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  原子力発電所の緊急事態に，事故状況把握，事故進展予測や放射性物質の広域における拡

散状況を迅速かつ正確に予測するシステム“原子力緊急時対応システム（MEASURES）”を開発

した．さらに，都市部など市街地での有害ガス拡散も評価できるように発展させ，建物の影響を考

慮したテロ行為などによる影響評価を可能となった．このシステムの開発により，国が実施する原

子力災害対策特別措置法に準拠した原子力防災対策や国民保護法に準拠した都市部での減

災対策の立案及び安全対策に適用できるようになった． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

原子力緊急事態発生時，事故の分析と進展，並びに周辺環境への影響を予測・評価し，その

情報を提供することが防災対策上必要になる．このような事態で施設者の原子力防災活動を支

援し，かつ施設者の防災要員の意思決定や判断を支援するためのツールとして“原子力緊急時

対応システム”を開発した．このシステムは，国及び発電所などで運用し，さらに原子力防災訓練

等にも役立てることができる．また，周辺環境への影響予測機能を高度化し，有害危険物質の拡

散被害予測機能を充実させ都市安全へ適用するためのシステムも開発した．このことにより国民

の安全安心を確保するための原子力災害対策特別措置法及び国民保護法の２つの法律に対応

するシステムとして，国，地方自治体，電力会社の緊急事態を支援するシステムを開発したので，

これを紹介する． 

|2. 原子力緊急時対応システム 

2.1 システム構成 

原子力緊急時対応システム(1)（MEASURES：Multiple Radiological Emergency Assistance 

System for Urgent Response）は原子力緊急時の効果的な対応や意思決定を支援するために，

図１に示すように４つのサブシステムを備えている．  

(1) 情報収集・判断システム（AIPS） 

データ収集，プラント状態の表示，及び事故の起因事象の判定を実行する．データには発

電所状態データ，周辺モニタ指示値，風向，風速などの気象データ等が含まれ，簡単かつ明

瞭な形式で図２に示すように表示する．さらに，収集された発電所状態データとあらかじめ用意

された知識データに基づく事故診断テーブルから，事故として何が起こったのかという起因事

象を診断し表示する． 
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図１ MEASURES の各サブシス

テムの処理フロー 

 図２ 発電所情報の表示例 

  
(2) 事象進展表示システム（ACIS） 

AIPS による起因事象診断に基づき，今後の事象進展を迅速に推論し，放射性物質の放出

開始時刻，放出継続時間や放出率を評価する．事象進展や放出放射能量データは事前に解

析され，推論のためのデータベースとして格納されている．ACIS はイベントツリー上に事故事

象の進展状態を表示する． 

(3) 事故模擬解析システム（ASAS） 

ASAS は最適事故評価解析プログラムを使用し，より現実的に，正確に事象進展と放出放射

能量の推論を実行することを目的としている．このシステムはＡＣＩＳによるデータベースを用い

た推論ではなく，事故の初期段階から解析を連続的に正確に実行することができる． 

(4) 周辺被ばく予測システム（EDPS） 

EDPS は発電所を中心とした気流状態の変動と放射性物質の拡散状態及び放射性物質の

濃度変化，線量率分布などを迅速に正確に予測する．広域気象データ（GPV：Grid Point 

Value）を使用し，さらに気象力学モデル（RAMS：Regional Atmospheric Modeling System コー

ドを採用）や三次元非定常三次元拡散モデル（HYPACT：HYbrid Particle and Concentration 

Transport コードを採用）により，精緻な予測を得ることを可能にした．さらに，発電所からの放

出量や核種の種類は ACIS，ASAS からの結果を自動的に利用するか，又は手動でそれらのデ

ータを与えることができる．EDPS は風速ベクトル図，空中濃度分布，地表沈着量分布，線量率

分布，積算線量分布を表示する．また図３に線量率分布の例を示す．このような予測結果を正

確，かつ短時間で求めるため，三次元気流分布など計算時間を要する解析には，計算領域を

徐々に絞り込む多重格子法（ネスティング法）の採用や並列計算処理により時間短縮を図って

いる． 

MEASURES は原子力緊急時対応支援や意思決定に必要とされる独立したサブシステムを統

合化し，一体化した運用ができるシステム構成となっている一方，個別サブシステムを単独運用

することもできる．また，拡張性を考慮し，各種解析コード類の組み込みが容易になるよう設計さ

れている． 

2.2 原子力防災訓練への適用 

MEASURES は原子力緊急時対応の防災活動を支援する目的で開発されたが，国，自治体に

よる原子力総合防災訓練，発電所内の防災訓練，防災要員の日常訓練などにも活用し，事故想

定シナリオに基づいた実効性のある訓練を実現することができる． 
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図３ 発電所周辺で地形及び気流状態を考慮した場

合の線量分布図の例 

 図４ 原子力防災訓練における避難、屋

内退避の例 

システムを利用した可能な訓練としては，以下の点があげられる 

 任意の事故を想定した原子力防災訓練（総合，発電所内，要員） 

 システムを利用し事故シナリオを基にした 

・ プラント事故進展把握訓練 

・ 放射線による影響範囲を迅速に予測する訓練 

・ 国 等への通報訓練 

 事故・災害対応者の意思決定支援 

 判断のための適切な支援情報の提供 

 具体的な事故シナリオに則した実効性ある原子力防災訓練の支援 

 防災要員スキルアップのための日常訓練の支援 

 防災計画書などの検証 

特に国の住民安全班と自治体が協力して行う避難範囲（住民避難や屋内待避の範囲）の決定

のためには，図４に示す地形や気象変動を考慮した正確な被ばく範囲の変動予測を基に避難範

囲や避難地区を決定する必要があり，MEASURES はその実効性ある訓練のツールやスキルアッ

プにも活用できるものである． 

|3. 都市安全への応用 

MEASURES の周辺環境影響予測機能（EDPS）を高度化し，都市部での有害危険物質の放

出・漏洩事故，発電所，化学プラント，輸送機関及び貯蔵施設などから，有害危険物質が漏洩し

たときの大気中における拡散現象を予測し，都市部での緊急時対策立案を支援するのを目的と

し都市安全へ適用するためのシステムへ拡張した．このシステムでは気流計算は，RAMS を改良

し，拡散計算は，HYPACT を改良して使用している．計算は，次の順序で実施される． 

① 代表的な気象条件の３次元狭域気流データベースを計算 

② 気象条件（風向，風速，大気安定度）を手入力するか，または GPV データを自動入力 

③ 気象条件に対応した気流場の時間変化を気流データベースから内そう計算 

④ 内そう計算した気流時間変化データを使用して，３次元非定常拡散計算の実行 

3.1 気象力学モデル 

気象力学モデルの多くは，RAMS,WRF 及び MM５などのように，公開コードとして，一般ユーザ

に提供されている．都市部での建物回りの気流を数ｍメッシュサイズで計算するために，RAMS を

次のように改良した．まず，狭域の建物及び地形周り気流を精度良く再現するために，RAMS の

乱流モデル Mellor and Yamada (1982)（2） を Castelli (2006)（3） のモデルに改良した．単独建物周

りの気流計算結果は，図５に示すように，ハンブルグ大学の公開風洞実験データベース（4）と比較

検証され，良好な結果を得た． 
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図５ RAMS 計算結果とハンブ

ルグ大学の公開風洞実

験データベースとの比較

   

3.2 大気拡散モデル 

HYPACT コードは，RAMS と連携した大気拡散コードである．このコードは，ラグランジェ型粒子

拡散モデルであり，複雑な気流場で質量保存則を満足することができ，遠距離では計算時間短

縮のため，差分法と結合することが出来る．ガス濃度計算結果は，日本原子力研究所が東海村

で 1991 年と 1992 年に実施した長期拡散実験結果と比較検証した．気流に対する建物群の効果

が，風速と乱流強度に関してよく再現されている（5）． 

|4. システム構成 

このシステムは，図６に示すように，気流データベース，拡散モデル及び被害予測モデルで構

成される．広域気象データは，インターネットを通じて，外部から提供される．気流，地形，人口の

データベースも，事前にシステムに保存される．１時間先の計算に必要な計算時間は，１分以下

である．風速分布，ガス濃度，被害者数などの結果は，１０分間隔で，画面に表示され，計算中及

び計算後にユーザが利用可能である． 

また，気流データベースの計算は，計算時間が必要なので，並列計算機を使用するが，拡散

計算では，そのデータベースを用いて通常の PC１台で２４時間先を数分で計算可能である． 

  

 

 

図６ 都市安全への適用を考慮した被害予測システムの概要  
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|5. 検証事例 

気象庁の地域気象観測システムであるアメダス（実測値）と MEASURES（予測値）を比較した結

果，日時を指定して事前に解析された MEASURES の予測解析結果（観測点での気温，風向，

及び風速の時間変化）は実際に観測された気象観測データ（アメダス）と良い一致を示しているこ

とが確認されている(1)． 

また，図７に示す米国オクラホマ市街地を対象として実施された野外拡散実験結果について

示す．実測濃度と計算濃度の比較では，比較的整合した結果が得られている．さらに，図８に示

すように日本原子力研究所が筑波山周辺で実施された野外拡散実験(6)と比較した結果，計算結

果は，大気安定度が安定な場合も良く一致していることが確認された． 

 
 

 
 図８ 筑波山周辺の粒子拡散分布計算結果 

 

 

 
図７ オクラホマ市街地拡散実験を再現

計算した結果 

 図９ 有珠山の噴煙挙動シミュレーション表示例 

|6. 適用事例 

（1） 複雑地形上拡散予測システム 

原子力発電所や火力発電所などから放出されるガスの拡散予測への適用については既に

述べたとおりであるが，火山などからの噴煙の拡散状態や中国大陸で発生する黄砂の日本へ

の影響などについても適用することが可能である．地上は複雑地形であると同時に植生分布も

異なるためガス拡散評価が難しい側面を持っているが，防災対策上や環境アセスメントとして
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拡散予測評価を行うことは重要である．図９に有珠山の噴煙の拡散状態を地形及び気象変化

などを考慮した計算例について示す．このような噴煙の拡散状態を詳細に評価分析することに

より，本システムは自然災害などの被害対策立案や意思決定に有用な情報を短時間で解析が

できる． 

（2） 市街地拡散予測システム 

市街地の道路，高層ビル建設に関する都市計画及び CBR (Chemical, Bio and Radioactive

Agents)テロ対処訓練などでは，建物影響を考慮した拡散計算が必要となる．本システムの特

長である気流データベース計算機能を活用して，通常の PC で建物影響を考慮して拡散計算

した結果を図１０に示す．本システムは自治体，消防及び警察などの初期対応機関が使用す

ることを前提に開発されている．したがって，このシステムは通常のPCを使用して，短時間に有

害ガス拡散状況を評価できる． 

  
 

図１０ 市街地高層ビル周

りの気流と拡散 

|7. まとめ 

原子力緊急時に発電所運転員が効果的に活動する上で重要な意思決定を支援するツールと

して MEASURES を開発した．MEASURES では，気象力学モデルの導入により，気象変化を考慮

した放射性物質の拡散予測を可能とした．また，並列計算機処理技術や新たな計算アルゴリズム

の採用によって，大幅な計算時間の短縮に成功した．また，原子力緊急時対応のみならず，有害

ガスの拡散や各種公害の被害予測など多方面への応用が可能となった．例えば，最近では，都

市安全評価を目的として，特に狭域部の多い市街地におけるガス拡散予測システムを開発した．

このシステムは，事前に作成した高解像度（数 m）の気流データベースを利用することによって，

気流データベースを利用しない場合に比べて計算時間を１／数 100 に短縮するとともに，建物周

りの気流・拡散現象に対して，流体力学モデル（CFD）と同程度の計算精度を達成することができ

た． 
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