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放専第５－２－２号

1990年勧告からの変更点について

平成 年 ６ 月 １ １ 日1 9
原子力安全委員会事務局

（参考：別添１）１．２００７年勧告案の１９９０年勧告からの主な変更点

正当化、最適化及び線量限度の原則は維持され、 等の新たな知見に基づくUNSCEAR
ほか、被ばく状況を再整理するなどの変更が行われている。主要な変更点としては、以下

のとおり。

○ 被ばくの状況に関して、「行為( )」「介入( )」の分類から、「計画さPractice Intervention
れた状況( )」「緊急時の状況( )」「現存する状況( )」の区Planned Emergency Existing
分に変更。

○ 計画された状況に適用される線量拘束値（ )について、その適用のDose Constraint
考え方を具体的に記載。なお、緊急時の状況、現存する状況に対しては参照値

（ ）という新たな指標を導入。Reference Level

○ 患者の医療被ばくを第 章として章に格上げし、また、ヒト以外の環境の防護を、内容と7
してはより明確な枠組の必要性を述べたものであるが、第 章として新たに記載。8

○ 線量（ ）に関して、適用の考え方の明確化、係数の変更。Dose quantity
－ 集団実効線量（人・ ）は、放射線防護手段等における比較のための最適化の道Sv
具であり、疫学的調査に用いるのは不適切であることを明確化

－ 放射線荷重係数の変更（陽子を から へ、中性子の係数を非連続値から連続値5 2
へ）

－ 組織荷重係数の変更（生殖腺の係数を から へ等）0.20 0.08
－ 名目リスク係数の変更。線量・線量率効果係数は を維持2

２．2007年勧告案の我が国の法規制への影響

年勧告案の序文にあるように、 年勧告及びその後の勧告を基礎とした放射2007 1990
線防護制度に対して大幅な変更を求めるものではない。

したがって、 年勧告案発行後直ちに変更を行う必要はないと思われるが、検討す2007
べき事項は現時点までの分析では以下のとおり。
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（１）放射線荷重係数／組織荷重係数の変更

両係数の変更は、以下のとおり。

年勧告 年勧告案 備考1990 2007

放射線荷重係数 非安全側
陽子 5 2 への変更

中性子 階段関数 連続関数 有意な差はない

0.20 0.08組織荷重係数 生殖腺

0.12 0.12骨髄

0.12 0.12結腸

0.12 0.12肺

0.12 0.12胃

0.05 0.04膀胱

0.05 0.12乳房

0.05 0.04肝臓

0.05 0.04食道

0.05 0.04甲状腺

0.01 0.01皮膚

0.01 0.01骨表面

年勧告では
唾液腺 ― 0.01 90

対象外

0.01脳 残りの臓器

0.05 0.12残りの組織・
臓器

1.00 1.00合 計

○ 上記の放射線荷重係数及び組織荷重係数の変更については、両係数を用いて求められ

る、線量換算係数に影響があることが想定される。線量換算係数については、我が国の規

制法令において内部被ばくの算定の際に取り入れられており、同係数に変更が有る場合

は、国内規制法令への取込みが必要になると考えられる。

○ 線量換算係数については、現在、 第 委員会において、放射線荷重係数・組織荷ICRP 2
重係数の変更を含め、最新の知見を踏まえた修正に係る検討が進められているところ。本

件についても、同委員会の検討を踏まえ、 における安全基準等の見直しに反映されIAEA
るものと考えられる。
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（２）線量拘束値・参照値

年勧告においても線量拘束値は規定されていたが、具体的な数値等の記載は少なく、我1990
が国においては明確な対応を実施していない。

線量拘束値及び参照値の実質的な反映については、 においても今後フォローされるところIAEA
であり、安全基準等の見直しにおいて検討されると考えられる。

３．IAEA安全基準（BSS）改訂について

は、現行の 安全基準( ) 年版の改訂を進めており、 年 月よりテーマIAEA IAEA BSS 1996 2007 1
毎の 等を開催しドラフトを作成しており、 年にとりまとめる予定。Drafting Meeting 2009

IAEA Safetyまた、 では、既存の安全基準の体系を、新しく定められた安全原則 (

)を元に全般的な見直しが行われており、 の位置づけも議論されていFundamentals: SF-1 BSS
る。（別添２）

（２００７年１月 資料）BSS改訂スケジュール IAEA
年 月 改訂の が にて承認2006 11 BSS DPP CSS
年 月～ 月 各 にてテーマ毎のドラフトレポート作成2007 3 5 DM

DM1: Public exposure from practices
DM2: Medical exposure
DM3: Exposure in emergencies
DM4: Occupational exposure
DM5: Regilatory framework
DM6: Control of exposure in practices
DM7: Existing exposure situation
DM8: Protection of the environment

年 月 にて 改訂案（第 案）作成2007 7 Technical Meeting BSS 1
年 月 会合にてレビュー2007 10 RASSC
年 月 メンバー国による意見照会2008 10
年 月 にて 改訂案承認2009 6 CSS BSS
年中 改訂版発刊2009 BSS
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1990年勧告と 2007年新勧告案 1月 12日版との比較 
 

1990年勧告 2007年新勧告案（2007年 1月 12日版） 
１ ． 生 物 学 的 側 面 

（１）健康影響の区分 
・確定的影響（Deterministic effects） 
 
・確率的影響（Stochastic effects） 

 
 
 
 
 
 

（１）健康影響の区分 
・ 組織反応（Tissue reactions）と確定的影響（Deterministic effects）

を名称として併用 
・ 晩発性健康影響（late-expressing health effects）と確率的影響
（Stochastic effects）を名称として併用 

  がんにおいては放射線リスクの根拠が疫学的および実験的研究か

ら示されているが、遺伝的影響については現時点でヒトへの放射

線リスクの根拠は示されていないことを記載 
・ がん以外の疾病（Diseases other than cancer） 
   新たな区分として、高線量被ばくにおけるがん以外の健康影響が

追記された。 
 

（２）名目リスク係数（10-2Ｓｖ-1） 
 ・がん              全集団：6.0、成人：4.8 
・遺伝的影響           全集団：1.3、成人：0.8 

 
 

（２）名目リスク係数（10-2Ｓｖ-1） 
 ・がん               全集団：5.5、成人：4.1 
・遺伝的影響            全集団：0.2、成人：0.1 
名目リスク係数は若干低くなったが、バラつきを考慮すれば、リスク

は従来とほぼ同程度であると記載。 

（３）線量・線量率効果係数（ＤＤＲＥＦ） 
  ＤＤＲＥＦ＝２ 
（放射線防護の一般的な目的のための大まかな判断） 

（３）線量・線量率効果係数（ＤＤＲＥＦ） 
  ＤＤＲＥＦ＝２ 
（ＢＥＡＲⅦ委員会の報告では、１．１～２．３の変動幅を持つとされ

たが、ＩＣＲＰ委員会は放射線防護のための大まかな概数として２を選

択） 

（
別
添
１
）
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２ ． 線 量 計 測 量 

（１）計測量 
 ・吸収線量（Ｇｙ） 
 ・等価線量（Ｓｖ） 
 ・実効線量（Ｓｖ） 
 ・集団等価線量（人・Ｓｖ） 
 ・集団実効線量（人・Ｓｖ） 
 

（１）計測量 
 ・吸収線量 absorbed dose（Ｇｙ） 
 ・等価線量 equivalent dose（Ｓｖ） 
 ・実効線量 effective dose（Ｓｖ） 
  － 
 ・集団実効線量 collective effective dose（人・Ｓｖ） 
    放射線防護手段等における最適化の道具であり、疫学的調査など

に用いるのは不適切 
 

（２）放射線荷重係数 
 ・光子                    １    
 ・電子、μ粒子                １ 
 ・陽子、エネルギーが２ＭｅＶを超えるもの   ５ 
 ・α粒子、核分裂断片、重原子核        ２０ 
 ・中性子         中性子のエネルギー領域毎に設定 
 

（２）放射線荷重係数                 
 ・光子                    １    
 ・電子、μ粒子                １ 
 ・陽子、荷電パイオン             ２ 
 ・α粒子、核分裂断片、重原子核        ２０ 
 ・中性子                 連続関数 

（３）組織荷重係数 
 ・生殖腺                  ０．２０×１ 
 ・骨髄、結腸、肺、胃            ０．１２×４ 
 ・膀胱、乳房、肝臓、食道、甲状腺      ０．０５×５ 
 ・皮膚、骨表面               ０．０１×２ 
 ・残りの組織                ０．０５×１ 

（３）組織荷重係数  
 ・生殖腺                  ０．０８×１ 
 ・骨髄、結腸、肺、胃、乳房         ０．１２×５ 
 ・膀胱、肝臓、食道、甲状腺         ０．０４×４ 
 ・骨表面、脳、唾液腺、皮膚         ０．０１×４ 
 ・残りの組織                ０．１２×１ 
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３ ． 放 射 線 防 護 シ ス テ ム 

（１）被ばくの状況 
 ・行為（Practice） 
  個人の被ばくまたは被ばくする個人の数を増加させ、総放射線被ばく

を増加させる人間活動。 
 ・介入（Intervention） 
  線源の撤去あるいは経路の変更により、総被ばくを低減させる人間活

動。 
 

（１）被ばくの状況 
 ・計画された状況（Planned exposure situations） 
  計画的に線源を導入あるいは操業する状況。廃止措置、放射性廃棄物

の処分、土地の復旧を含む。 
 ・緊急時の状況（Emergency exposure situations） 
  計画された状況からの不足の事態によりまたは悪意の行為から生じ

た予期せぬ状況。 
 ・現存する被ばく状況（Existing exposure situations） 
  自然バックグランドや過去の行為の残留物を含む管理の開始時に既

に存在する被ばく状況あるいは長期被ばく状況。  
 

（２）被ばくの区分 
 ・職業被ばく 
 ・公衆被ばく 
 （被ばく線量の制限に決定グループの概念を使用） 
 ・医療被ばく 

（２）被ばくの区分 
 ・職業被ばく 
 ・公衆被ばく 
 （被ばく線量の制限に代表的個人の概念を使用） 
 ・医療被ばく 
 

（３）放射線防護の原則 
 ・正当化（行為あるいは介入が引き起こす放射線損害を相殺するに十分

な便益を生まなければならない。）   
  正当化の判断の責任は、放射線防護機関の責任を超える。 
 
 
 
 

（３）放射線防護の原則 
 ・正当化（全ての放射線被ばくの状況において、いかなる決定も害より

利益が上回らなければならない。 
  正当化の判断の責任は、広義の意味で社会の総合的利益を保証するた

め、通常、個人ではなく政府あるいは規制当局に委ねられる。しかし

ながら、正当化の判断は事業者と政府以外の多くの関係者が関与し

て、適切な社会的プロセスを通じて行われる。 
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 ・防護の最適化（放射線被ばくは経済的および社会的要因を考慮に加え

たうえ、合理的に達成できるかぎり低く保つべきである。） 
 
 ・線量限度（関連する線源すべての複合の結果生ずる個人の被ばくは線

量限度に従うべき。） 

 ・防護の最適化（放射線被ばくは、経済的および社会的要因を考慮して、

合理的に達成できるかぎり低く保つべきである。） 
 
 ・線量限度（医療被ばくを除くすべての計画された状況では個人の被ば

くは線量限度を超えてはならない。） 
 

（４）線量拘束値（Dose constraints） 
 ・通常、国レベルあるいは地方レベルで定めることが適切であろう。 
 
 
 
 
 

（４）線量拘束値等（Dose constraints and reference level） 
 ・計画された状況での線量拘束値は、大規模な組織や事業体ならば独自

に設定できるが、経験に乏しい小規模事業者等は規制当局または専門

機関の助言が望ましい。 

・公衆の線量拘束値は規制当局が設定するのが適当。 

・線量限度は 1990 年勧告から変更なし。 

 
 

 
 

４ ． 環 境 の 防 護 
記載なし 環境への放射線の影響について、より明確な枠組みが必要である。 

 
 



 

Safety Fundamentals 
安全原則 

一般安全要件 施設及び活動 
特別安全要求 

１． 法的・規制システム 

２． 安全に対するリーダーシッ

プ及び管理 

３． 原子力・放射線安全： 

技術規定及び基準 

４． 統合安全評価 

５． 放射性廃棄物管理 

６． 廃止措置及び活動の終了 

７． 既存の状態の修復 
８． 緊急時の準備及び対応 

A. 原子力発電所 
１． 立地 
２． 設計 
３． 操業 

B. 研究炉 

C. 核燃料サイクル施設 

D. 廃棄物処分施設 

E. 放射線源を使用する 
施設と活動 

F. 放射性鉱石の採掘と 
加工 

Safety Fundamentals 
安全原則 

テーマ別基準 施設別基準 

１．法的及び行政的基盤 

２．緊急時の準備と対応 

３．マネージメントシステム 

４．評価と検査

５．サイト評価

６．放射線防護

７．放射性廃棄物管理 

８．デコミッショニング 

９．汚染された地域の回復 

１０．放射性物質の輸送 

A. 原子力発電所：設計 

B. 原子力発電所：操業 

C. 研究炉 

D. 核燃料サイクル施設 

E. 放射線関連施設と活動

F. 廃棄物処分と処分施設 

現行の体系 新体系案 

IAEA安全基準体系の見直し（Beyond Action Plan）

（
別
添
２
）
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