した廃液の濃度は
濃度限度以下であったと推定され、環境への影響はない。

5月

誤
排
水

北里大学獣医
学部

地球深部探査船の検層機器に装備されている放射性同位元素が
脱落、回収の見込みがなくなった。環境への影響はない。

10月紛
失

シュルンベル
ジェ株式会社
長岡支店

実験室にある液体ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｶｳﾝﾀに装備していた少量の密封放射
性同位元素を誤って装置と一緒に産業廃棄物として処分した。
環境への影響はない。

10月
誤
廃
棄

東北大学研究
所

　　　　　　　　　　　　　　　概　　　　　　　　　　　　　　　　要
報告
時期

事
象
類
型

　

オートクレープ内部にあった物品を、誤って一般廃棄物として管理
区域外の一般ゴミ箱に投入。　廃棄物収集業者が当該物品を清掃
センターに運搬。
　当該物品は、焼却された可能性があるが、含まれる数量がごく微
量のため環境への影響はなし。　

5月
誤
廃
棄

府立母子保健
総合医療セン
ター

近（H19年度）の事故事例 1

4

管理区域外で汚染を過去に把握していながら、報告や適切な対応
が採られていなかった。
環境等への影響なし。

6月
汚
染

日本研究開
発機構

管理区域外で漏水があった。原因は、排水管の腐食による漏水。
環境等への影響なし。

9月
2月

漏
水

東京女子医
科大学総合
研究所、
金沢大学

管理区域外で排水枡より漏水していることが判明。
環境等への影響なし。

9月
漏
水

名古屋大学
工学部

概　　　　　　　　　　　　　　　　要
報告
時期

事
象
類
型

　

助教が管理区域外にRIを散布、汚染を発生させ、人、財産等に危険
を生じさせた。　放射線障害及び環境への影響なし。
犯人は、窃盗及びRI法違反により逮捕され、20年7月刑確定。

10月
犯
罪

宮崎大学施
設

近（H19年度）の事故事例 2
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5

登録定期確認機関より文部科学省に対し、病院において過去に濃
度限度を超える気体状の放射性同位元素等を排気した記録が確認
されたとの連絡があった。放射線障害のおそれはない。

H20
2月

排気
基準
違反

静岡徳洲
会病院

病院、大学及び企業において、昔使用されていたが、引き継ぎが

適切になされていなかったものや装置に装備されていて存在に気が
つかなかったもの等が発見された。

環境への影響はない。

未手
続き
RIの
発見

その他の
事業所
８件

過去９回にわたり、濃度限度を超えて排気していたにもかかわらず
法令報告を怠っていたとの連絡があった。
放射線障害のおそれはなし。

11月
排気
基準
違反

千葉大学
附属病院

３月間の濃度限度を超えて排気していたにもかかわらず法令報告を
怠っていたとの連絡があった。放射線障害のおそれはない。

10月
排気
基準
違反

本城クリ
ニック

　　　　　　　　　　概　　　　　　　　　　　　　　　　要
報告
時期

事象
類型

　

近（H19年度）の事故事例 3

6

192Ir線源（370GBｑ)を収納した非破壊検査装置が盗取され、１ヶ月
後、発見、回収された。線源は同装置から抜き出された状態で川に
遺棄されていたが、水のしゃへい効果により環境等への影響は無
かった。犯人は逮捕されている。
　保管庫に鍵及び検知のためのカードシステムが設けられていた
が、侵入に際し鍵及びカードが正常に使用されており、警備会社も
扉の開閉を異常と認識できなかった。

4月盗取
非破壊検
査(株)

約４．４GBｑのトリチウムを含む方位磁石（コンパス）や約26GBqのトリ

チウム入りの携帯ストラップが無届けで販売されていたことが判明。

携帯ストラップ等の販売業者は逮捕された。環境等への影響なし。

6月
7月

無届
販売

トリチウム
コンパス、
携帯ストラッ
プ等

機器校正用の標準線源が紛失したとの連絡があった。同線源はH17年

の法改正により廃棄時に廃棄業者に引き渡す等の措置が義務づけら
れたもの。環境等への影響なし。

5月紛失
セイコー
EG&G

　　　　　　　　　　概　　　　　　　　　　　　　　　　要
報告
時期

事象
類型

　

近（H20年度）の事故事例
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4

7

大学及び病院、企業等において、昔使用されていたが、引き継ぎが

適切にされていなかったり、装置に装備されていて規制対象であること
に気がつかなかったもの等が発見された。

環境への影響はない。

未手
続き
RIの
発見

その他の
事業所
５件

RI協会が輸送を委託した放射性同位元素(32P)が輸送途中におい
て所在不明となった。

9月
所在
不明

RI協会及
び委託輸
送業者

H8に使用廃止した際、廃止措置の報告内容に反して、放射性廃棄物を

敷地内に残置されていることが判明。放射線障害のおそれはないと考
えられる。

H8-
H20

廃止
措置
違反

飯田夜光
塗料(株)

　　　　　　　　　　概　　　　　　　　　　　　　　　　要
報告
時期

事象
類型

　

近（H20年度）の事故事例２

8

犯罪に結びつく想定外の使用事例等の顕在化
・RIの不当な使用による危険状態の発生

・非破壊検査装置の盗難

管理下にないRIの発見の頻発

設備及び施設の劣化、老朽化
　　　・排水設備からの漏洩

　　　・ＦＤＧ自動合成装置の継ぎ手部分からの漏洩
　を起因とする排気口濃度限度を超えた排気

→課長通知（１９科原安第１６６号平成２０年３月７日）
により、PET施設からの想定外のＲＩの漏洩の監視
を行う排気監視設備の設置及び監視等について規制。

１． 近のトラブル事例と安全対策

　１．２　傾向と注意点

・管理の見直し、強化等
・管理の再確認（機能しているか。）

・隠れた部分を含め施設点検を実施
・部品の定期的な交換、メンテナンス
・施設の見直し（更新）等

・再点検
・関連部署への周知徹底

保物セミナー２００８
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9

１． 近のトラブル事例と安全対策

　１．３　関連する通知・事務連絡（抜粋）

陽電子断層撮影法に用いられる放射性同位元素を製造する放
射線発生装置及び合成装置に係る安全管理の徹底に関する通
知の発出について→P5参照

19科原安

第166号
H20.3.7

緊急時における連絡方法の変更等について事務連絡H19.12.3

事務連絡

20文科科
第220号

19科原安
第168号

19科原安
第2号

文書番号

放射性同位元素等の管理の徹底について（再通知）

→192Irの盗取をうけ、保管管理の徹底・実施を依頼。次項参照
H20.4.9

放射性同位元素の使用施設等の事故・故障等に係る事象の国
際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）の運用について

H20.4.17

北海道洞爺湖サミット等開催に伴う放射性同位元素等の管
理の徹底について（通知）

H20.3.17

概　要時　期

非破壊検査時における安全管理の徹底に係る注意喚起について
（依頼）

→計画外被ばく事故が1年間に４件発生したことをうけたも
の。

H19.4.12

10

• 2008年４月　保管管理の徹底・実施を依頼する通知文を
　 　　　 全国の関係事業所に発出。
　内容　

• 鍵の二重化や管理責任者のみの鍵の使用など管理方策
の見直し 　　　　　　　　　　

• 保管庫への立ち入りと放射性同位元素の持ち出しの際
の複数者によるチェック体制の実施

• RIの在庫確認の徹底による異常の早期発見

• 異常を発見した場合の迅速な通報連絡体制の構築
　　　　　　　　　　　　　　

放射性同位元素等の管理の徹底について（再通知）

保物セミナー２００８
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11

◎　放射性同位元素の盗取又は所在不明、異常な漏えい、被ばく等
異常事態が発生した場合には、直ちに以下に示す連絡先に必ず
電話連絡を行うとともに、別紙様式によりＦＡＸにて状況を通
報して下さい。

◎　事業所内（事業所境界内）で火災が発生した場合においても、
以下の連絡先へ電話連絡及びＦＡＸにより状況を通報して下さ
い。

◎　地震が発生した場合には、上述の異常事態が生じた場合のみ、
直ちに電話連絡及びＦＡＸによる状況の通報が必要です。

震度４以上の地震が発生した地域に施設が所在する特定許可
使用者（放射性同位元素の使用により特定許可使用者となる者
に限る。）においては、直ちに施設・設備の点検を行い、特に
問題がない場合には、メール（rijisin@mext.go.jp）にて連絡
して下さい。

1/4

１．３　地震・事故時等の連絡方法
　（許可・届出時等に送付しているものより抜粋）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12

2/4

文部科学省科学技術・学術政策局　
原子力安全課放射線規制室

電　話： ０３－６７３４－３９５２
または ０３－６７３４－４０４３

ＦＡＸ： ０３－６７３４－４０４８
（事業所の所在地が茨城県の場合は、下記宛先にも参考連絡）

文部科学省　水戸原子力事務所
電　話： ０２９－２２４－３８３０
ＦＡＸ： ０２９－２３１－３７８９

－－メール
電話とＦ

ＡＸ
異常事態なし

電話とＦ
ＡＸ

電話とＦ
ＡＸ

電話とＦＡ
Ｘ

電話とＦ
ＡＸ

異常事態発生あり

左記以外
震度４以上
（特定許可

）

その他

地震
火災

保物セミナー２００８
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3/4

【深夜及び休日、上記に電話をしてもつながらない場合
の連絡先】

　ｒｉｊｉｓｉｎ＠ｍｅｘｔ．ｇｏ．ｊｐのアドレスに
次の事項を入力し送信してください。

件名：「件名（地震、火災、その他）」
本文：「概要（設備点検の結果、異常は無かった。）、

（火災が事業所内で火災が発生した。）、
（異常な被ばくが発生した。）」、

　　　「連絡先（連絡が取れる方の氏名、電話番号、　
　　

　　　　メールアドレス）」

　メールの送信が不可能な状態にある場合には、以下の
とおり。 文部科学省　緊急連絡システム

電　話：０３－５１５７－７０４０

14

4/4

電話を掛けると、「緊急時同報システム」とメッセージが流れます。
次のフローに従い、操作してください。

ユーザＩＤ：１１１１を入力する。

トーン信号に切替【＊】し、０を入力する。

パスワード：１１１１を入力する。

発信音「ピッ！」の後に、音声を録音する。
録音時間は、６０秒です。
録音内容は事業者名、事故・トラブル内容、連絡先です。
時間前に録音が終了したら【０】を押す。
録音内容の確認：よければ、【０】を押す。修正は【１】を押す。

以上で操作は終了です。

「ＲＩ施設・輸送」と流れます。確認後、０を入力する。

グループ番号：１１０を入力する。

文部科学省　緊急連絡システム
電　話：０３－５１５７－７０４０

保物セミナー２００８
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15

• 休日、夜間時等のメール連絡例

• タイトル　地震影響なし or 有り

• 内容　（要件のみ。挨拶文などは一切不要です）

　/許可番号　　使第○○○号

　/事業所等の名称　　○○大学◎◎センタ

　/使用RI　密封のみ、非密封のみ、密封及び非密封

　/施設所在場所　　◎◎県○○市　　

　/点検の結果、RI使用施設に地震の影響はなし(or 有)
　/報告者名及び電話又はメールアドレス

　　以上

　 　 異常が見られたときは、放射線漏洩、非密封RIの漏洩
の有無、被曝又は作業者の負傷、敷地周辺の影響の　
有無など、異常の内容を記載してください。

16

１．４国際原子力事象尺度 (INES : International Nuclear Event Scale)

○INES :    国際原子力機関(IAEA)と経済協力開発機構／原子力

機関が策定、 運用しているトラブル等の事象報告システム

　 1992年　3月　各国へ正式導入が提言され、日本は原子力施設

について同年8月1日から運用を開始

○目的　：　原子力施設の事象（原子力事象）に関して、原子力産業

界とマスコミ及び公衆との情報交換に役立てる。

・　INES 「INES情報システム」ネットワーク：　

　　次のいずれかの場合に、事象に関する公式情報を、24時間以内

に当事国から受け取り、加盟各国に配布するもの。

　　　　－　安全上の重要度がレベル2以上の場合

　　　　－　国際的に一般国民が関心を示す事象が発生した場合

保物セミナー２００８
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ＩＮＥＳ追加ガイダンスについて

• ＩＮＥＳユーザーズマニュアル（１９９２年策定）では、
放射線源や輸送における事故のＩＮＥＳ評価に係る
記述はあるが、各国からの適用しづらいとの指摘。

• ２００２年　放射線源や輸送上の事故の評価に
関するＩＮＥＳ追加ガイダンスの検討を開始。

• ２００６年５月より追加ガイダンスの運用開始

• ２００８年４月より文部科学省はRI施設に係る
事象について、同ガイダンスに基づき、評価を
開始。

18

INES追加ガイダンスの評価の概要

　 放射線源および輸送に関わる事象を以下の３つの

区分により、それぞれ評価し、 も高いレベルを事
象の評価値とする。（ 高レベルは６）

• 従事者および/又は公衆の予期しない被ばく（計画

外被ばく）

• 放出された放射能量または施設内での放射線の影
響（環境又は所内への放出）

• 深層防護の劣化

保物セミナー２００８
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INES追加ガイダンスの評価方法の概要

●原子力施設の事象評価との違い

●ユーザーズマニュアル　　　　　　　　　　追加ガイダンス

●計画外被ばくは、被ばく人数を考慮してレベルを決定

●深層防護の劣化の評価は、RIの潜在的な影響の大きさに

応じて評価

施設内の影響

施設外の影響

深層防護への影響

計画外被ばく

環境への放出又は施設内での
影響

深層防護への影響

20

①　計画外被ばく
　　　（従事者及び/又は公衆の予期しない被ばく事象）

• 　被ばく量、人数に応じて評価

レベル　０～６までの７段階

１　　一般公衆の線量限度を超える被ばく

２　　１０ｍSvを超える被ばく

３　　数百ｍSv～致死的でない被ばく

４ 数Gｙ/Svの被ばく

　　　　被ばく人数により、１～２の加算

保物セミナー２００８
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計画外の被ばくに基づく評価

１10人未満

２10人超

３100人超

１
従業者の線量管理値を超える被ばく/公

衆の法定年間限度を超える被ばく

２10人未満

３10人超

４100人超

２
従業者の法定年間限度を超える被ばく
又は公衆の10mSvを超える被ばく

３10人未満

４10人超

５100人超

３数百mSvオーダーの被ばく

３数人未満

４数人

５数十人以上

３
致死的でない影響の発生又はその可能

性

４10人未満

５10人超

６100人超

４数Gy/Svオーダーの被ばく

４数人未満

５数人

６数十人以上

４致死の発生又はその可能性

実際の評価人数最小評価被ばくレベル

22

②　環境への放出又は所内の影響

• 【所外】　　　環境への放射性物質の放出による影響の 大
　　　　　　　　　レベルは、レベル５
　　　　　　　　　少量の大気中への放出については、①の計画　

　
　　　　　　　　　外被ばくの観点により評価。
• 【所内】
• レベル4　
　　　 貯蔵エリアに回収することができない閉じ込めシステムからの数千テラ

ベクレルの放射能の放出を含む放射線源施設の事象。
• レベル3

照射線源の施設において、貯蔵エリアに回収することができる閉じ込
めシステムへの数千テラベクレルの放射能の放出に至る事象。

• レベル２
照射線源の施設の立入り区域における50mSvを超える事象

　　　 数十GBq以上のI-131の放出など
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• 実際に生じた結果だけでなく、潜在的に生じる結果について
も対象とするため、深層防護の劣化に関する基準が策定さ
れている。具体的には以下の通り

　　(ⅰ)放射線源、装置又は輸送物の紛失、盗難、誤配
　 (ⅱ)安全対策の劣化　
　　(ⅲ)事象安全文化の欠如
　　(Ⅳ)その他関連

• その他で事象を分類し、 各分類ごとにD値又はA２値を
指標として評価レベルを定めている。

• 上記評価は、線源の分類(１～5）ごとに実施され、その 大
レベルは３

③　深層防護の劣化に基づく評価

24

【国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）の例】

　レベル７

深刻な事
故
　レベル６

大　事　故

　　　　　　レベル５

（施設外へのリスクを伴う事
故）

　　　　　　　　　　レベル４

（施設外への大きなリスクを伴わない事
故）

　　レベル３

重大な異常事
象
　　レベル２

異　常　事　象

　　レベル１

　逸　　　　脱

　　　　　　レベル０

安全上重要ではない事象

事
故

異
常
な
事
象

尺度以下

チェルノブイリ事故(1986
年)

スリーマイルアイランド
事故（1979年）

旧動燃東海事業所ア
スファルト固化処理
施設火災爆発事故
(1997年)美浜発電所２号機

蒸気発生器伝熱管
損傷(1991年)

参考事例(ＩＮＥＳ公式評価
を受けていないものも含
む。）

もんじゅナトリウム
漏洩(1995年)

JCO臨界事故

(1999年)

線源の紛失に伴い、
２名の死亡（2000年
　エジプト）

数百ｍＳｖの過剰被ば
く（2007年　スペイン）

ガンマ線ラジオグラフィー
装置の紛失（2006年　
　インド）

従業者の線量限度
以下の計画外の被
ばく（2004年　フィン
ランド）
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１) 放射性棄物のクリアランスの制度化

　　 放射線障害法の改正を計画中

　　 本年度はニーズ調査

　　 クリアランスの値の評価　

２) 埋設処分事業関係

　　 トレンチ処分に係る濃度上限値の設定

　　 管理期間終了後の線量の設定

2.2 ICRP勧告

3    線源登録制度 (後述)
報告徴収等の内容として追加するため検討中

２　規制の動向
2.1  廃棄物規制

26

クリアランスレベル

クリアランスレベルと規制免除レベルの比較

1.0E+1 Bq/g (総量 1.0E+5 Bq )1.0E-1 Bq/g算出濃度例(60Co)

法的な規制を適用しない範囲を
あらかじめ設定するための基準

法的な規制の適用を既に受けているものから、
その適用から外すための基準

目的

規制免除レベル
(IAEA BSS-放射線障害防止法)

クリアランスレベル
(IAEA RS-G1.7-原子力安全委員会)

項目

濃度を算出するための基準線量（10μSv/y）は、両者同じであるが、評価の対象とする廃棄物
の量や被ばく評価シナリオが異なるため、算出された濃度は異なる。

小規模な産業利用にお
ける被ばく

(例：放射性物質を直接
　　手で取り扱う作業)

産業廃棄物の処分作業、
処分場の跡地利用や地下
水利用に伴う被ばくなど

資材としての再利用にお
ける被ばく

(例：建築物の鉄筋、
　　　コンクリート壁に再利用)

規制免除レベル

産業廃棄物として小規模処分場
に処分後の跡地利用に伴う被ば
くなど

(例：処分場の上での歩行)

原子力発電所の解体等に
伴い発生する大量の廃材

中程度の量(1トンオーダー)の
放射性物質
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2.1 1)　　放射性棄物のクリアランスの制度化

参考　原子炉施設におけるクリアランス制度

28

2.1 2) トレンチ処分の範囲（濃度上限値）の設定

　実際の廃棄物の処分可能性は、安全審査で被ばくに影響
する全ての核種を網羅して総合的に評価・判断する。

　このため、仮にある核種の放射能濃度が濃度上限値以下
であっても、自動的にその廃棄物を埋設できるわけではな
い。　

　このように、濃度上限値は、トレンチ処分により廃棄物
を埋設処分することができる範囲を示すめやすであって、
安全性には関係しない。　

○トレンチ処分の範囲（濃度上限値）の性格・位置づけ

　 ある核種のみ含む仮想廃棄物を仮想的処分場に簡易

処分したと仮定した場合に埋設可能な 大放射能濃度を
核種毎にめやすとして示すもの。

保物セミナー２００８

54



15

29

被ばく評価上の重要度に基づく　重要核種の抽出例

＊１：高エネルギー加速器研究機構(KEK)の陽子加速器
＊２：日本原子力研究開発機構(JAEA)の電子加速器(LINAC)
＊３：日本アイソトープ協会(RI協会)のサイクロトロン加速器
　　　　　　　

RI協会 KEK＊１ JAEA＊２ RI協会＊３ KEK＊１ JAEA＊２ RI協会＊３ KEK＊１ JAEA＊２ RI協会＊３ KEK＊１ JAEA＊２ RI協会＊３

C-14 H-3 H-3 H-3 Co-60 Co-60 Co-60 H-3 Co-60 Co-60 H-3 H-3 H-3

Eu-152 Eu-152 H-3 Co-60 Al-26 Co-60

H-3 Co-60 Ni-63 Ni-63 Ni-63 Mo-93 H-3 Mo-93 Al-26 Cd-113m

Sr-90 Eu-152 Eu-152 Co-60 Ag-108m

Cs-137 Mo-93 Ni-63

Ni-63

Tc-99

C-14

Tc-99 C-14 Co-60 Eu-154 Mo-93 H-3 C-14 Ni-63 Cl-36 Tc-99 Cd-113m Ni-63

Cl-36 Al-26 Eu-154 Ca-41 Ba-133 C-14 Nb-94 Tc-99 Nb-94 H-3 Ag-108m

Eu-152 Ca-41 Te-123 Nb-94 Eu-152 Eu-152 Eu-152 Ba-133 C-14

Cl-36 Cl-36 C-14 Eu-152 Nb-94 Mo-93 Ba-133 Ho-166m Nb-94

Ba-133 C-14 Cl-36 Cl-36 Mo-93 Nb-94 Eu-154 Cl-36

Ba-133 Ba-133 Cs-137 Cl-36 C-14 Ag-108m Ho-166m

Ba-133

Eu-154

2桁目

3桁目

D/C
RI使用廃棄物

1桁目

コンクリート ステンレス 炭素鋼 アルミニウム

発生装置廃棄物

30

Cs-137

Sr-90

核種

1.0E+10

1.0E+08

1.0E+10

濃度上限値
（Bq/t)

＊

＊ 1.0E+07H-3

1.0E+08C-14

＊Co-60

濃度上限値
（Bq/t)

核種

トレンチ処分の範囲（濃度上限値）の設定(案)

＊原子炉等規制法において選定されている核種、濃度

管理期間終了後の線量基準　(案)　
・管理期間終了後 ：10μSv/y (通常の事象)

：10μSv/y を著しく超えないこと
　　　　　(発生頻度が小さい事象)

※原子力安全委員会が決定した｢放射性廃棄物埋設施設
の安全審査の基本的考え方｣(昭和63年3月)に準ずる。
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2.2    ICRP2007年勧告について

• ICRPは、2007年3月19－22日、ドイツ エッセン市で開催
された主委員会において、1990年勧告を改定した基本勧
告の 終案を取りまとめ、同年12月にＩＣＲＰ2007年勧告

を公開。

32

ICRP2007年勧告の構成

1. 序論

2. 勧告の目的と範囲

3. 放射線防護の生物学的側面

4. 放射線防護で用いる諸量

5. 人の放射線防護体系

6. 委員会勧告の履行

7. 患者、介護者、生物医学研究の志願者の医
療被ばく

8. 環境の防護
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1990年勧告からの主な変更点

• 防護手法の変更
　　・　行為と介入　→　計画被ばく状況、 緊急時被ばく状況、
　　　　　　　　　　　　　　 現存被ばく状況
• 新たな知見の反映
　　・　放射線荷重係数、 組織荷重係数の見直し
　　　　　　　　　　　　 　→ 　　　　排気、排水基準等の見直し

• 公衆被ばくの線量評価方法の変更
　　・　決定グループ → 代表的個人
• 現行の体系の拡張
　　・　線量拘束値・参考レベルの具体化（各被ばく状況に応じて
　　　３つのバンドで明示（～1mSv/1～20mSv/20～100mSv））

• 新しい概念
　　・　環境の防護

34

ICRP2007年勧告の取り入れ

・ 放射線審議会：「放射線障害防止の技術的基

準に関する法律」に基づき、放射線障害の防
止に関する技術的基準の斉一を図ることを目
的

・　２００８年3月より、放射線審議会基本部会

において、ICRP2007年勧告の国内制度への取

入れに係る審議を開始。
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当面の審議スケジュール

•放射線審議会基本部会では、２年を目処に以下の事項
について検討し、中間報告を取りまとめる予定

　

　　・ICRP2007年勧告の内容把握

　　・ICRP2007年勧告及び1990年勧告との主な比較

　　・ICRP2007年勧告及び国内法令等との比較

　　・国内制度取り入れに関して検討すべき項目及び

問題点

36

3.1  IAEA 行動規範
　　 (放射線源の安全とセキュリティに係るガイドラインの制定)

• 2003年9月、IAEAが「放射線源の安全とセキュリティ
確保に関する行動規範」を改定

• 我が国においても、行動規範の履行を表明

• 放射線源のセキュリティに係るガイドラインの作成等
を目的に、平成17年10月以来、「放射線源の安全とセ
キュリティに関する検討ワーキンググループ」を開催
し、中間報告書を取りまとめ。

• 今後、IAEAのセキュリティに関する勧告文書の策定を
踏まえ、必要に応じ中間報告書を見直し、ガイドライ
ンを制定する予定。

３　放射線安全とセキュリティ
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37
出典：ＩＡＥＡホームページ

行動規範を支持する旨の政治的支持表明を行っている国－92カ国

38

行動規範の目的

現在利用されている放射線の利用を阻害することなく、

• 放射線源の安全とセキュリティを達成して維持する。

• 無許可の接近、紛失、盗難、無許可の移動を防ぐ。

• 被曝事故の可能性や、人・社会・環境に対して影響を
与える線源の悪意ある使用を減少させる。
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行動規範の適用範囲とカテゴリ

• 人、社会、環境に対し重大な影響をおよぼ
すおそれのある全ての密封放射線源を対象

• カテゴリ１，２，３に該当する放射線源：
遮へいがない状態で人が接近し被ばくする
と、数分から数週間で死に至る危険性があ
り、他の放射線源に比べセキュリティ確保
の重要性が高いもの。

40

行動規範の主な要求事項
• 管理下にある線源が使用終了までの確実な防護
• 安全文化及びセキュリティ文化の促進
• 線源安全管理のための法令整備
• 放射線防護のために必要な設備、機関の整備
• 規制当局、緊急時対応部署への訓練の実施
• 線源登録制度の確立
• 身元不明線源に関する事故発生時の影響国への情報

提供
• 関係機関への身元不明線源の測定法の導入
• 線源の再使用、リサイクルの推進
• 製造業者、使用者の安全とセキュリティに関する責任
• 国内の脅威を定義して脆弱性を評価
• 本規範に関する国家間の情報の機密保持
• 放射線源の輸入と輸出のガイダンスの履行
　　（平成18年1月より輸出貿易管理令の改正により実施）
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　放射線源登録制度の目的及び概要

【目的】
– 放射線源の識別　と　所持の把握
– 不法取引　や　不法所持の抑制
– 緊急時の放射線源情報の把握

【概要】
– 許可届出使用者等は、放射線源の識別情報と、受入・
払出等に関する情報を文部科学省に登録

– 国内で流通する個々の放射線源を識別
– 輸入、製造、販売、使用、廃棄（保管）の全ての段階
における放射線源所持者の明確化

3.2  放射線源登録制度

42

輸出入業者

使用者

販売業者

線源情報の報告

障害防止システム

線源登録システム

輸出・入

事業者は放射線源の安全とセキュリティを確
実にするため、線源のやり取りをその都度線
源登録システムに報告する。

文部科学省

現在のシステム

線源登録システムの概念
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• 放射線源登録制度の運用開始
　　規則を改正し、報告徴収事項に必要
項目を追加し、平成２１年度より試行
的に運用を開始することを予定

登録対象となる放射線源例
○滅菌照射装置等の大線源、血液照射装置
　などカテゴリ1及び2に属する線源

○リモートアフターローディング照射装置、
　 非破壊検査装置

44

　 カテゴリ分類と国内利用例

照射装置(ジャガイモ）

カテゴリ１：対象施設、機器（例）

リモートアフターローディング
照射装置

非破壊検査装置

ガンマナイフ 血液照射装置遠隔照射治療装置

カテゴリ２：機器（例）

照射施設（滅菌）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　放射線源登録制度（スキーム） (1)

• 登録対象者
– 届出販売者、届出賃貸者、許可・届出使用者

• 登録情報
– 放射線源を識別するための情報（線源固有情報）

　線源識別番号、核種、数量、基準日、製造メーカ、
ホルダー番号、装置番号等

– 放射線源の受入・払出等に関する情報

　　受入者、払出者、受入払出日等

– 放射線源の在庫情報

　　在庫している放射線源に関する「線源固有情報」

46

• 登録対象となる行為

– 放射線源の輸入、製造、詰替等を行った場合；

　　　　　　　　　　　　　　　　「線源固有情報」の登録

– 放射線源を仕入、取得、販売、賃貸、払出及び受
入を行った場合；

　　　　　　　　　　　　　　　　　受入・払出情報の登録

– 放射線源を事故損失、発見した場合

• 放射線源登録に係る登録期限

– 登録対象行為を行った後、速やかに

放射線源登録制度（スキーム） (2)
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３ヶ月以内

速やかに（注）

登録期限
（案）

定期

随時

登録時期

届出販売業者
放射線源の輸入

払出

販売

届出賃貸業者
仕入・取得

賃貸

届出販売業者
仕入・取得

受入
使用者

受入・払出等を行った場合受入・払出
等情報

使用者放射線源等の製造・詰替

使用者

使用者公称放射能の変更（減衰）申請を行った場合

使用者等

使用者

使用者
機器等に装備された放射線源の交換（置換）を
行った場合

放射線源
固有情報

在庫情報

放射線源
登録情報

在庫確認を行った場合

事故損失又は放射線源を発見した場合

行　　　　　　　為 登録者

放射線源登録制度（スキーム）

注：具体的な期限日数については今後検討

48

参考 対象となる線源のカテゴリと具体例

５

４

３

２

１

ｶﾃｺﾞﾘ

・永久インプラント線源
・眼科小線源

永久的な障害が起こる
可能性はない。D

・低線量近接照射治療装置
・校正用線源　・水分計
・厚さ計、タバコ量目制御装
置

一時的な症状が出る

（接触、または何週間、接近）C

・工業用ゲージ（レベル計等）
・原子炉起動用中性子線源
・照射装置（研究用等）

数日から数週で死に至る。

（遮蔽なく接近)

・工業用非破壊検査装置
・アフターローディング照射
装置

数時間から数日で死に至る。

（遮蔽なく接近)

B

・照射装置（滅菌、研究用）
・遠隔照射治療装置
・ガンマナイフ　・血液照射
装置

数分から１時間で死に至る。
（遮蔽なく接近)A

機器の具体例（国内）線源の危険性
ｾｷｭﾘﾃｨ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

出典：TECDOC-1355
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参考　セキュリティグループ毎の遂行目標

資産として放射線源の安全管理と保護

許可なく放射線源に接近することの阻止

許可なく放射線源に接近を適
宜発見

放射線源の無許可取得の適宜
発見

所定の間隔で放射線源の

所在を確認

－

対応が可能と
なるまで取得
を遅らせる

セキュリティ

グループD

セキュリティ

グループC

セキュリティ

グループB

セキュリティ

グループA

出典：TECDOC-1355
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