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別表１ 緊急事態区分とＥＡＬについて
警戒事態を判断するＥＡＬ

緊急事態区分における
措置の概要

① 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 体制構築や情報収集を
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 行い、住民防護のため
が発信された原因を特定できないこと。
の準備を開始する。
② 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。
③ 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。
④ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が１系統のみとなった場合で当該
母線への電気の供給が１つの電源のみとなり、その状態が１５分以上継続す
ること、又は外部電源喪失が３時間以上継続すること。
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の一部が喪失する
こと。
⑥ 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。
⑦ 原子炉制御室その他の箇所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。
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一部の機能が喪失すること。
⑨ 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。
⑩ 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。
⑪ 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。
⑫ 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。
⑬ オンサイト総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。
⑭ 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）。
⑮ 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
があることを認知した場合など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。
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緊急事態区分における
措置の概要
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 ＰＡＺ内の住民等の避
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 難準備、及び早期に実
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 施が必要な住民避難等
る注水が直ちにできないこと。
の防護措置を行う。
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。
③ 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分以上継
続すること。
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５分以上継続すること。
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。
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。
⑦ 原子炉制御室の環境が悪化し、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。
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。
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。
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。
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。
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。
⑬ 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。）。
⑭ 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。
施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ
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全面緊急事態を判断するＥＡＬ
① 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入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。
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。
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。
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。
⑤ 全ての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。
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５分以
上継続すること。
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。
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。
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。
⑩ 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を
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施
設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。
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。
⑫ 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。）。
⑬ 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。
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緊急事態区分における
措置の概要
ＰＡＺ内の住民避難等
の防護措置を行うとと
もに、ＵＰＺ及び必要
に応じてそれ以遠の周
辺地域において、放射
性物質放出後の防護措
置実施に備えた準備を
開始する。放射性物質
放出後は、計測される
空間放射線量率などに
基づく防護措置を実施
する。
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別表２ ＯＩＬと防護措置について
基準の種類
ＯＩＬ１

緊
急
防
護
措 ＯＩＬ４
置

初期設定値※１

基準の概要

防護措置の概要

地表面からの放射線、再
数時間内を目途に区域を
浮遊した放射性物質の吸
特定し、避難等を実施。
入、不注意な経口摂取に
500μSv/h
(移動が困難な者の一時
よる被ばく影響を防止す
（地上１m で計測した場合の
屋内退避を含む）
※２
るため、住民等を数時間
空間放射線量率 ）
内に避難や屋内退避等さ
せるための基準
不注意な経口摂取、皮膚
β 線：40,000 cpm※３
避難又は一時移転の基準
汚染からの外部被ばくを
（皮膚から数 cm での検出器の
に基づいて避難等した避
防止するため、除染を講
計数率）
難者等に避難退域時検査
※４
じるための基準
β 線：13,000cpm 【１ヶ月後の値】を実施して、基準を超え
る際は迅速に簡易除染等
（皮膚から数 cm での検出器の
を実施。
計数率）

ＯＩＬ２

地表面からの放射線、再
浮遊した放射性物質の吸
入、不注意な経口摂取に
早
よる被ばく影響を防止す
期
防
るため、地域生産物※5 の
護
措
摂取を制限するととも
置
に、住民等を 1 週間程度
内に一時移転させるため
の基準
飲食物に係 ＯＩＬ６による飲食物の
るスクリー 摂取制限を判断する準備
ニング基準 として、飲食物中の放射
性核種濃度測定を実施す
飲
べき地域を特定する際の
食
基準
物
摂 ＯＩＬ６
経口摂取による被ばく影
取
制
響を防止するため、飲食
限
※
物の摂取を制限する際の
９
基準

20μSv/h
（地上１m で計測した場合の
空間放射線量率※２）

0.5μSv/h※6
（地上１m で計測した場合の
空間放射線量率※２）

核種※7

飲料水、牛
乳・乳製品

野菜類、穀類、
肉、卵、魚、
その他

放射性ヨウ素

300Bq/kg

2,000Bq/kg※8

放射性セシウム

200Bq/kg

500Bq/kg

プルトニウム及
び超ウラン元素
のアルファ核種

1Bq/kg

10Bq/kg

ウラン

20Bq/kg

100Bq/kg

１日内を目途に区域を特
定し、地域生産物の摂取
を制限するとともに、１
週間程度内に一時移転を
実施。

数日内を目途に飲食物中
の放射性核種濃度を測定
すべき区域を特定。

１週間内を目途に飲食物
中の放射性核種濃度の測
定と分析を行い、基準を
超えるものにつき摂取制
限を迅速に実施。

※１「初期設定値」とは緊急事態当初に用いる OIL の値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確にな
った時点で必要な場合には OIL の初期設定値は改定される。
※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率
計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正
する必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）
がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を
参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を
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超えたときから起算して概ね１日が経過した時点の空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値
を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。
※３ 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が20cm2 の検出器を利用した場合の計数率であ
り、表面汚染密度は約 120Bq/cm2 相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚
染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。
※４ ※３と同様、表面汚染密度は約 40Bq/cm2 相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換
算が必要である。
※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、
数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。
※６ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。
※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯＩＬ
６値を参考として数値を設定する。
※８ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。
※９ ＩＡＥＡでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測
定が開始されるまでの間の暫定的な飲食物摂取制限の実施及び当該測定の対象の決定に係る基準で
あるＯＩＬ３等を設定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための
基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。
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