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注意

A.非売品

B・本図書は、「FundamentalSafetyPrinciples,SafeWStandardsSeriesNo.
SF-l」◎IntemationalAtomicEnel箇ﾉAgencyb(2006)の翻訳である。

本翻訳は、独立行政法人原子力安全基盤機構により作成されたも

のである。本安全基準の正式版は、国際原子力機関又はその正規

代理人により配布された英語版である。国際原子力機関は、本翻

訳及び発行物に係る正確さ、品質、正当性又は仕上がりに関して

何らの保証もせず、責任を持つものではない。また、本翻訳の利

用から直接的に又は間接的に生じるいかなる損失又は損害、結果

的に発生しうること等のいかなることに対しても何らの責任を負

うものではない。

C. 窪に関する注意:本刊行物に含まれる情報の複製又は翻訳の許

一ストリア国ウィーン市A-1400ヴァグラマー

100)を所在地とする国際原子力機関に書面連
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本邦訳版発行に当たっての注記事項

1．全般

（1）本邦訳は、国際原子力機関(IAEA)で策定するTAFIA安全基準の利用

者の理解促進、知見活用のため、独立行政法人原子力安全基盤機構（以

下､｢機構｣という）がTAWAとの契約行為に基づき発行するものである。

（2）翻訳文については、(1)項に示すとおり利用者の理解促進､TAEA安全基

準の知見活用を目的としていることから､文法的な厳密さを追求すること

で難解な訳文となるものは、わかり易さを優先して、本来の意味を誤解す

ることのない範囲での意訳を行っている箇所もある。

（3）本邦訳版は、機構のウェブサイトで公開されるほか、印刷物としても刊

行されるが、刊行後、誤記等の修正があった場合には、正誤表と合わせ

てウェブサイトにて改訂版を公開するものとする。

2．責任

（1）本邦訳版は機構により作成されたものであるが、I紐】A又はその正規代

理人により配布された英語版を正式版とするものである。TAFIA安全基準

の原文の内容については、機構は一切の責任を負うものではない。

（2）機構は本図書の翻訳の完全性、正確性を期するものではあるが、これ

を保証するものではなく、また本図書の利用から直接又は間接的に生じ

る、いかなる損失又は損害、結果的に発生しうること等のいかなること

に対しても何らの責任を負うものではない。

独立行政法人原子力安全基盤機構
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翻訳版について
1．翻訳用語について

(1)"Security"については、該当する日本語訳がないことから、“セキュリティ”

と表記している。IAEAが発行している用語集には、以下の用語説明があ

る。(IAEASafetyGlossaIy2007Editionの87頁から引用）

Thepreventionanddetectionofandresponseto,theft,sabotage,unauthorized

access,illegaltransferorothermaliciousactsinvoIvingnuclearmaCrial,other

Iadioactivesubstancesortheirassociatedmcilities.

核物質、他の放射性物質、又はそれらに関連する施設に関わる盗難､妨害

破壊行為、無許可の立ち入り、不法な輸送、あるいはその他の悪意のある

行為の防止、検知及び対応

(2)"Opera""については、施設と活動の種別に応じて、運転する、操業する、

運用する等の訳語があるが､本邦訳中では､CGoperate''が同時にこれらの複

数の訳語を意味する場合は､総称して､"運転する"と表記している｡また、

"operator''については、事業者と表記する。

(3)"gradedapproach''については、「等級別扱い」と訳す。尚、IAEAが発行し

ている用語集には、以下の用語説明がある。(IAEASafetyGlossary2007

Editionの133頁から引用）

l.Forasystemofcontrol,suchasaregulatorysysmorasafetysystem,a
processormethodinwhichthestringencyofthecontrolmeasuresand
Conditionstobeappliediscommensurate,totheextentpracticable,withthe
likelihoodandpossibleconsequencesofandthelevelofriskassociated
with,alossofcontrol.

2.Anapplicationofsafetyrequirementsthatiscommensuratewiththe
characteristicsoftheplacticeorsourceandwiththemagnitudeand

likelihoodoftheexposures.

1規制体系あるいは安全系のような管理又は制御するシステムに対し、

適用される管理又は制御上の手段や条件の厳格さが、管理又は制御の

喪失の起こり易さと起こりうる影響、及び管理又は制御の喪失に係る

リスクのレベルと、実行可能な範囲で釣り合っていること。

2行為あるいは線源の特性、及び被ばくの大きさや起こり易さに見合っ

た安全要件を適用すること。

2，翻訳の実施

本書の翻訳は、独立行政法人原子力安全基盤機構に設置されたIAEA安全

基準邦訳ワーキンググループで審議して作成したものである。

独立行政法人原子力安全基盤機構
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IAEA(国際原子力機関）の安全関連出版物

IAEA安全基準

IAEAは、その憲章第Ⅲ条の規定によって、健康を守るため及び生命や財産に対する危険

を最小限に抑えるために安全基準を策定または採択する権限、及び(IAEA自らの活動に対

して）基準に適合する措置をとる権限が与えられている。

IAEAの安全基準となる出版物は､IAEA安全基準シリーズとして発行される。本シリーズ

は、原子力安全、放射線安全、輸送安全及び廃棄物安全に加えてこれらの安全全般（すなわ

ち、安全に係るすべての分野）を対象としている。これらのシリーズは、安全原則、安全

要件及び安全指針に分類されている。

安全基準は対象範囲によって、原子力安全(NS)、放射線安全(RS)、輸送安全(TS)、

廃棄物安全(Ws)及び安全全般(GS)にコード化されている。

IAEAの安全基準プログラムに関する情報は、以下のIAEAインターネットサイトで入手

できる。

http:"www-ns・iaea.oIgstandards

このサイトは、発行された安全基準や安全基準（案）の英語版文書を提供している。安全基

準文書はアラビア語、中国語、フランス語、ロシア語及びスペイン語でも発行されており、

IAEAの安全用語集及び策定中の安全基準の状況報告書も利用できる。さらに情報が必要な

場合は、P.O.BoxIOO,A-l400Viema,AustriaのIAEAまで問い合わせ頂きたい。

IAEA安全基準のすべての使用者は､安全基準が使用者のニーズに継続して適っているこ

とを確実にするために、安全基準を使用した経験（国内規制、安全の評価及び訓練コースの

基盤とした経験など）をIAEAに提供して頂きたい。情報の提供はIAEAインターネットサ

イト経由または上記宛への郵送､あるいはeメール(Official.Mail@iaea.oIg)を利用できる。

他の安全関連出版物

IAEAは適用するための基準を提供するとともに、IAEA憲章第皿条及び第Ⅷ.C条の規定

によって平和利用の原子力活動に関する情報の交換及び促進を行っており、この目的のため

に加盟国間の仲介機関としての役割を果たしている。

原子力活動の安全と防護に関する報告書は､安全基準を維持するために使用できる具体的

な事例と詳細な手法を提供する安全レポートとして発行されている。

他の安全関連のIAEA出版物として､放射線防護評価レポート、国際原子力安全諮問グル

ープのINSAGレポート、技術レポート及びTECDOC(技術文書）がある。また、IAEAは

放射線事故に関するレポート、訓練マニュアル及び実務マニュアルや､その他の特別な安全

に係る刊行物も出版している。セキュリティ関連の刊行物はIAEA原子力セキュリティシ

リーズとして出版されている。
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基本安全原則

（

安全基準の調査

IAEAはコメントを歓迎する。以下を参照

〃卯:M4'ww-"s・jae"OP窟械7"此"z畑徒e鋤ackﾙ”
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IAEA安全基準シリーズNo.SF-1

基本安全原則

安全原則

共同策定：

欧州原子力共同体(Euratom)

国連食糧農業機関(FAO)

国際原子力機関(IAEA)

国際労働機関(ILO)

国際海事機関(Mo)

経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)

パンアメリカン保健機関(PAHO)

国連環境計画(UNEP)

世界保健機関(WHO)

国際原子力機関

ウィーン、2006
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著作権の告知

全てのIAEAの科学的、技術的出版物は、1952年にベルンで採択され、1972年パリ

で改訂された「万国著作権条約」の条項で保護されている。それ以来、著作権には電子

的著作権や実質上の知的財産も含めるように、ジュネーブの「世界知的所有権機関」に

おいて拡張されてきた。IAEA出版物もしくは電子媒体に含まれるテキストの全文もし

くは一部を使用するには、許可を取得しなければならず、通常は著作権使用料の協定書

に従わなければならない。非営利目的の複製、翻訳の提案は歓迎され、ケースバイケー

スで考慮される。問合せは以下のIAEA出版部に送られたい。

SalesandPromotion,PublishingSection
InternationaIAtomicEnegyAgency
WagramerStrasse5
P.O・BoXlOO

1400Vienna,Austria
ax:+431260029302

tel.:+431260022417

email:sales.publications@iaea.org
http:"www.iaea.og/books

◎IAEA,2006

PrintedbytheIAEAinAustria
November2006

STIIPUB/1273

IAEALibraryCataloguinginPublicationData

Fundamentalsafetyprinciples:safbtynmdamentals.－Ⅵenna:Intemational
AtomicEneIgyAgencyb2006.

p・;24cm.-(IAEAsaftystandardsseries,ISSN1020-525X;No.SF-l)
STI/PUB/1273

ISBN92-0--llO706-4

1.Radiation-Saftymeasures.2.EmeIgencymanagement.
3.Nuclearaccidents-Management､1.IntemationalAtomicEneIgy
Agency､11.Series.

IAEAL

V1

06-00461



序文

モハメド・エルバラダイ事務局長

IAEA憲章は、IAEAが、健康を守り、生命と財産に対する危険を最小化するため安全基準

を策定する権限を定めている。この安全基準については、IAEAは自身の活動の中で使用す

ることが定められており､各国は原子力と放射線安全に対する規制規定に取り入れることに

より適用することができる。定期的な検討に基づく安全基準の包括的な体系が、それらの適

用におけるIAEAの支援と相まって、世界的安全体制の中で重要な要素になってきている。

1990年代中頃に、IAEA安全基準プログラムの大規模な見直しが、基準を担当する委員会

構成の改正及び基準全体の改訂への系統的取り組みとともに開始された｡この結果作成され

た新しい基準は、高い品質のもので､加盟国の最善事例を反映している。安全基準委員会の

支援を受けて、IAEAはその安全基準の世界的な受け入れと使用を促進するために活動して

いる。

しかし､安全基準に関する業務は､それらが適切に実際に適用されているときにのみ有効

なものである。IAEAの安全に関する業務は、（設計、建設等の）工学上の安全、運転上の安

全並びに放射線､輸送及び廃棄物の安全から、規制に係る問題や安全文化にいたる範囲のも

のがあり、加盟国が基準を適用することを支援し、それらの有効性を調査している。これら

の安全に関する業務により、価値のある知見を共有することができる。そして、私は、加盟

国すべてにIAEAのこれらの業務を活用するように強く要請し続ける。

原子力と放射線の安全を規制することはそれぞれの国の責任であり、また、多くの加盟国

が、IAEA安全基準をその国の規制で使用のため採用することを決定した。さまざまな国際

安全条約の締約国に対して、IAEA基準は、条約による義務の効果的な遂行を確実にするた

めに、整合性があり、信頼できる手段を提供している。基準は、また、発電、医療、産業、

農業､研究及び教育における原子力と放射線の安全を増強するために、世界中の設計者、製

造者及び事業者によって適用されている。

IAEAは、あらゆる分野の使用者及び規制者のために、真剣に持続的な挑戦をしている。

その挑戦は､世界中の核物質及び放射線源の使用において安全レベルが高いことを確実にす

るものである。人類の利益のためにそれらの継続的な使用は､安全に管理されなければなら

ないし、また、IAEA安全基準は、その目標の達成を推し進めることを意図して作成されて

いる。
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共同策定機関による序文

理事会は、1993年6月に原子力施設の安全1，1995年3月に放射性廃棄物管理の安全2及び

1995年6月に放射線防護及び放射線源の安全3に関する「安全原則」分野のIAEA安全基準の

出版を承認した。

1995年に、理事会はIAEA事務局に対して、適切な時に、3つの「安全原則」文書をIAEA

安全基準の適用分野のすべてを通して､共通の安全哲学を表わす統一された一式の原則に統

合する目的を持って、それら文書の改訂を検討することを要求した。

原子力安全と放射線防護との間で伝統的に行われた区別は､概念レベルではほとんど正当

化できないものである。3つの「安全原則」出版物における原子力安全及び放射線防護に対

する原則は、技術的には矛盾しないが、異なった表現がされてきた。

2000年に､事務局は､統一された一式の原則に関する文章を作成するための原案作成会合

を開催する作業を開始した。「安全原則」の文章原案は、「基本安全原則」がすべてのIAEA

加盟国によって維持されることを保証するために､広範囲の国際的な見解の一致を求めて作

成された。

「基本安全原則」は、欧州原子力共同体(EuIatom)、国連食糧農業機関(FAO)、国際労働機

関(Ⅱ,O)、国際海事機関(IMO)、経済協力開発機構/原子力機関(OEcDINEA)、パンアメリカン

保健機関(PAHO)、国連環境計画(UNEP)及び世界保健機関(WHO)(以上を協賛機関と総称す

る)と協賛の基に策定されたものである。

「基本安全原則」の適用は、国際的安全基準の適用を促進し、異なった国の間の取り決め

の整合性をよりよくする方向に向かわせることとなる。したがって､すべての国がこれらの

原則を厳守し支持することが望まれる。この原則は、IAEAの活動に関してIAEAを、また、

'IAEA『原子力施設の安全」安全シリーズNo.110、IAEA、ウィーン(1993)

21AEA『放射性廃棄物管理の原則」安全シリーズNo.111-F、IAEA、ウィーン(1995)

3FAO､IAEA,ILO､OECD/NEA､PAHO､WHO『放射線防謹及び放射線源の安全｣安全シリーズNo.120、

IAEA、ウィーン(1996)
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IAEAによって支援される活動に関して各国を拘束することになる。国又は協賛機関は、そ

れぞれ自身の活動への適用のために、自身の判断で原則を採用してもよい。

「基本安全原則」の現在の本文の作成において、3つの異なる分野に対する以前の「安全

原則j出版物で確立された安全原則はすべて検討のうえ､一貫性があり矛盾のない10項目の

新しい原則へ統合された。以前の安全原則で､安全要件としてより適切に表現されるべきと

されたもののうちのいくつかは、「安全要件」出版物でそのように策定された。

新しい10項目の「基本安全原則」は、IAEAの安全基準プログラムの下で電離放射線の被

ばくからの防護に対する安全要件を確立する根拠を形成し、IAEAの幅広い安全関連プログ

ラムに対する論理的根拠を提供する。

放射線の被ばくから人の命と健康及び環境の防護を確かなものとするために取られる安

全対策の全容は細目に渡っており、技術的に複雑である。しかし、「基本安全原則」は、可

能な限り､専門家でない読者に理解し得る言語で文案が作成された｡その意図するところは、

政府及び規制機関の上級レベルの人に対して、また､原子力エネルギーと放射線源の使用に

関する意思決定の責任を負っている一方で､原子力･放射線にかかる科学や技術あるいは放

射線防護や安全問題の専門家ではない人に対して､安全基準の根拠及び論理的根拠を伝える

ことである。

特に記述されていない限り、文章中の安全関連の言葉と用語は、IAEA安全用語集

(http:"Www-ns.iaea.org/standards/safety-glossaly.h咽において定義され説明されているように

使われるべきであるが、用語集では、異なる主題分野での使用法は矛盾がないようにし、可

能な場合は整合をとっている｡いくつかの一般化された安全関連の言葉や用語が文章の簡素

化の目的で使用され、この場合、その意味は脚注の中で説明されている。特定分野の安全要

求事項を明確に述べるためには、暖味さを避けるために特定の基準の文脈のなかで、（一般

的な意味は明らかかもしれない)用語の意味を明確にし､詳述することが必要かもしれない。

そのような明確化及び詳細化は、関係のある特定の安全基準に任されている。

文章は、2006年9月にIAEA理事会によって「安全原則」出版物としての発行が承認され、

この「安全原則」出版物は、以前の安全シリーズ中で発行した旧「安全原則」に取って代
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わり、IAEA安全基準シリーズ中の主要な出版物となっている。

IAEAは、この文章の起草及び検討並びに合意達成の過程で支援してくれたすべての人々

に感謝の気持ちを表したい。

X
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1・はじめに

背景

1.1.放射線の放出は自然現象であり、また、自然に存在する放射線源は環境の持つ特性

と言える。放射線'及び放射性物質は、発電から医療、産業及び農業まで広い分野において

広く有益に活用されている｡作業者と公衆及び環境がこれらの活用から受けると思われる放

射線リスク2は評価され、必要に応じて管理されなければならない。したがって、放射線の

医療利用、原子力施設の運転、放射性物質の製造、輸送と使用、及び放射性廃棄物の管理の

ような活動は、安全基準に従わなければならない。

1.2.IARAは、TAFIA憲章により、国際協力の促進を求められている。安全の規制はそ

れぞれの国の責任である。しかし、放射線リスクが国境を越えることもあることから、国際

協力、すなわち、危険の管理、事故の防止、緊急時への対応及びそのすべての有害な影響の

緩和のため、経験に関する情報の交換と能力の向上が、広く安全確保の推進、強化に役立っ

ている。国際協力は、国際間の安全関連条約、行動規範及び安全基準によって促進される。

lここで使用する「放射線」とは電岡鰄射線を意味する。,

2ここで、用語「放射線リスクjは、以下を念頭に、一般的な意味で使用している。

一放射線被ばく（そのような影響が発生する可能性を含む）の健康への有害な影響

一以下の直接的な影響として発生すると思われるその他の安全関連リスク（環境中の生態系に対するも

のを含む）

・放射線被ばく

．（放射性廃棄物を含む）放射性物質の存在または環境への放出

・原子炉の炉心、連鎖核反応、放射性線源またはその他の放射線源に関する制御の喪失

IAEAの安全基準は、その趣旨から、それ以下では関連する放射線リスクがない放射線量のしきい値レベ

ルを想定していない。安全要件と安全指針は、放射線被ばくとその中で言及するその他のリスクを規定

する。

1



1.3.各国は､真撃な実行と注意義務の責務を有し、自国及び国際間の約束及び責務を履

行することが期待される。国際安全基準は､環境保謹に関するもののような国際法の一般原

則に基づいて各国がその責務を果たすことを支援する。国際安全基準は、また、安全に係る

信頼を高め、保証し、国際通商と貿易を促進する。

1.4.各国は、また、その管轄圏内で実施される原子力及び放射線関連活動に関する国際

条約に署名する。原子力事故の早期通報に関する条約､原子力事故または放射線緊急時にお

ける援助に関する条約､原子力安全に関する条約並びに使用済燃料管理及び放射性廃棄物管

理の安全に関する合同条約はすべて、特定の責務を締約国に負わせるものである。TARA安

全基準は､これらの国際条約の下で､締約国がその実績を評価する有用な手段を定めている。

安全基準は､また､放射性線源の安全とセキュリティに関する行動規範及び研究炉の安全に

関する行動規範の適用にも役立つ。

1.5.IARA安全基準は、安全原則、安全要件及び安全指針から構成され、TAEA及びこ

れを共同策定する組織がその活動に適用するとともに､各国と国内機関及びその他の国際組

織が自らの活動に関連して利用することが推奨される。国際条約とTAEAの安全基準は、

産業規格及び詳細な国内要件によって適切に補完され､放射線リスクから人及び環境を適切

に防護するための一貫した包括的な基礎をなしている。TAFIAはその活動に際し、ここで規

定するような安全原則に従い､第2章で述べる基本安全目的を追求し､加盟国にも同様の対

応を奨励する。

1.6.原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)は、放射線の健康への

影響及びさまざまな線源に起因する放射線被ばくのレベルに関する情報を収集､評価し､普

及させている。この委員会の知見、及び国際的な専門家組織、特に国際放射線防護委員会

(ICRP)の勧告が、TARAの安全基準を作成する際考慮されている。

1.7.YAEA安全基準の基礎をなす科学的考察は､安全に関する決定のための客観的な基

礎を提供するが、意思決定者は、更に、その適用に応じた詳しい情報に基づいた判断を行わ

なければならず､措置あるいは活動の有益さと、それに付随する放射線リスクやその他のり

2



スク及びその措置により発生するその他の有害な影響に対してどのように最善に均衡を図

るか決定しなければならない。

本出版物の目的

1.8.本出版物の目的は､TAEAの安全基準及び安全関連プログラムのための基礎を提供

する基本安全目的､安全原則及び概念を定めることである。関連する要件は安全要件の出版

物で定める。これらの要件に適合するための手引きは関連の安全指針で提供される。

範囲

1.9.この出版物は基本安全目的及び付随する10項目の安全原則を述べ、それらの意図

と目的を簡潔に説明している。基本安全目的は､放射線リスクを生じる全ての状況に適用す

る。安全原則は、関連するならば､平和目的に使用される(既存と新制全ての施設と活動3の

存続期間全体にわたって適用でき､現存する放射線リスクを低減するための防護措置に適用

できる。それらは、放射線リスクに対する人と環境の防謹のため、並びに、特に原子力施設

及び放射線と放射線源の利用、放射性物質の輸送及び放射性廃棄物の管理を含む､放射線リ

スクをもたらす施設と活動の安全のための要件と対策の基盤を提供する。

3「平和目的に使用される（既存と新規）施設と活動」という用語は、以後、自然起源または人工線源

から生じる放射線リスクに人が曝される可能性があるすべての状況を包含する一般的な用語として、｢施

設と活動」と略する。「施設」には、原子力施設、照射施設、ウラン鉱山のような採鉱及び原料処理施

設、廃棄物管理施設、及び防鍾と安全の考慮が要求される規模で放射性物質が生産、処理、使用、取り

扱い、貯蔵または処分され、あるいは放射線発生装歴が据え付けられるその他のあらゆる場所が含まれ

る。「活動」には、産業、研究と医療目的のための放射線源の生産、使用、輸入及び輸出、放射性物質

の輪送、施設の廃止措置、流出物の排出のような放射性廃棄物管理活動、過去の活動による残澄によっ

て影響を受けた敷地の修復が含まれる。
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、

1.10.安全対策とセキュリティ対策は､共に､人の生命と健康及び環境の防謹を目標に

している。安全原則は､それらの原則が安全とセキュリティの双方に貢献する次のような対

策に適用されるという点で、施設と活動のセキュリティに関係している。

一原子力施設及びその他の施設の設計と建設における適切な準備

一放射性物質の紛失並びに許可を得ない持ち出し、所有、移管及び使用を防止するた

めの原子力施設及びその他の施設に対する出入管理

一事故または故障の影響を緩和するための措置。これらの措置は、放射線リスクを生

じるセキュリティの破綻に対する対策も促す。

－放射線源と放射性物質の管理面のセキュリティ対策

安全対策及びセキュリティ対策は、セキュリティ対策が安全を損なわないように、また、安

全対策がセキュリティを損なわないような統合的な方法で計画、実施されねばならない。

構成

1.11.第2節では、基本安全目的について述べる。第3章では、この目的を達成するた

めに適用すべき10項目の原則について述べるとともに、各原則の意図及び適用の説明を示

す。

2．安全目的

基本安全目的は、人及び環境を電離放射線の有害な影響から防護することである

2.1.人（個人及び集団）及び環境を防護する本基本安全目的は、放射線リスクを生じる

施設の運転又は活動の実施を過度に制限することなく達成されなければならない｡合理的に

達成できる安全の最高水準が達成されるように施設が運転され活動が実施されることを確

実にするため、次の手段が講じられなければならない。
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⑨
⑥

人の放射線被ばく及び環境への放射性物質の放出を管理すること。

原子炉の炉心、核連鎖反応、放射性線源またはその他の全ての放射線源に関する制御

の喪失に至ると思われる事象の可能性を制限すること。

そのような事象が発生した場合、その影響を緩和すること。(d

2.2.基本安全目的は、全ての施設と活動に適用され、また、計画立案、立地、設計、製

造、建設、試運転及び運転、さらには廃止措置と閉鎖を含む、施設または線源の存続期間全

ての段階に適用される｡これには付随する放射性物質の輸送及び放射性廃棄物の管理が含ま

れる。

2.3.安全原則10項目が制定され、それらに基づいて基本安全目的を達成するために安

全要件が策定され、安全対策が講じられる。これらの安全原則は、全体として適用できる一

式を構成している｡実際には特定の状況に応じてそれぞれの原則の重要性に大小があるとは

いえ、全ての関連する原則の適切な適用が必要である。

3．安全原則

はじめに

3.1.この文書の趣旨から、「安全jとは放射線リスクに対する人と環境の防護、及び放

射線リスクを生じる施設と活動の安全を意味する。この文書及びTARA安全基準で使用し

ている「安全」とは、原子力施設の安全、放射線安全、放射性廃棄物管理の安全及び放射性

物質の輸送の安全を含んでいる。また、ここでは、安全のうち放射線関連以外のものは含め

ない。

3.2.安全は､原子炉の炉心、核連鎖反応、放射性線源またはその他の放射線源に関する

制御の喪失により発生する可能性のある直接的な結果とともに､通常の状況における放射線

リスク及び異常事象4の結果としての放射線リスクにも関係する。

4「異常事象」は、起因事象、事故前兆、ヒヤリハット、事故及び認可されていない行為（悪意ある及

び悪意のない行為を含む）を含んでいる。
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安全対策には､異常事象を防止する行為､及び異常事象が万一発生した場合にその影響を緩

和するために行われる取り決めが含まれる。

原則1：安全に対する責任

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

責任を負う個人または組織が負わなければならない。

3.3.放射線リスクが生じる全ての施設または活動あるいは放射線被ばくを低減させる

対策のプログラムの実施に対して責任を負う人または組織は、安全sに対して一義的な責任

を有する。

3.4.施設の運転または活動を実施するための許認可は、許認可取得者6である運転組織

または個人に発給される。

3.5.施設と活動の存続期間全体を通して安全の一義的な責任は許認可取得者にあり、こ

の責任は委任することができない。設計者、製造者や建設者、雇用主、契約業者及び荷送人

と運搬人のような、その他の人または組織も、安全に関して法的、専門的あるいは職務上の

責任を有する。

3.6.

-

－

－

1■■■■■

ー

一

許認可取得者は次の事項に責任を負う。

必要な能力の確立と維持。

適切な訓練と情報の提供。

あらゆる条件下で安全を維持するための手順と取り決め。

施設と活動及びそれらに関係する設備の適切な設計及び適切な品質の検証

使用、生産、貯蔵または輸送される全ての放射性物質の安全管理の確保。

生成された全ての放射性廃棄物の安全管理の確保。

5許認可を受けていないことを理由に、施設もしくは活励に対する責任を有する人または組織が安全の

責任を免責されることは無い。

6この文書では、「許認可取得者」(licensee)という用語を使用する。届出のような他の形の許認可も

適用できる。ある状況下では、政府または雇用主が施設と活動の安全に対する責任を負う。
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これらの責任は､規制機関が定めまたは承認して適用される安全目的及び要件に従い､完全

に果たされるべきものであり、その達成は、マネジメントシステムの実施を通して確実にさ

れるべきものである。

3.7．放射性廃棄物の管理は人の多くの世代にわたって行なわれる可能性があるため、現在

の操業と将来行なわれると思われる操業に係る許認可取得者(及び規制者)の責任が完全に

果たされるための検討を行なわなければならない｡長期的に責任を継続させ資金の要求を満

たすための準備が行われなければならない。

原則2：政府の役割

独立した規制機関を含む安全のための効果的な

法令上及び行政上の枠組みが定められ、維持されなければならない。

3.8．適切に定められた法令上及び行政上の枠組みは、放射線リスクを生じる施設と活動の

規制及び明確な責任の所在を規定するものである｡政府は、自国の法体系の範囲内で国内の

責任及び国際間の責務を効果的に果たすために必要と思われる法律､規則及びその他の基準

と手段を採用すること並びに、独立した規制機関を設置することに対する責任を負う。

3.9.政府機関は､緊急時活動を含む放射線リスクの低減活動計画の用意､環境への放射

性物質放出のモニタリング､及び､放射性廃棄物処分のための取り決めがなされていること

を、確実にしなければならない。政府機関はまた、自然線源、「身元不明線源」7や過去の施

設と活動から生じた放射性残澄のように､他の組織が責任を負わないような放射線の発生源

に関する管理の規定を策定する必要がある。

3.10．

一

規制機関は、以下を満たさなければならない。

自らの責任を完全に果たすために適切な法的権能、技術及び管理の能力、並びに人

的、資金的資源を有すること。

7「身元不明線源ゆrphansouI℃e)』とは、規制上の管理に入っていないこと、あるいは、放棄、紛失、
置き違い、窃盗、さもなければ適切な許認可無しに移管されたこと、のいずれかの理由から規制上の管

理下にない放射性線源である。
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－

－

■■■■■

利害関係者から不当な圧力を受けることがないように、許認可取得者及びその他の

全ての機関から実質的に独立であること。

施設と活動の安全性(健康と環境の側面を含む)と規制手続きについて周囲の団体、

公衆、利害関係者及び情報メディアに伝達する適切な手段を有すること。

適宜、開放的で誰でも参加しやすいプロセスにより、周囲の団体、公衆及び他の利

害関係者の意見を求めること。

このように、政府と規制機関は、放射線リスクから人と環境を防謹するため、基準を定め、

規制上の枠組みを定める重要な責任を持つ。しかしながら、安全に対する一義的な責任は、

許認可取得者にある。

3.11.許認可取得者が政府の一部門である場合、この部門は､政府の中で規制機能に対し

て責任を負う部門と異なっており､それらの部門から効果的に独立していると明確に特定さ

れなければならない。

原則3：安全に対するリーダーシップとマネジメント

放射線リスクに関係する組織並びに放射線リスクを生じる施設と活動では、安全に対

する効果的なリーダーシップとマネジメントが砲立され､維持されなければならない。

3.12.安全に係る事柄に関するリーダーシップは､組織の最高経営者層によって実践され

なければならない｡安全は､効果的なマネジメントシステムの手段によって達成し維持しな

ければならない。このシステムは､安全に対する要件が人の能力、資質及びセキュリティに

対するものを含めた他の要件と矛盾なく確立され適用されるように、また､安全が他の要件

あるいは要求によって妥協させられることがないように､全てのマネジメント要素を統合し

たものでなければならない。さらに、マネジメントシステムは、安全文化の向上、安全に関

する機能の定期的評価及び経験から学ばれた教訓の適用も確実なものとしなければならな

い。

3.13．関係する全ての組織と個人の安全に対する姿勢とふるまいを支配する安全文化は、

マネジメントシステムに組み込まれなければならない｡安全文化には､次の事項が含まれる。

－

－

あらゆる階層での指導部、経営陣及び全職員について、個人としての及び集団とし

ての安全に対するコミットメント

あらゆる階層での組織及び個人としての安全に対する説明責任
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一質問して学ぼうとする態度を奨励し、安全に関連する自己満足を戒めるための手段

3.14.マネジメントシステムにおいては、あらゆる階層において個人と技術､並びに個人

と組織との全ての相互作用を認識することが重要である｡人と組織の失敗を防止するために、

ヒューマン･ファクターを考慮し､優れた業務遂行と良い慣行が奨励されなければならない。

3.15.全ての施設と活動に対して、等級別扱い(gradedapproach)の安全評価をしなけれ

ばならない。安全評価では、通常運転とその影響､故障が生じると思われる道筋とその影響

を系統的に解析する必要がある。安全評価は､危険を管理するために必要な安全手段の評価

を行い､設計と工学的安全施設がそれぞれに要求される安全機能を満足することを実証する

ための評価を行う。管理手段または事業者の行動が安全の維持のために要求される場合､最

初の安全評価は､なされる措置が堅牢で信頼できるものであることを実証するために実施さ

れなければならない｡最初の安全評価により、提案された安全手段が妥当であることが実証

され､規制機関の満足のいくものである場合に初めて､施設の建設と試運転をしてもよいし、

また、活動については開始してもよい。

3.16．施設と活動のための安全評価のプロセスは、変化した周囲状況（たとえば、新しい

基準の適用あるいは科学や技術の発展)、運転経験のフィードバック、改造及び経年効果を

考慮に入れるため、運転実施の後、必要に応じて、全部または一部が繰り返される。長期間

にわたって運転を継続する場合､評価の再審査が必要に応じて繰り返し実施される。このよ

うに運転を継続するには､これらの再評価により安全手段が引き続き妥当であることを規制

機関が満足のいくよう示すことが必要である。

3.17．全ての対策を講じたにもかかわらず、事故が起こる可能性はある。事故の前兆を特

定し分析するとともに､それらの事故の再発を防止するための措置を講じなければなら験い°

施設と活動の（また、関連性がある場合はどこか他の）運転経験のフィードバックは、安全

性を強化するための重要な手段である。教訓を学び、共有し、それに基づいて行動できるよ

うに、起因事象、事故の前兆、ヒヤリハット、事故及び許認可されていない行為を含む運転

経験のフィードバックと分析とを行うためのプロセスを導入しなければならない。
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原則4：施設と活動の正当化

放射線リスクを生じる施設と活動は、

正味の便益をもたらすものでなければならない。

3.18.施設と活動が正当であると考えられる為には､それらが生み出す便益が、それらが

生み出す放射線リスクを上回っていなければならない｡便益とリスクを評価するために､施

設の運転及び活動の実施による全ての有意な影響を考慮しなければならない。

3.19.多くの場合､便益とリスクに関する判断は､原子力発電計画の着手が国によって決

定されるように、政府の最高レベルで行なわれる。他の場合では、提案された施設と活動が

正当化されるかどうかを規制機関が決定する。

3.20.患者の医療被ばく（診断または治療のどちらかによるもの）は、主として患者が便

益を得る特別な例である。したがって、そのような被ばくの正当化は、まず最初に、使用す

る特定の手順に関して検討され、次に患者ごとに検討される。正当か否かは、ある特定の診

断または治療行為が有益かどうかに関する臨床の判断による｡そのような臨床の判断は主と

して医療実施者に係る事項である。このため、医療実施者は放射線防護に関する適切な訓練

を受けなければならない。

原則5：防謹の最適化

合理的に達成できる最高レベルの安全を実現するよう

防謹を最適化しなければならない。

3.21.放射線リスクを生じる施設と活動に適用される安全手段は､施設の利用または活動

を過度に制限することなく､その存続期間全体を通して合理的に達成できる最高レベルの安

全を提供するとき、最適化されていると考えられる。

3.22.放射線リスクが合理的に達成できる限り低いかどうかを判断するために､通常運転

もしくは異常又は事故状態から生じる全てのリスクを演鐸的に（等級別扱い(graded

approach)を用いて）評価するとともに、施設と活動の存続期間全体を通して定期的に再評

価しなければならない。（施設と活動の存続期間の異なる段階に対して、異なるグループが

受けるリスクに対して、または放射性廃棄物管理の異なる段階に対して）関連する行為間ま
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たはそれらに付随するリスク間に相互依存性がある場合､これらの相互依存性も検討しなけ

ればならない。また、知識の不確実性も考慮しなければならない。

3.23.防護を最適化するには､次の事項を含むさまざまな因子間の相対的重要性に関する

判断が要求される。

－

－

一

－

一

放射線に被ばくする可能性がある人（作業者と公衆）の数

それらの者が被ばくする可能性

各人が受ける線量の大きさと分布

予見できる事象から生じる放射線リスク

経済的、社会的及び環境上の因子

防護の最適化は、放射線リスクを避けるために、日々の活動で実施できる施囲で、良好な慣

行を実行し常識を働かせることも意味する。

3.24許認可取得者が安全のために投入する資源及び規制の範囲と厳格さ並びにその適

用は､放射線リスクの程度及びそれらの実用的な管理のしやすさに見合ったものでなければ

ならない｡放射線リスクの程度によって許認可対象とならない場合は､規制上の管理は必要

とされない。

原則6：個人のリスクの制限

放射線リスクを制御するための対策は、いかなる個人も害の許容できない

リスクを負わないことを保証しなければならない。

3.25.正当化と防護の最適化は､それにより、害の許容できないリスクをいかなる個人も

負わないことを保証するものではない｡そのため､線量と放射線リスクは所定の制限の範囲

内に管理しなければならない。

3.26.逆に言えば､線量制限とリスク制限は受け入れられる法律上の上限を表すものであ

り、置かれた状況下で達成可能な最良の防護を保証するにはそれ自身では不十分であり、そ

れ故に、防謹の最適化によって補わなければならない。このように、防護の最適化と個人に

対する線量とリスクの制限は､望ましい安全レベルを達成するために共に必要なものである。
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原則7：現在及び将来の世代の防護

現在及び将来の人と環境を放射線リスクから防護しなければならない。

3.27．放射線リスクは国境を越える可能性があり､長期間にわたって持続することがある。

放射線リスクを制御する手段の妥当性を判断する際は､現在の行為から発生する可能性があ

る現在と将来の放射線影響を考慮しなければならない｡考慮する事項としては､特に以下が

挙げられる。

一安全基準は、その地域の住民ばかりでなく、施設と活動から地理的に離れた住民に

も適用する。

－影響が複数の世代に及ぶ場合、将来世代は、重大な防護行為をとる必要がないよう

に、適切に防護されなければならない。

3.28．放射線被ばくが人の健康に及ぼす影響は、不確実性8はあるとしても比較的良く理

解されているのに対し、環境への放射線の影響は十分に調査されているとはいえない｡現在

の放射線防護体系では､放射線被ばくの有害な影響に対して人間環境の生態系を適切に防護

することを全般的に規定している｡環境防護の目的で現在講じられる措置の一般的な意図は、

（個々の個体とは別に)何らかの種の集団が害となる影響を受けるほどの放射線被ばくから

生態系を防護することとなっている。

3.29.放射性廃棄物は､将来世代に過度の負担を強いることを避けるような方法で管理さ

れなければならない。すなわち、廃棄物を生み出す世代は、その長期的な管理のための安全

で実際的かつ環境的に許容できる解決策を探求し､適用しなければならない｡放射性廃棄物

の発生は､物質の再利用と再使用のような適切な設計上の対策と手順によって実現可能な最

小限のレベルに維持されなければならない。

8特に、低線量と低線量率における放射線被ばくの健康影響には不確実性があるため、仮定を行わな

ければならない。
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原則8：事故の防止

原子力または放射線の事故を防止及び緩和するために

実行可能な全ての努力を行わなければならない。

3.30.施設と活動から生じる最も有害な影響は､原子炉の炉心、核連鎖反応、放射性線源

またはその他の放射線源に関する制御の喪失から生じている。したがって､有害な結果をも

たらす事故の可能性がきわめて低いことを確実にするために､次の措置を講じなければなら

ない。

q■■■■

－

一

そのような制御の喪失に至る可能性がある故障または異常な状態（セキュリティの

破綻を含む）の発生の防止

発生する何らかの故障または異常な状態の拡大の防止

放射性線源あるいはその他の放射性線源の紛失あるいは制御の喪失の防止

-3.31.事故の影響の防止と緩和の主要な手段は「深層防謹」である。深層防護は、それら

が機能し損なったときにはじめて､人あるいは環境に対する有害な影響が引き起こされ得る

ような､多数の連続しかつ独立した防護レベルの組み合わせによって主に実現される。ひと

つの防護のレベルあるいは障壁が万一機能し損なっても､次のレベルあるいは障壁が機能す

る。適切に機能する場合、深層防護は、単一の技術的故障、人為的あるいは組織上の機能不

全だけでは有害な影響につながる可能性がないこと、また､重大な有害影響を引き起こすよ

うな､機能不全が組み合わせで発生する確率が非常に低いことを確実にする。異なる防護レ

ベルの独立した有効性が、深層防護の不可欠な要素である。

3.32.深層防護は、次の事項を適切に組み合わせて提供される。

I■■■■■

一

安全に対する経営層の強力なコミットメントと強固な安全文化を伴う効果的なマネ

ジメントシステム

適切な敷地選定及び主に次の手段の採用による安全裕度、多様性及び多重性を実現

する優れた設計と工学的施設の導入。

。高い品質と信頼性を持った設計、技術及び材料

・制御系、制限系及び防護系並びに監視施設

・固有の安全特性と工学的安全施設の適切な組み合わせ
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一包括的な運転手順と慣行及びアクシデントマネジメント手順

3.33.アクシデントマネジメント手順をあらかじめ作成し､原子炉の炉心､核連鎖反応ま

たはその他の放射線源に関する制御機能が喪失した場合にそれらの制御機能を回復するた

めの手段、及びいかなる有害な影響も緩和するための手段を確立しなければならない。

原則9：緊急時の準備と対応

原子力または放射線の異常事象に対する緊急時の準備と対応のための

取り決めを行わなければならない。

3.34.原子力または放射線の緊急時に対する準備と対応は､次の事項を主な目標とする。

ー

一

ー

原子力または放射線の緊急時に対する、現場及び必要に応じて地域、地方、国及び

国際間のレベルでの効果的な対応を行うための取り決めが定められていることを確

実にすること。

合理的に予測可能な異常事象に対して、放射線リスクが軽微なものとなることを確

実にすること。

発生する何らかの異常事象に対して、人の生命、健康及び環境に対するいかなる影

響も緩和するための実施可能な手段を講じること。

3.35．許認可取得者、事業者、規制機関及び適切な政府の部門は、現場、地域、地方及び

国のレベル､並びに諸国間で合意されているなら国際間のレベルで､原子力または放射線の

緊急時に対する準備と対応の取り決めを、あらかじめ確立しておかなければならない。

3.36．緊急時の準備と対応の取り決めの範囲と程度には、次の事項を反映させなければな

らない。

一原子力または放射線緊急時の発生可能性及び考え得る影響

一放射線リスクの特性

一施設と活動の特質と場所
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上記の取り決めには次の事項を含む。

I■■■■■

ー

異なる防護措置をいつ講じるべきかを決定する際に用いられるあらかじめ設定され

た基準一式

緊急時において、現場の人及び必要に応じて公衆を防護し、情報を提供する措置を

講じる能力

3.37．緊急時対応の取り決めを作成する際､合理的に予測可能なあらゆる事象を考慮しな

ければならない｡緊急時計画は定期的に訓練を行い､緊急時対応で責任を負う組織の準備を

確実なものにしなければならない。

3.38.緊急時において早急な防護措置を即座に取らねばならないような時は､十分な説明

による同意に基づき、緊急時の作業者は、通常適用される職業線量制限を超えるが、あらか

じめ規定された値までの線量を受けることが許容される。

原則10：現存又は規制されていない放射線リスクの低減のための防謹措置

現存又は規制されていない放射線リスクの低減のための防護措置は、

正当化され、最適化されなければならない。

3.39.放射線リスクは､規制上の管理に従う施設と活動以外の状況においても生じるかも

知れない。その様な状況においては､放射線リスクが比較的高ければ､放射線被ばくの低減

と不都合な状態を修復するための防護措置を合理的に採用することができるかどうか､考慮

しなければならない。

ー

－

一番目の状況は、本質的に自然放射線源に係るものである。その様な状況には、例

えば住居や作業場所のラドンガスからの被ばくを含み、必要であれば、改善措置を

採ることができる。しかしながら、多くの状況において、自然放射線源からの被ば

く低減を実際に行うことができるものは少ない。

二番目の状況は、規制上の管理の対象になっていなかった、あるいは初期のそれ程

厳密でない管理形態に従っていた過去になされた人の活動から生じた被ばくに係る

ものである。例としては、過去の採鉱操業からの放射性残澄が残っている状況であ

る。
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一三番目の状況は、環境中への放射性核種の管理されない放出後に採られる改善手段

のような防護措置に係るものである。

3.40.これら全てのケースにおいて、考慮される防護措置は、予測可能な経済的、社会的

及び場合によっては環境上のコストがかかり、幾らかの放射線リスク（例えば、その様な措

置を行う作業員に対して）が課せられるかも知れない。防謹措置は、それらを行うことに伴

う放射線リスクとその他の損害を上回る十分な便益をもたらす場合のみ正当化されると考

えられる。さらに、防護措置は、これらのコストに関して合理的に達成できる最も大きい便

益を生み出すために最適化されなければならない。
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IAEA安全基準の是認のための組織

A"砥彪愈此企"@""CO"芭叩o"〔伽g碗ごwzb"Cb"E"o"d"Zg"zembe応『唾ごfwe

《加βs/br"""me"2α"doMer"oc"""PMMjOw6""eyf""ofgE"己y"必'

pα、むわα蛇加"@""ga

CmnmiEgiononSa睦呼Standards

AFgeFz"":Oliveira,A.;A"Im":L⑥乳J;B"Z":SouzadeAssis,A・;Cmza":

Pereira,JX.;α伽α:Li,G;CZechR""b"c:Drabova,D.;D巴""zα吠:mbak,K.;

aWZ:AbdelPHamid,S.B.;fｼ極"ce:LacoS"AFC(ChairperSOn);GCmzanyg

Majer,D.;litdim:Sharma,S.K.;km餓陸vanon,1;"W4z":Abe,K.;"r"
R即邸McQfE皿,Y:-S.;HMS"":HaShmi,J;RM""〃彪企r"":

MalysheMA.B;SOJ"A尚沈a:Magugumela,M.r;即α":Azuarra,JA.;S闘婬止宛：
Holm,L.E.;Swirze成"zd:SdnmOcker,U.;〃"雄dKMgujo"z:Mightman,M.;

恥舵'iSm"qfA"'eWC"Virgilio,M・;EI""""α"z"rnsfOw:Wacterloos,C;

"EA:Karbassioun,A.(Coordinator);恥彪"z"mFMIQ"zwzmmwo"

Ra‘"ひわgica/PmIBcIio":Holm,L戸E・;OECDⅣ血c陀回rEnefgyAgEwCy:
'Ihnaka,T

NIBclearSam"etyStanda城sCqDmmif@Ee

AFgEPz"":SajaroffR;A"""Mz":MacNab,D;A""z:SholiXS・;Beig加加：
Govaerts,R;Brazil:deOueirozBogadoIcite,Sb;*BIMIg""Gamchev;YL;

m"α血:Newland,D;da"z":Wang,J;αひα”：鞄魎c,I.;*C)prMsE

Demetriades,R;Czecﾉ@R"""c:B6hm,K.;E剛》f:AIEA.I.M.;F"mm:

Reiman,L.(Chairperson);RwzcggSaintRaymond,R;Gerlz"y:Herttrich,M;

*G"ece:Camarinopoulos,L.;"""guwy:Viirtiss,L.;"zdi"Kushwaha,HS;

Im",んkmmjcR"[必艇QfAlidousti,A.;*Im9:KhalilAlaKamil,A.-M.;Iし種"ad:
Hone,C.;kmeI:HirShmld,H.;"":Bava,G;卿ﾌq":Nakamura,K.;Koremb

R“"MCQfKim,H・-K.;L妨埋"z":Demcenko,M.;MExjCo:Gonzalez
Mercado,V;Ⅳｾ雌ermPzds:Jansen,R.;Rzkism":Habib,M.A.;Rz庇噌"qy:｡Iroche

Figueredo,GD.;急姥":RamirezO咽ada,R.;Pormga&Marques,JJEG;
Ro碗α"":Biro,L.;R""s"z屍咋”"o":ShvctsoMYE.;S"1J"た血:Uhrik,R;

S"v"":Levstek,M.E;So邸娩Mfca:Bester,R上卵α伽:ZaIzuela,J;Swedew:

Haliman,A・;SwirZejmwd:Aebcrli,W_;､TWaikmd:TanipanichskuLR;亜戒":

Bezdegumem,U;UkmiWe:Bezsalyi,M;U""α2K"zg血睡Vaughan.G瓜;U"jだ。
SMIEsqfAmerica:Mayfield,M.E.;El"opemzCo""〃jssfO":Vigne,S;"EA:
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陸i",G(CoordinalOr);"z1迄"z""JzaIOF9mziZ"ioJz

Nigon,JL.;OECDMEc"znrEmefgyAg"zCy:Reig,
A"ocmW":SainLPierrc.S

唾
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“

地
軸

テ
ロ
ロ
骨

允
Ｊ

Radi固樋⑪皿S窟企むSfgBMinmECommEfieP

Argem醜α:ROikind,RHA.;A"Zmlm:Melbourne,A・;*Be"rMs:Rydievski,L.;

Betmm:Smeesters,R;BmZ":RcdriguezRochedo,E.R・;*BIf"":
Katzarska,L・；α"ada:ClementlC;""za:Yang,H.;Cos"Rj":Pacheco
Jmenez,R・;Qめ"BetancourtHernandez,L;"C)pr":Demetriades,R;CZech

R"""C:Petrova,K.;DewPzα戒：Ohlenschla"喝M.;*吻似:Hassib,GM;

鰯@mP2diMarkkanen,M・;Rwace:Godet,J;Ge"TM"y:Landfermann,H・；

*G℃巴cE:Kamenopoulou,V;""Zgmy:mblin鋲凪L.;lbEmzd:MagluSSon,Sb
(Chairperson);"zdm:Sharma,DN;"zdO'zasm:AkhadLM.;Im",施肱"z庭

R印幼此QfRastkhah,N.;零"nq:KhalilAIPKami1,A.-M.;〃E此zM:Colgan冒正；
心mcJ:Laichter,Y;Inzly:Bolog1ajL;"aMz:Yoda,N;Kol",R""MCqf
Ife,B.;L"1/ja:Salmins,A・；ifa"W":Rehir,D;""jm:Maldonado

Mercado,H.;〃＠Focco:Tazi,S;Ⅳｾ腕eJ此"zdF:ZuunC;Nbrwqy:Saxebol,G;

Rzhismyz:Mehboob,A.E.;Rzm9zJgg):IdOyagoNavarro,M.;Ph鋤Zp"zes:

ValdezcO,E・;"ﾉmgn&DiaSdeOliviCra,A.;RO"zα"肱:Rodna,A・;REJss血〃

陸生'“わ":Savkin,M.;S""α比":Jurina､V;SJb"e"":SutCj,T;Sb脚成Affca:
Olivier,JH.L;即αj":AInor,I.;Sw認勧z:Ho向ander,R;Sw"zerm"d:

P蛇imer,HJ.;*r"恥"d:MnitsuksombutsW;恥成ごy:OkyariH.;【灰""ze:

HolubieMM;UM彫αK"zgzfo"z:Robinson,I.;M@jledSm"qfA"zerica:

MiUcr,C;a""""aP""zmjひ":.JanssenssA.;"odα"dAgriC邸伽形

O噌zmiz"o"QMeU加穆｡〃nrioJzsgByrOn,Db;MEA:Boal,T(Coordinator);
恥膨"M"o"2JCb""卸msjo〃｡〃R""りんgiCaIPJo"cIわ":Valentin,J;肋に""fo""

Lα伽"Orcc:Niu,S.;肋鑓"za"JzaIOPgwtiZa伽〃んrSm"血威Zα“"：

Perrm,M・;OECDMJcJ"razごｸ野AgwzCy:LaZZo，正；H"zA"zeri""""M

OFg"iz"O":Jimenez,R;U"jIMMMjO"S℃ie"jiCCゎ腕"""geO"晩e剛もasqf
A""cR""jo":Crick,M・；WbfMH""OrgwziZα"OFz;Carr,Z.；リ鞠F2d
M""arA卵℃cm"":SaintPPierre,S

TkansportSH艇蝕StandardsCmm"ee

A噌巴"""LdpezViem,Jk;AEfs""Q":Sarkar,S.;AJ鰯"麺;Kirchnawy,E;

B蝿迩"8:COttenS,E・;BmZ":Mzrahi,A.;B別宅wh:Bakalova,A.;C""ada:
礎ime,S・;C""α:Qu,z.;o℃α“;Kubelka,D;Qめα:OuevedoGarcia,JR.;

*C)"死":Demetriades,R;CzchR""MC:Duchabek,M;D""α戒：

Breddan,K.;*k)pI:El.ShinawybR.MK.;庇"肱":TIkkmen,J.;nwzce:
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AguilarJ;GGemimzy:Rein,H;*GクセecegWgiatzi,S.;HMzgwy:SarmIJ;"Edm:

Agarwal,&R;ImPZ,nkI"zitFR""睡峨Kardan,M.R.;*Imq:Khalil

AIPKamil,A.=M.;舵ね"d:DufmJ(Chairperson);kmel:Koch,J;“"二

TriVellOni,S.;""p:Amano,M.;Ka℃鶴R"""cqfKim,YLaJ.;MMZ)E趣g

Sobari,M・RM.;雄娩eFね"心:VanHalem,H.;ⅣどwZeam"d:Ardouin,C;

Norwqy:HomkiPl,S.;"たな"":Rashid,M.;RImgEJay:MoreTbrres,L.E.;

Ph蝿'"zes:KinilitanPParam,Y;PomJgal:Buxoda'Irindade,R.;Ro"Iα"舷：

Vieru,G.;R""smwIｾ地mlio":Ersho"V:N;So邸耽fWm:Jutle,K.;""PE:
ZamcraMartin,E;SwEdg":Dahiin,G・;SwjIZeJmPzd:Knecht,B・；掌7脚αjmpzd:

WanitSUkSOmbut,W;ZIwkey:Ertiirk,K.;Ukmme:Sakalo,VL;UzjIMKi"guわ碗：

Young,CN;""j膨泓S""qfA"erfca:Brach,WE.;Boyle,R・;Eh""""

"ww@msi＠":Venchiarutti,Jb-C;恥蛇rz""""AirZ》極""o"Assocjn"⑥"：

Abouchaar,エ；“盛：WangIer，ME．（Cooxdinator)；伽IE''8"わ"“αy〃
AP"""OIgrmiZa@iO":RooneXK;JMZwz"わ随αIfbdem""QfAirLji'e"o厳，

A"り心血伽"s:Tisdall,A.；血彪"""o""IM"fumeOr解"iz"O":Rahim,I.;

恥彪、α"o"JOIgmgiz"o"jbrSmJz血PajZ"jo":Malesys,R;("z"dMI""s

E℃o"o"z庭Cb"z加錘jO""『E唾FWJe:Kervema,O;f"zivemnImsmJUizjojz:

GiroUx,R;恥『〃M@c彫arZ池"やo症IWsrimm:Green,L.

"teSa旋呼S錘n"gawisCqpmmitt@e

A昭唖mMsSilakyIG;A""adnz:Williams,G;Ausryfa:Hohenberg,Jb;Bek"fz:

Backelandt,L.;B"Z":Heilbron,R;*BEJMrm:SimeonoMG;α"α血:LOjk,R.;

Ch"m:Fan,Z.;CPひα":Subasic,n;C""SaigadoMOiena,M.;*qP"s:

Demetriades,R;*CzerhR"""℃:Lieteva,R;De""α汝:NielSen,C.;*Q)W:

EIPAdham,K.E､A.;FIFz""d:Ruokcla,E.;n浬"":Cailleton,R・;Hh"噌匝"：

Qoch,I.;"dm:Rai,K.;"fiOnz"":Yalim,S.;Imy@,耐""zicR"ublicqf

Ettehadian,M.;率"":Abass,H.;kme&DodMA.;My:Dionisi,M・;血p"":

Ito,Ye;錘『ど喝R"邸雌cqfPark,W;*L""":SalmmS,A.;LMMwz":

PaulikaS,V;ハ化xiCo:AguirreGdmez,J;MoJ℃cco:Soufi,I.;Ⅳと肋e血"ds:

Selling,H.;*Norwqy:Sorlic,A.;"たjSm":Rehman,R・;RzmgWy:Facctti

ItmandeZ,J;"mWIAFiausinOdePaiva,M.;Ro版α"肱:'Iiltmci,I.;Russ曲〃

fｾzdem"":mluektovjRR;SYO"kZ"Kone&ny,L・;SZowefzj"Mele,I.;･Sb""

Aj減cc:Pather,'I:(Chairperson);助α":Sanz,M.;Swedew:WingemrS,S・；
Sw"ZeFmPzd:Zurkinden,A・;Ti"雌y:Ozdemir@工;"""ne:IievleuS・;U""d
Kmgdo":Wiilson,C;【"z"EdS"JEsqfA"ze"":Camper,L.;E"℃pm"

α"zlTzisuiO'z:Hilden,W.;AEA:Hioki,K.(Coordmalor);恥陀"tariO""I

O曙α"jZaZjo"たrSmPz血秘jZdZib":Huison,G;OECDM&LarE""gyAgEwnCy:
Riotte,H.;WorMM"血arAE"ocja舷o":SainFPierre,S
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蕊嬢議鶴議蕊蕊蕊蕊灘溌灘
霞
篭 鍵霧脅蕊鶴鍵 鵜

基本安全目的は、人及び環境を電離放射線の有害な影響から防護することである。

人（個人及び集団）及び環境を防護する本基本安全目的は、放射線リスクを生じる

施設の運転又は活動の実施を過度に制限することなく達成されなければならない。

一基本安全原則：基本原則
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